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

お問い合わせ  パレット共済会
0120-801-830（平日9：30～18：00）

Special
Presents
2023年冬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！
プレゼント当選者発表 応募総数は

2 ,252件！

Special
Presents
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。
当選者喜びの声

皆様からの応募が多かった人気賞品BEST5

［HISベネフィットデスク］
旅行券50,000円分

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。

1
［MTG］
ReFa BEAUTECH 
DRYER PRO

2

［アイリスオーヤマ］
充電式サイクロン
スティッククリーナー

4
［アイリスオーヤマ］
ふとん乾燥機
カラリエ

5

［選べるe-GIFT］
2,000円分3

会員とご家族の安心をサポート

Spring
2023

春
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2023年3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。
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今月の
イチオシ

PRESENT

［吉野家］
牛丼3食・牛鍋丼
2食セット
20名様

レジャー新規契約・廃止
特集

こども・学生保険
パレット共済会のサービスを活用しよう

入学祝金・災害見舞金

Topics & Information

Special Presents

今月のプレゼントは
前のページをCHECK!!

プレゼント企画があるのをいつも楽しみに拝見しています。欲しい景品ばかりで、ご
担当者さまのセンスを感じます。いつも素敵な商品を企画いただきありがとうござい
ます。私は今回、マーシャルのビールをいただきました。薫り高いビールは、我が家の
手作り餃子とあわせて楽しみました♪本当に美味しかったです！ありがとうございま
した。写真をお送りさせていただきます。また次回も楽しみにいたしております。

（株）JBMコンサルタント　ミートちゃん様

Present2022年秋号

［Marshall］ 
アンプト アップ ラガー ビール

まさかの当選にビックリしてま
す！実際に使用してみると髪
のまとまりが段違いでいいで
す！ずっと欲しかった物なの
ですっごく嬉しいです！ありが
とうございました！

（株）オートピア西洋　K.M様

Present2023年冬号

Present2023年冬号

［MTG］ 
ReFa BEAUTECH 
DRYER PRO

パレットニュース2023冬号、お米券をいただきました！値上げラッシュ
の中、食べ盛りの子どものため、ありがたく使わせていただきます。

（株）西友　ぽん様

全国共通おこめ券

パレットニュース　2023年 春号
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Spring
Special
topics

Spring
Special
topics

6月30日（金）までお申込みいただけます！【随時募集】

2023年4月1日午前0時～2024年4月1日午後4時保険期間

随時募集で加入される場合は、保険開始日が異なります。
詳しくはパレット共済会ホームページにてご確認いただくか、取扱代理店までご連絡ください。

お申込み用紙に必要事項を記入して、メールまたはFAXにてご提出ください。
お申込み用紙は、パレット共済会ホームページから印刷いただくか、下記取扱代理店までご請求ください。
※4月1日（土）以降は、WEBでのお申し込みはできません。

お申込み方法

新規
契約

PALETTE
INFORMATION

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。

LEISURE
レジャー

LEISURE
レジャー

LEISURE
レジャー

廃止

パスポート（土・日・祝日）

4,900円➡3,100円 など

●ラグーナテンボス

SHOPPING
ショッピング ●白石薬品 特別価格

●スカイリゾートスパ「プラウブラン」
●野外民族博物館 リトルワールド
●共立リゾート
●伊豆山研修センター

SHOPPING
ショッピング ● H.U.ウェルネス

LIFE SUPPORT
ライフサポート ●ホームメイドクッキング

変更
得10チケット 1冊1,400円➡1,900円

●東京ドームシティ
法人アトラクションパスセット 1,500円➡2,000円 など

●東武動物公園

こども・学生保険（傷害総合保険）

新発売！
この春、パレット団体保険ならではの、とってもおトクな保険料の「こども・学生保険」が新登場します。

お子様だから起こりうるさまざまなリスクに備えられる保険です。

お申込み用紙はコチラから▶

事故により扶養者に万が一
のことがあった時の一時金補償付（育英費用保険金）

ひとつの保険で
ケガと病気の両方に備えられる

パレット会員だから実現できる
割安な掛金
40.5％割引 （団体割引30％、優良割引15％）

自転車条例対応！

自転車事故など
他人に損害を与えた場合の損害賠償も
最大3億円まで補償
（国内示談交渉サービス付）

保険料は便利な給与引き落とし
※OB会員はクレジットカード払い。

SNSやいじめによる
被害も対応！ 弁護のちから

保険金のお支払方法等重要な事項は「重要事項等説明書」に記載されていますので、パレット共済会ホームページより必ずご参照ください。

ゴルフ場利用料補助
●プリンスゴルフリゾート  ●東急ゴルフリゾート
ゴルフ場共通補助券のご利用で、ご利用料金➡1,000円OFF
※会員本人のみ。※ゴルフ場全体で年2回まで。※一部のゴルフ場は対象外。

セゾンカード《PALETTE》
新規入会キャンペーン

期間中、セゾンカード《PALETTE》に新規お申し込みいただき、カード発行月の翌々月末までに50,000円（税込）以上
ショッピングでご利用いただくと、永久不滅ポイント200ポイント（1,000円相当＊）をプレゼントいたします。

4月1日（土）～5月31日（水）期　間 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。対象者

＊1ポイント5円相当のアイテムと交換した場合となります。※特典は予告なく変更・中止する場合があります。※ポイント付与時点でカードを解約している場合は、特典対象外となります。※ポイント付与
は、以下のスケジュールで行います。［2023年4月発行の方…2023年8月ご請求分にてプレゼント／2023年5月発行の方…2023年9月ご請求分にてプレゼント］ ※対象のご利用はショッピングのご利
用となり、キャッシングや手数料などのご利用は対象外となります。 

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対象カード

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　   0570-064-009（9：00～17：00 1/1休）

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

お問い合わせ  パレット共済会
0120-801-830（平日9：30～18：00）

お問い合わせ  パレット共済会の団体保険取扱代理店　
株式会社セゾン保険サービス 0120-593-314（平日9：00～17：00）

会員とご家族の安心をサポート
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パレット共済会のサービスを活用しよう！

1. パレット共済会はどんな組織なのか

　会員の相互扶助と、福祉の向上を目的とした会員組織で
す。暮らしの様々な場面をサポートする共済給付、財形、融
資、住宅、レジャー、安い掛金で暮らしの様々なリスクに備え
るための保険・共済などを中心とした相互扶助事業を行って
います。
　運営は、会員と会社が補助する会費によって成り立ちます
が、金額は月額わずか500円。会社と会員とで分担します。一
人あたりの負担はたった500円でも、加盟企業数は約100社、
会員数は約6.6万人いますから、1つの企業では実現し得な
い福利厚生サービスの提供が可能です。

2. 4つの基本理念とサービス内容

　サービスは4つの基本理念に基づき提供されています。
1共済給付金（相互扶助による福利厚生）
2自助努力のサポート
　（貯蓄、融資、住宅取得、ライフサポートなど）
3余暇事業（暮らしを楽しむためのエンターテインメント）
4保険事業（割安な掛金で加入できる団体保険・共済）

具体的なサービス内容を見てみましょう。

1共済給付金
病気やケガ、災害、結婚や出産、入学等が発生した会員に共
済給付を行っています。図1はパレット共済会からの給付分
のみですが、上乗せ給付がある会社もあるので併せて確認し
ておきましょう。

2自助努力のサポート（貯蓄、融資、住宅取得、ライフサ
ポートなど）
財形貯蓄や低金利ローンの提供、ライフサポートとして結婚、
育児、ライフプラン、介護、相続などの相談やカウンセリング、
セミナーなど様々なサービスがあります。
　中でも特筆すべきは住宅紹介サービスです。パレット共済
会が発行する「紹介カード」を、提携会社に提出するだけで、
分譲マンションや注文住宅の価格が最大５％割引されます。
たかが5％と思いがちですが、例えば3,000万円の注文住宅
であれば150万円が割引される計算です。個別に価格交渉し
てもなかなか到達しない割引額ですから、積極的に利用する
といいでしょう。

3余暇事業（暮らしを楽しむためのエンターテインメント）
割引料金で利用できるレジャー施設が、日本中に数多くあり
ます。（図2）一例をご紹介すると、東武動物公園のアトラク
ションパスセットが大人2,000円（通常価格5,300円）、サン
シャイン水族館が大人1,400円（通常価格2,600円以上で変
動）、ひらかたパークの入園＋フリーパスが大人2,800円（通
常価格4,800円）、沖縄美ら海水族館が大人1,200円（通常
価格2,180円）…まだまだ沢山ありますが、とてもここには書
き切れません。どこで探せばいいかは後述しますので一度
チェックしてみましょう。

4保険事業（割安な掛金で加入できる団体保険・共済）
会員が団体割引扱いで加入できる保険・共済を提供してい
ます（図3）。死亡保障、医療補償、傷害補償、所得補償、介護

補償、火災保障など、日常のリスクをひと通りのカバーできる
ラインナップが、最大40.5％割引で加入できます＊。掛金の安
さだけでなく、団体保険・共済は支払いが給与天引きとなる
ため失効の防止にもなるなど、加入後の保全面でも安心で
す。また、年末調整時に控除証明書の添付が不要になると
いった手続き上のメリットもあります。
＊2022年度の割引率。割引率は年度により異なる。

　個人的に加入している生命保険でも、給与天引きに変え
ると割引が適用される職域団体扱制度もあります。2022年4

月現在、所属会社によって違いますが最大18の保険会社に
対応しているので、該当する場合は早めに手続きしましょう。

3. サービス情報の探し方

　提供されているサービスの詳細は、パレット共済会のＷＥ
Ｂサイトや会報誌で確認できます。

1WEBサイト
　https://www.palette-net.com/main/top.html
トップページのタブをクリックすると、各サービスの紹介ペー
ジが開きます。タブは、「トピックス」「共済給付金」「保険」「ラ
イフサポート」「レジャー」「住宅」「財形貯蓄・融資」「ショッピ
ング」「共済会について」と細分化されているので、調べたい
情報がすぐに確認できます。（図4赤枠内）

2サービスガイド
WEBサイトの「共済会について」のタブをクリックすると、共
済会の案内や各種手続き方法の案内に併せ、「サービスガイ
ド」があります。パレット共済会が提供するサービスを冊子に
まとめたガイドブックです。必要なページをプリントアウトで

きるので、友人や家族と共有したいときに便利です。

3その他の情報ツール
パレット共済会が発行する会報誌「パレットニュース（本
誌）」には、サービス利用に特典が付くキャンペーン情報や、
豪華プレゼント企画などが掲載されています。パレット共済
会のWEBサイトでも閲覧できます。2023年度は4回発行し
ます。
　LINE公式アカウントに登録すると、お得な情報やプレゼン
ト情報が随時配信されますし、メールマガジン「ウィークリー
palette」は毎週金曜日に情報を配信しています。

　相互扶助を目的としたパレット共済会は、会員みんなが得
をする制度です。一人でも多くの会員が恩恵を受け生活の
豊かさを実感すれば、その分だけ新しい仲間が増え、サービ
スもますます拡充していきます。自分に合ったサービスを探し
て積極的に活用しましょう。

パレット共済会が提供する福利厚生サービスを活用していますか？
一人だけの努力ではとても達成できない金額の特典や割引を、みんなの力で実現しているのがパレット共済会です。
どのようなサービスがあるのか、この機会に把握しておきましょう。

関口 輝 Akira Sekiguchi　生活経済研究所長野 事務局長
AFP ファイナンシャル・プランナー
1971年生まれ。2004年日本FP協会長野支部幹事、2006～2012年
副支部長を歴任。ファイナンシャル・プランニングの普及・啓蒙に貢
献。企業・公共機関主催の講演・個別相談を数多く経験した後、活動
の中心を非営利活動団体（労働組合･関連団体）へシフト。日本経済
新聞、プレジデント、日経マネーDIGITAL等の媒体で執筆多数。

図1：共済給付金（サービスガイド2022を生活経済研究所長野が加工）

図2：契約レジャー施設の分布（出典：サービスガイド2022）

図3：団体保険・共済（出典：サービスガイド2022）

図４：パレット共済会WEBサイト（トップページ）
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ご応募・詳しくは　パレット共済会ホームページ　https://www.palette-net.com

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、応募しよう！

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。

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。

Spring
2023

プレゼント賞品 

総計83名様

［良品計画］
プリペイドカード
MUJI GIFT CARD 2,000円分
30名様

［siroca］
全自動コーヒーメーカー
カフェばこ SC-A371
5名様

［SHAPE CUBE by gymterior × JOURNAL STANDARD］
FURNITURE
トランポリンクッション
5名様
※色はお選びいただけません。

Apple AirPods
3名様

［吉野家］
牛丼3食・牛鍋丼2食セット
20名様

パステルちゃん

※写真はすべてイメージです。

●パレット共済会ホームページ
●PALETTE NEWS 2023年夏号

応募締め切り 5月8日（月）まで 結果発表 5月15日（月）応募方法

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。

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/all_privacypolicy.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。

パレット共済会についての
質問に答えるだけ！ 
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。

入学祝金

共済給付金のお知らせ

この春、小学校・中学校に入学するお子様がいるA会員・B会員の皆様へ

「共済給付金請求書」を印刷後、必要事項を記入・捺印のうえ、
自治体よりご自宅へ郵送される「入学(就学)通知書」のコピーを添付し、
各社人事担当者へご提出ください。

申請方法

15,000円 
※所属グループによっては、別途給付がある場合がございます。

給付金額

4月10日（月） 
※入学式が終了してからご申請ください。

受付開始

注意事項

共済会加入以前に入学した場合は、給付対象外となります。 

請求用紙での申請締切は毎月20日（パレット共済会必着）、WEB申請は毎月15日となります。
※該当日が土・日・祝日の場合は、前営業日締切。

給付日については、勤務先へご確認ください。

災害見舞金
給付条件が一部変更となります。

注意事項

一部損壊、部分焼、ぼやの場合は「り災状況報告書」も併せてご提出ください。 

「り災証明書」の発行を行っていない災害（落雷など）については、「り災状況報告書」をご提出いただき、給付の判断を行い
ます。

◆2023年3月31日事象発生分まで
住居の主要構造部（土台・柱・壁・屋根など）の一部損壊、部分焼け、ぼやの場合、被害が半壊、半焼に満た
ないが、通常の生活に対し、著しく明らかに支障をもたらすと共済会が認めた被害のみ給付対象です。

◆2023年4月1日以降の事象発生分から
消防署または自治体発行の「り災証明書」をご提出いただき、住居の主要構造部（土台・柱・壁・屋根など）の
被害が確認できた場合は、給付対象となります。

詳しくは　パレット共済会ホームページ▶共済給付金

※「PALETTE NEWS」は、独立した会
報誌であり、Apple Inc.が認定、後援、
その他承認したものではありません。
※Appleは、Apple Inc.の商標です。

［東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラム］
コーポレートプログラム利用券 2,000円分×2枚
20名様
※利用期間：2023年4月1日（土）～2024年3月31日（日）
※パークチケットまたはディズニーホテル宿泊費に利用可。
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