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事業に役立つ3つ の機能がワンパック:

《≫ 福岡県商工会連合会



⑤商工貯蓄共済みんなでつくる、商エ

知らず知らずに貯まりま幌 定期預金扱いで自己資金が貯蓄。

将来の資金づくりに最適。

毎月の掛金より、年払の保険料と事務費を差し引しヽた残りが貯蓄積立金となり、一

年定期預金扱いで福岡銀行等の金融機関に預け入れし管理してしヽます。利息は複

利で計算してしヽま魂

9積立金および利患

9

9

商工貯蓄共済は、商工会会員のための制度で晩

加入期間  ……10年間又は5年間

加入できる回数… 被保険者1人につき20口 まで

9積立金の払戻
満期には、10年 間の貯蓄積立金(元利合計)と配当金を加入者にお返し致しま

す(5年の場合は5年 間)。

中途解約は自由です。その際には、それまでの貯蓄積立金等を加入者にお返し

致します。

9あっせん対象者等
■積立金範囲内融資 本共済制度に

かつ最近6カJ

■保証協会付融資……本共済制度に

9融資限度額
■保証協会付 -3000万 円(1□]

■積立金範囲内一積立金から保険料;

融 資 期 間

■運転資金一̈ -7年 以内

■設備資金………10年 以内 ※積立金奪

貸付金利
恥ヨ嘔塵J囲 困m日 指定金融機関の短す

団熙護蟻罰指定金融機関の短期プライ∠

保証協会付の場合は、別途保証料が必呈

9商 工貯畜共済制度の仕組み

例 32歳 の男性が商工貯蓄共済(10年 契約)に1口加入した場合

9積 立金一時払 出制度

貯蓄共済に加入後1年以上経過し、かつ所定の掛金を遅れることなく納付してしヽ

る方は一時払出制度がこ利用できま硯

この制度は、急な資金が必要になつた場合に、スピーディーに、貯蓄積立金から年

間保険料並びに事務手数料等を差し引いた金額を限度額として、7~自分の積立金

を一時的に払しヽ出せる制度ですも(※詳細は、商工会にてお尋ねくださしヽ。)

×商工貯蓄共済の貯蓄積立金は 預託している金融機関が経営破lviに陥つた場合 預金保険機構による

預金者保護が図られますが 破綻金融機関の財産の状況に応じて削減さllる場合がありま■

保 険 料/年 間2,280円 (保険金100万 円)

事 務 費/年 間 1,200円

貯蓄積立金/年 間20.520円

一年間桂卜け捨て保険料(ジブラルタ生命に払込み)

福岡銀行等指定金融機関に預託(一年大口定期預金金利を付加)

9連 帯保証人(保証協会付)
■個人の場合  原則として不要

■法人の場合 ― 原則として代表取締′

9取 扱 銀 行 … …福岡銀行、西日本シテ

いざという時に役

こ加入者のための

9契 約対象者
●本共済制度に2回以上加入し、正常に

●満年齢が20歳 以上65歳 以下の方。

族 ]名分を合算して150万 円以上に

よつてこ利用できま視

●勤続年数(営業実績)が]年以上の方

●保証会社(楽天KC)の 保証が得られ,

● 資金の使途…消費資金停業資金

9融 資 限 度 額 … 2回 は30万 円以内、

融資期間……1年(1年ことの自動

貸 付 利 率  - 1年 定期預金利率十

原則不要

毎月1万円返済(銀行

福岡銀行、西日本シ:

個人企業  一 事業主とその家族 従業員

法人企業………… 会社 社長ほか役員 従業員

９

８

８

８

】満期時には保険金に対する配当金が支払われま魂 なお、中途解約の場合は、

加入年齢及び加入期間により保険解約返戻金等が支払われることがありま魂



会だから安くて安心:

九

年

:付融資があります。

]入し、最近6カ月以上の事業実績があり、

以上正常に共済掛金を拠出した商工会員

]入が認められた商工会員

)0万円)

【び手数料を差し引しヽた額

コ内の場合は 5年以内

|プライムレート

ノ~卜 +0375-0775%

。(X詳細は 商工会へお問い合わせください。)

銀行、in邦銀行の県内各営業店

全国規模の集団扱いなので、安い保険料で大きな保障。

家族みんなの確かな安心。

9保険の種類
集団扱定期保険。リビング 二十ズ特約が付加できま硯

9引受会社
ジブラルタ生命保険株式会社

8被 保険者(保険の対象となる人)
商工会の会員とその家族及び従業員で、年齢6～65歳 の健康な方

(5年契約の場合は、年齢6～70歳 まで)

9保険料・保険金
保険料、保険金は年齢 J生別によって違いま魂

保険料は 1年毎の掛け捨てで硯

保険金は被保険者が死亡さllた時、又は高度障害状態になられた時に支払われま魂

9保 険契約に係る診査基準(10年 契約の場合)

|二 I]無診査

回 面 接

|  1診 査

…加入申込書告知書による自己申告扱い。記入事項が事実と

相違するときには、保険金が支払われないことがありま硯

面接士による代用診査

…医師によるlll康診査

:~

コードローンで魂

粍 ■:哺
tttlll金を拠出している方    

‐

「お、150万 円未満の方であつても、同居親

天る場合、その方を連帯保.IE人とすることに

こと。

三貸資金、日債務返済資金は除く。)

1口以上は50万 円以内

三新)

%(保 証料含む)

定`める日に返済用預金口座から自動引落し)

ィ銀行、筑邦銀行の県内各営業店

X注 )診査基準の適用にあたってはl年以内の全契約を通算します。ただし 新契約 同時契約 5年以内の告知

扱既契約を通算して上記死亡保険金範囲内のとき 告知扱を適用します。

(商工貯畜共済制度の生命保険部分以外の保険種類についても通算対象となりますのでこ注意ください)

年 齢 保険金(1回あたり) 年払保険料(1回あたり)

6^-46 100万 円
フ歳女性 25歳 男性 40歳 女性

684円 1,764円 2,556円

47^-54 50万円
47歳 男1■ 51歳 女性 54歳 男性

2898円 2,154円 4,641円

55^-65 25万 円
55歳 女性 60歳 男性 63歳 女性

1280円      3706円 2,205円



病気やケガなどで
入院・手術のときは…

入院や手術が
なかったときは…

無事故
給付金端抒 ⇔

うれしい無事故給付金付

あんしん壽群轟瀦耐罫酬 おξ』
額

楽しみ 套藝譲落籍茎禁獣『叢霜曇∫Яξ棄量源凛ξ

かんたん
口知扱いにつきこ加入手続きは簡

宇
で魂

(体況上 通算上の理由で診査等が必要な場合がありま魂 )

■加入者(保険契約者)の資格/商 工会の会員ならびに従業員(家族従業員を含む)

■被共済者(被保険者)の資格/商 工貯蓄共済の被共済者(被保険者)で、契約日現在において健康でかつ正常に就業または日常生活を営んでいる

契約日時点の満年齢が6歳 ～65歳 (10年 満期の場合)までの健康な商工会の会員ならびに取族 従業員

お支払事由 給付内容

入院

(焚悸尋

`711)

●疾病で2日以上継続して入院されたとき

●不慮の事故による傷害で事故の日から180日 以内

に2日以上継続して入院されたとき

1日あたり/5,000円
(基本入院給付金日額)

●]入院の支払限度日数 120日

●通算支払限度日数 1095日

手術
(手術給付金)

●病気やケガで所定の手術を受けられたとき

または骨髄幹細胞移植を目的とした

骨髄幹綱胞採取手術を受けられたとき

手術1回につき、手術の種類により20万 円 10万 円・5万円
※ただし 骨髄幹細胞採取手術の場合は 保障期間を通じて]回を限度とし 責任

開始日から その日を含めて1年を経過した日以後の手術に対してお支払しま魂

無事故給付金
①判定期間満了時に生存していること

②判定期間中に災害入院給付金 疾病入院給付金、手術

給付金のいずれもr」N_度も支払われなかつたとき

10年満期… 5年毎に5万円(合計10万円)

5年満期……満期時に10万円

×保障内容の詳細についてはジブラルタ生命の「こ契約のしおり 約款Jをこ覧ください。

Of雪夏馨専人間トック齢助威制度0製8:麓に宿泊割引制度
商工貯蓄共済加入者及びその家族 従業員が九州各地(沖縄県は除く)

の提携ホテル等に宿泊する場合、宿泊基本料金(1泊2食 )の10%が 割

人間ドックの健診費用が最高
10,000円 まで助成されまt
本共済制度に3日以上の加入者及び
その被保険者で、満40歳 以上の方に

人間ドックの費用を助成します。

●日帰リドックと1泊2日等の人間ドックが対象です。

●助成対象の病院は、県内全域に指定してtlますので商工会にお尋ねくださしヽ。

●助成金は10000円 か、要した費用の半額のいずれか低い方で魂

福岡県商工会連合会



商工貯蓄共済

無事故給付金 (

5年
▼

病気やケガで入院されたとき
(疾病 災害入院給付金)

手術をされたとき 手術1回につき
(手術給付金)  手術の種類により

入院や手術がなかつたとき
(無事故給付金)

無事故給付金 (5万円)

1露.O.…………
珈ｅ

1日あたり/5,000円
|:

獅 酔 砺 殷防 円
|

■
■
■

■
■
■
■
■

入院や手術が
なかったときは…

疾病入院給付金  25万 円

手術給付金    20万 円 ・
35歳 40歳のときにそれぞれ半」定の上、
各5万円ずつをお支払します。

‐ r
。  (_●

=」ンコ

l

無事故給付金

お支払合計額 10万円

5

病気やケガなどで

入院 手術のときは…

楽しみ 袈尋斯潔彗コ各『董『罫嘉喬握す。

CoseO ＼ Cose②  ＼

×上記 保障内容は10年満期、基本入院給付金日額5,000円 での力□入

`lで

す。

あんしん
病気やケガで入院の時は1泊2日から、

日額5,000円の入院給付金が受け取れます。

男性。30歳ご力0入(10年満期)
基本入院給付金 日額/5,000円
ごカロ入から10年の間に、入院 手術
お支払がなかった場合

無菫詔謄春基付

男性・30歳ご加入 (10年満期)
基本入院給付金 日額/5,000円
35歳のとき、胃がんで50日間入院し、その間、

悪性新生物根治手術を受けた場合

かんたん 薫組鑓木
ご力0入手続きは簡単です。

'診査等が必要な場合があります。)

お支払合計額 45万円



■カロ入者(保険契約者)の資格 :

■被共済者 (被保険者)の資格 :
商工会の会員並びに従業員(家族従業員を含む)

商工貯蓄共済の被共済者 (被保険者)で、契約日現在において健康でかつ正常に就業または日常生活

を営んでいる、契約日時点の満年齢が6歳～65歳 (10年満期の場合)までの健康な商工会の会員なら

びに家族、従業員

入 院

揚 )

お 支 払 事 由

疾病で2日以上継続して入院されたとき

不慮の事故による傷害で事故の日から180

日以内に2日以上継続して入院されたとき

病気やケガで所定の手術を受けられたとき

または骨髄幹細胞移植を目的とした骨髄幹

細胞採取手術を受けられたとき

①半」定期間満了時に生存していること

②半J定期間中に災害入院給付金、疾病入院
給付金、手術給付金のいずれもが一度も
支払われなかったとき

給 付 内 容

1日あたり/5,000円   ● 1入院の支払限度日数:120日

(基本入院給付金日額)  ●通算支払限度日数:1,095日

手術1回につき、手術の種類により 20万円・10万円・5万円
※ただし 骨髄幹細胞採取手術の場合は 保障期間を通じて1回を限度とし 責任
開始日からその日を含めて1年を経過した日以後の手術に対してお支払します。

10年満期:5年毎に5万円 (合計10万円)

5年満期:満期時に10万円

手 術
(手術給付金)

無事故給付金

※保障内容の詳細についてはジプラルタ生命の「ご契約のしおり約款Jをご覧下さい。

《商工貯蓄共済医療保障特約型(新医療保険[無配当])10年満期 基本入院給付金日額/5,000円》 18年 10月 1日現在

男 1生 (満年齢/歳 ) 女 性 (満年齢/歳 )

6 1,610円 161,651円 26 1,934円 362,211円 462,848円 564,408円 6 1,595円 16 1,772円 262,065円 362,085Fl 462,358円 563,095円

7 4,585円 17 1,676円 27 1,964円 372,252円 472,949円 574,651円 7 1,580円 171,812円 272,075円 372,095円 472,398ロ 573,226円

8 1,570円 184,701円 28 1,984円 382,292円 483,065円 584,903円 8 1,565円 18 1,853円 282,085円 382,105円 482,449円 583,373円

9 1,560円 19 1,732円 292,009円 392,348円 493,181円 595,171円 9 1,565円 19 1,893円 292,085円 392,126円 492,499円 593,540円

10 1,555円 20 1,767円 302,030円 402,398円 503,312円 605,443円 10 1,580円 20 1,929円 302,085Fl 402,156円 502,560円 603,726円

11 1,560円 21 1,797円 31 2,055円 41 2,454円 51 3,459円 61 5,726円 11 1,595円 21 1,969円 31 2,080円 412,181円 51 2,620円 61 3,928円

12 1,570円

13 1,590円

22 1,823円 322,080円 422,519円 523,610円 625,989円 12 1,626円 22 1,994円 322,075円 422,211円 522,696円 624,141円

231,853円 332,105円 432,590円 533,787円 636,251円 13 1,656円 232,044円 332,075円 432,242円 532,772円 634,363円

141,610円 241,878門 342,141円 442,666円 543,974円 646,514円 14 1,691円 242,035円 342,075円 442,277円 542,868円 644,605円

15 1,626円 25 1,903円 352,176円 452,752円 554,186円 656,777円 15 4,732円 252,055円 352,080円 452,312円 552,974円 654,868円

※保険料は被共済者の契約日時点での満年齢となります。契約日は 原則第1回共済掛金相当額のお払込と告知とがともに完了した日の翌月1日です。

■この保険は無配当保険です。

■この保険には解約されたときの解約払戻金はありません。

■この保険には満期保険金はありません。

■この保険は延長定期保険への変更のお取り扱いはできません。

■この保険は払済保険への変更をお取り扱いいたします。

■契約者貸付 保険料の自動振替貸付のお取扱いはございません。

■「重要事項説明書Jの内容を十分ご確認のうえ ご契約をお申し込み下さい。

「重要事項説明書」には「ご契約のしおり約款Jの内容のうち 契約にとも

なう大切なことがらについて記載しております。

■ご契i9の際には、事前に「ご契約のしおり約款」を必ずご覧ください。

「ご契約のしおり約款Jはご契約についての大切な事項 必要な保険知識

等についてご説明しています。必ずご―読のうえ、大切に保存してください。

■この保険の保険料は月払いで 三栄収納株式会社 (収納代行会社)扱いの

□座振替となります。(振替日:銀行/毎 月22日 郵便局/毎 月27日)

■この保険では、申込みのあった保険契約のC受 けをジプラルタ生命が承諾

した場合に、第1回共済掛金相当額のお払込と告知とがともに完了した時

から保険契約上の保障責任を開始します。

商工貯蓄共済医療保障特約型はジブラルタ生命保険がお引受けしています。

商工会
お申込、お問い合わせはお近くの商工会ヘ


