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Summer
2022

プレゼント企 画

プレゼント賞品

まだ参加したことがない方や当選したことがない方も、ぜひ応募しよう！

総計

抽選で、賞品をプレゼントいたします。
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。

56名様

見つかる「お得 」、助かる「 安 心 」。
「お役 立ち情 報 」はWEBにも満 載！
！ https://www.palette-net.com
©一般社団法人パレット共済会

禁無断転載

お問い合わせ：TEL 0120 - 801- 830（平日 9：30 〜18：00）

本誌記載の情報は2022年5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。

特集

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。

Summer

団体保険・共済 一斉募集開始

セイカ食品
南国白くまDX詰め合わせギフトセット
（白くま270ml ４個・マンゴー270ml ４個）
10名様

2022

Topics & Information
イオンシネマキャンペーン
水族館キャンペーン
STOREE SAISON

全国
人気クラフトビール
売上上位12本セット
20名様

vol.108

Special Presents

Aftershokz
AEROPEX
（骨伝導ワイヤレスイヤホン）
Cosmic Black
AFT-EP-000011
5名様

ダイワロイヤル
1泊朝食付ペア宿泊券
5組10名様

※2023年3月31日
（金）
までの宿泊。
（ご利用除外日を除く）

BRUNO
マルチスティックブレンダー
10名様

FUJIFILM
ハイブリッドインスタントカメラ
instax mini Evo
（BLACK）
&
インスタントフィルム instax mini
（10枚入り 2）
5名様

※色はお選びいただけません。

YAMAN
フォトプラスEX
（美顔器）
HRF20N
1名様

応募方法

応 募 締 め 切り

※写真はすべてイメージです。

7月18日
（月）
まで
パステルちゃん

「賞品に何が欲しいですか」
に回答するだけ！

詳しくは、
パレット共済会ホームページのお申込みフォームを
ご確認ください。
さらに

最も希望の多い商品を
次回以降のプレゼント企画に加えます。
あなたの欲しい商品が掲載されるかも！
？

7月25日
（月）

結果発表
● パレット共済会
● PALETTE

注意事項
●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。

ホームページ

NEWS 2022年秋号

パレット共済会ホームページ

スマートフォンからもご利用いただけます！

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/all̲privacypolicy.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。

今月の
イチオシ

PRESENT

https://www.palette-net.com

詳しくは パレット共済会 ホームページ

H4

夏

H1

セイカ食品
南国白くまDX詰め合わせ
ギフトセット
10名様
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会 員 とご 家 族 の 安 心 を サ ポ ート

Summer
topics

2022

団体保険・共済
2022年度 一斉募集

お申込み受付中！
ライフステージに合わせたモデルプランをご用意しています
パレット共済会団体保険・共済は、
ご自身のライフステージに合わせて

自由に組み合わせができる保険です。

単身者向けプラン［Single］

ご夫婦向けプラン［DINKs］

コロナに負けるな！
コロナ禍におけるわが家の保障内容を
確認しよう
FPI-J 生活経済研究所長野

宮下 貴博

新

型コロナウイルス感染症との共存が3年目を迎えま
した。感染対策が日常化する一方で、感染拡大の波

は繰り返され、
ピーク時には陽性になっても病床が限られ
入院できず、
自宅などで療養を余儀なくされるケースが相
次ぎました
（2022年3月16日現在）。
そんな中、入院費や所得減少の補填などを保障する共済
団体・保険会社は、
自宅療養も入院とみなし、入院給付金を

［ポイント］

［ポイント］

社会人として、賠償責任の補償準備

長期間働けなくなり、配偶者にも迷惑をかけてしまう前に収

病気やケガで就労不能時の補償の備え

入補償の備え

お手軽な保険料で充実補償

遠方にいるご両親の介護リスクへの備え

ファミリー向けプラン［Family］

子ども安心プラン［Relief］

給付対象とする取り組みが進められています。
コロナ禍にお
いてはどのような場面で給付金を受け取れるのかを確認し
てみましょう。

［ポイント］

成長していくお子様の様々なリスクへ備え、子どもの医療費

自転車事故での加害者になってしまったり、
賠償への備え

に関する各自治体の助成金制度等も確認しておきましょう

SNSや学校でのいじめ被害・誹謗中傷・ストーカー被害など

家計を担う世帯主のための死亡補償の見直し

のトラブルに対応できる補償

詳しくは、団体保険・共済パンフレット2022のP.7〜10をご覧ください。

「弁護のちから」についてお知らせ
2022年4月1日から施行された民法改正により、成年年齢が18歳に引き下げられ、18〜19歳の子は未成年ではなくなりました。
「弁護の

入院給付金の給付対象

マイカー共済、
こくみん共済
（こども保障満期金付タイプ）
、

株式会社セゾン保険サービス

こくみん共済 coop〈全労済〉東京推進本部

新・三大疾病保険、
弁護のちから、
セレモニー保険、
介護補償 について

0120 - 593 - 314（平日9：00〜17：30）
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2. 自治体や保健所、宿泊療養施設等が発行し

給付されます。入院給付金は、病気やけがで入院した際に

た、宿泊療養期間や施設名を確認できる書類

「入院給付金日額 入院日数分」
を受け取れるのが一般的で
す。給付対象をがんや三大疾病等のように一部の疾病に限
定していなければ請求できます。なお、請求には各共済団
体・保険会社所定の診断書などの提出が必要です 。
実際には、医療ひっ迫により陽性でも入院できず、
自治体
が用意する

ホテルなど宿泊療養施設で療養した場合や

自宅で療養せざるを得ない場合もあるでしょう。
このよう
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新団体年金共済 について

0120 - 32 - 6031（平日9：00〜17：00）

自宅で療養した場合
1. 自治体や保健所、医療機関等が発行した、新
型コロナウイルス感染症に関する検査結果が
「陽性」
であることを確認できる書類
2. 自治体や保健所、医療機関等が発行した、療
養期間を確認できる書類

です。
〈次ページへつづく〉

自宅療養の場合（イメージ）

入院給付金の給付期間

団体生命共済、
住まいる共済、

パレット自転車保険、
所得補償保険、
長期収入サポート制度、

書類

関に入院した場合、陽性・陰性にかかわらず入院給付金が

なお、
濃厚接触者として自宅待機になった場合は給付対象外

お問い合わせ

院証明書、
診療明細書、
領収書等）

る検査結果が「陽性」
であることを確認できる
医療機

◉ 2022年10月1日からの補償については、
お子様が成年（18歳）
に達した時点で補償対象から外れてしまいます。保険期間中で18歳以上になるお

総合補償保険、
医療保険、
ファミリー傷害補償保険、

（他の共済団体や保険会社所定の診断書、退

が発行した、新型コロナウイルス感染症に関す

なケースでも、入院とみなして給付対象となります。

「新型コロナウイルス感染症」
を原因とする療養等に備えることができる保険もご用意しております。
次ページでは、給付金や保障についてのコラムを掲載しています。ぜひご確認ください。

医療機関が発行した、入院期間のわかる書類

1. 自治体や保健所、医療機関、宿泊療養施設等

ちから」
にご加入の皆様につきましては、
補償対象についてご確認ください。
子様を補償対象にしたい場合は、
必ずお子様を被保険者本人としてください。
◉ 未成年も被保険者として加入できるようになりました。
お子様を被保険者にしていただくと、成年後も補償の対象となり、変更を忘れる心配もあ
りません。

医療機関に入院した場合

ホテルなど宿泊療養施設で療養した場合

新型コロナウイルス感染症の治療を目的として
［ポイント］

必要書類

▲
発症

▲
▲
医師等の診断、 陽性
PCR検査等
判明日

▲
解除基準に
該当した日
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イオン シネマ 前 売 券
「 も っ と お 得 」キ ャ ン ペ ー ン
購入月を含む6ヵ月後まで（有効期間内）の映画鑑賞にお使いいただけます。
シネマチケット1枚 通常1,200円▶

陽性となった場合に備えること
新型コロナウイルス感染症で入院すると、重症度にかかわ

亡くなった場合はどうなるか
通常の死亡給付金はもちろん給付されますが、
さらに災害

らず療養解除日までは病棟の外へ出られません。家族との面

特約の給付対象としている共済団体・保険会社もあります。

会もできず、病棟内のコインランドリーなども利用できないた

災害特約とは、不慮の事故や所定の感染症などで亡くなっ

め、必要なものはしっかり準備する必要があります。入院して

たときに割り増しで給付される契約です。例えばこくみん共

から不足するものを自分で購入するのが難しいため、多めに

済 coopの
「団体生命共済」
は、
この災害特約の適用対象に

準備しておくとよいでしょう。
その際、入院給付金が力を発揮

新型コロナウイルス感染症による死亡を含めています。
また

します。受け取れる入院だと前もってわかっていれば、安心し

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種後の副反応で入

て治療に臨めるからです。

院・死亡された場合にも、
入院給付金、
死亡給付金等の給付

期 間

700 円

2022年7月1日
（金）〜9月30日
（金）購入分

期間中、
1人2枚までが上限です。※通常通り1,200円では、月間25枚までご購入いただけます。
ご購入・ご利用方法等詳しくは、
パレット共済会ホームページから遷移した販売サイト画面右上の
「Q＆A
（お問い合わせ）
」
ページをご確認ください。
※一部のイオン商業施設に入居する他社映画館や割引対象外作品では、
お使いいただけません。
所在地やスケジュールを事前にご確認のうえ、
お買い求めください。
※特別企画につき、
転売など不正行為
が発覚した場合は、
利用停止や所属企業への報告などを行う場合がございます。

お問い合わせ パレット共済会

0120-801-830（平日9：30〜18：00）

パレット共済会 ホームページ https://www.palette-net.com

対象となります。
パレット共済会団体保険の
「総合補償保険」
は、死亡給付

入院時持ち物リスト

（一般的な準備 ※医療機関により異なる）

必ず必要なもの
不織布のマスク
（10枚ほど）
保険証
診察券（入院先の受診歴がある場合）
内服薬（定期的に内服している場合）
お薬手帳
お金（1〜2万円。
1万円札は控える）

金ではなく、葬祭費用を実費（100万円限度）
として給付され
るのが特徴的です。
このほかにも、給付金の給付手続きの際、必要書類を一
部省略するなどの迅速な支払い対応や、付帯サービスで新

切れない場面もありえます。
まずは請求漏れがないようにわ

東京

部屋着（パジャマ）

パレット共済会団体保険代理店

ティッシュ
洗面用具一式
靴下
室内履き
（スリッパ）

宮城

が家の保障内容を確認しておきましょう。

お問い合わせ
株式会社セゾン保険サービス

0120 - 593 - 314（平日9：00〜17：30）

東京

こくみん共済 coop〈全労済〉東京推進本部

0120 - 32 - 6031（平日9：00〜17：00）

神奈川

洗濯用の洗剤（下着を洗面台で洗うため）
はし、
スプーン、
フォーク
（使い捨てが便利）
あるとよいもの
携帯電話・タブレット
（充電器）
ペットボトルの飲み物
コーヒー等の嗜好品
本・雑誌
ドライヤー
スケジュール帳
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仙台うみの杜水族館

2,200円 ➡1,100円
マクセル アクアパーク品川

2,300円 ➡1,150円

サンシャイン水族館

2,400円 ➡1,000円
横浜・八景島シーパラダイス

3,000円 ➡1,500円

新潟

愛知

三重

大阪

（アクアリゾーツパス）

プロフィール
宮下 貴博 Takahiro Miyashita

CFP ファイナンシャル・プランナー
生活経済研究所長野 主任研究員

1974年長野県生まれ。学生時代を関西で過ごす。
大学卒業後、会計事務所に入所。AFP・CFP資格を
取 得し、2 0 0 0 年に日本 F P 協 会 長 野 支 部 幹 事 、
2004年に副支部長、2012年に支部監事を歴任。
2001年12月生活経済研究所長野、2004年4月
エフ・ピー・アイ・ジェイ有限会社（現エフ・ピー・ア
イ・ジェイ株式会社）
を設立。全国でFPセミナー講
師、FPコンサルティング、労働組合コンサルティング、金融システムコンサルティ
ングを展開。
日経マネーメールマガジン等で執筆。FPI-J.TVにレギュラー出演。

期間限定

2022年 4月〜 9月

パレット共済会の契約水族館はすべて50%以上割引！ 日本各地の水族館をとことん満喫しましょう。

型コロナウイルス感染症に関する電話相談を受け付けてい
ます。今後コロナ禍においては、感染対策に心掛けても防ぎ

下着類（数日分）
タオル、
バスタオル

水 族 館 キ ャンペ ーン

神奈川

新江ノ島水族館

2,500円 ➡1,250円

大阪

上越市立水族博物館うみがたり

1,800円 ➡ 900円
名古屋港水族館

2,030円 ➡1,000円
鳥羽水族館

2,800円 ➡1,200円
NIFREL（ニフレル）

2,000円 ➡1,000円

山口

福岡

鹿児島

下関市立
しものせき水族館「海響館」

2,090円 ➡1,000円

マリンワールド海の中道

2,500円 ➡1,250円

いおワールドかごしま水族館

1,500円 ➡750円

国営沖縄記念公園
（海洋博公園）
：

沖縄

沖縄美ら海水族館

1,880円 ➡ 900円

海遊館

2,400円 ➡1,200円

※料金はすべて税込み・大人一般価格です。

特別割引利用券施設の注意事項

●施設利用時には、
「特別割引利用券」
のご提出と同時に
「パレット共済会会員証」
をご提示ください。
●
「特別割引利用券」
をご利用いただけるご家族の範囲は会員様と同居の1親等以内の方に限ります。
●同施設のご利用は年間2回まで、
1回にご利用いただける人数はご本人を含めた4名様までです。

営業日等は各施設のホームページにてご確認ください。
利用方法は施設によって異なります。
詳しくは、
パレット共済会ホームページをご覧ください。

お問い合わせ パレット共済会

0120-801-830（平日9：30〜18：00）

パレット共済会 ホームページ https://www.palette-net.com
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Special Presents

パ レット 共 済 会「クレジットカード 機 能 付 会 員 証 」

プレゼント当選 結 果 発 表

セ ゾンカード《PA L E T T E》 »

2022年春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！

セゾンカード
《PALETTE》
は、パレット共済会の会員であることを証明するクレジットカード機能付の会員証です。
パレット共済会のサービスご利用時にご提示が必要となります。ぜひご利用ください。
セゾン永久不滅ポイント2倍！

ご希望の多かった賞品BEST３
カテゴリー別

年会 費
無料

1

セゾンゴールド
《PALETTE》
アメリカンエキスプレス®・カード

ゴールドカードセゾン
《PALETTE》Visa

セゾンカード
《PALETTE》Visa

パレット共済会の会員になったら、
まず発行手続きをしてください！

パレット共済会で販売する遊園地入場券や各種チケットご購入時は、セゾンカード
《PALETTE》でのお支払いとなりますので、
必ず「会員証」発行手続きを行ってください。
また、オリジナル特典として、
リボ払い・キャッシングはパレット共済会会員限定の
優遇手数料となっております。※クレジット機能のない会員証はご用意しておりません。

「会員証」発行手続きについて
❶パレット共済会ホームページの
「会員証
（パレットカード）
について」
ページより、「セゾンカード
《PALETTE》
発行申請書」
を取り寄せてください。
❷
「セゾンカード
《PALETTE》
発行申請書」
にご記入後、
同封されている返信用封筒で
（株）
クレディセゾンへ返送ください。
❸ご提出から3〜4週間ほどでカード発行会社である
（株）
クレディセゾンからカードがご自宅宛に届きます。
※ご申告いただいた最新情報をもとに、
クレジットカード発行のお手続きをいたしますが、
お申込みの意に添えない場合がございます。
この場合に限り、
クレジットカード機能を付与していない会員証をお
送りいたします。
パレット共済会会員証として、
ご利用いただきますようお願い申し上げます。
※すでに
「セゾンカード
《PALETTE》
VISA」
をお持ちの方…
「セゾンカード
《PALETTE》
アメリカン・エキスプレス®・
カード」
への切り替えが可能です。
切り替え手順については、
上記の
「会員証」
発行手続きについての方法で新しくお申込みください。
その際に、
備考欄に赤字で
「ブランド変更」
とご記入ください。
新しいカー
ド到着後、
届いたカードの裏面に記載のインフォメーションセンターへお電話いただき、
古いカードの解約をお伝えください。
※転籍などで他のパレット共済会加盟会社へ変わるとき…前の会社で作成し
た
「セゾンカード
《PALETTE》
」
は返却し、
転籍先の新しい会社で新規の作成となります。

セ ゾンカード《PA L E T T E》
「STO R E E S A I S O N 」割 引キャンペーン
期間中、
セゾンの総合通販サイト
「STOREE SAISON」
でセゾンカード
《PALETTE》
をご利用いただくと、
いつでも5％OFFでご購入いただけます。
期 間

2022年4月1日(金)〜2023年3月31日(金)

対象者

A会員・B会員の方

※OB会員の方は、本キャンペーン対象外となります。

※特典は予告なく変更・中止する場合があります。
※ご利用には
「Netアンサー」
へのご登録が必要となります。
※必ず対象カードのNetアンサーIDでログインのうえ、
各サービスをご利用
ください。
※対象外カードのNetアンサーIDでログインした場合、
お支払いカードに関わらず特典は適用されません。
※家族カードのNetアンサーIDでご利用いただいた場合、
「STOREE SAISON」
は特典対象外となります。
※特典は
「STOREE SAISON」
サイト内で注文可能な商品のうち、
金券やギフト券等以外の商品が対象となります。
※特典の割引額は、
ご
注文確認画面にて表示されます。
表示されない場合は、
割引適用外となります。
※割引はカード支払分に対して適用されるため、
ポイント利用分およびその他クーポン等の割引適用後
の金額に対して適用されます。
※割引は1円未満切り捨てとなります。

ご購入は

ストーリーセゾン

応 募 総 数は
2,074 件！

家電

その他皆様からいただいた回答

2

チケット

3

食品

1

レジャーチケット

2

ギフトカード・
デジタルギフト

3

旅行・宿泊券

上記のうち、
どれかが次回以降のプレゼント賞品となります。
詳細は、次回以降の
「プレゼント企画」
にて発表いたします。お楽しみに！
当選者一覧は、
パレット共済会ホームページにてご確認ください。
次回もたくさんのご応募をお待ちしております。

Special Presents

ギフトカード、デジタルギフト

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。

2022年冬号

Present

Dyson Dyson Micro 1.5kg
●パレットニュース冬号
「プレゼント企画第
4弾」
にて、
「ダイソン」
の掃除機が当たった
者です^̲^
ちょうど、
気になったところをすぐに掃除でき
るコードレス掃除機が、
ずっと欲しいと思っ
ており、
懸賞の度にダイソンを応募する日々
でした
（笑 当たった時は、
まさかの思いでし
たが、
驚きとうれしさで家族にすぐに報告し
ました。
これからも応募させていただきます！
（次は大型ＴＶが欲しいです^̲^）
（株）
コンチェルト ぐっち様

ワイン12本アソートセット
●素敵なワインのプレゼントありがとうございます！
大雪にめげていたのですが、
嬉しくて心は春になりました。
（株）
西友 Waltz様

●以前、
通販で購入したものより、
内容が良かったので嬉
しかったです。
自分なりに、
飲みやすかった、
軽めと重めを撮ってみました。
大変ありがとうございました。
（株）
西友 けんちゃん様
●初めて当選しました！赤、
白、
ロゼ、
スパークリング、
バ
ランス良く沢山のワインを頂いて嬉しいです！！家族で
美味しく頂きます♪ ありがとうございます！！
（株）
アトリウム うぐいす豆様

検索

本キャンペーンに関するお問い合わせ クレディセゾン インフォメーションセンター
Visaの方

0570-064-133（9：00〜17：00 1/1休）

AMEXの方

パレット共済会 ホームページ https://www.palette-net.com

0570 -064- 009（9：00〜17：00 1/1休）
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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