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Autumn
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。

51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。

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。

Autumn

温泉＆スパ キャンペーン
保険料切り替えキャンペーン

糖質をカットしながら、
独自製法でお米本来の
美味しさを実現

人気ランキング1〜9位までの商品詰め合わせ

2022

Topics & Information

［ 無印良品 ］
レトルトカレーギフトセット
（9個入り）
20名様

［ LOCABO ］
糖質カット炊飯器
3名様

保険相談
セゾンのふるさと納税

※色はお選びいただけません。

vol.109

Special Presents

普段使いもできるクッション
型収納＋防災時に必要な機
能を網羅した寝袋

［ PROIDEA ］
SONAENO
クッション型多機能寝袋
3名様

装着しているだけで歩数・心拍数・ストレスレベ
ル・睡眠などの健康情報を自動でトラッキング

［ GARMIN ］
vívosmart 5 スマートウォッチ
3名様
※色はお選びいただけません。

読書の秋に。全国の書店、
オンライン書店でもご利用可能

［ 図書カードNEXT ］
ネットギフト2,000円分
10名様

Marshallの公式ラガービール

［ Marshall ］
アンプト アップ ラガー ビール
330ml 3本 専用ボックス入り
10名様

※写真はすべてイメージです。

両足をしっかり包み込み ［ TESCOM ］
疲れた足をほっこり温め フットマッサージャー
マッサージ
2名様

応 募 締 め 切り 10月17日
（月）
まで

応募方法

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！
？

10月24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。●人気賞品の場合、
お届けにお時間を
要することがあります。●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 2023年冬号

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。

https://www.palette-net.com

詳しくは パレット共済会 ホームページ

H4

秋

今月の
イチオシ

PRESENT

無印良品
レトルトカレー
ギフトセット
（9個入り）
20名様

H1
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2022 Autumn

2022 Autumn

topics

topics

温泉 &スパ キャンペーン
期間限定

生命保険料

口座振替

2022年 10月〜2023年 3月

➡

給 与 天 引 き（

切り替えキャンペーン

パレット共済会では、全国各地の温泉施設がお得になる割引をご用意しております。

特別割引利用券やWebサービスの温泉施設は、すべて50%以上割引！ ぜひご利用ください。

）

職域保険の
団体扱い

生命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。

北海道

福島

東京

神奈川

京都

兵庫

JRタワーホテル日航札幌
「プラウブラン」

2,960円 ➡1,450円

スパリゾートハワイアンズ

3,570円 ➡1,750円

東京・湯河原温泉 万葉の湯

2,530円 ➡1,250円

小田原お堀端 万葉の湯

2,530円 ➡1,250円

京都 竹の郷温泉 万葉の湯

2,530円 ➡1,200円

神戸ハーバーランド温泉
万葉倶楽部

2,530円 ➡1,200円

平日

沖縄

沖縄

エナジック 天然温泉アロマ

1,500円 ➡700円

ホテル オリオン モトブ
リゾート＆スパ
「美ら海の湯」

2,150円 ➡1,000円

51%
OFF

51%
OFF

宮城

大江戸温泉物語
仙台コロナの湯

1,270円 ➡500円
東京ドームシティ スパ ラクーア

東京

※A・B会員対象。

得10チケット1冊＊

2,900円 ➡1,400円

平日

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！

61%

OFF

51%
OFF

53%
OFF

53%
OFF

53%
OFF

神奈川

静岡

大阪

福岡

沖縄

横浜みなとみらい 万葉倶楽部

2,750円 ➡ 1,350円

沼津・湯河原温泉 万葉の湯

1,700円 ➡800円

平日

スパワールド世界の大温泉

1,500円 ➡700円

博多 由布院・武雄温泉
万葉の湯

1,980円 ➡950円
琉球温泉 龍神の湯

1,500円 ➡750円

平日

52%
OFF

OFF

OFF

0120-801-830（平日9：30〜18：00）

OFF

2
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の適用で割安に！
＊2＊3＊4

メリット

2

年末調整時に生命保険

料控除証明書（ハガキ）

は提出不要！＊5

メリット

3

口座切替から給与天引き

に切り替え後も代理店や
営業担当者の変更なし！

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

口座振替
37,224 円/月

給与天引き

➡ 36,582円/月

年間で

7,704円も

お得！

特 典 ＊6
上記期間中、
切り替えた方全員に
もれなく
「Amazonギフト券 2,000円分」
プレゼント

OFF

さらにW特典として抽選で7名様に
「ダイワロイヤルホテル ペア宿泊券」
が当たる！

52%
OFF

50%
OFF

「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。

https://www.palette-net.com

切替例

53%

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 ホームページ

1

生命保険料が団体料率

つのメリット

53%

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

メリット

3

51%

※料金はすべて大人一般、
消費税込みです。
※2022年9月1日現在の情報となります。

53%

2022年10月3日（月）〜12月29日（木）

給与天引きに切り替える

＊1冊10ポイントの内、8ポイント利用。

51%

期 間 ＊1

OFF

1.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ください。

お申込み
方法

2.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。
3.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
4.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カナ氏名 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加入保険会社の名称

＊1：キャンペーン期間内にお申込み方法の1〜4までをお手続きください。 ＊2：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。 ＊3：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。
（契約者がパレットA・B会員の場合のみ） ＊4：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。 ＊5：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） ＊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法人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）
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風水害や
地震への備えと
保険・共済の活用法
台

風や洪水、地震などの災害により住宅が被害を受
けると、修理や建て替えにかかる費用だけでなく、

生活を再建するための費用などもかかります。
自然災害

への備えには、公的な支援金や善意による義援金などが
ありますが、
それだけでは再建に十分とはいえず、
自助努
力として保険・共済への加入が欠かせません。今回は、
自
然災害への経済的備えと、保険・共済の活用方法につい
て解説します。

1. 火災保険、
地震保険
（損害保険各社）
個人の住宅向け火災保険には「住宅火災保険」
と
「住宅
総合保険」
があり、補償範囲が違います。
「住宅火災保険」
で
は風災・ひょう災・雪災による損害は補償されますが、水災に
よる損害は補償されません。一方、
「住宅総合保険」
は
「住宅

中山 浩明

（加入保障額3,340万円、
こくみん共済 coop、大型タイプの場合）

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
1969年生まれ。和歌山県田辺市出身。東京都文京区在住。大学
卒業後、
ゴルフクラブ職人を経て2000年より外資系生命保険
会社の代理店を開業。年間数百件の保険見直し相談セミナー、
相談業務を着手するようになる。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。

額の2.5〜50％）
が支払われます。
表2：地震保険金の支払額

（火災保険金額3,340万円、
地震保険金額1,670万円の場合）
支払われる額

地震保険金

被害の程度

地震保険金額の100%
（時価額が限度）

1,670万円

大半損

地震保険金額の60%
（時価額の60％が限度）

1,002万円

小半損

地震保険金額の30%
（時価額の30％が限度）

501万円

一部損

地震保険金額の5%
（時価額の5％が限度）

83.5万円

全損

2. 火災共済、
自然災害共済
（共済団体）
風水害の場合、火災共済だけでは最高300万円程度 ＊1

火災保険」
の補償に加え、水災による損害も補償されます。

しか支払われず、住宅や生活の再建が難しいため、
自然災害

近年では個人の住宅向け火災保険を1種類のみとし、必要

共済にも加入します。
自然災害共済は単独加入できず、必ず

に応じて補償をカスタマイズできるタイプに移行しています。

火災共済とセット加入します。共済団体によっては自然災害
共済の取り扱いがない場合もあります。

表1：住宅火災保険と住宅総合保険の補償範囲
住宅火災保険

住宅総合保険

火災、落雷、破裂・爆発

○

○

風災・ひょう災・雪災

○

○

補償範囲

こくみん共済 coopの火災共済の場合、
風水害の被害に対し、
火災共済と自然災害共済から
「風水害等共済金」
が、
火災共

全壊・全焼

地震保障金額の100%
（1,800万円限度）

1,002万円

大規模半壊・
大規模半焼

地震保障金額の60%
（1,080万円限度）

601.2万円

半壊・半焼

地震保障金額の50%
（900万円限度）

501万円

一部壊・一部焼

地震保障金額の10%
（180万円限度）

100.2万円

3. 自然災害に備える、保険・共済の活用法
補償内容をしっかりと把握する
火災保険の場合、風災や水災の補償について保険金支
払額に制限が設けられている場合があります。例えば風災補
償の場合、損害額が一定金額以下 ＊4 だと保険金を支払わ
ない、
あるいは水災補償の場合、実際の損害額より縮小して
保険金を支払う＊5 など、保険会社によって様々です。
また、
契約内容により門、塀、垣、基礎などの被害については支払
われないケースもあります。
単に
「風水害による被害が補償されるか否か」
だけではな
く、支払い制限の有無や保険金が支払われないケースも
しっかり確認しましょう。
いざ被害にあったときに
「請求した
が保険金が下りなかった」
とならないよう、補償内容や契約
内容には細心の注意が必要です。
住宅・家財の加入上限までしっかり加入する
もしも大地震に遭遇しても、火災保険の加入額の50%、火

入されている方は、今一度、加入できる上限額を確認し、
そ

物体の落下・飛来・衝突

○

騒じょう・集団行為に伴う暴力行為

○

盗難

○

被害の程度

風水害等共済金

持ち出し家財の損害

○

全壊・流失

2,488万円 ＋ 臨時費用共済金22.5万円

れに近づけるよう増額を検討してください。

表3：風水害等共済金の額

（加入保障額3,340万円、
こくみん共済 coop、
大型タイプの場合）

半壊
一部壊
床上浸水

最高1,711.6万円 ＋ 臨時費用共済金11.25万円
最高487.6万円 ＋ 臨時費用共済金3万円
最高1,244万円 ＋ 臨時費用共済金11.25万円

地震による被害では、
自然災害共済から
「地震等共済金」
が支
地震保険金は、最高で火災保険金の50％の範囲内で、建

払われます。
地震保障は、
最高で火災契約金額の30％の範囲内

物5,000万円、家財1,000万円まで加入できます。被害の程

で加入できます。被害の程度に応じて地震保障金額の10〜

度に応じ、地震保障金額の5〜100%
（すなわち、
火災契約金

100%
（すなわち、
火災契約金額の3〜30％）
が支払われます。＊3

表5：
「地震補償保険 Resta
（リスタ）」の支払い額
支払い額

700万円タイプの場合

全壊

保険金額の満額

700万円

大規模半壊

保険金額の1/2

350万円

中規模半壊・半壊

保険金額の1/6

116.7万円

準半壊・一部損壊

対象外

0円

り災証明書の被害認定

加入できるのは持ち家の方のみで、賃貸にお住まいの方
は加入できません。
また、住宅は
「新耐震基準」
に適合 ＊6した
家屋が対象です。4人世帯の場合、保険金額300万円・500
万円・600万円・700万円から選択できます。
【 加入例 】
所在地：東京都
延床面積120㎡
（約37坪）
構造：木造（省令準耐火） 世帯主の年齢：40歳

また、
家財の加入上限額は世帯主の年齢、
世帯人数など
によっても異なります。
「世帯主の年齢が5歳以上アップした」

世帯人数：4人

❶ こくみん共済 coop 火災共済＋自然災害共済（大型タイプ）
住宅（上限額）
：3,340万円
家財（上限額）
：2,000万円
掛金 …月々7,075円
❷ 地震補償保険Resta（リスタ）
（700万円タイプ）
団体扱い保険料 …月々2,750円
※パレット共済会のサイトから申し込むと、一般扱いよりも安い団体扱いの保険料が適
用されます。
上記は割引適用後の保険料です。

❶と❷の合計保険料＝月々9,825円

表6：こくみん共済 coop火災共済
＋ 自然災害共済
（大型タイプ）＋地震補償保険Resta
（リスタ）
災害
の種類

共済金の額

地震補償保険 Resta
（リスタ）
の保険金額

合計

火災

最高5,340万円
＋
臨時費用共済金200万円

―

最高5,540万円

風水害

最高4,038万円
＋
臨時費用共済金45万円

―

最高4,083万円

最高1,602万円

最高700万円

最高2,302万円

上限額までしっかり加入することをお勧めします。

＊2
2,488万円＋臨時費用共済金22.5万円が支払われます。

○

保険金が支払われます。

災共済の加入額の30%までしか支払われず、再建に不足す
る可能性があります。対策として、住宅・家財の両方において
加入できる上限額は保障団体によって異なりますので、可

水濡れ
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支払われる額

能な限り上限額に近づけて見積もりをとりましょう。既に加

ず、必ず火災保険とセット加入します。

4

地震共済金

済から
「臨時費用共済金」
が支払われます。
加入保障額3,340

○

火災保険では地震を原因とする火災・損壊・埋没・流出な

被害の程度

万円、
被害の程度が
「全壊・流失」
の場合、
風水害等共済金

洪水・床上浸水（水災）

どの被害は補償されません。地震保険は単体で加入ができ

自治体が調査し発行する
「り災証明書」
の被害認定に応じて

表4：地震等共済金の額

Hiroaki Nakayama

地震

ご覧の通り、
月々約9,825円の掛金（保険料）
で、住宅と家
財あわせて火災5,540万円、風水害4,083万円、地震2,302
万円まで備えられます。

「世帯人数が増えた」
場合は、
増額できる可能性があります。
単独で加入できる地震補償を活用
SB Iリスタ少額短期保険の
「地震補償保険Resta
（リスタ）
」

自然災害はいつ何時、
どこで発生するかは予想できません。
お住いの地域がこれまで大災害が起こらなかったからといっ

は火災保険や火災共済とセット加入する必要がなく、地震

て、
この先も起こらないとは限りません。今のうちにしっかりと

保険や自然災害共済との併用も可能です。

補償内容を確認し、
適切に備えられるよう強くお勧めします。

地震や噴火を原因として住宅が被害を受けたとき、地方

＊1. こくみん共済 coop の火災共済の場合。 ＊2. 大型タイプの場合。 ＊3. こくみん共済 coop、
大型タイプの場合。 ＊4. 例えば、20万円以下など。
＊5. 例えば、保険金を70％に減額して支払うなど。 ＊6. 1981
（昭和56）
年6月1日以降に建築確認を受けた建物、
または耐震改修によって新耐震基準を満たした建物。
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パレットニュース 2022年 秋号

会 員 とご 家 族 の 安 心 を サ ポ ート

団体保険・共済は随時お申込み受付中です。

安心・便利な
オンライン保険相談のご案内
こんなお悩みはありませんか？
●自分に必要な保険がわからない
●パレットの保険って他と何が違うの？
● 補償タイプをどう選べばいいかわからない

全国
どこからでも
ご相談可能！

Special
Presents

ご相談無料

「パレット共済会会員の皆様のみ」
が

ご利用いただける団体保険を活用した、

コストを抑えてリスクに備える方法をご提案いたします。

パレットチャンネルにて
「保険は、
なぜ必要？」配信中！

https://www.youtube.com/watch?v=dF7U3LGn5Lg

ご予約方法
右記より予約画面にアクセスしてください。https://airrsv.net/sis-soudan/calendar

応 募 総 数は
2 ,16 5 件！

2022年夏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！

ご希望の多かった賞品BEST３
カテゴリー別

その他皆様からいただいた回答

1

2

チケット
YouTubeにて素朴な疑問に
お答えします！

プレゼント当選 結 果発表

食品

1

3

家電

2

旅行・宿泊券

レジャーチケット

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！

3

お取り寄せ
グルメ

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。

●お電話でもご予約を受付けております。 ●面談希望日から３日以内のご予約はお電話でのみ承ります。
※無料通話ソフト
「Zoom」
を使用します。事前に
「Zoom」
が利用できる環境をご用意ください。
※インターネット環境が必要です。
お客様の環境によっては通信料が発生いたします。
※団体保険以外
のご相談の際は、担当者の都合により日程の変更をお願いする場合がございます。
あらかじめご了承ください。

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）

セゾンカード《PALETTE》 »
「セゾンのふるさと納税」還元キャンペーン
期間中、永久不滅ポイントが貯まる・使えるふるさと納税ポータルサイト
「セゾンのふるさと納税」にてセゾンカード
《PALETTE》
をご利用いただくと、
永久不滅ポイント5％分を還元いたします。
期 間

2022年10月1日
（土）〜12月31日
（土）

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。

Special
Presents

当選 者 喜びの声

2022年春号

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。

Present

［SONY ］ワイヤレスポータブルスピーカー

2022年夏号

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

※特典は予告なく変更・中止する場合がございます。
※ご利用には
「Netアンサー」
のご登録が必要となります。
※対象カードのNetアンサーIDにて各サービスにログインのうえ、
ご利用の場合に限り特典
の対象となります。対象カードでお支払いいただいた場合でも、対象外カードのNetアンサーIDにてログインしていた場合は、
特典は適用されません。
※サービスご利用後、
1週間以内に特典のポイントを
付与いたします。
※期間中お戻しする永久不滅ポイントには上限があります。
※
「セゾンのふるさと納税」
で同時期に実施している他のキャンペーンで付与されるポイントも本特典の還元に含まれ、他の
キャンペーンの特典が優先的に付与されます。

●クラフトビールありがとうござ
いました。
本日到着、
ありがとうご
ざいます。
早速今晩頂きます。
（株）
西友 ピーパパ様

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

●先日、
プレゼント企画の骨伝導ワイヤレス
ヘッドホンをいただきました。
まさか当たるとは
思っていなかったため大変驚きました。
ちょうど
8月からジム通いを始めており、
とてもぴったりの
タイミングの贈り物となりました。
おかげで運動
もより楽しく続けられそうです。
病気に負けない
健康な体づくりをしていきたいと思います。
この
度は本当にありがとうございました！！！
（株）
クレディセゾン ＴＭＩ様

Present

●賞品、
ありがとうございました。
クラフトビールは飲んだこと
がないので、
とても楽しみにしてました！ 少しずつ、
味わいな
がら飲もうとおもいます。
今後ともよろしくお願いいたします。
（株）
クレディセゾン ちいかわ様

［ BRUNO ］マルチスティックブレンダー
●この度は夏号プレゼント企画で当選のご連
絡をいただき
「ブルーノハンディーブレンダー」
のプレゼントをありがとうございました。
ずっと欲
しかったものだったのでとても嬉しく、
すでに愛
用しております。
朝食にバナナスムージーを作っ
たり、
イチゴのスムージーを作ったりと様々なフ
ルーツでドリンクを作るのを楽しんでいます。
楽
しい企画をいつもありがとうございます。
これか
らもどうぞよろしくお願い致します。
OB会員 きのこ様

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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Present

（骨伝導ワイヤレスイヤホン）
［ Aftershokz ］AEROPEX

●クジ運が無いのですがダメ元でSONYワイヤレスポータブ
ルスピーカーへ応募してみたら当選しました！ありがとうご
ざいます。
家族で音楽を楽しんでいます♪ またチャレンジし
てみたいと思います。
今後ともよろしくお願いします。
（株）
西友 micky.k様

全国人気クラフトビール売上上位12本セット

対象カード

2022年夏号

パレット共済会 ホームページ

https://www.palette-net.com
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