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本共済会は、会員企業の福利厚生制度の充実を目的に、保障プランに加えて、他の保険や

共済には付随していない各種のライフサポート&ベネフィット・メニューを付加した総合的な

ワンストップサービスの企業福利厚生制度です。

本共済会の【基本保障プラン】は、一般の保険や共済よりも掛け金が割安な保障と、必要充分

な慶弔見舞給付金の提供を目的に設定されています。

全員加入方式および再共済制度（※）の採用によって、死亡原因が93％を占める病気原因の

死亡共済金も、傷害による死亡共済金と同額の保障を低コストで可能とするなど、他に類を

見ない大変有利な内容になっています。

役職員及び従業員が個人で加入いただける【個別保障プラン】も基本保障プランと同様のス

キームの保障であり、年齢や家族構成等に合わせた保障額や保障内容を適時設計できるよ

うにメニュー化されていますので、個々人のライフプランに合わせて活用頂きますようご案

内いたします。

本共済会は、会員の皆様にとって割安なコストで必要な福利厚生プランを提供するために

随時プラン内容の見直しを行っています。

その一環として、今年度以降は基本保障プランに、皆様の関心が深い「がん診断共済金」を

追加しました。また、65歳以上の入院給付金額を若干ですが増額改訂しました。

本共済会の保障内容や、他の保険等との組合せによる個々人の保障プラン設計等にご関心

がありましたらお気軽に事務局宛てにご相談ください。

本共済会の会員の皆様には、本共済会の趣旨をご賢察の上、有効にご活用いただきますよう

お願いいたします。

2016年4月1日

※再共済（再保険）制度
共済金・保険金の支払いを確実にするために信用力のある再保険会社に支払いを保証してもらう制度で、多くの共済会・保険会社が利用しています。

はじめ に

●ベルス悠・遊倶楽部とグループ企業共済会は、加入企業がそれぞれにグループ化された共済会で、基本的に

その内容は同じです。

●このガイドブックでは、ベルス悠・遊倶楽部及びグループ企業共済会を「共済会」と表記します。

グループ企業共済会
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保障メニュー
基本保障プラン
（詳細P.4参照）

本共済会加入と同時に保障される基本保障プランで、加入は企業単位と

なります。

概要

基本保障プラン

保障メニュー

種類 内容 保障金額 支払対象 条件等

共済金

共済金

慶弔
見舞金

被共済者または配偶者が
出産したとき

被共済者の配偶者、実父母、子供
及び配偶者の実父母が死亡したとき

被共済者が居住する家屋・同内
収容の家財が損害を被ったとき

※保障開始日または更新日における被共済者の年齢が満65歳以上満69歳以下の場合、共済金額（保障額）は死亡50万円、入院日額500円となり、所得補償はなくなります。

※「死亡」は傷害事故後遺障害を含みます。

加入をご検討の方はP.10、またはホームページ上の「個別保障プラン申込書類請求フォーム」で事務局までお申込みください。

種類 被
共済者 コース 内容 保障金額

（1口）
加入限度 条件等

本人

家族

子供

契約者：役職員及び従業員
被共済者：役職員及び従業員
加入年齢：15～69歳
掛金：1口600円／月

契約者：役職員及び従業員
被共済者：役職員及び従業員の配偶者及び子供
加入年齢：15～69歳
掛金：1口600円／月

契約者：役職員及び従業員
被共済者：役職員及び従業員の子供
加入年齢：0～14歳
掛金：1口600円／月

※被共済者の年齢が満65歳以上満69歳以下の場合、共済金額（保障額）は死亡50万円、入院日額Hコース、Kコース1,000円、傷害通院Iコース2,500円となります。

※「死亡」は傷害事故後遺障害を含みます。

個別保障プラン（オプション加入）

死亡

入院

がん診断

所得補償

結婚祝金

出産祝金

供花料

災害見舞金

700万円

（日額）1,500円

（月額最高）5万円

3万円

2万円

5万円・10万円

被共済者が死亡したとき

被共済者が入院したとき

被共済者が結婚したとき

被共済者に
就業障害が発生したとき

被共済者が
がん（上皮内がん）と診断されたとき

新生児一名につき
1万円

がん  10万円
上皮内がん  5万円

契約者：会社

被共済者：役職員及び従業員

加入年齢：15～69歳

加入限度：1名につき1口

掛 金：2,000円／月
共済会会費に含まれています。

G コース

H コース

I コース

J コース

K コース

L コース

M コース

死亡

入院

傷害通院

死亡

入院

傷害通院

入院

400万円

（日額）3,000円

（日額）3,000円

400万円

（日額）3,000円

（日額）2,500円

（日額）2,000円

5口

3口

1口

2口

2口

1口

2口

正会員（企業）

準会員
（役職員及び従業員とその家族）

理事長
専務理事
理事
監事

総会

理事会

事務局

共済金（死亡-傷害事故後遺障害含・入院・がん診断・所得補償）

慶弔見舞金（結婚祝金・出産祝金・供花料・災害見舞金）

個別保障プラン（オプション加入）
（詳細P.4参照）

本共済会の基本保障プランに加入している企業の役職員及び

従業員とその家族が加入できる保障です。

本人プラン（死亡-傷害事故後遺障害含・入院・傷害通院）

家族プラン（死亡-傷害事故後遺障害含・入院）

子供プラン（傷害通院・入院）

●本共済会に加入されている企業を「正会員」、その役職員及び従業員とその家族が「準会員」となり、共済（保障）の被共済者となります。
●本共済会は会員の出資金と毎月の会費で運営されます。
●運営事務局は（株）ベルス内に設置されます。

ライフサポートメニュー
BELSファミリークラブ
（詳細P.7参照）

(株)ベルスが運営する福利厚生サービスを、本共済会の会員の皆様に提

供します。割引などの様々な特典が受けられます。

(株)ベルス運営の会員専用サイトからご利用ください。
※ご利用に際して、ベルス悠・遊倶楽部会員、またはグループ企業共済会会員である旨お知らせください。

ベネフィットメニュー
BENEFIT STATION
（詳細P.8参照）

全国規模で、旅行・エンターテインメントを中心に、各種のベネフィット

メニューを取り揃える福利厚生アウトソーシング会社「株式会社ベネ

フィット・ワン」と提携し、同社が提供するBENEFIT STATIONメニューが利

用できます。

※詳細・活用例などP.9、P.10を参照
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保障メニュー
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共済金の種類

共済センター連絡先
FAX：03-3502-5732   E-mail：kyosai@r-net.biz   受付時間 10：00～17：00

共済金の申請

※以上は概略ですので、詳しくは各「ご加入のしおり」をご覧ください。

基本保障プラン

個別保障プラン

保障開始日及び共済期間は基本保障プランと同様ですが、保障開始日または更新日（4月1日）に満65歳に達してい
る方は対象外となります。

所得補償

2 共済センターから必要書類が送付されますので、準備の上、共済センターへ返送します。

1 上記共済金の発生に該当する事由が発生したら共済センターに連絡してください。

3 共済センターで審査・確認後、会員企業または被共済者に事務局より支払われます。

被共済者本人の傷害・病気による死亡、傷害事故後遺障害に対し支払死亡共済金〈基本保障、個別保障G・J〉

被共済者の傷害・病気による入院に対し支払
※事故による入院：事故から180日を限度に支払
※病気による入院：継続して8日以上の入院に対し、入院初日から120日を
限度に支払

入院共済金〈基本保障、個別保障H・K・M〉

被共済者本人が傷害・病気により就業障害になったときに支払
※免責期間（90日）終了後25ヶ月を限度に支払（退職後も支払）

所得補償共済金〈基本保障に付随〉

初めてがんまたは上皮内がんと診断されたときに支払がん診断共済金〈基本保障〉

TEL：03-3502-5733

毎月5日（土・日祝日の場合は前営業日）までに加入申込書が事務局に到着したものについて、当月1日から保障が開
始されます。共済期間はこの保障開始日から最初に迎える3月31日までとなります。会員企業から解約の通知がない
限り、4月1日に共済契約が更新され、翌年の3月31日までの1年間が共済期間となります。以後同様です。なお、保障
開始日または更新日（4月1日）に満70歳に達してる方は加入または更新することはできません。
■次の方が加入できます。
○加入申込日において、健康で通常の業務に従事しており（通常の就業開始時から終了時までの間に勤務が可能な
状態で業務についていること）、健康で正常な日常生活を営んでいる方
○「ご加入のしおり（基本保障）」に定める危険な職業に従事していない方
○保障開始日または更新日（4月1日）において、15歳以上70歳未満の方
■健康状態によっては条件付きで加入いただく場合があります。この場合、条件となった傷病を原因とする事由につ
いては支払対象外となります。なお、条件は保障開始日後3年間治療、診察、投薬がない場合には消滅します。

基本保障プランと同様、毎月5日までに加入申込書が事務局に到着したものについて、当月1日から保障が開始されます
が、共済期間はこの保障開始日から1年間となります。加入者から解約の通知が無い限り、さらに1年間共済契約が更新さ
れます。以後同様です。なお、保障開始日または更新日に満70歳に達してる方は加入または更新することはできません。
■次の方が加入できます。
○加入申込日において、健康で通常の業務に従事しており（通常の就業開始時から終了時までの間に勤務が可能な
状態で業務についていること）、健康で正常な日常生活を営んでいる方
○加入申込日において、過去2年間に病気またはケガにより手術、入院をしたか、または同じ病気で7日以上通院また
は治療を受けていない方
○「ご加入のしおり（個別保障）」に定める危険な職業に従事していない方
○「ご加入のしおり（個別保障）」に定める慢性疾患（がん、胃・腸の腫瘍、心臓疾患等）にかかっていない方
○Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋコースは、15歳以上70歳未満の方。Ｌ、Ｍコースは、0歳以上15歳未満の方
■健康状態によっては条件付きで加入いただく場合があります。この場合、条件となった傷病を原因とする事由につ
いては支払対象外となります。なお、条件は保障開始日後3年間治療、診察、投薬がない場合には消滅します。

共済金をお支払いする場合
基本保障プラン・
個別保障プラン

共済期間中に死亡されたとき。 事故の場合は、保障開始日以降の事故により
事故の日から180日以内に亡くなられたとき。

死亡

保障開始日以降、初めてがんまたは上皮内がんと診断された場合。支払いは
同一被共済者について1回限りです。

がん診断

保障開始日以降の事故により共済期間中に国内で通院されたとき。事故の
日から180日が限度です。

傷害通院

保障開始日以降の事故により、事故の日から180日以内に後遺障害状態にな
られたとき。障害の程度により、「ご加入のしおり」に定める「傷害事故後遺障
害共済金の支払割合」によって支払います。

傷害事故後遺障害

保障開始日以降の事故により共済期間中に国内で入院された場合、事故の
日から180日を限度として初日から支払います。保障開始日以降に発病した
病気により共済期間中に国内で8日以上入院された場合、初日から支払いま
す。1回の入院では120日が限度です。

入院

所得補償 病気、ケガにより全く働けない期間が連続して90日以上あり、91日目からは全く仕事ができないか一部しかできない
ことおよび所得の喪失率が20％超の場合に、91日目から25か月を限度として支払います。

※個別保障プランで
通院保障付きの
もののみ

※死亡・入院及び通院
については減額して
支払う場合があります。

共済金をお支払いできない場合
基本保障プラン・
個別保障プラン

故意・重過失、保障開始日から1年未満の自殺、闘争行為、戦争等。死亡

保障開始日以前に、がんまたは上皮内がんと診断されていた場合は、被共済
者がその事実を知らなかった場合であっても支払われません。

がん診断

故意・犯罪行為・闘争行為・自殺行為、酒気帯び運転、戦争、原子力、地震・噴
火・津波、心神喪失、妊娠・出産（異常分娩等を除く）、椎間板ヘルニア・むちう
ち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの等。

傷害通院

故意・犯罪行為・自殺行為・闘争行為、酒気帯び運転、戦争、椎間板ヘルニア・
むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの等。

傷害事故後遺障害

故意・重過失・犯罪行為・闘争行為、保障開始日から１年未満の自殺行為、
酒気帯び運転、戦争、原子力、心神喪失、妊娠・出産（異常分娩等を除く）、
痔、歯科疾病、椎間板ヘルニア・むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のな
いもの等。

入院

所得補償 保障開始日から24ヶ月以内に就業障害になった場合で、その原因となった身体障害について、加入日前24ヶ月以内に、
治療、診察、服薬をしていたとき、または症状が現れていたとき。

故意・重過失・犯罪行為・闘争行為・自殺行為、酒気帯び運転、戦争、原子力、地震・噴火・津波、精神障害（一部例外が
あります）、妊娠・出産（異常分娩等を除く）等。

慶弔見舞金の申請

2 会員企業事務担当者から共済会事務局に申請書を
提出し申請します。
※災害見舞金の申請は上記共済センターへ

3 事務局／共済センターで審査・確認後、会員企業また
は被共済者に事務局より支払われます。

1 被共済者が会員企業事務担当者に申し出ます。

慶弔見舞金の種類

供花料

結婚祝金

被共済者本人の配偶者、実父母、子供及び配
偶者の実父母の死亡に対し支払

被共済者本人の結婚に対し支払

災害見舞金 被共済者本人が居住する家屋・同内収容家
財の損害に対し全焼・全壊：10万円、半焼・
半壊：5万円を支払

出産祝金 被共済者本人または配偶者の出産に対し支払
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保障の開始、共済期間と加入資格

慶弔見舞金の種類と申請方法
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共済金の種類

共済センター連絡先
FAX：03-3502-5732   E-mail：kyosai@r-net.biz   受付時間 10：00～17：00

共済金の申請

※以上は概略ですので、詳しくは各「ご加入のしおり」をご覧ください。

基本保障プラン

個別保障プラン

保障開始日及び共済期間は基本保障プランと同様ですが、保障開始日または更新日（4月1日）に満65歳に達してい
る方は対象外となります。

所得補償

2 共済センターから必要書類が送付されますので、準備の上、共済センターへ返送します。

1 上記共済金の発生に該当する事由が発生したら共済センターに連絡してください。

3 共済センターで審査・確認後、会員企業または被共済者に事務局より支払われます。

被共済者本人の傷害・病気による死亡、傷害事故後遺障害に対し支払死亡共済金〈基本保障、個別保障G・J〉

被共済者の傷害・病気による入院に対し支払
※事故による入院：事故から180日を限度に支払
※病気による入院：継続して8日以上の入院に対し、入院初日から120日を
限度に支払

入院共済金〈基本保障、個別保障H・K・M〉

被共済者本人が傷害・病気により就業障害になったときに支払
※免責期間（90日）終了後25ヶ月を限度に支払（退職後も支払）

所得補償共済金〈基本保障に付随〉

初めてがんまたは上皮内がんと診断されたときに支払がん診断共済金〈基本保障〉

TEL：03-3502-5733

毎月5日（土・日祝日の場合は前営業日）までに加入申込書が事務局に到着したものについて、当月1日から保障が開
始されます。共済期間はこの保障開始日から最初に迎える3月31日までとなります。会員企業から解約の通知がない
限り、4月1日に共済契約が更新され、翌年の3月31日までの1年間が共済期間となります。以後同様です。なお、保障
開始日または更新日（4月1日）に満70歳に達してる方は加入または更新することはできません。
■次の方が加入できます。
○加入申込日において、健康で通常の業務に従事しており（通常の就業開始時から終了時までの間に勤務が可能な
状態で業務についていること）、健康で正常な日常生活を営んでいる方
○「ご加入のしおり（基本保障）」に定める危険な職業に従事していない方
○保障開始日または更新日（4月1日）において、15歳以上70歳未満の方
■健康状態によっては条件付きで加入いただく場合があります。この場合、条件となった傷病を原因とする事由につ
いては支払対象外となります。なお、条件は保障開始日後3年間治療、診察、投薬がない場合には消滅します。

基本保障プランと同様、毎月5日までに加入申込書が事務局に到着したものについて、当月1日から保障が開始されます
が、共済期間はこの保障開始日から1年間となります。加入者から解約の通知が無い限り、さらに1年間共済契約が更新さ
れます。以後同様です。なお、保障開始日または更新日に満70歳に達してる方は加入または更新することはできません。
■次の方が加入できます。
○加入申込日において、健康で通常の業務に従事しており（通常の就業開始時から終了時までの間に勤務が可能な
状態で業務についていること）、健康で正常な日常生活を営んでいる方
○加入申込日において、過去2年間に病気またはケガにより手術、入院をしたか、または同じ病気で7日以上通院また
は治療を受けていない方
○「ご加入のしおり（個別保障）」に定める危険な職業に従事していない方
○「ご加入のしおり（個別保障）」に定める慢性疾患（がん、胃・腸の腫瘍、心臓疾患等）にかかっていない方
○Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋコースは、15歳以上70歳未満の方。Ｌ、Ｍコースは、0歳以上15歳未満の方
■健康状態によっては条件付きで加入いただく場合があります。この場合、条件となった傷病を原因とする事由につ
いては支払対象外となります。なお、条件は保障開始日後3年間治療、診察、投薬がない場合には消滅します。

共済金をお支払いする場合
基本保障プラン・
個別保障プラン

共済期間中に死亡されたとき。 事故の場合は、保障開始日以降の事故により
事故の日から180日以内に亡くなられたとき。

死亡

保障開始日以降、初めてがんまたは上皮内がんと診断された場合。支払いは
同一被共済者について1回限りです。

がん診断

保障開始日以降の事故により共済期間中に国内で通院されたとき。事故の
日から180日が限度です。

傷害通院

保障開始日以降の事故により、事故の日から180日以内に後遺障害状態にな
られたとき。障害の程度により、「ご加入のしおり」に定める「傷害事故後遺障
害共済金の支払割合」によって支払います。

傷害事故後遺障害

保障開始日以降の事故により共済期間中に国内で入院された場合、事故の
日から180日を限度として初日から支払います。保障開始日以降に発病した
病気により共済期間中に国内で8日以上入院された場合、初日から支払いま
す。1回の入院では120日が限度です。

入院

所得補償 病気、ケガにより全く働けない期間が連続して90日以上あり、91日目からは全く仕事ができないか一部しかできない
ことおよび所得の喪失率が20％超の場合に、91日目から25か月を限度として支払います。

※個別保障プランで
通院保障付きの
もののみ

※死亡・入院及び通院
については減額して
支払う場合があります。

共済金をお支払いできない場合
基本保障プラン・
個別保障プラン

故意・重過失、保障開始日から1年未満の自殺、闘争行為、戦争等。死亡

保障開始日以前に、がんまたは上皮内がんと診断されていた場合は、被共済
者がその事実を知らなかった場合であっても支払われません。

がん診断

故意・犯罪行為・闘争行為・自殺行為、酒気帯び運転、戦争、原子力、地震・噴
火・津波、心神喪失、妊娠・出産（異常分娩等を除く）、椎間板ヘルニア・むちう
ち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの等。

傷害通院

故意・犯罪行為・自殺行為・闘争行為、酒気帯び運転、戦争、椎間板ヘルニア・
むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの等。

傷害事故後遺障害

故意・重過失・犯罪行為・闘争行為、保障開始日から１年未満の自殺行為、
酒気帯び運転、戦争、原子力、心神喪失、妊娠・出産（異常分娩等を除く）、
痔、歯科疾病、椎間板ヘルニア・むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のな
いもの等。

入院

所得補償 保障開始日から24ヶ月以内に就業障害になった場合で、その原因となった身体障害について、加入日前24ヶ月以内に、
治療、診察、服薬をしていたとき、または症状が現れていたとき。

故意・重過失・犯罪行為・闘争行為・自殺行為、酒気帯び運転、戦争、原子力、地震・噴火・津波、精神障害（一部例外が
あります）、妊娠・出産（異常分娩等を除く）等。

慶弔見舞金の申請

2 会員企業事務担当者から共済会事務局に申請書を
提出し申請します。
※災害見舞金の申請は上記共済センターへ

3 事務局／共済センターで審査・確認後、会員企業また
は被共済者に事務局より支払われます。

1 被共済者が会員企業事務担当者に申し出ます。

慶弔見舞金の種類

供花料

結婚祝金

被共済者本人の配偶者、実父母、子供及び配
偶者の実父母の死亡に対し支払

被共済者本人の結婚に対し支払

災害見舞金 被共済者本人が居住する家屋・同内収容家
財の損害に対し全焼・全壊：10万円、半焼・
半壊：5万円を支払

出産祝金 被共済者本人または配偶者の出産に対し支払
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ライフサポートメニュー ベネフィットメニュー

持家支援サービス

生活支援サービス

新築マンションの購入

( 株 ) ベルス運営の下記会員専用サイトからご利用ください。

http://toku.mn/1885　
ログインID：YUYUUSER  パスワード：z7mik20s（ゼット７エムアイケイ２０エス）

「ベルスファミリークラブ」は、さまざまなサービスや商品をグループ特典でご提供するHPです。

※ご利用に際して、ベルス悠・遊倶楽部会員、またはグループ企業共済会会員である旨お知らせください。

(株)ベルスが運営する福利厚生サービスを、本共済会の会員
の皆様に提供します、割引などの様々な特典が受けられます。

お問合せ

お問合せ

（株）ベルスが提携している数十社の提携会社で、事前紹介により住宅の購入や建築、売却、リフォームをされると、様々
な特典が受けられます。（以下はその一例です。）

会員専用ホームページより提携不動産会社にリクエストを出し、契約やご利用いただいた場合に様々な特典が受けら
れます。（以下はその一例です。）

（株）ベルスが提携している多数の提携会社が特別価格にてご案内。期間限定のイベント情報なども掲載しております。
（以下はその一例です。）

生活支援サービスで特典が受けられる商品例
インテリア、お葬式・葬祭サービス、各種保険、家事代行サービス、家庭用常備薬、家電・パソコン販売、カラオケ、カルチャー、
ギフト、結婚情報、子供服、資産運用商品、車検・整備、書籍、新車購入、スポーツクラブ、税務・相続税相談、贈答・結婚式引出物、
太陽光発電、宅配水、中古車売買、転居はがき・暑中見舞い・年賀状印刷、時計、ドリンクまとめ買い、仏壇・仏具・墓石、フラワー
ギフト、ヘルスケアサポート（専門ドック）、宝飾・洋食器、有料老人ホーム紹介、洋服、旅行・ホテル、レンタカー・カーシェアリン
グ、レンタル収納

（株）ベルス
TEL：0120-923-681 　E-mail：info@bels.co.jp　営業時間：月～金曜日9：00～17：30

住宅の建築 中古住宅、
土地の購入・不動産の売却

リフォーム

5,000万円の分譲マンション
購入50万円おトク！（1%割引
サービスの場合）
※沿線・エリア検索で簡単に
物件が探せます。

2,000万円の住宅を建築60
万円おトク！（3%割引サービ
スの場合)※予算やこだわり
に合うハウスメーカーをご紹
介いたします。

3,000万円の不動産を売買
28.8万円おトク！（仲介手数
料30%割引サービスの場
合）※アドバイザーが何度
でもご相談に乗ります。

300万円のリフォーム工事
15万円おトク！(5%割引
サービスの場合)※ご検討
内容にふさわしいリフォー
ム会社をご紹介いたしま
す。

賃貸支援サービス

住宅を貸す

ベルスの優良法人顧客約1,150万名
にご紹介
10万円の賃貸物件を貸した場合契約
時1万円おトク！

旅行、レンタカー、
レジャー・エンタメ

出会い・ブライダル、
アパレル・紳士服、家
事、育児、ショッピング

セカンドライフ、
健康サポート、
弔辞サポート

スキルアップ、
ビジネス誌・書籍

住宅購入・住宅賃貸
引越し一括見積もり

キャッシュバックが必ず受けられる
リアルタイム空室検索サイト、不動産会
社（プロ）が使用している業務用システ
ムと連動。いわゆる「未公開物件」も掲
載。最大「賃料の0.5ヶ月分のキャッ
シュバック」※UR賃貸住宅の場合

インターネット無料診断で成約時2千
円キャッシュバック！
賃貸家財総合保険加入で500円の図
書カード進呈！
引越基本料金10万円で1万5千円おトク！

住宅を借りる その他

　※お客様ごとにご利用可能なサービスが異なります。

遊び 暮らし 備え 学び すまい

全国規模で、旅行・エンターテインメントを中心に、各種のベネ
フィットメニューを取り揃える福利厚生アウトソーシング会社「株式
会社ベネフィット・ワン」と提携し、同社が提供するBENEF I T  
STATIONメニューが利用できます。

［当日キャンセル専用］TEL：03-6892-5215
営業時間：月～金曜日21：00～24：00  土・日・祝日18：00～24：00（年末年始除く）

 ご利用に際しては、BENEFIT STATIONホームページをご覧の上検索してください。 

http://www.benefit-one.co.jp （または「BENEFIT STATION」で検索）
ご利用の際、BENEFIT STATION会員証が必要です。
ホームページから宿泊施設などの予約・申込みを行うには、IDとパスワードが必要です、IDと初期パスワード
は会員証発行時に付与されますので紛失しないようにしてください。なお、本パスワードはログイン後「マイプ
ロフィール」から個人で設定していただく仕組みになっています。

BENEFIT STATIONメニュー概要（詳細はホームページを参照してください）

BENEFIT STATIONメニューは、原則としてホームページを閲覧・検索で利用してください。ガイドブック（冊子）を望まれる場合は各
社事務ご担当者までお申込みください。なお、原則毎月、旬の情報が「BENEFIT STATION通信」誌（冊子）に記載されて会員の皆様
に届きます。
また、ホームページ上に、WEB版の「BENEFIT STATION通信」が原則月次に更新されて掲載されるので活用してください。

BENEFIT STATIONカスタマーセンター
TEL：0800-9192-919または03-6892-5210 　FAX：0800-9193-111または03-6892-5211　
E-mail：info@bels.co.jp　携帯サイト：http://www.benfit.jp
営業時間：月～金曜日10：00～21：00  土・日・祝日10：00～18：00（年末年始除く）

家族・友人・一人旅
旅行の計画をしよう！

気になる情報をチェック！
エンタメならここ

手軽に使える癒しと
キレイのお得なコンテンツ

出会いも結婚も
HAPPYは全ておまかせ！

旅 レジャー・エンタメ 出会い・ブライダルリラク・ビューティー

快適な生活を楽しむ
お役立ちメニューが満載！

美味しい＆お得な情報が
盛りだくさん

豊富なメニューであなた
の健康をサポート

お得な情報で
快適カーライフ

生活 グルメ カースポーツ

住まいに関するサービス
を幅広くサポート

知らなきゃ損！
キッズ＆ベビーのおトク情報

一生モノのスキルで
差をつける！

病気は自分で見つけて
治す！

ハウジング 育児 健康学ぶ

シニアのいきいきライフを
応援！

選りすぐりの人気商品を
毎日お届け！

ベネフィット・ステーション
ならではのキャンペーンや
イベント

様々なイベントライフで
もらえる無料プレゼント

介護 ショッピング お祝いBSオリジナル企画
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□自宅 □勤務先

氏名 E-MAIL

部署会社名

書類送付先

フリガナ

自宅住所、または勤務先住所を記入してください。

〒

TEL. FAX.

■申請者記入欄 申請日 年 月 日

書類発送 事務局受付※書類の希望送付先は、自宅住所、勤務先住所のいずれかを記入してく
ださい。※この書類に記載されている情報は、申請に基づく目的にのみ
使用し、他に使用されることはありません。

共済会事務局

宛先：共済会事務局行   FAX：03-6417-9143

個別保障プラン申込書類請求フォーム

個別保障プラン

もちろん安さには理由があります！

会員の皆様・ご家族が個人で加入できる
「個別保障プラン」のご案内

［共済会事務局］TEL：03-6417-9140
［オフィシャルサイト］http://www.bels-yuyu.com

◎代理店手数料等の運用経費や営業経費不要。

◎相互扶助の共済なので利益を追求しない。

◎見せかけの保障の種類の多さではなく、
万一の際に必要な保障に限定。

◎共済金の支払いを確実にするための再共済を有利な条件で手配。

右頁の例を参考に是非個別保障プランをご活用ください！
より詳しい保障内容はお問い合わせください。

以下フォームで加入申込書をご請求ください！

基本保障に加えてさらに安心 会社加入の基本保障プランに加えて、
個人で加入することが可能！ダブルで安心です。

一般の生命保険会社利用の終身保険　1,000万円

本人・家族の、年代によって必要な死亡保障を、一般の保険と組み合わせて確保する例

事故でも病気でも同額保障 事故死亡、病気死亡、ともに同額保障される
画期的な保障です。

他の保険等との組み合わせ可能 今ご加入されている他の保険に加えて
ご加入いただけます。

性別・年齢かかわらず月600円 月々600円で一口400万円の死亡保障の他、
入院・障害通院がメニュー化されています。

他の保険・共済に比べ非常に割安 他の大手共済より30代男性では約5割、
40～50代では約6割安くなります。

月々わずか

600円
本    人
本    人

本    人

配偶者
配偶者

子供（1）
子供（2）

一般の生命保険会社利用の終身保険　500万円

会社加入の基本保障　700万円（最高）

個別保障　2,000万円（５口）

個別保障　400万円（1口）

個別保障　400万円（1口）

個別保障　800万円（２口）

年齢

20 30 35 40 45

35 45

50 60 65 70

20 30 40 50 60 70

年齢

個別保障プランの活用例

月々600円（一口）で400万円の死亡保障！
基本保障に加えて、個人で加入できる保障プランです。

ぜひご検討ください。

お問合せ

※お子様は15歳以上が死亡保障対象となります。　※■は個別保障プラン、■は基本保障プランです。
※65歳以上70歳未満（■■部分）は個別保障プラン・基本保障プランともに死亡保障金額は50万円（1口）になります。
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東京都品川区西五反田 1-5-1  五反田サンケイビル 5F

TEL: 03-6417-9140 / FAX: 03-6417-9143　http://www.bels-yuyu.com

個人で
加入申し込みできる

個別保障
プラン

詳しくは本誌P.9、P.10を
ご覧ください

グループ企業共済会

グループ企業共済会

お得な情報
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