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プレゼント企 画
まだ参加したことがない方や当選したことがない方も、
ぜひ公式LINEに登録して、
配信される
「キーワード」
で応募しよう！
ご正解いただいた方の中から抽選で賞品をプレゼントいたします。
たくさんのご応募をお待ちしております。
当選者は、
当選した感想、
写真をお寄せいただきますようご協力をお願いいたします。
随時PALETTE NEWS、
パレット共済会ホームページに社名とニックネームで掲載いたします。

見つかる「お得」、助かる「安心」。
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プレゼント賞品

55名様

総計

バルミューダ
BALMUDA
The Speaker
（M01A-BK）
2名様

SIXPAD
パワーローラー
2名様
CHEVROLET
（シボレー）
MG-CV16G
1名様

図書カードNEXT
1,000円分
20名様

全国共通おこめ券
2,000円分
30名様

※写真はすべてイメージです。

応募方法

お友だち登録は
こちら

パレット共済会の公式LINEから10月中旬までに配信される
「キーワード」
で、
パレット共済会のホームページのお申込みフォームからご応募ください。
※9月末までにパレット共済会の公式LINEのお友だち登録が必須となります。

ヒント

●10月中旬までに配信されるLINE上のどこかに…

配信は2回！お見逃しなく！

●10月から行う何かのキャンペーンに関するキーワード…

「生命保険料は個人扱い
（口座振替等）
より団体扱い
（〇〇〇〇〇）
にする方がお得で便利かも」

パレット共済会 ホームページ

https://www.palette-net.com

ご応募締め切り
10月19日
（月）
まで
抽選結果発表
10月26日
（月）
パレット共済会 ホームページ、
または PALETTE NEWS 2021年1月号

スマートフォンからもご利用いただけるようになりました！

注意事項
●抽選は正解の方のみ対象となります。●応募は1人1回限りとし、複数応募の場合は無効
といたします。● お申込みフォームに記入漏れ、不備があった場合は無効となります。●当
選結果についてのお問い合わせにはお答えできません。パレット共済会ホームページで当
選結果をご確認ください。●賞品の在庫がない場合、代替品を送付いたします。

個人情報の取り扱いについて
お申込み時に登録いただく個人情報の取り扱いについては、
賞品の発送を含むパレット共済会で行う
サービスにのみ使用いたします。
詳細については、
パレット共済会ホームページ
「個人情報の取り扱いにつ
いて」
（https://www.palette-net.com/ﬁle/img/Toriatsukai.pdf）
をご確認ください。
お申込みの際には上記内
容に同意のうえ、
お申込みください。

特集

巣ごもり特集

Topics & Information
生活支援制度
コラム
「自然災害の備えと共済・保険の選び方」

Special Presents

https://www.palette-net.com

詳しくは パレット共済会 ホームページ

※本誌記載の情報は2020年9月1日現在のものとなります。
都合により変更となる場合もございますので、
あらかじめご了承ください。

H4
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Autumn
topics!

巣ごもり特集

2020

外出できない時こそ楽しもう！
ご自宅で快適に過ごすための、優待サービス・グッズをご紹介いたします。

インテリア

お申込み・詳しくは、
パレット共済会ホームページ ▶ ショッピング ▶ インテリアの販売

全商品特別優待価格
ご利用方法 ●ご来店の場合…法人＆リフォーム事業部に、パレット共済会ホームページに掲載の「優

Autumn
topics!

2020

新型コロナウイルス感染症に伴う

生活支援融資制度

（全額利子補給）

このたびの新型コロナウイルス感染症拡大により
生活に影響を受けられた皆様に、謹んでお見舞い申しあげます。
パレット共済会では、新型コロナウイルス感染症の発生により
生活に影響を受けた方への生活支援策といたしまして、融資制度（全額利子補給）
を新設いたしました。
ぜひご活用ください。

対 象 商 品 および 条 件

待券」
を印刷してお持ちください。※全国25店舗。
●お近くに法人＆リフォーム事業部がない場合…FAXまたはメールで、
パレット共済会ホー
ムページに掲載の
「オーダーシート」
をお送りください。

※貸付利率が店頭金利より引き下げされた方。
（2020年4月2日現在 通常5.975％→2.975％）

●SMBCコンシュマーファイナンスの保証を受けられる方。
※審査によっては保証を受けられない場合もございます。

●三井住友銀行の口座を保有または開設する方。

全商品5%OFF
ご利用方法 ●ご来店の場合…パレット共済会ホームページに掲載の「優待券」を印刷してお持ちください。
●オンラインショップ…パレット共済会ホームページに掲載の
「優待券」
に記載のクーポン
コードをご入力ください。

20%OFF

●三井住友銀行で特別金利フリーローンのお借り入れをされた方。

※一部対象外品あり。

ご利用方法 ●ご来店の場合…入店時に「パレット共済会会員」であることをお申し出ください。

新型コロナウイルス感染症の発生により生活に影響を受けた
パレット共済会Ａ会員本人・Ｂ会員本人

対象者

※退職時は一括繰上返済が条件となります。

300万円まで

融資金額

※金額を超えた場合は、
超えた分の利子補給は不可。

●オンラインショップ…備考欄に
「パレット共済会会員」
とご入力ください。

7年以内
ただし、利子補給は完済時までＡ会員・Ｂ会員として在籍していること。

融資期間

動画配信サービス

※7年超過した場合は、
全額利子補給の対象外となりますので7年以内に設定してください。

お申込み・詳しくは、
パレット共済会ホームページ ▶ レジャー ▶ エンタメ・チケット ▶ その他

1ヵ月無料トライアル
ご利用方法 ●ご利用方法…パレット共済会ホームページからご登録ください。

美容・健康

NEW

販売方法など詳しくは、
パレット共済会ホームページ ▶ ショッピング ▶ その他

300万円以内、7年以内の利息分全額

利子補給額

※延滞金が発生した場合、
延滞金は除外。

お申 込 み・お 問 い 合 わせ

三井住友銀行 フリーローン
（無担保型）のサイトからお申込みください。
https://www.smbc.co.jp/kojin/mokuteki̲loan/free̲m/
融資について詳しくは、三井住友銀行カードローンプラザ ☎0120-923-923

申請方法

①「新型コロナウイルス感染症に伴う利子補給申請書」および
「返済予定表」をパレット共済会に提出してください。
※融資は3ヵ月以内に行います。

② 完済後に「新型コロナウイルス感染症に伴う利子補給請求書」および
「支払利息証明書」をパレット共済会に提出してください。
※支払利息証明書880円は自己負担となります。
(2020年9月1日現在)

③ ②が到着した翌月末日に利息分（利子補給）を指定口座に振込みます。
人気のReFaやPLOSIONなど

対象期間

MTGブランドの商品を

特別価格にて販売いたします。

融資実行日が2020年7月1日〜三井住友銀行が
新型コロナウイルス感染症に対応した特別金利フリーローンを終了する日まで

詳しくは、
パレット共済会ホームページをご覧ください。
お問い合わせ パレット共済会

0120-801-830（平日9：30〜18：00）
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https://www.palette-net.com
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自然災害の備えと共済・保険の選び方
風水害や土砂災害、地震などが起こって住宅が被害を受けた場合、公的な支援金や義援金だけでは十分な金額が

では、地震保障はいくらまで加入できるでしょうか。
こくみ

地震への備え

賄えず、共済や保険による備えが欠かせません。
また、共済や保険に加入していれば万全というものではなく、
ご自身

の加入する保障額や契約内容によっては、再建に必要な金額が支払われない場合もあるので留意が必要です。

住宅火災保険も

ん共済 coopの
「自然災害共済」
は火災契約の30%、損害保
険各社の
「地震保険」
は50%が上限ですから、建物・家財を
住宅総合保険も、単体では地震に

備えられません
（図1）。
こくみん共済 coopでは
「自然災害共
済」、損害保険各社では
「地震保険」へ加入して地震に備え

済（大型タイプ）
にも加入していた場合、風水害で住宅と家

自然災害への備え方

建築費

❷

自然災害共済も地震保険も、火災契約と同額までは加入

4,195万円です。
自然災害共済（大型タイプ）
に加入すれば、

できません。
こくみん共済 coopの
「自然災害共済」
では火災

3,000万円

❶

1,500万円

こくみん共済 coop

損害保険各社

1,800万円

3,200万円

1,800万円

2,200万円

1,800万円

1,450万円

❷
❶

住宅や生活の再建に必要な費用をうけとれるため、
「風水害

契約の30%（大型タイプ）、損害保険各社の
「地震保険」
では

火災保障と同様に、地震保障でも建築費5,000万円の場

く2つのタイプがあり、火災保障のタイプによって守っている

にもしっかり備えたい」
という方に向いています。

30〜50%の範囲で加入します。
つまり、4,000万円の価値が

合は損害保険各社のほうが多く加入でき、建築費1,500万

範囲が異なります。 住宅火災保険は主に
「火災・落雷・爆

表1… 共済金額の具体例
（風水害の場合）

ある住宅に、火災保障を4,000万円加入している場合、
自然

円の場合はこくみん共済 coopのほうが多く加入できることが
わかります。

火災保障には

住宅火災保険と

住宅総合保険の大き

発・破裂」のみを保障し、 住宅総合保険は風災や水災も
保障します。守る範囲が異なるので、掛金は

の方が安く、

の方が高くなります。
また、
どちらのタイプも地震には対応していないため、
自然
災害共済や地震保険には別途加入する必要があります。
い
ずれにも未加入の方はすぐに加入しておきましょう。
図1… 住宅火災保険と住宅総合保険

住宅火災保険

住宅総合保険
損害保険
各社

火災共済

火災

火災保険

火災
水災

自然災害共済

水災

地震保険

地震

地震

給付額

風水害等共済金

災害共済は1,200万円
（4,000万円 30%）、地震保障は最大

150万円

臨時費用共済金

22.5万円

2,000万円
（4,000万円 50%）
までしか保障されず、
どうあれ

自然災害共済
（大型タイプ） 風水害等共済金

2,800万円

保障の対象
建物
4,000万円
家財
1,500万円

共済
火災共済

共済金の種類

風水害等共済金

150万円

臨時費用共済金

22.5万円

自然災害共済
（大型タイプ） 風水害等共済金

1,050万円

火災共済

合計

4,195万円

損害保険各社
「住宅総合保険」
損害保険各社の主力商品は

住宅総合保険で、風災や水

風水害への備え
こくみん共済 coop「住まいる共済」

こくみん共済 coopの加入基準は、① 所在地、② 床面積、
③ 建物構造が同じであれば、
一般的な住宅でも高級な住宅

地震の被害からは再建できないことになります。
このように説明すると、元となる火災契約の30%を保障す

でも同額の契約ができます。1,500万円の一般的な住宅に

るこくみん共済 coopの
「自然災害共済」
は、地震に対する備

4人家族（世帯主40歳代）
が住んでいる場合、火災保障は

えが弱いと思われるかもしれませんが、
そもそも住宅の火災

6,000万円
（建物4,000万円＋家財2,000万円）
、
地震保障は

保障がいくらまで加入できるのかは、共済と保険とでは基準

1,800万円
（建物1,200万円＋家財600万円）
となり、
再建を完

が異なります。
そのため、地震保障の加入上限が逆転するこ

全にカバーできます
（表5 赤枠 ❶ ）
。
同じ条件の損害保険各

とが多いので理解を深めておきましょう。

社は合計1,450万円ですから
（表5 青枠 ❶ ）
、
地震保険が火

こくみん共済 coopでは ① 所在地、② 床面積、③ 建物構

災の保障がセットになっています
（図1）。風水害で建物や家

災契約の50%の契約であっても保障で劣るのが実態です。

財が被害にあった場合、保険金額を上限として損害額が支

造を基準に算出 し、
損害保険各社は建築費を基準に算出

払われます
（実損払い）。損害保険に特有な設定として
「免責

2

します。
家財についてはこくみん共済 coopも損害保険各社

1,800万円のまま変わらないこくみん共済 coopは再建には

金額」
があります。簡単にいうと給付を受ける際の自己負担

も、
世帯主の年齢、
家族構成
（人数）
などを基準に算出します。

確実に不足します
（表5 赤枠 ❷ ）、損害保険各社は3,200万

額と思ってください。
これを設定すると、免責金額を差し引い
た額を給付するかわりに掛金が安くなります。免責金額は0
円、1万円、3万円、5万円、10万円から選択するケースが多
く、免責を設定した契約でも建物が全焼・全壊となった場合
は、免責金額を差し引かずに建物保険金額がそのまま支払
われるのが一般的です。
風災・雹災・雪災や水災では
「不担保特約」
や
「支払縮小
担保特約」、
「支払条件変更特約」
などが付帯できる保険会

住宅火災保険に相当する火災共済です。
風水害に備え

社もあります。例えば「水災不担保特約」
を付帯すれば水災

たい場合は自然災害共済にも加入します
（図1）
。
風水害で住

害が保障対象から外れるため、
その分だけ保険料（掛金）
を

宅や家財が被害にあった場合、
火災共済から
「風水害等共済

抑えられます。風災・雹災・雪災の保障範囲を
「損害額が20

金」
と
「臨時費用共済金」
が、
自然災害共済から
「風水害等共

万円以上になった場合」
に限定する
「支払条件変更特約」
に

済金」
が支払われます。

も同様の効果があります。

＊1

＊

〈モデルケース〉
①所在地：東京都、②床面積：45坪、③建物構造：木造
（省令準耐火）
世帯主40歳、4人家族
（夫・妻・子2人）
表2 … 建物の加入限度額
（火災保障）
建築費

こくみん共済 coop

5,000万円

4,000万円

3,000万円

4,000万円

1,500万円

4,000万円

＜
＞
≫

損害保険各社

世帯構成

こくみん共済 coop
2,000万円

＞

こくみん共済 coop

5,000万円

6,000万円

3,000万円

6,000万円

1,500万円

6,000万円

＜
≫
≫

coopよりは多く給付されます
（表5 青枠 ❷ ）。
すなわち、
こくみん共済 coopの
「住まいる共済」
は一般的
な住宅に特化した共済で、高級住宅の場合は損害保険各
社の方が適しています。読者それぞれに有利な制度が異なり

3,000万円

ますので、建築費を中心に検討することをおすすめします。

1,500万円

損害保険各社
1,400万円

なお、
マンションにお住まいの場合、損害保険各社は別の
理由＊3によって建物の火災保険の加入上限が低く、3,500万
円の物件でも700〜1,000万円程度です。
まして、地震保険
はその50%までとなり、
こくみん共済 coop「住まいる共済」
の

表4 … 建物・家財の加入限度額の合計
（火災保障）
建築費

円まで増やせるため、再建には足りないもののこくみん共済

5,000万円

表3 … 家財の加入限度額
（火災保障）
世帯主40歳・4人家族

その一方で、5,000万円の高級な住宅でも、保障額が

損害保険各社
6,400万円
4,400万円
2,900万円

方がはるかに高くなります。今回の特集を機に見直しておく
といいでしょう。
＊1 新築費単価法

＊2 年次別指数法

＊3 今回は割愛します。

つまり、
「風水害等共済金」
は火災共済からも自然災害共

水災や雪災のリスクが全くない地域にお住いで、必要な

済からも受け取れるということですが、
それぞれに上限額が

保障だけを選択して加入したいと考える方には向いている

表2〜4でわかるように、
こくみん共済 coopの
「住まいる共

設定されています。表1を見ていただければわかる通り、前者

といえます。一方で、加入時に保険料（掛金）
を気にするあま

済」
の加入上限は実際の建築費には関係がありません。
した

生活経済研究所長野

よりも後者の給付額の方が桁違いに大きいことがわかります

り、必要な保障まで勝手に
「不担保」
や
「縮小担保」
にされて

がって、
建築費5,000万円の場合は損害保険各社のほうが多

（表1）。風水害に備える時には自然災害共済に加入しなけれ

いる場合もあります。近年では予想外の地域でも風水害が

く加入でき、
建築費3,000万円と1,500万円の場合ではこくみ

多発しているため、安易な
「不担保」
や
「縮小担保」
には注意

ん共済 coopのほうが多く加入できるということがわかります。

したいところです。

また、
その差額は建築費が下がるほど大きくなっています。

年間数百件の保険見直し相談を受ける傍ら、2001
年にAFP、2011年にCFPを取得。2014年からは大型
保険代理店の営業教育担当として、
お客様の経済
環境やライフプランを考慮した適正な金融商品販
売ができる人材育成に尽力。2017年生活経済研究
所長野に参画、労働組合等への支援を開始。

ば再建が困難になるということです。
火災共済に建物4,000万円、家財1,500万円、
自然災害共

4

表5 … 建物・家財の加入限度額の合計
（火災保障）
5,000万円

ましょう。

財が「全壊・流出」
となると、支払われる共済金額の総額は

あわせた加入限度額は表5となります。
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中山浩明
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パレットニュース 2020年 10月号

会 員 とご 家 族 の 安 心 を サ ポ ート

Special Presents

保 険料
口座振替

➡

給与天引き
（

）

職域保険の
団体扱い

切り 替えキャンペ ーン

プレゼント当選 者 発 表

2020年 7月号プレゼントにご応 募いただきまして、ありがとうございました！

キーワード

保険料のお支払いはどうされていますか？ 口座振替でお支払いをしている方におすすめの情報です。
今ならキャンペーン実施中で、素敵なプレゼントがございます。
この機会を逃さずにお申込みください！

正解者数は526件、正答率は85%！
いかがでしたか？キーワード探しは難しかったでしょうか。
次回も、たくさんのご応募お待ちしております。

弁護のちから

■ パナソニック 「ミラーレス一眼カメラLUMIX
（株）
良品計画 たなか様

DC-GF9」 1名様

■ Kamomefan 「扇風機」 1名様
（株）
パルコスペースシステムズ ひらちゃん様

■ ハーゲンダッツ 「ギフト券」 20名様
（株）
セゾン情報システムズ まなふぃ様
西洋フード･コンパスグループ
（株） ak様

他

■ 吉野家 「缶飯６種バラエティセット」 30名様
（同）
西友 雅君様
みずほオートリース
（株） ひとつの花様
（株）BMLフード・サイエンス ラム様
他

■ 三菱電機 「三菱ブレッドオーブン」 1名様
朝日工業
（株） 5456様

給与 天 引 き に 切 り 替 え る 3 つのメリット

応 募 総 数は
6 2 2 件！

その他の当選者一覧はパレット共済会ホームページでご確認ください。

生命保険料が団体料率の
適用で割安になります！
＊1＊2＊3

切替例

夫婦で以下の保険にご加入の場合

夫40歳：A生命保険の死亡保障、医療保障
妻35歳：A生命保険の医療保障

年末調整時に生命保険料

口座切替から給与天引きに

控除証明書（ハガキ）
を提出

切り替え後も代理店や営業

する必要がなくなります！＊4

担当者の変更はありません！

口座振替
37,224円/月

➡

給与天引き

36,582円/月

Special Presents

年間で

7,704円も

当選 者 喜びの声

皆 様からお送りいただいた感 想を一 部 抜 粋してご紹 介いたします。

お得！

2 0 2 0 年 4月号

期 間 ＊5

10月1日（木）〜12月29日（火）

特 典 ＊6

期間中に切り替えた方全員に、
もれなく
「Amazonギフト券 2,000円分」
さらに抽選で7名様にW特典として
「ダイワロイヤルホテル ペア宿泊券」

お 申 込 み 方 法 パレット共済会ホームページでご加入中の保険が職域保険の団体扱い可能かご確認のうえ、
1.ご加入中の保険会社営業担当者へ「生命保険料の給与天引き
（団体扱い）変更」をお申し出ください。
2.保険会社営業担当者から渡された「団体扱い加入通知書」に必要事項をご記入・ご捺印のうえ、
保険会社営業担当者へご提出ください。
＊7
3.パレット共済会（kyousaikai@palette-net.com）へ切り替え手続き終了の旨をメールでご連絡ください。

●メールの件名には、
「 給与天引き切り替えキャンペーン」
と入力してください。
●メールの本文には、以下項目
（①〜⑦）の内容を入力してください。
①会社名 ②社員番号 ③氏名 ④生年月日
⑤商品の発送先（ご自宅：郵便番号、住所） ⑥日中のご連絡先

⑦保険会社の名称

＊1 商品によって割引率が異なります。
また取り扱いができない商品もあります。詳しくは、各保険会社へお問い合わせください。
＊2 配偶者やお子様が被保険者の保険契約も取り扱い可能です。
＊3 勤務先によっては給与天引きへの切り替えができない場合があります。詳しくは、
パレット共済会ホームページをご覧ください。
＊4 勤務先から渡される控除明細に生命保険料控除額が打ち出されます。
（来年度以降）
＊5 キャンペーン期間内にお申込み方法の1〜3までをお手続きください。
＊6 保険会社から届いた
「団体扱い加入通知書」
をパレット共済会にて受領・確認後、対象者へ特典を発送いたします。
＊7 ご入力内容に不備がある場合は、
キャンペーン対象外となります。予めご了承ください。
※本キャンペーンは一般社団パレット共済会による提供です。
本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。
※Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

お問い合わせ パレット共済会 保険担当

0120-801-830（平日9：30〜18：00）

Present デロンギ 電子ケトル アイコナ カフェグレー

● このたびは素敵なケトルをお送りいただき、
たいへん嬉しく
思っております。温度調節ができるので、子供のミルク作りにも
重宝し、
とても機能的です。最近はこれでコーヒーを淹れて一
息つくのが在宅ワークの楽しみになっています^^ また応募させ
ていただきます。
ありがとうございました。
（株）
パルコ パインさん様

2 0 2 0 年 4月号

Present ホテルオークラ 神戸牛グルメセット

● 応募したときは、当たったらうれしいな〜でも、競争
率高いんだろうな〜と思っていました。応募したことを
すっかり忘れていたある日、
当選の通知をいただき…
ついに先日、神戸牛ハンバーグ、
ビーフパイ、ロースト
ビーフのセットが届きました！ 自分ではこのようなもの
はめったに購入しないので、
ゆっくり味わっていただく予
定です。
（同）西友 テルゾン様

2 0 2 0 年 4月号

Present

Amazonギフト券 1,000円分

● 今回プレゼント企画でアマゾンギフト券を頂戴いたしました。
このような時期柄通
販の利用が増えているので、
とても助かります。
ありがとうございました。緊急事態宣言
が解除になっても今までのようにはいかない日々が続きますが、
皆様も健康にはお気を
つけてください。
これからも楽しい企画をお待ちしております。
（株）
クレディセゾン nini様
● ギフト券有難うございました。
またいろいろ応募したいと思います。
（同）
西友 ヤサイ様

お問い合わせ パレット共済会

0120-801-830（平日9：30〜18：00）
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2 0 2 0 年 7月号

Present ハーゲンダッツ ギフト券
● この度はハーゲンダッツのギフ
ト券を頂きありがとうございまし
た。応募したことをすっかり忘れて
いたのですごく嬉しかったです。
早速コンビニで引き換えてきまし
た。
ハーゲンダッツなんていつぶり
だろう？大変美味しゅうございま
した
（笑） 最近、懸賞応募に力を入れてたので今回、
当選したこ
とで益々これからも頑張ろうと思いました。
ジェーピーエヌ債権回収(株) ち〜様

2 0 2 0 年 7月号

Present

吉野家 缶飯6種バラエティセット

● 吉野家の缶飯を送っていただきましてありがとうございます。
おいしそうですぐに食べたい気もしますが、非常食として保管
し、
災害時に備えたいと思います。
(株)クレディセゾン MO様
● 本来であれば実食のうえ、
味の感想などを添えるべきと思い
ますが、温めなくても美味しく長期保存も可能との特徴を踏ま
え、
いまのところは災害備蓄として保管しております。
ご容赦くだ
さい。
この企画が無かったら、
吉野家さんでこのような商品を販
売されていることすら知らなかったです。
また加盟会社の意外な
商品などプレゼントに採用いただけたらとても面白いと思います。
(株)アトリウム ばさまのじさま様

パレット共済会 ホームページ

https://www.palette-net.com
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