万一の事故にあわれたときは

保険金請求WEB を

事故の
ご連絡先

ケガ

令和4年7月1日始期以降用
ス ケ ジュー
ル

２４時間３６５日
ご利用できます

保険期間
締切日

病気

携行品 の

団体割引
30％ 適用

1日目から補償

ご 注 意（ 必 ず お 読 み くだ さ い ）

保険金のご請求は
「保険金請求ＷＥＢ」
をご利用ください。
ペーパーレスでスピ−ディにお手続きができます。
①ご本人
（未成年者の場合は親権者）
のお手続きであること。
②保険金の振込指定口座がご本人名義であること。
③ケガの場合は治療が終了していること。

外に
ケガ・病気以 ！
こんな補償も

WEB申請後、書類の記入
も不要で、お支払いまでの
期間も大変短く、一切の不
便さを感じませんでした。

●この保険の保険期間は１年間となります。保険金請求状況等によっては、
保険期間終了後、
継続加入できないことや補償内容を変更させていただくこ
とがあります。
（加入口数が限度口数内であっても制限させていただく場合があります。
）
あらかじめご了承ください。
●保険金請求状況等とは、
加入者間の公平性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合、
飲酒運転等の法令違反や事実を偽っ
た保険金請求が行われた場合等をいいます。
変異株 改定日以降の日を始期日とする継続契約
●引受保険会社が、
普通保険約款・特約、
保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、
にも
につきましては、
その始期日における普通保険約款・特約、
保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。
そのため、
継続契約の補
対応！
償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、
または継続加入できないことがあります。
あらかじめご了承ください。

個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報について、
引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
この保険契約に関する個人情報は、
引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、
引受保険会社および引受保険会社の
グループのそれぞれの会社（海外にあるものを含む）
が、
この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履
行のために利用したり、
提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
ただし、
保健医療等のセンシティブ情報（要配慮

個人情報を含む）
の利用目的は、
法令等に従い、
業務の適切な運営の確保その他必要と認め
られる範囲に限定し
ます。
また、
この保険契約に関する個
ケガの補償〔基本補償〕
で
「用品オプション」
携行品損害の
人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、
業務委託先（保険代理店を含む）
、
保険仲立人、
医療機関、
保険金の請求・支払いに関する関係先等
（いずれも海外にあるものを含む）
に提供することがあります。詳細は、
三井住友海上ホームページ
（https://www.ms-ins.com）
または引受保険会社の
補償対象を拡大しました。
新型コロナウイルス感染症

●ご加入者さまへご継続のご案内並びに加入者証などのお届けを
もれなく実施する
ことな
どを目的として、
引受保険会社が取得した個人情報の一部
による入院
・通院
・
本年度よりスマホや
（ご加入されている補償内容ならびに保険金の支払い状況を除く）
を日本郵政グループ各社へ提供し、
各社からご加入者さまの所属に関わる情報な
医師の指示による
どを取得することがあります。
眼鏡も補償対象に追加
●保険契約者
（団体）
は、
本契約に関する個人情報を、
引受保険会社ならびにJP損保サービスに提供します。
補償！
連サービスの提供とご案内のために必要な範囲で利用するほか、提携する他の保険代理店とともに保険商品やそのサービスの提供とご案内に
ホームページをご覧ください。

「保険金請求WEB」を
ご利用になれない場合は

代 理 店・扱 者

遅滞なく右記にご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」

0120-258-189（無料）
事故は

いち早く

※ ビスは、
●JP損保サー
本契約に関する個人情報を保険商品やそのサー
ビスの提供とご案内並びにJP損保サービスが仲介する提携会社の保険関
自宅、ホテル療養も
（例：スマホを落として破損
してしまった。
など）

必要な範囲で利用します。
その他の目的には利用しません。
※本体機能の喪失または低下を
なお、
保健医療等の特別な非公開情報
（センシティブ情報）
については、
保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。
伴わない損害
（擦り傷
・汚れなど）
ホームページで
詳細につきましては、
JP損保サービスのホームページ
（http://www.jp-sonpo.co.jp/）
に掲載の個人情報の保護に関する基本方針をご覧くださるか、
は補償対象外となります。
商品説明動画
JP損保サービス各支店までお問い合わせ願います。

公開中

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-7-15 JPR市ヶ谷ビル4F
0120-307-318
（無料） 受付時間：平日 9：15〜17：10

〈支店一覧〉
北海道 TEL：011-717-4431
東 北 TEL：022-214-4104
北 陸 TEL：076-265-6465
東 海 TEL：052-201-0338
四 国 TEL：089-931-3798
九 州 TEL：096-371-7210
ホームページアドレス：https://www.jp-sonpo.co.jp

引受保険会社
（幹事会社）

三井住友海上火災保険株式会社

〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-11-1

関東、東京・南関東 TEL：0120-307-318
近 畿 TEL：06-4256-2512

信
中

お手軽・カンタン

対 象 者（お申込人となれる方）

ケガで病院に通院したら

JPビズメール株式会社、株式会社システムトラスト研究所、
株式会社JPメディアダイレクト、
日本郵政不動産株式会社、
※前年度ご加入いただいた
株式会社ゆうゆうギフト、
JP東京特選会株式会社、
日本郵便メンテナンス株式会社、
かんぽシステムソリューションズ株式会社、
被保険者の人数に従って
トールエクスプレスジャパン株式会社、
東京米油株式会社、JPインベストメント株式会社、
ゆうちょローンセンター株式会社、
割引率が適用されます。
JPプロパティーズ株式会社、
JP楽天ロジスティクス株式会社、株式会社JPデジタル

お客さまの声

JP損保サービス株式会社

使用期限：令和5年5月25日

日本郵政グループの
正社員・ご退職者の皆さま専用

で
「Web申込」

団体総合生活補償保険（MS&AD型）

以下のグループ会社※の正社員および退職者です。 ※以降日本郵政グループといいます。
日本郵政株式会社、
日本郵便株式会社、
株式会社ゆうちょ銀行、
株式会社かんぽ生命保険、
日本郵政スタッフ株式会社、

保険金請求手続き

今回写真をWEBで初めて
送信しました。初めてだっ
たのでとまどいましたが、
手続処理も早く、慣れれば
楽だな、
と思いました。

締切日の翌月１日午前０時〜令和5年７月１日午後４時

保険金請求もゆうせいチャレンジド株式会社、日本郵政インフォメーションテクノロジー株式会社、JPツーウェイコンタクト株式会社、
JPビルマネジメント株式会社、
日本郵政キャピタル株式会社、
WEBで 株式会社郵便局物販サービス、日本郵便輸送株式会社、
※
。
！
手続き可能 JPコミュニケーションズ株式会社、日本郵便オフィスサポート株式会社、JP損保サービス株式会社、JPトールロジスティクス株式会社、

こちらのＱＲコード※からご利用いただけます。
お手続きの詳しい説明も、
こちらからご覧ください。
※QRコードは
（株）
デンソーウェーブの登録商標です。

WEBで対応いただき、スピー
ディー に支 払 いして い た だ
き、ありがとうございます。
こんなに早く対応していただ
けるとは、思っていませんで
した。

中途加入時の補償期間

＊既にご加入いただいている方は、申込方法が異なりますのでJP損保サービスまでお問い合わせください。

事故連絡と保険金請求手続きができます。

事故のご連絡は
「保険金請求ＷＥＢ」
を
ご利用ください。
請求手続きのご案内が
すぐに届きます。

正社員・
ご退職者の皆さま専用
中途加入時の締切日
毎月25日 23：59

保険料のお支払い ご指定いただくゆうちょ銀行総合口座からの自動引落し
初回保険料引落しは令和4年9月26日
（月）
中途加入時の初回保険料引落しは、補償開始月の翌々月24日
（土日祝日の場合は翌営業日）

事故連絡・保険金請求手続きが速い！簡単！便利！
スマ−トフォンなどを利用してＷＥＢで

事故連絡

令和4年7月1日午後4時〜令和5年7月1日午後4時 （以降原則的に自動継続）
日本郵政グループの
令和4年6月
25日 23：59 ※自動払込利用申込書が申込み月の月末までに弊社に到着することが必要となります。

中途加入もできます

ご利用ください。

越 TEL：026-223-6346
国 TEL：082-228-0261

自動継続終了の取扱い

保険期間

令和4年7月1日午後4時〜令和5年7月1日午後4時1年間

中途加入も
できます

公務第二部 日本郵政室
TEL：03-3259-6682

使用期限：2023年7月1日
A21-102421

住所変更等のご連絡がなく、
ご継続の書類が5年間お届けできない場合には、自動継続を停止し、補償を終了とさせていただきます。
住所、連絡先電話番号、職場名に変更がありましたら必ずＪＰ損保サービスまでお申し出ください。

このチラシは団体補償制度の概要を記載したものです。詳細はパンフレットでご確認ください。

中途加入の場合の補償期間

●代理店・扱者

●引受保険会社
（幹事会社）

三井住友海上火災保険株式会社
JP損保サービス株式会社
申込日の翌月1日午前0時〜令和5年7月1日午後4時

〒102-0074
東京都千代田区九段南4-7-15
（毎月25日締切）
TEL：0120-307-318
（無料）

JPR市ヶ谷ビル4F

〒101-8011

公務第二部 日本郵政室

東京都千代田区神田駿河台3-11-1
TEL：03-3259-6682 FAX：03-3259-8206

JP損保サービスは日本郵政グループの損害保険代理店です。
保険契約者 日本郵政株式会社
代理店・扱者 JP損保サービス株式会社
承認番号：B21-101740

使用期限：令和5年5月25日 T2136個営NT

日本郵政グループの日常生活のさまざまなリスクに備える団体傷害補償制度
保険金請求も
WEBで
！
手続き可能

団体割引
30％※適用

ケガで病院に通院したら

1日目から補償。

※前年度ご加入いただいた
被保険者の人数に従って
割引率が適用されます。

変異株
にも
対応！

外に
ケガ・病気以 ！
こんな補償も

ケガの補償
〔基本補償〕
で

「用品オプション」
携行品損害の
補償対象を拡大しました。

新型コロナウイルス感染症

本年度よりスマホや
眼鏡も補償対象に追加

（例：スマホを落として破損※してしまった。など）

による入院・通院・
医師の指示による
自宅、ホテル療養も補償！

※本体機能の喪失または低下を伴わない損害
（擦り傷・
汚れなど）
は補償対象外となります。

ホームページで商品説明動画公開中

新規申込で
「もれなくもらえる」
プレゼント

「選べるギフト」
から商品をお選びください。

吉野家
デジタルギフト
500円

今治タオル
ふんわりハンカチ

ミスタードーナツ
ギフトチケット
500円

●選べるギフトの商品画像はイメージです。商品内容は予告なく変更となる場合がございます。

保険契約者
日本郵政株式会社
保険契約者
日本郵政株式会社

代理店JP損保サービス株式会社
・扱者 JP損保サービス株式会社
代理店・扱者

