日本郵政グループ正社員・ご退職者の皆さまへ

令和3年度の募集がはじまりました！

団体総合生活補償保険（MS&AD型）

【まだご加入されていない方は、是非この機会にご加入ください】
Good
News

ケガの補償
（基本補償）
で、

新型コロナウイルス感染症等の
入院、通院が今年度より

補償されるようになりました！

熱中症に加え、新型コロナウイルス感染症および
特定感染症による入院、通院、後遺障害が
日本郵政グループ
発生した場合に補償されます。
団体割引
※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。

With
コロナ

熱中症の対策に。

New
対応

（マスクの着用は熱中症の
リスクが高まります。）

30％ 適用
※

WEBで事故連絡、
保険金請求が
できます。

保険金請求が速い！簡単！便利！
スマートフォンやPCから24時間365日
お手続きが可能です。

ケガの補償
（基本補償）
で熱中症による
入通院も1日目から補償!!

商品の詳細は今すぐWebサイトで！ 商品内容は動画で分かりやすく解説！ QRコード※でらくらくアクセス！
※QRコードは
（株）
デンソーウェーブの登録商標です。

保険 期間

令和3年7月1日午後4時〜令和4年7月1日午後4時（1年間）

資料請求はこちら
【代理店・扱者】

〒102-0074
東京都千代田区九段南4-7-15 JPR市ヶ谷ビル4階

0120-307-318

【幹事引受保険会社】

三井住友海上火災保険株式会社 公務第二部 日本郵政室

このポスターは
「団体傷害※」
補償制度の
特徴を説明したものです。
詳細は
「団体傷害」
補償制度パンフレットを
ご覧ください。
生活サポートサービス

令和3年7月1日始期以降用

ご相談無料

健康・医療

■健康・医療相談

■医療機関総合情報提供

■メンタルヘルス相談＜病気オプション加入者限定＞

■三大疾病セカンドオピニオン情報提供

日常の健康･医療に関するご相談や、薬剤全般に関する
ご相談に看護師などの専門職がお応えします。

メンタルヘルスに関するご相談に臨床心理士等の専門
家が電話や対面でお応えします。

受付時間：
平日9：15〜17：10

〒101-8011
東京都千代田区神田駿河台3-11-1
TEL：03-3259-6682

保険契約者 日本郵政株式会社

◆メンタルヘルス相談
平 日 9:00〜21:00
土曜日10:00〜18:00
■上記以外
年中無休24時間対応

介

護

専任の相談員が
お応えします

■診断サポートサービス

（各種人間ドック・ＰＥＴ検査機関紹介、健康チェックサービス）
提携機関をご紹介します。
（一部割引有）

「三大疾病
（がん、心疾患、脳血管疾患）
」
診断後の、セカ
ンドオピニオンに関する情報提供やご相談にお応えし
ます。

■女性医師情報提供、女性医師相談

■公的介護保険で利用できるサービス等に関する相談

■介護に関する悩み相談

■認知症に関する情報提供と悩み相談

■暮らしのトラブル相談
（法律相談）

■暮らしの税務相談

■子育て相談
（12才以下）

■安心な暮らしをサポートする事業者の紹介

介護保険の仕組みに関することや介護状態になった場
合の介護方法などのご相談にお応えします。

日常の介護の悩みなど幅広いご相談にお応えします。

個人の日常生活上のトラブルに関するご相談にお応え
します。弁護士相談は予約制となります。

平日10:00〜17:00

Good
News

公的介護保険で利用できるサービスや介護サービス提
供事業者に関し、情報提供やご相談にお応えします。
専門医療機関の情報提供や精神的負担が大きい認知
症の日常介護についてアドバイスします。

妊娠中から小学校卒業までの子育ての悩みや
不安に、専任の相談員がお応えします。

■暮らしの情報提供

冠婚葬祭についてのご質問
ボランティア情報

個人の日常生活上の税務相談にお応えします。税理士
相談は予約制となります。

健康・介護ステーション

新型コロナウイルス感染症等の
入院、通院が今年度より

事

故

は

いち 早 く

こちらから
アクセス

WEBでいつでもどこでも待ち時間がなく、
ペーパ−レスで簡単に手続きできます！
！

With
コロナ

熱中症の対策に。

30 % 適用
※

※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。

JP損保サービス株式会社
東
北
中

北 TEL：022-214-4104
陸 TEL：076-265-6465
国 TEL：082-228-0261

保険期間

関東、東京・南関東 TEL：0120-307-318
東 海 TEL：052-201-0338
四 国 TEL：089-931-3798

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

令和3年7月1日午後4時〜令和4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：2022年7月1日
A20-102613

中途加入の場合の補償期間

申込日の翌月1日午前0時〜令和4年7月1日午後4時
（毎月25日締切）

保険契約者 日本郵政株式会社

新型コロナウイルス感染症等の
入院、通院が今年度より

団体割引

※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。

（マスクの着用は熱中症のリスクが高まります。）
ケガの補償（基本補償）
で熱中症による入通院も1日目から補償!!

日本郵政グループ団体割引

※Ｐ.３3のＱ＆Ａをご覧ください。

〒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

ケガの補償
（基本補償）
で、

熱中症に加え、新型コロナウイルス感染症および
特定感染症による入院、
による入院、通院、後遺障害が
発生した場合に補償されます。
日本郵政グループ

URL：https://www.ms-ins.com/kenko̲kaigo/

0120-258-189（無料）

代 理 店・扱 者

団体総合生活補償保険（MS&AD型）

補償されるようになりました！

補償されるようになりました！

インターネットにて健康･医療､介護に関する情報をご提供します。

24時間365日事故受付サービス 事故の連絡・
保険金の請求が速い！
「三井住友海上事故受付センター」
簡単・便利！

〈支店一覧〉
北海道 TEL：011-717-4431
信 越 TEL：026-223-6346
近 畿 TEL：06-4256-2512
九 州 TEL：096-371-7210

ケガの補償（基本補償）で、

熱中症に加え、新型コロナウイルス感染症および
特定感染症による入院、通院、後遺障害が
発生した場合に補償されます。

●緊急通報サービス
●ベビーシッター
●福祉機器および介護用品のレンタル・販売

○サービス受付の電話番号（通話料無料）
は、ご加入後にお届けする加入者証や案内状の案内などをご覧ください。○平日とは、土・日・祝日・年末年始を除いた
月〜金をいいます。○お使いの電話回線により、ご利用できない場合があります。また、ご利用は日本国内からに限ります。○本サービスは、引受保険会社の提携
サービス会社にてご提供します。海外に関するご相談など、
ご相談内容によってはご対応できない場合があります。○本サービスは予告なく変更･中止する場合が
ありますので、あらかじめご了承ください。

事故の
ご連絡先

Good
News

女性医師情報をご提供する女性専用のサービスです。

■介護に関する情報提供

平日14:00〜17:00

情報提供・
紹介サービス

令和3年度の募集がはじまりました！

地域の医療機関情報や救急医療機関、各科の専門医な
どの情報をご提供します。

（注）
一部のサービスはご利用に予約が必要となります。

年中無休24時間対応

暮らしの相談

日本郵政グループ
正社員・ご退職者の皆さまへ

日本郵政グループの
正社員・ご退職者の皆さま専用

日常生活に役立つさまざまなサービスを電話にてご利用いただけます。団体総合生活補償保険など＊にご加入のお客さまとそ
の同居のご家族の方専用サービスです。

＊メンタルヘルス相談は病気オプション加入者ご本人のみが利用いただけます。詳しくは、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。

代理店・扱者 JP損保サービス株式会社

With
コロナ

熱中症の対策に。

（マスクの着用は熱中症の
リスクが高まります。）

ケガの補償
（基本補償）
で熱中症による
入通院も1日目から補償!!

保険
期間

New
対応

30％ 適用
※

WEBで事故連絡、
保険金請求が
できます。

保険金請求が速い！簡単！便利！
スマートフォンやPCから24時間365日
お手続きが可能です。

令和3年7月1日午後4時〜令和4年7月1日午後4時

毎月25日締切

中 途 加 入 もOK！

中途加入の場合の保険期間：申込日の翌月1日午前0時〜令和4年7月1日午後4時
お申込み・資料請求・
お問い合わせは
JP損保サービス

0120-307-318

詳細は裏面を

（無料）ご覧ください。

※
「団体傷害」
：団体総合生活補償保険
（ＭＳ＆ＡＤ型）

B20-102729 使用期限：2022年7月1日
T2043営企YS2

