
生協組合員と
ご家族の
介護保障

の

団体契約で 15%割引団体契約で 15%割引

介護の負担をしっかり
サポートするラッコの
妖精です！
清潔好きな働き者！って
いわれています。
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をしっかり
るラッコの

●介護一時金をお支払いする制度です。

0歳～満79歳の方が
新規加入の対象です。

満89歳まで継続可能です！コープの

医療保険基本特約 ・ 傷害保険特約 ・ 介護一時金支払特約セット団体総合保険
※傷害死亡保険金部分を除きます。
介護医療保険料控除対象（2020年4月現在）

2020年1月始期改定版

◆取扱代理店／生活クラブ共済連
　〒160-0022 東京都新宿区新宿6-24-20　TEL.0120-808-320　平日9：00～17：00
◆引受保険会社／損害保険ジャパン株式会社 東京公務開発部 営業開発課
　〒160-8338  東京都新宿区西新宿1-26-1 TEL.03-3349-5420　平日9：00～17：00

詳しくは裏面をご覧ください。

お電話で インターネットで無料

●満89歳まで継続加入できます！
●団体契約で15％割引。

被保険者満年齢 月払保険料 月払保険料 月払保険料 月払保険料 月払保険料

300万円 コース

介護一時金

傷害死亡保険金
100万円
天災危険補償特約セット
支払対象外日数30日

200万円 コース

介護一時金

傷害死亡保険金
100万円
天災危険補償特約セット
支払対象外日数30日

100万円 コース

介護一時金

傷害死亡保険金
100万円
天災危険補償特約セット
支払対象外日数30日

介護一時金

傷害死亡保険金

支払対象外日数30日

700万円 コース

100万円 天災危険補償 特約セット

介護一時金

傷害死亡保険金

支払対象外日数30日

500万円 コース

100万円 天災危険補償 特約セット

40～44歳
0～39歳 100円

160円
330円
610円
1,240円
2,430円
4,130円
8,720円
18,250円
－
－

90円
130円
250円
450円
900円
1,750円
2,960円
6,240円
13,050円
－
－

70円
90円
170円
290円
560円
1,070円
1,800円
3,760円
7,850円

60円
80円
130円
210円
390円
730円
1,210円
2,520円
5,250円

50円
60円
90円
130円
220円
390円
630円
1,280円
2,650円

15,750円 10,510円 5,280円
29,360円 19,590円 9,820円

45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85～89歳

新
規
・
継
続
で
ご
加
入
で
き
る
コ
ー
ス

継
続
の
み

100円～100円～
月払保険料

90円～90円～
月払保険料



コープの

「公的介護保険」のこと、ご存じですか？

「コープの介護保険」は
一時金としてお受け取りいただけるの
で、介護にかかわる様々な出費に備え
ることができます。

医師の診査は不要です。
簡単な健康告知のみで
加入手続きが可能です。

無料

現金で
お支払い

病気やケガで所定の要介
護状態となり、その要介
護状態が要介護状態に該
当した日からその日を含
めて３０日を超えて継続し
た場合に、介護一時金を
お受取りいただけます。

簡単な
加入条件

●現金ではなく、介護サービスが給付されます。
●介護サービスを受けるには自己負担1割が必要です。
●介護度と介護の状態によって受けられるサービスが決まってきます。

●40～64歳の方は一定の条件を満たさないと受給対象に
なりません。
　（例えば、交通事故などで介護が必要になってもサービスは受けられません。）

「公的介護保険」は

補償内容、保険料等の詳しい資料をお送りします！

「公的介護保険」だけで大丈夫…？？

公的介護保険は
サービスの給付
だけなのね…。

一時金が受け取れると
助かるわね！

自分や、身内に
介護が必要になったら

いろんな費用がかかるから、

介
護
ベ
ッ
ド…

リ
フ
ォ
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ム…

知
ら
な
か
っ
た…

交
通
費…

助かるわね！
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※加入依頼書および告知書の内容により、ご加入をお断りする場合や専用コースでご加入いただく場合があります。

※このチラシは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
※「コープの介護保険」は損害保険であり、共済ではありません。

SJ20-00419 2020/06/11

介護が必要になる前に！

資料のご請求はお気軽に！資料のご請求はお気軽に！

高齢化が進むにつれ、介護が必要な人は年々増え続
けています。
また、要介護となる原因は加齢だけではありません。
「コープの介護保険」で、早めに備えましょう！

https://seikatsuclub-kyosai.coop/lineup/care/kaigo/

生活クラブ共済連
（保険代理事業）
●営業時間 平日9:00 ～ 17:00

お電話で

インターネットで

0120-808-320TEL.

生活クラブ共済連 検　索

介護に対する備えが必要な
理由をアニメーションでわか
りやすく解説しています!!

コープの介護保険
についての動画も
ご覧ください。

コープ
につい
ご覧く
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