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補償の手厚さと、掛金の手頃さで、あなたのカーライフをがっちり守る！

無 事 故を続 けた
転で
期
運
トクになりま 間 が
全
お
ど
安
ほ
す。
長い
最大 22 等級

64％割引
が
ここ

おす

！
すめ

の

3つント

ポイ

3つのステップであなたにピッタリのプランが見つかる。おすすめのプランもご紹介！ さっそくご覧ください。

長期間、無事故の優良ドライバーに有利！ 最大22等級・64％割引
安心が広がる！掛金がもっとおトクになる！ さまざまな特約・割引をご用意
休日・夜間を問わず、24時間365日 安心のサポート体制

助け合いから生まれた
保障の生協です

全労済は営利を目的としない保障の生協として共済事業を営み、相互扶助の精神にもとづき、組合員の皆さまの
安心とゆとりある暮らしに貢献することを目的としています。この趣旨に賛同いただき、出資金を払い込んで居住地
または勤務地の共済生協の組合員となることで各種共済制度をご 利用いただけます。
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車の事故に備える補償̶。どんな補償がどれ だけ必要なのか、
あなたにピッタリのプランを見つけてください！
ら
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選びましょう
まず最初に選んでいただきたいのが
ご自身の補償と相手方への賠償です。

P3

自動車での事故により、
ご契約車両（被共済自動車）
に搭乗中等
の方が負ったけがや万一の場合を補償します。

人身傷害補償

補償額は

5,000 万円から

P4

※自然災害は、
地震・噴火・これらによる津波を除きます。

車両損害補償

3 つの補償タイプから
選択できます

（補償タイプにより補償の範囲は異なります）

自己負担額「10万円」が
自動付帯されます

基本の補償にプラスすることで、
自動車事故以外の交通事故にも
対応する特約などをご用意。また、家計にうれしいさまざまな割引
制度もご利用いただけます。

交通事故危険補償特約

償をプラス
補

自転車賠償責任補償特約

※車両共済金額が20万円以上の場合

弁護士費用等補償特約

各種費用の補償もご用意
補償
用意しています。
● 事故に伴う各種費用

時価額を超えても所定の条件で補償します。

新車割引

など

ABS装着車割引

など

運転者家族限定特約

など

人身傷害補償

最高

5,000 万円

（被共済者1名につき）

自動車事故傷害見舞金

上記と別枠で
所定の額をお支払い

無制限

対人賠償

（被害者1名につき）

無制限

対物賠償

（1事故につき）

対物超過修理費用補償

最高

50 万円

一般補償

車両損害補償

（自己負担額10万円）
※自動付帯されます。

お車の事故により発生する
さまざまな費用を補償

付随諸費用補償

※詳細はP5でご確認ください。

マイ
金を ナス

！

● 相手方の自動車修理費用が

ハイブリッド車割引

引

無制限

割

対物賠償

P7・8

マイバイク特約

自動車事故で他人を死傷させたり、他人の車や電柱などに損害を
与えた場合の賠償補償です。

対人賠償

特約・割引

P5・6

他車との衝突はもちろん、自然災害から盗難、車以外のものとの
衝突まで、大切な愛車のさまざまな事故による損害を補償します。

安心が広がる特約と掛金をおトクにする
割引もご用意しています。

！

相手方への賠償

お車の補償

3

約

「自動車事故傷害見舞金」が受け取れます。

次は、車の損害に備える補償です。
ぜひご準備ください。

選びましょう

特

● 補償額とは別に

選びましょう

特約と割引制度 を

お 車の補 償

選択できます

ステップ

相 手 方への賠 償

ご自身の補償

2

車の補償 を

基 本の補 償

1

ステップ

ご自 身の補 償

基本の補償を

ステップ

全労済からのご提案！

掛

3つ

おすすめ安心タイプにも

特約・割引

を適用できます。

おすすめ安心タイプに「地震・噴火・津波に関する車両全損時
一時金補償特約」をご契約いただければさらに安心！

「無共済車傷害」 無制限

が付いています。

無共済（保険）車との事故で、死亡または後遺障がいを負ったとき、
相手方から充分な補償が受けられないときにお支払いします。

万一のときに頼れる
サービス・その他

事故時の対応

P9

ご加入にあたって

P11

※マイカー共済ロードサービスは、四輪自動車契約で人身傷害補償または

1

マイカー共済ロードサービス P 10
ご契約のてびき

P 12

車両損害補償をご契約いただいた場合にご利用いただけます。

「他車運転危険補償」付き！
他車運転資格者＊が「他人の自動車」を借りて運転中に事故を起
こしたとき、被共済者からのお申し出があり全労済が認めた場合には
ご希望によりマイカー共済から優先してお支払いします。
借りた車の自動車共済（保険）契約の有無にかかわらずお支払いしますので、
貸主に迷惑をかけません
（一定の制限あり）。
＊他車運転資格者とは、主たる被共済者とその配偶者、それぞれの同居の親族、別居の
未婚の子※を指します。
※別居の未婚の子とはいまだ結婚していない子をいい、離婚または配偶者の死亡により
単身となった子は含みません。

2

ステップ 1

基本の補償 を選びましょう

ご自身の補償

ステップ ❷ お車の補償へ

人身傷害補償
＊

事故で負ったけがによる実損害額 を、

別枠で

補 償！

おすすめ

5,000万円

1

慌てず頼れる大きな備えが 安心 です！

2 億円

無制限

1億円

療養見舞金・頭部骨折
（部位・症状別払い）

〈例〉

60万円

「他車と衝突して
けがをした」

人身傷害補償のご契約が
ない場合

搭乗者傷害特約より補償されますが、
相手方からの賠償を待たなければなら
なかったり、実損害額のすべてをカバー
できない場合もあります。

無制限

対物賠償

実損害額＊をまとめて

事故時の相手方の自動車修理費用が時価額を超えたときも、全労済が認めた場合に、
その差額を50万円
を限度にお支払いします。
ただし、相手方が6ヵ月以内に修理した場合などの条件があります。

対 物 賠償

歩行者や車に搭乗中の方など、他人を死傷させてしまい、法律上
の損害賠償責任を負う場合に自賠責共済（保険）
を超える分につ
いて共済金をお支払いします。

車 、家 屋 、電 柱など他 人の財 物に損 害を与え、法 律 上の損 害
賠償責任を負う場合に共済金をお支払いします。

「歩行者をはねてしまった」

「トラックと衝突して積荷を破損させてしまった」

示談を待たずにすぐ補償！
示

ご自身の過失分を含め

「対物超過修理費用補償」付き！ 対物賠償に組み込みすべての契約に適用されます。

対人賠償

人身傷害補償のご契約が
ある場合

「病院への支払いを立て替えなくては
なくては
ならずに困った・
・
・」

無制限

対人賠償

いざというときに安心！人身傷害補償 がしっかり役立ちます！

搭乗者傷害特約・自損事故傷害特約が
自動的にセットされます。

ケース

＊実損害額とは全労済が定める
基準にもとづき算出した額となります。

その他の補償額も選択いただけます

自動車事故 自動車事故に遭われたときには、実損害額の補償に加え
傷害見舞金 「自動車事故傷害見舞金」を別枠でお支払いします。

めします！
ご契約をおすす

対物賠償

対人賠償

高額になりがちな相手方への 賠償金 は、

過失割合にかかわらず、全額 まとめて 補償します！
人身傷害補償

相手方への賠償

なら

なら

ご自身の過失分を全額補償！

ご自身の過失分を全額補償！

（自賠責共済を差し引いた分）
裁判例にみる対人賠償の高額事例：開業医

5億2,853万円

裁判例にみる対物賠償の高額事例：積荷

2億6,135万円

補償します！
（契約補償額の範囲内）

ケース

2

「電柱に衝突して
死亡した」

「自損事故で死亡したため相手からの
賠償金がなく家族が困った・
・
・」

自損・単独事故で死亡しても
ご自身・同乗者ともに

自損事故傷害特約より補償されますが、
実損害額のすべてをカバーできるわけ
ではありません。

実損害額＊をまとめて
補償します！
（契約補償額の範囲内）

2

死亡による相手方の損害額が 億円 の場合

たとえば

〈ご自身の過失

80％・相手方の過失20％〉

車対車の事故で相手方の

たとえば

損害額（自動車の修理費）が
〈ご自身の過失

上記の特約についてはP7をご覧ください。

さらに
人 身 傷 害 補 償・自動 車 事 故 傷 害 見 舞 金 の 詳 細は
「ご契約のてびき」をご確認ください。

※公的保険や実損てん補型保険から支払いがある場合、重複する部分についてはお支払いしません。

3

●ご家族が事故の起きた現地へ
向かう費用も補償します。
● 主たる被共済者のご家族であれ
ば、
搭乗中でも歩行中でも、
自動車
事故の補償が受けられます！
運転中、搭乗中はもちろん、主たる被共済者
のご家族が歩行中に自動車事故に遭った
場合も補償の対象となります。

相手方の
過失

ご自身の
過失

20%
80%

相手方の負担額

4,000 万円

自賠責による支払額

3,000 万円

マイカー共済による支払額

1億 3,000万円
被害者1名ごとの損害額を算出し、
過失割合を掛け、
さらにそこから
自賠責共済
（保険）
からの支払額を差し引きしてお支払いします。

相手方の
過失

20%

ご自身の
過失

80%

200万円の場合

80％・相手方の過失20％〉
相手方の負担額

40 万円

マイカー共済による支払額

160万円
被共済者が負担する法律上の損害賠償責任額に過失
割合を掛け、お支払いします。
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ステップ 2

車の補償 を選びましょう

お車の補償

ステップ ❸ 特約・割引へ

車両損害補償
車両損害補償の自己負担額について

大切な愛車だからこそ

「さまざまな損害」に備えられる、
一般補償 をおすすめしています！

損害額から自己負担額
（10万円）
を差し引いた
金額をご契約車両（被共済自動車）の補償額を
限度にお支払いします（全損の場合は自己負
担額なしでお支払いします）
。

その他の補償タイプも選択いただけます

車両損害補償

おすすめ

（自己負担額10万円）

一般補償

エコノミーワイド

エコノミー

危険限定車両損害補償特約

自動車相互間衝突損害補償特約

◎：補償します ×：補償しません

補償タイプ

一般補償

エコノミー
ワイド
危険限定
車両損害補償特約

補償の範囲

お 車 の 補 償

他車との衝突

エコノミー
自動車相互間
衝突損害補償特約

注意点
●エコノミーワイド・エコノミーでは相手自動車が判明しない
事故
（あて逃げ事故）
は対象外となります。

幅広い安心で、車の損害をしっかり補償！

自己負担額「10万円」が
自動付帯されます

こんなとき
たとえば、

一般補償・エコノミーワイドなら、
さまざまな損害に対応できるから心強い！

※車両共済金額が20万円以上の場合

ケース

■自己負担額「10万円」の自動付帯に
より…

1

「買い物中に駐車場で車を
盗まれて見つからなかった」

車両共済金額分を
全額補償！

「台風による豪雨で水浸しに
なり運転できなくなった」

浸水による
修理代を補償！

「いたずらで車のサイド全面に
傷をつけられた」

いたずらによる
修理代を補償！

・車両損害補償部分の掛金を抑えることになります。
ケース

2

■実際の自己負担が発生しない場合も
あります。
・車両損害の程度が全損の場合はご契約車両
（被
共済自動車）
の補償額全額をお支払いします。
・お車同士の事故の場合で相手からの賠償額
（回収金）
が10万円を超えて支払われたときは、
ご自身の自己負担額は発生しません。
が実際の
［自己負担額］
−
［相手からの回収金］
自己負担額となります。

ケース

3

※一契約期間中に自己負担額を変更することはでき
ません。
※分損の場合、修理代から自己負担額
（10万円）
を差し引いた金額を補償。
※実際のお支払いは状況により異なります。

火災・爆発・自然災害

●自然災害は、
地震・噴火・これらによる津波を除きます。

地震・噴火・津波に関する車両全損時一時金補償特約

盗難

地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって、
ご契約車両（被共済自動車）
がこの特約の定める
「全損」に該当する場合、一時金をお支払いする補償です。
車両共済金額にかかわらず、一律50万円をお支払いいたします
（車両共済金額が５０万円を下回る場合はその金額をお支払いいたします）
。

落書き、
いたずら
などによる破損
飛来中・落下中の
他物との衝突

付随諸費用補償

車以外の他物との衝突

■代車費用補償

被共済者が実際に負担した諸費用などについて、共済金をお支払いします。

○：セットできます

プ ラ スα の 特 約

地震・噴火・津波に関する
車両全損時一時金補償特約
付随諸費用補償
代車費用や修理工場からの運送費、
帰宅等費用、身の回り品の損害に
関し、
所定の基準で補償します。

新車買替特約
（新車取得差額費用補償特約）

補償額限定一般補償
（補償額限定車両損害補償特約）

ー：セットできません

●この特約が定める
「全損」
となる場合に補償します。
●一般補償またはエコノミーワイドに加入している場合に
ご契約いただくことができます。

●補償範囲は車両損害補償の補償範囲と同一となります。
●補償額限定一般補償をご契約される場合は付随諸
費用補償の補償範囲は一般補償またはエコノミー
ワイドをご選択ください。
●ご契約時に設定した新車価格相当額を限度に損害を
補償します
（盗難は対象外）
。
※最初の車検の満了日の月末までに、
マイカー共済の契約
期間の満了日が含まれる場合にご契約いただけます。
※ご契約いただける条件を満たさなくなった場合は、
ご契
約更新時に自動的に取り外されます。
●エコノミーワイドをご契約される場合でかつ、
車両共済金
額が50万円以上の場合にご契約いただけます。
●エコノミーワイドの補償範囲以外の損害について、30
万円を限度として一般補償の範囲の補償が受けられま
す
（損害額が30万円以下のとき自己負担額1万円）
。
※ご契約更新時に車両共済金額が５０万円を下回った場合
は補償額限定一般補償は自動的に取り外されます。

※車両損害補償は、四輪自動車で選択いただけます。四輪自動車であっても用途・車種や型式等により選択いただけない場合があります。二輪自動車・原付
自転車のご契約では選択いただけません。
※車両共済金額が20万円未満の場合、
自己負担額「なし」が自動付帯されます。
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■遠隔地事故諸費用補償

事故によりご契約車両
（被共済自動車）
を修理している期間や、全損事故や
盗難でご契約車両
（被共済自動車）
が使用不能となった期間にレンタカー等
の代車を借り、
その費用を被共済者が負担した場合に、1日につき7,000円
を限度にお支払いします。

■身の回り品補償
自宅等から一時的に持ち出した身の回り品など、
車中にある動産に事故や盗難
により損害が生じたとき、
30万円
（自己負担額1万円）
を限度に全労済の定める
基準により実損害額を補償します。警察への届け出がある場合に対象となります。
※身の回り品には対象とならないものもあります。
※エコノミーには車中動産盗難費用共済金はありません。

陸送等費用

走行不能＊となったご契約車両（被共済自動車）
を修理後、被
共済者の居住地等へ陸送車等で運搬するために支出した費用
について、1事故につき10万円を限度にお支払いします。

宿 泊 費 用 やむをえず宿泊をしなければならなくなったときの予定外に支出し
た宿泊費について、
1名につき1万円を限度にお支払いします。
帰宅等費用

帰宅するための代替交通手段として、電車などを利用したときの
予定外に支出した交通費について、1名につき1万円を限度に
お支払いします。

＊走行不能とは自力で移動することができない状態または法令により走行
が禁じられている状態をいいます。

新車買替特約とは
事故

たとえば … 契約

により
普通乗用車

廃車

入替

新車価格相当額を限度に
普通乗用車

普通乗用車
再取得にかかった費用を補償
（諸費用を除く）

※新たな自動車を購入する場合、
ご契約車両（被共済自動車）
と異なる車種および型式の自動車の入れ替えも可能です。

型式別９クラス掛金について
普通・小型乗用車については、事故成績と新車価格に応じて型式別に９クラスに掛金を区分しています。同一の車名でも型式別に事故成績等が異なるため、
掛金が異なる場合があります。
また、年1回の見直し後、型式によってはご契約更新前よりも掛金が引き下げ、
または引き上げとなる場合があります。
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ステップ 3

特約と割引制度 を選びましょう

特約・割引

マイカー共済のサポート体制をチェック

無事故割引等級&割引率

※共済事故1件につき原則3等級減算となります
（酒酔い運転等の悪質事故を除く）
。
※原付自転車には等級制度は適用されません。

特約 をプラスして、さらに広がる安心！
家計にうれしい 割引制度 で、掛金 が おトクに！

３０ １０
％ ％
割増

割引・割増なし

● マイカー共済は、
安全運転で無事故を続けら

６

等級
割引・割増率

安全運転で無事故を続けた期間が
長いほどおトクになります。

７

８

９

最大

１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ 17 18 19 20 21 22

１６ ２７ ３８ ４０ ４５ ５０ ５２ ５５ ５８ ６０
％
％ ％
％
％ ％
％ ％
％
％

６２％

６４％

割引

22 等級

64％

れた方を大切にするため最大22等級の等級
割引＊
等級の上昇に伴って 、割 引 率 はあがって いきます。
制度があり、最大64%割引となります。
３０、
３５歳以上の運転者年齢条件
（無事故割引
● 初めてご契約される場合は、
6等級から始まり、 ＊割引率はマイカー共済に初めてご契約された場合で２６、
等級６等級Ｃ、
Ｄ、
Ｇ）
または６等級
（前契約あり）
でご契約された場合の掛金との比較になります。
毎年無事故が続けば1等級ずつ加算されます。

さまざまな場面であなたを力強くサポート！
ケース

1

「電車や自転車に乗って
＊
いるときも安心を備えたい」

運転者の年齢や範囲の条件

「事故相手との交渉を
弁護士に依頼したい」

ケース

2

交通事故危険補償特約で

弁護士費用等補償特約で

交通事故による損害を
幅広く補償！

示談交渉や訴訟費用を
サポート！

お車を運転する方の年齢を
限定することで割引があります。

運転者年齢条件

交通事故危険補償特約

自転車の事故により、法律上の損害賠償責任を負ったときに
1事故につき最高5,000万円まで補償します
（対人・対物合計）。
●示談交渉サービス付き。
●ご家族が自転車を複数台所有していても1契約で補償します。
※原付自転車は対象になりません。

弁護士費用等補償特約

35歳以上補償・30歳以上補償・26歳以上補償・
21歳以上補償・年齢を問わず補償

●自動車（二輪・原付を含む）および自転車の事故、それ以外の
「交通事故」によって被害を被ったとき、あらかじめ全労済の同
意を得て法律上の損害賠償を請求（相手に対して）する場合、
弁護士に相手側との交渉を依頼したときに必要となる「弁護
士報酬、訴訟費用、仲裁・和解・調停費用、
またはその他権利の
保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用」を
被共済者１名につき３００万円を限度にお支払いします。
●法律相談費用を、
１０万円を限度に別枠で補償します
（一部対
象とならない費用もあります）。

人身傷害補償のご契約がない場合、
自動的にセットされる特約

運転者年齢条件を設定している場合で友人・知人、
別居の既婚
の子等、ご家族以外の方が運転する場合には、ご指定され
ている「運転者年齢条件」に関係なく補償します。
※この場合のご家族には、
その家族の業務に従事中の使用人
を含みます。
ご注意：運転者家族限定特約をご選択されている場合、友人・知人、別居の
既婚の子等のご家族以外の方が運転している場合は補償されません。

マイバイク特約を基本補償（四輪自動車）
にご契約いただくこと
で、総排気量125cc以下または定格出力が1KW以下の原付自
転車を対象とし、主たる被共済者とそのご家族（配偶者、同居の
親族、別居の未婚の子※1）の原付自転車での事故を補償します。
●借りた原付自転車で事故を起こしても被共済者からのお申
し出があり全労済が認めた場合にはご希望によりマイバイク
特約から優先してお支払いします。
●ご家族が原付自転車を複数台所有していても1契約で補償します。
※一部のバギータイプの車両等、補償の対象外になる場合もあり
ます。詳細はお問い合わせください。

特約の詳細は「ご契約のてびき」でご確認ください。

補償内容

ご契約車両（被共済自動
車）の運転者や同乗者
が自動車事故によって死
傷したとき補償します。

自動車事故で死傷された
場合、
自賠責共済
（保険）
の対象とならない一定の
事故について補償します。

入院の場合

日額7,500円

日額6,000円

通院の場合

日額5,000円

日額4,000円

事故日より200日

事故日より200日

1,000万円または
500万円

1,500万円

支払限度日数

死亡等の補償額

※人身傷害補償と合わせてご契約いただくことも可能です。
その場合
には人身傷害補償とは別枠で契約補償額を限度に補償します。

搭乗者傷害特約は
ご家族限定にすることで割引となります。

搭乗者傷害特約
家族限定補償型

10 %
割引

搭乗者傷害特約の対象となる方を、主たる被共済者とその
ご家族（配偶者、同居の親族、別居の未婚の子※1）
に限定する
場合、搭乗者傷害特約の掛金が10％割引となります。

＜補償の重複についてのご注意＞
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家族以外に運転する方がいない場合は割引になります。

5%

運転者家族限定特約 ※2

割引

ご契約車両（被共済自動車）の運転者を主たる被共済者とそのご家族（配偶者、同居の
に限定した場合、掛金が5％割引となります。
親族、別居の未婚の子※1）

5%
割引

ご契約車両（被共済自動車）がABS装着車の場合、基本補償の掛金が5％
割引となります。ＡＢＳとは、コンピューター制御によりタイヤロックを防止
し、ブレーキ性能を確保することで、ハンドルの操作性および車両の安全性
を維持させる装置のことをいいます。

ハイブリッド車割引 ※2※3

7%
割引

ご契約車両（被共済自動車）が全労済指定の低公害自動車である場合は、
掛金が7％割引となります。全労済の指定する低公害自動車とは、車検証上で
①電気自動車②天然ガス（ＣＮＧ）自動車③メタノール自動車④ハイブリッド
自動車⑤液化石油ガス（LPG）自動車となっている自動車に限ります。

搭乗者傷害特約※ 自損事故傷害特約

支払い
例

マイバイク特約

主たる被共済者の子供専用の年齢条件を設定することで、
ご指定されている運転者年齢条件を変更せ
ずに、
子供を補償の対象に追加できます。運転者年齢条件より低い場合に以下の条件で設定できます。

運転される方の年齢を限定することで、割引を受けることが
● 主たる被共済者の同居の子の配偶者
［子供の範囲］● 主たる被共済者の同居の子
できます。この際の運転者年齢条件は、ご契約される車両
● 主たる被共済者の配偶者の同居の子 ● 主たる被共済者の配偶者の同居の子の配偶者
１台ごとの適用となります。
● 主たる被共済者の別居の未婚の子※1 ● 主たる被共済者の配偶者の別居の未婚の子※1

ABS装着車割引 ※3

自転車賠償責任補償特約

子供特約

30歳以上補償・26歳以上補償・21歳以上補償・年齢を問わず補償

＊一部補償の対象外になる場合もあります。

電車や自転車に乗っているときや、道路通行中の物の落下などに
よるけがなど、自動車（二輪・原付を含む）事故以外の「交通事故」
により損害を受けた場合に実損害額を補償します。
※実損害額とは全労済が定める基準にもとづき算出した額とな
ります。
※人身傷害補償のご契約がある場合に、人身傷害補償の契約
補償額と同額でご契約いただくことができます。共済掛金は契
約補償額により異なります。

お子さまも運転する場合、専用の年齢条件を設定できるのでおトクです。

次の補償または特約をご契約される場合、
ご契約車両
（被共済自動車）
以外にも自動車や二輪自動車
（原付自転車を含みます。以下この文章において同様とします。）
を
所有され、
その自動車や二輪自動車に、
同種の補償をご契約されているときは、主たる被共済者またはそのご家族の補償が重複することがあります。
・人身傷害補償 ・マイバイク特約 ・弁護士費用等補償特約 ・自転車賠償責任補償特約 ・交通事故危険補償特約
※上記の補償や特約を1契約のみにご契約されている場合、
そのご契約が解約されたときやご家族の状況等が変わったときは、
「補償されない」
ことがありますので、
ご注意ください。
※ご契約にあたっては、補償内容を充分にご確認いただくとともに、詳しくは全労済までお問い合わせください。

福祉車両割引 ※2※3

7%
割引

ご契約車両（被共済自動車）が福祉車両で、かつ、消費税非課税措置の対象とな
る自動車、または車検証上の車体の形状が車いす移動車である場合は、掛金が
7％割引となります。

盗難防止装置
装備車割引 ※3

9%割引

軽四輪乗用車

3%割引

新契約の効力開始日がご契約車両（被共済自動車［普通・小型乗用車、軽四輪
乗用車］）の初度登録（検査）年月の翌月から25ヵ月以内の車両を対象とします。

5%
割引

ご契約車両（被共済自動車）に全労済の定める盗難防止装置を装備し、届け出いただ
いた場合は、車両損害補償の掛金を5％割引します。盗難防止装置は、
イモビライザー
（自動車メーカー純正品に限る）
またはGPSなどを利用した車両追跡装置に限ります。
※車両損害補償をご契約いただいていない場合は割引の対象となりません。
※契 約 期 間の途 中での適 用はありません（ 新たに車 両 損 害 補 償をセットする
場合や車両入替時を除く）。

人身傷害補償の被共済自動車
搭乗中のみ補償特約 ※3

新車割引

普通・小型乗用車
※3

15 %
割引

すでに人身傷害補償のご契約（他の保険会社等での契約も含む）があり、2台目
以降のご契約に人身傷害補償の被共済自動車搭乗中のみ補償特約を選択す
る場合、人身傷害補償の掛金が15％割引となります。

複数契約割引 ※2※3

3%
割引

すでにマイカー共済のご契約があり、ご契約者が同一の場合は、新規契約の
掛金が3％割引となります。

セカンドカー割引 ※2※3
すでに11等級以上のご契約がある場合（他の保険会社等での契約も含む）
で、
かつ一定条件を満たしていれば、2台目以降のお車を新たにご契約される
場合は、6等級ではなく、7等級（16%割引）を適用いたします。

※1 別居の未婚の子とはいまだ結婚していない子をいい、離婚または配偶者の死亡により単身となった子は含みません。
※2 運転者年齢条件、
ＡＢＳ装着車割引、新車割引、盗難防止装置装備車割引、人身傷害補償の被共済自動車搭乗中のみ補償特約を適用後の掛金から
さらに割引となります。
※3 お申し出が必要となります。
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全国77ヵ所・約850名のスタッフが
ッフが
スタンバイしています！

事故時の対応

マイカー共済ロードサービス

休日・夜間を問わず、24 時間 365日
事故発生時

事故受付

オ

ハ

ヤ

ク

四輪自動車契約で、人身傷害補償または車両損害補償を
ご契約いただいた場合にご利用いただけます。

ツーホー

0120 - 0889 - 24

マイカー共済
事故受付センター

※携帯電話
帯電話・PHSからもご利用いただけます。
もご利用いただけます

ご利用できる方

※直ちにご連絡いただけない場合でも、事故発生後24時間以内にご連絡ください。

現場急行サービスも 24 時間 365日
現場急行

事故現場からご連絡をいただき、お客さまの要請があれば全労済が委託したスタッフが現場へ駆けつけ、事故
状況やお困りの点をお聞きし、
ご安心をサポートします。

対 応・示 談

土・日・祝日（ 9：00〜21：00＊）もサポート

※死亡・入院および多重事故などの重大事故の場合は、専門知識を有する職員がご契約者と早期に面会し、安心を提供します。

もしものときは
ご利用の方法

事 故 後の
フォロ ー

シ

ヲ

イロイロ

0120-8740 -16

（受付時間：平日・休日問わず 9：00〜21：00）
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

車検・修理・点検は全国ネットの全労済指定整備工場で！
！

マイカー共済と合わせてぜひご加入ください。

自賠責共済（保険）
は、法律（自動車損害賠償保障法）
によって加入が義務づけられており、
もし加入しないまま車やバイクに乗ると、法律によって
「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」
となるほか、道路交通法違反（違反点数が6点になり免許停止処分）
の対象となります。

全 労 済の組 合員の方が加 入いただけます。組 合員に
なるには、組合員加入手続きと出資金が必要です。
最寄りの全労済窓口または自賠責共済代理店に、共済
申込方法
掛金を添えてお申し込みください。
その際、契約される車両の
車検証、
自賠責保険
（共済）
証明書をお持ちください。
※車検対象自動車については、
車検満了日の2ヵ月前から、お申し込みいただけます。
※自賠責共済代理店では、組合員加入手続きの取り次ぎを行っております。
詳しくは全労済にお問い合わせください。

●共済金請求方法について
加害者請求
被害者請求

被害者に損害賠償金を支払ったとき、
その支払額の範囲内
で共済金請求ができます。
加害自動車の加入している共済組合
（保険会社）
に対して、
直接損害賠償額の支払いを請求できます。

傷害による損害

後遺障がいによる損害

最高

最高

120万円

3,000万円

※

死亡による損害
最高

24時間受け付けています。
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

にご連絡をお願いします。

燃料切れ時の
ガソリンお届けサービス

自賠責共済でお支払いできる事故、
およびお支払いの内容
【お支払いできる事故】ご契約車両
（被共済自動車）
を運転中に、
他人にけが
をさせたり、
他人を死亡させたりした場合に共済金を
お支払いします。
【お支払いの内容】
お支払いの限度額

0120 - 889- 376

バッテリーあがりのジャンピング
（ケーブルをつないでエンジンをスタート
させること）
作業※1、鍵の開錠
（国産・外車のシリンダーインロック開錠）
作業※2、
パンクやタイヤの脱輪等によるスペアタイヤ交換作業※3、側溝
や道路外への脱輪・落輪引き上げ作業※4等で、現場での30分以内の
作業費用が無料サービスとなります。

全労済では自賠責共済も取り扱っています。

加入できる方

ミナロードサービス

現地にて実施可能な 30 分以内の
路上クイックサービス

事故時の修理はもちろん、各種点検整備や車検などをご利用できる指定整備工場が、安全運転のサポートをさせていただきます。
全国約1,600ヵ所の全国ネットワークだから、旅先でも安心です。
※自賠責共済の取り次ぎも行っています。

●加入について

ク

ご契約車両
（被共済自動車）
が故障により自力走行不能※1となり、現場
での緊急修理
（30分程度の修理）
を行ったとしても自力走行が困難な場
合に、
レッカー手配をし、
けん引距離30km※2まで、
レッカー費用を無料
サービスします。

※フリーダイヤルにご連絡をいただく際は、番号をお確かめのうえ、
おかけください。

自動車損害賠償責任共済

ヤ

自走不能な場合のレッカーけん引
または積載車による運搬

「マイカー共済事故相談ダイヤル」
で、交通事故に関する質問や相談にフリーダイヤルでお答えします。
ナ

ハ

マイカー共済ロードサービスの内容

マイカー共済事故相談ダイヤル
ハ

人身傷害補償・
車両損害補償
どちらも契約なし

※ご利用は上記フリーダイヤルにご連絡いただき、全労済が出動を認めた場合に限ります。
現場の住所の確認ができる場合はあわせてご連絡ください。
※ご自身で手配された業者の費用精算はいたしません。

最寄りのマイカー共済損調サービスセンターの担当者が示談交渉を含め事故解決までお手伝いします。
マイカー共済損調サービスセンターでは原則として、
損害賠償責任のある事故について、
示談交渉を行います。
※被共済者および相手方の了解が必要です。
※あらかじめ相手方への了解を取り付けていただきます。
※示談交渉を円滑に進めるために、相手方との交渉の場にご同行、
ご同席いただくなどご協力をお願いすることがあります。
※相手方へのお見舞い、葬儀への参列など、
お願いします。
※自賠責共済
（保険）
が締結されていないときや、被共済者が協力を拒まれた場合等、示談交渉をお引き受けできない場合があります。

事故の
相談には

人身傷害補償
契約なし
車両損害補償
契約あり

四輪自動車

＊19：00までにご連絡いただいた場合
の対応時間です。

人身事故や緊急を要する場合、
代車手配や病院への連絡、
相手方への対応など、
事故の初期対応をサポートします。

人身傷害補償
契約あり
車両損害補償
契約なし

人身傷害補償・
車両損害補償
どちらも契約あり

二輪自動車・原付自転車
（マイバイク特約含む）

示談交渉サービス付き （対人・対物賠償事故に限ります）
示談交渉

（人身傷害補償についてはP3、車両損害補償についてはP5・6をご参照ください）
契約車両

※車対車の事故に限ります。
※原則として、対応員の出動拠点から事故現場まで30分程度で到着できること
（高速道路や一部の場所を除く）
が条件となります。
※事故状況または地域によっては、
お電話でのご説明やアドバイスにさせていただく場合があります。

事故初期
対応

24時間365日、お車のトラブル解決に。
故障時の頼もしい味方です。

燃料切れ時のガソリンを10ℓまで無料でお届けします。

注意点
※1 自力走行不能とは、故障のため
動かない状態のことをいいます。
したがって雪道・ぬかるみ・砂浜
等でスリップ・スタックした状態は
故障ではないため、無料サービ
スの対象外です。
※2 30kmを超えたけん引について
は有料となります。
※1 バッテリー充電は有料となります。
※2 特殊シリンダー、
セキュリティー
付きの開錠や紛失等による鍵の
作成作業は全額有料となります。
※3 チェーンの脱着は無料サービス
の対象外です。
※4 クレーン等を伴う特殊作業、
スタック
状態からの引き上げ作業等、30分
を超える難作業は有料となります。

このサービスは1契約期間中1回を
限度とします。
※2回目以降は全額有料となります。

※上記以外の場合、費用が有料となることがありますので、
あらかじめご了承ください。
※地域・時間帯、悪天候、災害、事故の多発などでロードサービス会社の人手が不足する場合は、即時対応できないことがあります。
※サービスのご利用には、
一部制限があります。詳細は
「ご契約のしおり」記載の
「マイカー共済ロードサービス実施規定」
をご参照ください。

3,000万円

※神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障がいを残して介護が必要な
場合。常時介護のときは最高4,000万円まで。
全労済内に自賠責共済事務所を開設しています。自賠責共済のお問い
合わせは全労済までご連絡ください。

24時間コールサービス
（番号案内）

ドライブ中のアクシデント等の際に、
ガソリンスタンド、宿泊施設、
タクシー会社、
レンタカー会社、鉄道会社、航空会社の電話番号案内サービスが受けられます。
（マイカー共済にご契約の方はどなたでもご利用いただけます。）
※フリーダイヤルにご連絡をいただく際は、番号をお確かめのうえ、
おかけください。
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ご加入にあたって
ご契約に際しては、P12〜のマイカー共済ご契約のてびき（契約概要・注意喚起情報）を必ずご確認ください。
ご注意

● 加入申込書に★印が付された項目は
「告知事項」、☆印が付された項目は
「通知事項」
です。加入申込書の告知欄は必ず
ご確認のうえ、正確にご記入ください。
「告知事項」
の記載内容に誤りがある場合や
「通知事項」
に変更が生じた際には必ず
ご通知ください。
ご通知いただけなかった場合は、
共済金のお支払いができないことやご契約を解除させていただくことがあります。
※契約期間中に買い替え等により、
ご契約車両（被共済自動車）
に入れ替えが生じた際には必ずご通知ください。
ご通知
いただけなかった場合は、共済金のお支払いができないことがあります。
●加入申込書を審査した結果、適用等級や過去の事故歴等によっては、全労済ではご契約をお引き受けできない場合があります。

契約概要と注意喚起情報について
この 書 面は、ご契 約に際して特にご確 認 いただきたい 事 項を「 契 約 概
要」および「注意喚起情報」として記載したものです。
ご契約の前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえお申し込
みください。契約概要および注意喚起情報についてはご契約のすべてを
記載するものではありません。ご不明の点がございましたら、全労済まで
お問い合わせください。なお、ご加入後にご契約内容となる重要な事項
（「契約規定」）を掲載した「ご契約のしおり」をお送りいたしますので、必
ず内容をご確認いただきますようお願いいたします。

主たる被共済者について

自動車総合補償共済

ご契約のてびき

個人情報の取り扱い
情報交換制度
について
全労済
［指定整備工場］
からの車検の
ご案内について

全労済は、共済契約の締結または共済金の適正な支払いのために、損害保険会社等が協力して
運営する情報交換制度に参加し、契約・事故内容に関する個人データを共同利用いたします。
この目的以外に他の損害保険会社等と個人情報を共同利用することはありません。
全労済ではお車の車検切れ防止、車検等費用の割引サービスなど、安全で経済的な車検サービス
のため、お住まいのお近くの全労済指定整備工場から
「 車検のご案内」
をお送りしています。この
「車検のご案内」
をお送りするために、
ご契約者のご住所・お名前・車検満了日等の車検にかかわる
個人情報についてお近くの全労済指定整備工場と共同利用をしています。この目的以外に全労済
指定整備工場と個人情報を共同利用することはありません。指定整備工場からの「車検のご案内」
が
必要のない方は、申込書の該当欄の「 1 希望しない」
を○で囲んでください。

ご注意

ご加入後の契約内容変更について
ご加入後に契約内容を変更される場合はお手続きが必要となりますので、
すみやかに全労済までお申し出ください。変更に
ついてのご連絡がいただけなかった場合、
事故の際、共済金のお支払いができない場合がありますので、
ご注意ください。

契約概要
「契約概要」はご契約に際して特にご確認いただきたい
事項を記載しています。
共済契約者（契約できる方）
について
共済契約者（以下「契約者」
といいます）
とは、
全労済と共済契約を結び、
契約上
の権利・義務を持つ方です。
出資金を払い込み、各都道府県生協の組合員になった方が契約者になることが
できます。
なお、
脱退する場合には、
出資金の払い戻しを請求することができます。

車の買い替えなどによる
契約車両の変更

車を廃車・譲渡した場合

運転者の年齢条件の変更、
ご住所の変更等
掛金の振替口座の変更
（口座振替契約の場合）
車検の名義や
登録内容の変更

新しいお車を取得されてから３０日以内に変更申込書をご利用のうえ変更手続きをお願
いします
（新しいお車の取得にあたり、
いままでのお車について生じた事故は補償されま
せん。また、
３０日を超えて手続きをされた場合、新しいお車について変更手続き前に生
じた事故は補償されません）。
また、変更の承認後、掛金の追徴・返還をする場合があり
ますのでご了承願います。
全労済までお申し出いただき、解約手続きをお願いします
（解約日をさかのぼることはでき
ませんのでご注意ください）
。手続き後、返還金がある場合は全労済より返還いたします。
なお、当面お車を購入される予定がない場合には、無事故割引等級が7等級以上で
一定条件を満たす場合は、契約を
「中断」
し、将来（10年以内に）
お車を購入された際、
無事故割引等級を引き継ぐことができます。

変更申込書をご利用のうえ、各種条件や、契約内容の変更手続きをお願いします。

全労済所定の書類がございますので、全労済までお申し出ください。振り替えができない
場合、
ご契約が失効となり、事故の補償等ができない場合がありますのでご注意ください。
車検証の住所や所有者の名義が変更になった場合、
移転登録等の手続きを15日以内に
申請するよう法律
（道路運送車両法）
によって義務づけられています。変更されないと、
リコー
ルの案内・税金のお知らせが届かないなど、
トラブルの原因となりますのでご注意ください。

※詳細につきましては、
「ご契約のしおり」
または全労済ホームページ
（http://www.zenrosai.coop）
をご参照ください。
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運転される方の範囲について
契約に運転者家族限定特約、運転者年齢条件、子供特約（子供運転年齢条
件特約）
が付帯されている場合、
被共済自動車を運転される方によって補償の範
囲が異なります。補償範囲については全労済までお問い合わせください。
補償のしくみと特徴
全労済のマイカー共済は「任意保険（共済）」に該当します。
主に1.ご自身の補償 2.相手方への賠償 3.お車の補償により構成されています。
1．
ご自身の補償と2．
相手方への賠償を
「基本補償」
とします。

マイカー共済に加入できる自動車は、
自動車検査証（以下「車検証」※1といい
ます）の「自家用・事業用の別／適否」欄に「自家用」
と記載があり、家庭用に
使用する自動車に限ります。車検証の「自動車の種別」
「用途」
「最大積載量」
「車体の形状」欄に記載されている項目等により、
下表に該当する場合にマイカー
共済に加入いただけます。
※１. ２５０ｃ
ｃ以下の自動二輪の場合は軽自動車届出済証、
１２５ｃ
ｃ以下の原付
自転車の場合は標識交付証明書になります。
用途・車種

基本補償

車両損害補償

普通・小型乗用車

○

○

普通・小型特種用途自動車（8ナンバー）※2

○

○

軽四輪乗用車

○

○

小型貨物車※3

○
最大積載量2ｔ以下

○
最大積載量2ｔ以下

軽四輪貨物車

○

△
ダンプ装置のあるものを除く

軽四輪特種用途自動車（8ナンバー）※2

○

○

普通貨物車※3

人身傷害補償

自賠責保険
（共済）
（全労済の自賠責共済）
1.ご自身の補償

お車の保険
（共済）

△
○
最大積載量2ｔ以下 最大積載量0.5ｔ以下

キャンピング車※4

○

×

二輪自動車

○

×

原付自転車

○

×

※○−付帯可、
△−制限あり、
×−付帯不可

※2. 「車検証」の「車体の形状」欄に「車いす移動車」
「身体障害者輸送車」
の記載があるものに限ります。
※3. 「ダンプ装置」があるものは加入いただけません。
※4. 「車検証」の「車体の形状」欄に
「キャンピング車」の記載があるもののみです。

次の①から⑦のいずれかに該当する自動車は、
被共済自動車とすることはできません。
①乗用車で乗車定員が10名を超える自動車
②貨物車で最大積載量が2tを超える自動車
③ダンプカー
（ただし、
ダンプ装置のある軽四輪貨物車は除きます）

無共済車傷害
搭乗者傷害特約
自損事故傷害特約

任意保険
（共済）
（全労済のマイカー共済）

契約できない自動車

その他補償内容の変更等についても、全労済までお申し出ください。

主たる被共済者とは、被共済自動車の所有者であって、
かつ、下記①から④に
定める方のうち、共済証書に記載される方1名とします。
①契約者
②契約者の配偶者（内縁の配偶者を含みます。
ただし、契約者または内縁関
係にある人に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下
同様とします）
③契約者の同居の親族
④契約者の配偶者の同居の親族

共済契約の単位
共済契約（以下「契約」
といいます）は、
ご契約車両（以下「被共済自動車」
と
いいます）1台ごとに締結いただきます。被共済自動車が2台あれば2契約、3台
あれば3契約と、
それぞれの被共済自動車ごとに契約いただきます。
契約できる自動車

契約内容の変更例

④法令に定める規格以外に改造された自動車 ※1
⑤有償で人もしくは貨物を運送することのある自動車 ※2
⑥危険物を積載することのある自動車または危険物を積載した被けん引自
動車をけん引することのある自動車
⑦車検証記載の所有者が法人名義（ローン購入またはリース契約による法人
名義のものは除く）
の自動車
※1.法令に定める規格以外に改造された自動車とは、
「道路運送車両の保
安基準」に違反して改造された自動車をいいます。
※2.一般的には白タク、
白トラ、運転代行業等の使用自動車のことをいい、人
もしくは貨物を対価（料金等）
を得て運送することをいいます。

2.相手方への賠償
3.お車の補償

対人賠償
対物賠償
車両損害補償

1.ご自身の補償
（1）人身傷害補償
主たる被共済者、
その配偶者、
それぞれの同居の親族および別居の未
婚の子（その配偶者、
それぞれの同居の親族および別居の未婚の子を、
以下「家族」
といいます）が、
自動車の運行に起因する事故、
および被共
済者が自動車に搭乗中で、
かつ、
その自動車の所有、使用または管理に
起因する事故により死傷された場合に補償します（ただし、被共済自動
車以外の自動車に搭乗中のときは※1以下の条件をすべて満たしている
ときに限ります）。
ご家族以外の方は、被共済自動車に搭乗中の事故に
よる人身傷害のみを補償します。
共済金の支払いは、
過失割合にかかわらず、
示談の完了を待たずに実際
の損害額※2を共済金額を限度に補償します
（ただし、
賠償義務者の支払
うべき損害額について、人身傷害補償より補償を受けられた場合、第三者
への損害賠償請求権は全労済が代位取得します）。公的保険や実損て
ん補型保険から支払いがある場合、重複する部分についてはお支払いし
ません。
※1.人身傷害補償の対象となる被共済自動車以外の自動車の範囲および
用途とは、
以下のとおりです。
●二輪自動車または原付自転車以外であること
（タクシー・ハイヤー・自家用
バスまたは営業用バスの場合は運転中を除く）。
●主たる被共済者の家族が所有または主として使用する自動車以外
の自動車。
●被共済者の使用者の業務のためにその使用者の所有する他の自
動車に搭乗中でないこと。
●正規の乗車装置または当該装置のある室内（隔壁等により通行できな
いように仕切られている場所は除く）
に搭乗中であること。
●自動車修理業、
駐車場業など自動車取扱業でないこと。
※2.実際の損害額とは全労済の定める基準にもとづき算出した額となります。
けが等により治療される場合には健康保険等、
給付を受けられる公的
制度をご利用ください。
なお、
事故にあった場合、
次表の共済金または
見舞金を人身傷害補償共済金とは別枠でお支払いします。
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名

称

お支払いする条件

共済金

（1）家事代行費用
共済金

主たる被共済者とその家族が事故により病 1日につき1万円限度、
院・診療所に入院した場合でその入院期 実費
間中にその人の住居において家事や育児 （1事故で100万円限
などができなくなり、
家事代行者を雇い入れ 度、
実費）
た場合に、
その家事代行者にかかる費用。

（2）家族駆けつけ
費用共済金

被共済者が死亡または病院・診療所に
入院した場合に、家族 ※が合理的な経路
および 方 法 により現 地まで 赴くまでの
交通費・滞在費。
グリーン車など通常の
交通費を超過した場合はその超過した
額を含みません。
※被共済者の配偶者・子・父母・兄弟姉妹・
祖父母・孫

人身傷害補償の被共
済者1名につき20万円
限度、交通費（1往復）
および客室料（1泊1万
円を限度・飲食費除く）
の実費

（3）後遺障害特別
共済金
①自立支援費用
共済金

後遺障がいを被り、
リハビリ訓練に要した
費用および福祉機器の購入等にかかった
費用。
被共済者1名につき10万円/月
ア 自立支援費用
＊全労済の規定する後遺障がいの等級に（240万円限度、
定額）
該当する場合にお支払いします。
イ 福祉機器等
被共済者1名につき実費
取得費用
（500万円限度）
脳外傷による高次脳機能障がいとなった 被共済者1名につき300万
②高次脳機能
円。
ただし、共済期間中
場合。
障害共済金
1回に限ります。

自動車事故傷害見舞金
※自動車事故傷害見舞金は、該当する条件ごとに見舞金をお支払いします
（一部を除き併給します）。詳細については「ご契約のしおり」でご確認ください。
名

称

死亡見舞金
療養見舞金
手術見舞金

お支払いする条件

金

額

死亡した場合
（事故の発生日から200日以内）500万円

2日以内の入院または通院

傷害を被った部位・症状
に応じて5〜120万円
1万円

手術を受けた場合

10万円

3日以上の入院または通院

救急救命医療見舞金 2日以上集中治療室等で治療を受けた場合 20万円
後遺障害見舞金

後遺障がいが発生した場合（14級〜1級） 25〜500万円

介護費用見舞金

要介護状態になった場合

350万円

補償の範囲

車両損害補償の
補償タイプ

他の自動車（原付自転車を含む）
との
衝突・接触による車両損害

一般補償

（

エコノミーワイド
エコノミー
危険限定車両 自動車相互間衝突
損害補償特約
損害補償特約

）（

○

○
※

○
※

火災・爆発・自然災害（洪水・高潮な
ど）
、
盗難による車両損害

○

○

×

落書き
・窓ガラス破損による車両損害

○

○

×

電柱・建物など自動車以外の物との衝
突・接触や転覆、
墜落による車両損害

○

×

×

）

○＝共済金をお支払いします。 ×＝お支払いしません。

※相手自動車およびその運転者または所有者が確認できた場合に限り、
共済金をお支払いします。
あて逃げされたなど相手がわからないような場合は対象となりません。
①契約締結時（共済期間の開始日）
における被共済自動車と同一の用
途、車種、車名、型式、仕様、初度登録年月
（車検証記載の初度登録
年月をいい、被共済自動車が軽四輪乗用車または軽四輪貨物車であ
る場合は、初度検査年月をいいます）の自動車の市場販売価格相当
額を被共済自動車の共済価格として協定し、
その共済価格を車両共
済金額として定めるものとします。
「市場販売価格相当額」
とは全労済が別に定める「自動車総合補償
共済車両標準価格表」
（以下「車価表」
といいます。詳しくは全労済で
ご確認ください）
に記載された価格をいいます。
ただし、車価表に記載
された価格が10万円未満の場合は、10万円として設定し、補償が限定
されます。
②補償額（車両共済金額）は、10万円〜1,000万円の範囲内（5万円単
位）ですので、
この範囲外の補償額（車両共済金額）ではご契約いた
だけません。
ア.車両損害補償は、損害の程度により次の基準でお支払いします。
被共済自動車が修理できないとき、
または、
被共済自動 被共済自動
全損 車の修理費が契約の車両補償の補償額を超える場 車の補償額
合、
盗難されて発見されなかった場合となるとき
（全額）
分損

上記以外の場合で、
被共済自動車の契約の車両補償 損害額−
の補償額未満となるとき
自己負担額

イ.車両損害補償の車両共済金額が「10万円」
の場合の補償内容について
a.全損の場合
損害処理方法

損害共済金

費用共済金

新たに自動車を 10万円を限度に購入価格で 買替時登録諸費用共済金※を
購入した場合 補償します。
お支払いします。
（1万円）
廃車・譲渡・返還 10万円を限度に「全労済の定
お支払いはありません。
した場合
める標準価格」で補償します。
修理した場合

10万円を限度に修理費を補
お支払いはありません。
償します。

上記のいずれに 10万円を限度に「全労済の定
お支払いはありません。
も該当しない場合 める標準価格」で補償します。

＊全損とは、
「修理できない場合」
「修理費が車両共済金額を超える場
合」
「盗難されて発見されなかった場合」のいずれかに該当する場合
をいいます（地震・噴火・津波に関する車両全損時一時金補償特約に
おける全損とは異なります）。
※被共済自動車が一定額以上の損害を被り、代替の自動車を事故日の
翌日から60日以内に買い替える
（リースを含む）
こと。
ただし、一定額とは、
「修理できない場合」
「修理費が車両共済金額の50％以上の場合」
または「盗難されて発見されない場合」のいずれかに該当する場合を
いいます。
b.分損の場合（全損以外の場合）
●10万円を限度に修理費を補償します。
③自己負担額について
自己負担額は車両共済金額が20万円以上の場合は、10万円が自動
付帯されます。車両共済金額が20万円未満の場合、
「自己負担額
なし」が自動付帯されます。
（2）新車買替特約（新車取得差額費用補償特約）
車両損害補償が適用され、共済期間の満了日が、被共済自動車の初度
登録後（被共済自動車が軽四輪乗用車または軽四輪貨物車である場合
は、初度検査後となります）、最初に到来する被共済自動車の車検証の
有効期間の満了日の属する月の末日までにある場合で、
かつ、以下の条
件に該当する場合に契約時に設定した新車価格相当額を限度に共済
金をお支払いします
（盗難は対象外）。
①全損の場合で、かつ、被共済自動車の代替として使用する自動車を
新たに取得したとき。
②全損の場合で、
かつ、修理ができる場合はその修理をしたとき。
③分損の場合で、
その修理費が契約時に設定した新車価格相当額の
50％以上で、
かつ、被共済自動車の代替として使用する自動車を新た
に取得したとき。
（3）補償額限定一般補償（補償額限定車両損害補償特約）
車両損害補償の補償タイプがエコノミーワイド
（危険限定車両損害補償
特約）
の場合で、
かつ車両共済金額が50万円以上の被共済自動車に限
り、付帯できる特約です。30万円を限度としてエコノミーワイドを超える一般
補償の範囲の補償が受けられます
（損害額が30万円以下の場合は自己
負担額1万円）。
（4）地震・噴火・津波に関する車両全損時一時金補償特約
車両損害補償の補償タイプが一般補償またはエコノミーワイド
（危険限定
車両損害補償特約）
の場合にご契約いただける特約です。地震もしくは
噴火またはこれらによる津波によって被共済自動車が全損 ※になった場
合、車両共済金額にかかわらず、一律50万円をお支払いします（車両共
済金額が50万円を下回る場合はその金額をお支払いします）。
※地震・噴火・津波に関する車両全損時一時金における
「全損」
とはこの
特約で定める
「全損」の条件に該当する場合をいいます。
地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって全損と判定する主な条件
（例）
○被共済自動車が津波によりシートの座面を超える浸水を被った場合
○被共済自動車が津波により流失し発見されなかった場合
○被共済自動車が全焼した場合
○建物倒壊等によって被共済自動車が建物の下敷きになるなどし
て、
ルーフ、
ピラー、
ガラスに所定の大きな損害が生じた場合 など
車 両 損 害 補 償 の 補 償タイプ
付 帯でき る 特 約
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3.お車の補償
（1）車両損害補償
被共済自動車が、事故や火災・盗難・いたずら等による損害を受けた場合
に補償します。車両損害補償には「一般補償」、
「エコノミーワイド
（危険限
定車両損害補償特約）」、
「エコノミー
（自動車相互間衝突損害補償特
約）」のタイプがあり、
ご加入のタイプにより補償内容が異なります。
〈主な補償の範囲〉

損害の程度

（2）人身傷害補償の被共済自動車搭乗中のみ補償特約
人身傷害補償が、被共済自動車に搭乗中の事故の補償に限定される特
約です。
すでに、人身傷害補償付の契約があり、2台目以降の契約にも人
身傷害補償付の契約をする場合、人身傷害補償の範囲を限定すること
で、共済掛金（以下「掛金」
といいます）
を割引します。付帯を希望される
場合には、他の自動車の契約について人身傷害補償契約の有無、保険
会社（共済組合）名、
契約（証券）番号を確認させていただきます。
（3）人身傷害に関する交通事故危険補償特約
主たる被共済者とその家族が、
自動車（二輪・原付を含む）事故以外の
全労済の定める交通乗用具による事故（電車や飛行機等に搭乗中の
事故、
および道路通行中の物の落下による事故等）
により損害を受けた
場合に、共済金額の範囲内で実損害額を補償します。
ただし、公的保険
や実損てん補型保険から支払いがある場合、重複する部分については
お支払いしません。
（4）無共済車傷害［自動セット］
自動車保険（共済）
に加入していない他の自動車等との事故により、
主たる
被共済者とその家族および被共済自動車に搭乗中の方が死亡または
後遺障がいを被った場合で、相手から充分な補償が受けられないときに
共済金額を限度に補償します。
（5）搭乗者傷害特約・一般補償型
被共済自動車に搭乗中の方が、死亡された場合は共済金額を限度に、
傷害を負った場合は事故発生日からその日を含めて200日を限度に補償
します。
（6）搭乗者傷害特約・家族限定補償型
搭乗者傷害特約の被共済者を主たる被共済者とその家族に限定する
ものです。搭乗者傷害特約の被共済者の範囲を限定することで、掛金を
割引します。
（7）自損事故傷害特約
被共済者が、被共済自動車の運行中の転落、落下中・飛来中の他物と
の衝突、火災・爆発等の単独の事故で死傷され、
自賠責保険（共済）か
らの支払いが受けられなかった場合等に補償します（被共済自動車自
体の損害は対象となりません）。
人身傷害補償のない契約では、
この特約が自動付帯されます。

2.相手方への賠償
（1）対人賠償［自動セット］
被共済自動車の所有・使用・管理に起因して、歩行者や相手車両に乗っ
ている人、
または被共済自動車の同乗者等を死傷させ、法律上の損害賠
償責任を負ったとき、
その損害賠償額のうち自賠責保険（共済）
を超える
部分について補償します。
（2）対物賠償［自動セット］
被共済自動車の所有・使用・管理に起因して、相手車両、
自転車、電柱、
家屋等、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったとき
に補償します。
対物超過修理費用補償
相手車両に損害を与え、一定条件を満たす場合でその修理費用が対物
賠償で補償する法律上の賠償責任額（時価額が限度）
を超えると全労
済が認めた場合、50万円を限度として超過分を過失割合に応じて補償し
ます（時価額とは、車両を事故発生の直前の状態に復旧するために、全
労済が必要かつ妥当と認める修理費をいいます）。

一般補償

エコノミーワイド エコノミー

新車買替特約
（新車取得差額費用補償特約）

○

○

○

補償額限定一般補償
（補償額限定車両損害補償特約）

×

○

×

○

○

×

地震・噴火・津波に関する
車両全損時一時金補償特約

○＝選択可 ×＝選択不可

4.付随諸費用補償（車両損害付随諸費用補償）
被共済自動車が車両損害補償に該当する事故により、代替交通手段とし
てレンタカー等の代車を利用した場合や、走行不能になり被共済者の居住
地や全労済の指定する場所に運搬した場合、
また車内にあった身の回り品
（身の回り品には補償の対象とならないものもあります）が損害を受けた場合
に補償します。詳しくは全労済までお問い合わせください。

5.借用自動車運転中の補償と賠償
他車運転危険補償［自動セット］
主たる被共済者とその家族が、他人の自動車を借りて運転しているときに起
こした対人事故・対物事故・自損事故傷害※1・搭乗者傷害※2・借用車両※3の
損害について、共済金をお支払いします。
事故を起こした自動車が、他の保険（共済）
に加入している場合でも、被共
済者からのお申し出があり全労済が認めた場合にはご希望により借用した
自動車の保険（共済）
に優先してお支払いします。借用した自動車がレンタ
カーの場合は、
レンタカーの自動車保険を優先します。
他車運転危険補償の適用となる他車の用途・車種は、
被共済自動車と同一の
用途・車種とみなされる下表のいずれかに該当する車種です。
被共済自動車

他車の用途・車種

①普通乗用車

①普通乗用車

②小型乗用車

②小型乗用車

③軽四輪乗用車

③軽四輪乗用車

④小型貨物車

④小型貨物車

⑤軽四輪貨物車

⑤軽四輪貨物車

⑥普通貨物車

⑥普通貨物車

⑦キャンピング車

⑦キャンピング車

⑧二輪自動車

⑧二輪自動車

⑨原付自転車

⑨原付自転車

※1.人身傷害補償が付帯されている契約の場合、
自損事故傷害は人身傷
害補償で補償されます（自損事故傷害については前述の「自損事故傷
害特約」
をご参照ください）。
※2.人身傷害補償の付帯がなく、搭乗者傷害特約が付帯されている契約の
場合に補償されます。
※3.被共済自動車に車両損害補償が付帯されている場合のみ適用され、補
償範囲も付帯している車両損害補償の補償範囲と同一となり、対物賠
償の共済金額の範囲内でお支払いします。
ただし、車両損害補償「エコノミーワイド
（危険限定車両損害補償特約）」
を
選択し、
かつ「補償額限定一般補償（補償額限定車両損害補償特約）」
を
付帯している場合は、
「一般補償」の補償範囲で補償します。
6.その他の特約
その他に以下の特約をご用意しています。お申し込みの際、
ご契約するか
を選択いただきます。
（1）マイバイク特約
主たる被共済者とその家族が、原付自転車（借用のものを含む）
を運転
中に起こした事故について、共済金をお支払いします。
借用した原付自転車で事故を起こしたとき、
他の保険
（共済）
に加入している
場合でも、被共済者からのお申し出があり全労済が認めた場合にはご希
望により借用した原付自転車の保険（共済）
に優先してお支払いします。
借用した原付自転車がレンタバイクの場合は、
レンタバイクの保険を優先
します。
マイバイク特約を付帯できる基本補償契約の用途・車種
（四輪車のみ）
●普通乗用車 ●小型乗用車 ●軽四輪乗用車 ●小型貨物車
●軽四輪貨物車 ●普通貨物車 ●キャンピング車
（2）自転車賠償責任補償特約
主たる被共済者とその家族が、
自転車事故により他人を死傷させたり、
他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担した場合に、
当該自転車を被共済自動車とみなして補償します
（1事故あたり対人・対物
合計で5,000万円が限度）。
（3）弁護士費用等補償特約
自動車事故および自転車事故、全労済の定める交通乗用具による事故
等に関して、
あらかじめ全労済の同意を得て、相手に対して法律上の損
害賠償を請求する場合、相手側との交渉を弁護士に依頼したときに必要
となる費用を補償します
（民事に限ります。被共済者1名につき300万円が
限度となります）。
また、実際に弁護を依頼する前に対象事故について法律相談を行う場
合、前記の補償額とは別枠で法律相談費用共済金をお支払いします
（ただし、書面による鑑定、法律関係の調査、書類作成、法律事務の執行
等に関わる費用を除きます。
被共済者1名につき10万円が限度となります）
。
お支払いの対象となる費用
●弁護士報酬 ●訴訟費用 ●仲裁・和解もしくは調停に要した費用 または
その他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用※
●法律相談費用
※「その他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した
費用」
とは、損害賠償請求書送付のための内容証明郵便等の郵送
料、
交渉のための電話料、
交通費等の損害賠償額回収や権利を保全
するために必要であった費用をいいます。
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掛金の支払方法が口座振替の場合の取り扱い

補償額について
マイカー共済の商品設計は、補償プラン・車種等によって補償額の組み合わせ
の制限を設けています。
（1）四輪自動車の場合
①人身傷害補償あり
選択可能な補償額の例
対人賠償

無制限

対物賠償

無制限

自己負担額

なし

人身傷害補償

無 制 限・2 億 円 ･ 1 億 円・5 , 0 0 0 万 円

搭乗者傷害特約

1 , 0 0 0 万 円・5 0 0 万 円・なし

自損事故傷害特約

なし

車両損害補償

1 0 万 円〜1 , 0 0 0 万 円・なし

自己負担額 ※

1 0 万 円・なし

※車両共済金額が20万円以上の場合は、
自己負担額10万円が自動付帯
となります。車両共済金額が20万円未満の場合は、
自己負担額なしが
自動付帯となります。
②人身傷害補償なし
選択可能な補償額の例
対人賠償

無制限

対物賠償

無制限

自己負担額

なし

人身傷害補償

なし

搭乗者傷害特約

1 , 0 0 0 万 円・5 0 0 万 円

自損事故傷害特約

1 , 5 0 0 万 円のみ

車両損害補償

1 0 万 円〜1 , 0 0 0 万 円・なし

自己負担額 ※

1 0 万 円・なし

※車両共済金額が20万円以上の場合は、
自己負担額10万円が自動付帯
となります。車両共済金額が20万円未満の場合は、
自己負担額なしが
自動付帯となります。
＊ 人身傷害補償なしを選択した場合、搭乗者傷害特約、
自損事故傷害特
約が自動付帯となります。
（2）マイバイク特約
選択可能な補償額の例
対人賠償

無制限

対物賠償

無制限

自己負担額

なし

人身傷害補償※1

無 制 限・2 億 円 ･ 1 億 円・5 , 0 0 0 万 円・なし

搭乗者傷害特約

1 , 0 0 0 万 円・5 0 0 万 円・なし

自損事故傷害特約※2

1 , 5 0 0 万 円・なし

※1 人身傷害補償を付帯する場合は、
自損事故傷害特約なしとなります。
※2 人身傷害補償なしを選択した場合のみ自動付帯となります。
＊マイバイク特約に人身傷害補償を選択する場合、基本補償に人身傷害
補償をご選択ください。
＊ 詳しくは全労済までお問い合わせください。

共済期間（契約期間）
共済期間（以下「契約期間」
といいます）
は契約の効力開始日の属する月の翌月
1日から1年間です。
ただし、効力開始日からその月の末日までは、サービス期間※として補償します。
※継続契約、
中途更改による新たな契約、
中途付帯契約には適用しません。

（1）掛金の払込方法は、
「月払い」
と
「年払い」があり、
いずれの場合も口座振替
による掛金の払い込み
（共済掛金口座振替特約の付帯契約）ができます。
（2）共済掛金口座振替特約については、
「マイカー共済加入申込書兼預金口
座振替依頼書」および「マイカー共済継続加入申込書兼預金口座振替依
頼書」のお支払い方法欄の掛金支払方法で「口座振替」
または「初回現
金口振」を選択し、金融機関口座を指定された場合に付帯されます（指定
いただける金融機関は、全労済と掛金の口座振替の取り扱いを提携してい
る金融機関等に限ります）。
口座振替には、以下の2つの方法があります。
①初回掛金から口座振替で払い込む場合「口座振替」
〈新規契約〉
初回掛金は、
月払掛金の場合3ヵ月分を、年払契約の場合は1年分を共
済期間開始日の属する月の翌月に、指定の金融機関口座より振り替えさ
せていただきます。
※ただし、初回掛金の引き落とし日より前に事故が発生した場合は、共済
金の支払いのために初回分の掛金を現金で払い込みいただく場合が
あります。
〈継続契約で「現金」から
「口座振替」に変更する場合〉
初回掛金は、
月払契約の場合は1ヵ月分を、年払契約の場合は1年分を、
満期月に、指定の金融機関より振り替えさせていただきます。
②初回掛金を現金、2回目以降を口座振替で払い込む場合「初回現金
口振」
〈継続契約で掛金支払方法を「現金」から
「初回現金口振」に変更する
場合共通〉
初回掛金は、月払契約の場合2ヵ月分を、年払契約の場合は1年分を、
それぞれ現金で払い込みいただき、第2回目以降（年払契約の場合は
次期継続契約）分の掛金から、指定の金融機関口座より振り替えさせて
いただきます。
（3）指定の金融機関口座からの掛金振替日は、
月払契約の場合、毎月28日
（金
融機関休業日の場合は翌営業日）、年払契約の場合は契約が満期を迎え
る月の28日
（金融機関休業日の場合は翌営業日）
となり、
それぞれの掛金を
振り替えさせていただきます。
（4）
月払契約で2回目以降の掛金振替日に残高不足等により掛金が振り替えでき
ない場合は、契約者にご連絡するとともに、次回振替日には、振り替えできな
かった掛金を含む合計金額を振り替えさせていただきます。
（5）全労済の他の共済契約（総合医療共済やねんきん共済等）があり、
すでに
掛金口座振替を利用されている場合で、
その同一の金融機関口座を指定
いただいた場合、各共済契約の掛金を合算した額で振り替えさせていた
だきます。一部の共済契約の掛金の振り替えを指定することはできません。
また、掛金の延滞が生じている場合は、延滞分の掛金も同時に合算した額
で振り替えさせていただきます。
（6）共済掛金口座振替特約が付帯されている場合、
「 共済契約の自動継続に
関する特約」が自動付帯されます。
（7）
この契約の締結以前の契約においてこの特約を付帯したにも関わらず、
契約者の諸事情により、初回共済掛金が掛金振替日に口座振替されず
に解除となった場合は、
この特約の付帯を承認しないことがあります。

契約の継続
共済証書に「共済契約の自動継続に関する特約」を適用することが記載され
ている場合、契約満了日までに、全労済または契約者のいずれか一方から別
段の意思表示がない場合、契約は契約期間の満了日の内容と同一内容で
継続されます。ただし、補償額限定一般補償、新車取得差額費用補償特約、
新車割引の適用、車両共済金額については契約内容が変更となる場合があり
ます。

解約返戻金の有無について
契約を解約する場合は全労済までご連絡ください。
なお、解約に際しては掛金
のうち未経過共済期間にかかる部分について解約返戻金としてお支払いでき
る場合があります。詳しくは全労済までお問い合わせください。

掛金の設定と割引
掛金は、被共済自動車の掛金区分や適用等級、運転者年齢条件等により、
設定されています。
〈適用等級別の割引・割増率〉
については、
リーフレット中面で
ご確認ください。
具体的な掛金の算出は、車検証、現在の保険証券（共済証書）
をご用意のうえ、
全労済までお問い合わせください。
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割り戻し金について
この共済には割り戻し金はありません。

注意喚起情報
「注意喚起情報」は、ご契約に際して契約者にとって
不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項を
記載しています。
お申し込み時の留意点
（1）加入申込書は全労済と契約を締結するものとして重要です。主たる被共済者
の同意を得て、契約者ご自身が記入し、内容を充分にお確かめのうえ署名・
押印ください。
（2）提出された加入申込書の内容を審査したうえで、
お引き受けするか否かを
決定します。承諾した場合の通知は共済証書の交付をもって行います。
（3）告知内容が事実に反していた場合には、共済掛金の追徴や、契約が解
除（お申し込み後、
自動車保険情報交換制度によって、
お申し出の際の等
級と、調査後の等級が異なることが判明した場合など）
され、共済金のお
支払い・共済掛金の返還ができないことがあります。加入申込書の告知欄
は必ずご確認のうえ、正確にご記入ください。
（4）加入申込書を審査した結果、適用等級や過去の事故歴等によっては、全
労済ではご契約をお引き受けできない場合があります。審査にはお時間
がかかる場合がありますので、前契約の満期日が近い場合は、充分ご注
意ください（共済証書が発行された後でも上記（3）の取り扱いを行うこと
があります）。
なお、全労済が契約の諾否を通知した時までに生じた事故
による損害または傷害に対して、契約を承諾しなかった場合は共済金を
お支払いしません。
（5）6等級純新規加入（セカンドカー割引の7等級純新規加入を含む）
または
車両損害補償をご契約いただく場合で車両共済金額500万円以上（全等
級対象）の新規加入、車両入替（新車購入後、納車から１ヵ月以内の場合
を除く）
の場合は、全労済からお車の確認にうかがう場合があります。

契約の効力開始日
（1）支払方法「口座振替」の場合
全労済での加入申込受付および加入審査後、特に指定がない場合は、
全労済での受付日の翌日午前零時から補償が開始されます（郵送加入
の場合は消印日の翌日午前零時を効力開始日として補償が開始されま
す。
ただし、効力開始日の記載がなく消印日も不明な場合は、全労済での
受付日の翌日午前零時を効力開始日として補償が開始されます）。
※効力開始日を指定された場合でも、消印日が指定された効力開始日以
降の場合は、消印日
（または全労済受付日）
を優先し、
その翌日午前零
時を効力開始日とします。
※全労済が指定する日までに初回掛金の引き落としがされない場合は、
契約を無効（不成立）
とし、効力開始以後の事故についても共済金は
お支払いしません。
（2）支払方法「初回現金口振」
・
「現金」の場合
全労済での加入申込受付および加入審査後、特に指定がない場合は、
初回掛金相当額の払い込まれた日の翌日午前零時から補償が開始され
ます。
※契約承諾の通知は共済証書の発行に代えさせていただきます。

掛金払込猶予期間
（1）掛金払込猶予期間は、当該払込期日の翌日から２ヵ月間です。ただし、新
規契約および継続契約での変更で、共済掛金口座振替特約を新たに付
帯する場合の初回掛金の払い込みについては、掛金払込猶予期間はあ
りません。
（2）掛金払込猶予期間内に掛金の払い込みがなされない場合は、当該契約
の払い込みのときは当該払込猶予期間の初日をもって契約は失効し、次
期継続契約の初回共済掛金の払い込みのときは契約不成立となり、払
込猶予期間の初日以後に生じた事故による損害または傷害に対して共
済金は支払われなくなりますのでご注意ください。
（3）掛金が現金払契約（共済掛金口座振替特約が付帯されていない契約）
の場合は、掛金払込猶予期間の設定・適用はありません。満期日までに全
労済所定の方法にて掛金を払い込みいただくよう特にご注意ください。

解約に際して
（1）契約者はいつでも書面による通知をもって契約を解約することができま
す。
この解約は将来に向かってのみ有効となり、解約の前に廃車等があっ
ても遡っての解約はできません。

（2）契約者が契約を解約した場合、掛金のうち未経過共済期間にかかる部
分について所定の計算方法にしたがって算出した額の返還を受けること
ができます。
※被共済自動車（原付自転車を除く）
を廃車または譲渡された場合等は、
「中断」の取り扱いをすることができます。

契約内容に関する届け出について
（1）通知義務
契約締結後に次の事実が発生した場合は、遅滞なく全労済へご連絡く
ださい。契約申込者または被共済者は全労済が重要な事項として告知を
求めた以下の事項にご回答いただく義務があります。故意または重大な
過失によって遅滞なく通知を行わなかった場合は、
その事実が発生したと
きからその事実がなくなるまでの間に生じた損害については、共済金の全
額または一部がお支払いができない場合があります。
また、契約そのもの
が解除されることもあります。
①被共済自動車等に関わる以下の事項を変更した場合
●用途・車種 ●登録番号 ●型式 ●車台番号 ●車体の形状
●総排気量 ●最大積載量 ●ＡＢＳ装着車割引の適用
●ハイブリッド車割引の適用 ●福祉車両割引の適用
●盗難防止装置装備車割引の適用 ●主たる被共済者の続柄
●被共済自動車の所有者
●被共済自動車の使用目的（事業専用使用となったとき）
●前契約の事故の有無（件数） ●前契約の等級
●被共済自動車を同一とする他保険契約の状況
②被共済自動車を法令に定める規格以外に改造した場合
③被共済自動車を譲渡・返還または廃車した場合（ローンやリース等による
被共済自動車の返還を含む）
④上記のほか共済証書、共済契約申込書に記載の以下の内容に重要
な変更を生ずべき事実が発生した場合
●被共済自動車への危険物の積載状況（危険物を積載することにな
る、
または危険物を積載した自動車をけん引することになる場合）
●乗用車における乗車定員（１０名を超えることになる場合）
●法令に定める規格
（「道路運送車両法の保安基準」）
以外に改造した場合
●被共済自動車が破損した場合
（2）被共済自動車の入れ替えについて
被共済自動車を「マイカー共済」に加入できる新たに取得した自動車と入
れ替えされる場合は、全労済へご連絡ください。所定の書類による届け出
をいただきますと、全労済はご通知内容に沿った新たな共済証書を契約
者にお届けし、
この共済証書の記載内容にもとづいて補償を行います。
（3）上記（1）
（2）
を全労済が承認した場合は、
全労済の定めにより、
掛金の返還、
または追加掛金の請求を行う場合があります。
※新規契約で掛金支払方法が「口座振替」の場合、加入申し込みをいただ
いてから、初回掛金の引き落としまでの期間に、上記（1）
または（2）の変更
が生じた場合、初回掛金を現金で払い込みいただくことがあります。詳しく
は全労済までお問い合わせください。

共済金をお支払いできない主な場合
「契約概要」の「補償のしくみと特徴」
も合わせてご参照ください。
下記の損害に対しては共済金をお支払いしません。
なお、
このほかにも
「契約
が解除となる場合について」や「重大事由による解除について」に記載の内
容を含めて、共済金をお支払いできない場合がありますので、詳細については
「ご契約のしおり」をご参照ください。
（１）
ご自身・乗車中の方（運転者を含みます）の補償
●戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波によって生じた損害、
核燃料物質等によって生じた損害
●被共済者の故意または重大な過失（無資格運転や飲酒運転など）に
より被共済者本人に生じた損害
●極めて異常かつ危険な方法で自動車に乗車中の人に生じた損害
●被共済者が、正当な権利を有する人の承諾を得ないで自動車に乗車
中に、
その本人に生じた損害
●共済金を受け取るべき人の故意などによって生じた損害（その人の受
け取るべき金額部分）
など
（２）相手方への賠償
●被共済自動車を運転中の人またはその父母、配偶者もしくは子が死傷
した場合の損害
●被共済自動車を運転中の人またはその父母、配偶者もしくは子の持ち
物や管理中の物などの損害
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●契約者、被共済者の故意によって生じた損害
●戦争、外国の武力行使、暴動、台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波に
よって生じた損害、核燃料物質等によって生じた損害
など
（３）お車の補償
●契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人などの故意または重大
な過失によって生じた損害
●戦争、外国の武力行使、暴動によって生じた損害、核燃料物質等に
よって生じた損害
●地震、噴火、津波によって生じた損害※
※一般補償、
エコノミーワイド
［危険限定車両損害補償特約］
に地震・噴火・
津波に関する車両全損時一時金補償特約を付帯した場合はこの特約
の定める全損時に限り一時金のお支払いの対象になります。
●詐欺または横領によって生じた損害
●国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
●法令により自動車に定着または装備することを禁止されている定着品ま
たは装備品に生じた損害
●被共済自動車の欠陥、
自然消耗、故障などの損害
●タイヤのみの損害（盗難は除きます）
など
契約が無効となる場合について
次のような場合には契約は無効となりますのでご注意ください。
（1）契約者またはその代理人が、共済金を不法に取得する目的または第三者に
共済金を不法に取得させる目的で締結した場合
（2）共済掛金口座振替特約を新規付帯した契約で、全労済が指定する期日ま
でに初回掛金の引き落としが行えなかった場合（不成立となります）
※上記（１）
の場合、
掛金は返還しません。
契約の取り消しについて
契約者、被共済者またはその代理人が詐欺または強迫によって契約を締結した
場合は、契約は取り消しとなる場合があります。取り消しの通知は、契約者に対し
て書面にて通知いたします。
※契約が取り消しとなった場合、
契約当初からの払込掛金はお返ししません。

重大事由による解除について
次のいずれかに該当する場合、全労済は契約を解除することができます。
（１）契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人が、共済金を支払わせる
ことを目的として、
損害または傷害を生じさせ、
または生じさせようとした場合
（2）共済金の請求に関して、被共済者または共済金を受け取るべき人が詐欺を
行い、
または行おうとした場合
（3）次に掲げる人が、反社会的勢力＊1に該当すると認められるとき、
またはこれら
の反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係＊2を有していると認められる
とき。
①契約者、主たる被共済者または車両損害補償条項における被共済者
②被共済者（主たる被共済者または車両損害補償条項の被共済者以外
の人に限ります。）
③人身傷害補償条項、無共済車傷害条項、
自損事故傷害特約、搭乗者
傷害特約等における被共済者に生じた損害または傷害に対して支払う
共済金を受け取るべき人
＊1「反社会的勢力」
とは、暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から
５年を経過しない人を含みます。以下同じです。）、暴力団準構成員、
暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
＊2「社会的に非難されるべき関係」
とは、反社会的勢力に対する資金等の
提供や便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等、共済金
受 取 人が法 人である場 合に、反 社 会 的 勢 力がその法 人の経 営を
支配し、
またはその経営に実質的に関与していると認められること等を
いいます。
（4）契約者、被共済者、
または共済金を受け取るべき人が、
この契約の存続を
困難とする重大な事由を生じさせた場合
※前記（3）の②または③の事由に該当した場合は、
その被共済者にかかる部
分を解除することができます。
※支払事由が発生した後に、契約が解除された場合でもその事由が発生した
ときから解除までの間に生じた損害または傷害に対しては共済金は支払いま
せん。
また、
すでに共済金を支払っていたときは返還していただきます。
※契約が解除された場合、未経過掛金を返還いたします。
ただし、前記（3）の
②または③の事由に該当した場合で、
その被共済者にかかる部分を解除し
たときは、未経過掛金を返還しません。

契約が解除となる場合について
（1）次のような場合には、全労済は契約を解除することができます。解除は将
来に向かってのみ有効となります。
ただし、
その解除が共済金の支払事由
が発生した後になされた場合であっても、その事由が発生した時から解
除までの間に生じた損害または傷害に対しては共済金をお支払いしませ
ん。すでに共済金を支払っていた場合には、その共済金を返還していた
だきます。
また、未経過掛金は返還いたします。
①契約を締結する際、契約者または主たる被共済者またはこれらの人の
代理人が故意または重大な過失によって共済契約申込書の告知事項に
ついて知っている事実を告知しなかったとき、
または、事実と異なることを
告知したとき
②危険の増加があるにもかかわらず契約者または被共済者が故意また
は重大な過失により遅滞なく通知を行わなかった場合
③危険の増加が生じ、契約の引受範囲をこえた場合
④契約後、車両入替等で通知いただいた事項について全労済の承認を
得られなかった場合
⑤告知内容の変更、車両入替、中途変更等による追加掛金の払い込み
が所定の期間内に行われない場合
⑥被共済自動車の車両共済金額または新車価格相当額を定める際に、
全労済が評価のために必要として照会した事項について知っている
事実を告知しなかったとき、
または事実と異なることを告知したときで、適
正な車両共済金額が定められなかった場合
（2）次のいずれかの状態で被共済者が自動車を運転し、事故が生じた場合
①法令により定められた運転資格を持たないで被共済自動車を運転して
いる場合［無資格運転］
②法令に定める酒気帯び運転で被共済自動車を運転している場合
［飲酒運
転］
③麻薬、大麻、
あへん、覚せい剤またはシンナー等の影響により、正常な運
転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転している場合
［麻薬等運転］
④法令に定める救護措置を講じなかった場合［ひきにげ］
⑤法令により定める最高速度を時速50kmを超える速度で運転している
場合［速度超過］
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個人情報保護に関する事項
全労済は、お客さまにより良い共済商品・サービスを提供させていただくため、
お客さまに関する情報を収集させていただいております。
これらお客さまの個
人情報は、
ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金の支
払いに関する業務に利用します。あわせて、保障に関する情報のご提供、全
労済の事業、各種共済商品、各種サービスの案内などの目的のために利用さ
せていただきます。
個人情報の共同利用について
全労済は共済契約の締結または共済金の請求に際して行われる不正行為を排
除するため、以下の目的のために一般社団法人 日本損害保険協会を通じ、
損害保険会社等との間で個人データを共同利用しております。①前契約の
適用等級・共済（保険）事故の有無および事故発生の際に関係する事項の
確認、②被共済者・被害者利便のための自賠責共済・保険を含めて共済金
の一括支払業務、③共済金請求に際して不正・不当な請求歴確認業務のた
め、事故状況および共済金のご請求内容等に関するデータ。
また再共済（保険）の締結、再共済（保険）金の受領等のため、再共済（保
険）の取引先に対して契約上必要な個人情報を共同利用しております。
さらに全労済では、
お客さまが希望されない場合を除き、①契約者利便のため
の車検切れ防止対策、②契約車両の保安管理対策としての車検・法定点検
整備・修理等のサービス案内を目的として、全労済と個別に協定書を締結し
て全労済指定整備工場協議会に加盟する自動車整備工場との間で、共済
契約者・主たる被共済者の氏名・住所、車両登録番号、車台番号、車名、車
検満了日等の個人データを共同利用しております。
これらの目的以外の目的のために、個人情報を共同利用することはありません。

苦情のお申し出先と裁定・仲裁の申し立てについて

信用リスクに関する事項
全労済は、将来の支払いに備えて、厚生労働省令に定められている共済契約
準備金をこえる充分な積み立てを行っています。
また、資産運用のリスクを適切
に管理し、健全な資産運用を行っています。
全労済は、
これからも引き続き健全な経営に努めていくとともに、情報開示を積極
的に行っていきます。
また、個人情報保護法をはじめ関連する法令等を遵守し、
お預かりしたお客さまに関する情報について厳重な管理体制のもとに正確性・機
密性・安全性の確保に努めています
（※詳しくは各都道府県の全労済にお問い
合わせください）。

組合員について
１.組合員の資格
（1）
この消費生活協同組合（都道府県生協を意味しており、以下「組合」
といい
ます）
の区域内に住所を有する者は、
この組合の組合員となることができる。
（2）
この組合の区域内に勤務地を有する者でこの組合の事業を利用することを
適当とする者は、
この組合の承認を受けて、
この組合の組合員となることが
できる。
２．
届出の義務
組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更し
たときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。
３．
自由脱退
（1）組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年
度の終わりにおいて脱退することができる。
（2）
この組合は、組合員が住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予
告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、
当該事業年度の
終わりにおいて当該組合員は脱退するものとする。
（3）前項の規定により脱退の予告があったものとみなそうとするときは、
この組合
は事前に当該組合員に対する年一回以上の所在確認を定期的に行うとと
もに、公告等による住所の変更届出の催告をしなければならない。
（4）第2項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、
その結果について総
代会に報告するものとする。
４．
法定脱退
組合員は、次の事由によって脱退する。
（1）組合員たる資格の喪失
（2）死亡

（3）除名

５．
除名
（1）
この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総代会の議
決によって、除名することができる。
①3年間この組合の事業を利用しないとき
②この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき
（2）前項の場合において、
この組合は、総代会に会日の5日前までに、除名しよう
とする組合員にその旨を通知し、
かつ、総代会において弁明する機会を与え
なければならない。
（3）
この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を
明らかにして、
その旨を通知するものとする。

1. 苦情のお申し出先について
全 労 済では、組 合員の皆さまが安 心して各 種 共 済をご利 用いた
だき、
よりご満足いただけるサービスをご提供するため、苦情の受付
窓口を開設しております。
苦情は、受付専用窓口の「全労済 お客様相談室」へご相談くださ
い。
なお、全労済ホームページでも受け付けております。
◆全労済 お客様相談室
・専用フリーダイヤル 0120-603-180
・受付時間
9:00〜17:00（土・日・祝日・年末年始除く）
・ホームページ
http://www.zenrosai.coop
2. 裁定または仲裁の申し立てについて
苦情などのお申し出につきまして、全労済で解決に至らなかった場合、
第三者機関として下記の各センターをご利用いただくことができます。
●自動車事故の賠償にかかわる申し立て
公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
日弁連交通事故相談センターは全国の弁護士会が協力する交通
事故専門の相談所で、弁護士による交通事故相談・示談斡旋・
審査を無料で行っています。
公益財団法人 交通事故紛争処理センター
事故に遭われた当事者の面接相談をとおして、弁護士や法律の
専門家による交通事故の相談・和解の斡旋、審査を行います。
※日弁連交通事故相談センター・交通事故紛争処理センターの
設置場所および連絡先は、
「ご契約のしおり」の巻末をご覧くだ
さい。
●自動車事故の賠償にかかわらない申し立て
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所
苦情などのお申し出につきまして、
全労済で解決に至らなかった場合、
第三者機関として下記の「一般社団法人 日本共済協会 共済
相談所」をご利用いただくことができます。共済相談所では、裁定
または仲裁により解決支援業務を行っています。
なお、共済相談所は「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関
する法律」
（ＡＤＲ促進法）にもとづく法務大臣の認証を取得して
います。
■一般社団法人 日本共済協会 共済相談所
・電
話 03-5368-5757
・受付時間 9:00〜17:00（土・日・祝日・年末年始除く）
※ただし、
自動車事故の賠償にかかわるものはお取り扱いして
おりません。

所属団体への情報提供について
お客さまが、
所属する労働組合・共済会等
（以下「所属団体」
といいます。
）
を通じて
お客さまに関する情報は所属団
加入される場合は、
次に定める範囲内において、
体へ提供されます。
①共済契約の引き受け、
共済金のお支払い、
その他契約の履
行および付帯サービスの提供、
②共済事故の調査
（医療機関・当事者の関係先に
対する照会等を含む）
、
③その他共済契約の締結・維持管理、
共済金の支払など
の判断に関する業務、
全労済の事業、
各種商品、
各種サービスのご案内。
個人情報の取り扱いに関する詳細は
全労済ホームページ
（http://www.zenrosai.coop）
をご参照ください。
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ご注意

● 加入申込書に★印が付された項目は「告知事項」、☆印
が付された項目は「通知事項」です。加入申込書の告知
欄は必ずご確認のうえ、正確にご記入ください。
「告知
事項」の記載内容に誤りがある場合や「通知事項」に変
更が生じた際には必ずご通知ください。ご通知いただけ
なかった場合は、共済金のお支払いができないことやご
契約を解除させていただくことがあります。
※契約期間中に買い替え等により、ご契約車両（被共済
自動車）に入れ替えが生じた際には必ずご通知くださ
い。ご通知いただけなかった場合は、共済金のお支払
いができないことがあります。
● 加入申込書を審査した結果、適用等級や過去の事故歴
等によっては、全労済ではご契約をお引き受けできない
場合があります。

新しく組合員になられる方へ（出資金について）
全労済は消費生活協同組合法にもとづき、非営利で共済事業を営む生活協同
組合の連合会です。生活協同組合は、組合員の参加により運営されており、出資金
をお支払いいただければどなたでも都道府県生協の組合員となることができ、各種共
済に加入できます。新しく組合員となられる方には、
生活協同組合運営のために出資
（1,000円以上）
をお願いしています
（出資金は１口１００円で、最低１口以上の出資
が必要です）
。出資金は、加入される共済の掛金払込方法にかかわらず下記のとおり
お願いしています。
なお、
すべてのご契約を解約された場合、
または契約が失効となり、効力を失った
場合等で、
引き続き事業をご利用されない場合には、
速やかに最寄りの全労済へご連
絡をいただき、
組合員出資金返戻請求の手続きを行ってください。 また、
3年以上事
業を利用されず、
住所変更の手続きをいただいていない場合には、
脱退の予告があっ
たものとみなし、脱退の手続きをさせていただく場合がありますのでご注意ください。
掛金の払込方法：月払い・年払いの場合ともに 出資金1,000円
（1回のみ）

保障のことで迷ったら全労済にご相談ください。
「保障って難しくてよく分からない…」
「自分に必要な保障ってどんなものなの？」など、
保障に関する心配事がございましたら、お気軽に全労済にご相談ください。

webで

さまざまな共済の資料請求やお見積もり、各種書類のダウンロードなどができます。
組
組合員になれば、
組合員の皆さま専用の便利な「マイページサービス」や、
組
組合員特典ページもご利用いただけます。

携帯・
スマートフォン
はこちら

ホームページ

http://www.zenrosai.coop

窓口で

各種共済や各種手続きのご案内、保障のご相談など、お気軽にお問い合わせください。
各
ご来店やお電話のほか、訪問によるご相談もお受けしています
（地域によっては訪問できない場合があります）。

お近くの窓口は全労済ホームページでご確認いただけます。

各種資料のご請求や保障内容に関する疑問など、
皆さまからのさまざまなお問い合わせにお答えします。

お電話で 全労済お客様サービスセンター
フリーダイヤル

北海道本部

（北海道労働者共済生活協同組合）

栃木県本部

（栃木県労働者共済生活協同組合）

静岡県本部

（静岡県労働者共済生活協同組合）

奈良県本部

（奈良県労働者共済生活協同組合）

広島県本部

（広島県労働者共済生活協同組合）

長崎県本部

（長崎県労働者生活協同組合）

0120-00-6031

青森県本部

（青森県労働者共済生活協同組合）

群馬県本部

（群馬県労働者生活協同組合）

富山県本部

（富山県労働者共済生活協同組合）

京都府本部

（全京都勤労者共済生活協同組合）

山口県本部

（山口県共済生活協同組合）

熊本県本部

（熊本県労働者共済生活協同組合）

岩手県本部

（岩手県労働者共済生活協同組合）

埼玉県本部

（埼玉県労働者共済生活協同組合）

石川県本部

（石川県勤労者共済生活協同組合）

大阪府本部

（全大阪労働者共済生活協同組合）

徳島県本部

（徳島県共済生活協同組合）

大分県本部

（大分県労働者総合生活協同組合）

※マイカー共済事故受付センター

宮城県本部

（宮城労働者共済生活協同組合）

千葉県本部

（千葉県勤労者共済生活協同組合）

福井県本部

（福井県労働者共済生活協同組合）

和歌山県本部

（和歌山県労働者共済生活協同組合）

香川県本部

（香川県労働者共済生活協同組合）

宮崎県本部

（宮崎県共済生活協同組合）

秋田県本部

（秋田県労働者共済生活協同組合）

東京都本部

（東京労働者共済生活協同組合）

愛知県本部

（愛知県労働者共済生活協同組合）

兵庫県本部

（兵庫労働共済生活協同組合）

愛媛県本部

（愛媛県共済生活協同組合）

鹿児島県本部

（鹿児島県労働者共済生活協同組合）

平日 9:00 〜19:00

営業
土曜 9:00 〜17:00
時間 （日曜・祝日・年末年始は除く）

山形県本部

（山形県勤労者共済生活協同組合）

神奈川県本部

（神奈川県労働者共済生活協同組合）

岐阜県本部

（岐阜県労働者共済生活協同組合）

島根県本部

（島根県労働者共済生活協同組合）

高知県本部

（高知県労働者共済生活協同組合）

福島県本部

（福島県労働者共済生活協同組合）

長野県本部

（長野県労働者共済生活協同組合）

三重県本部

（三重県労働者共済生活協同組合）

鳥取県本部

（鳥取県共済生活協同組合）

福岡県本部

（福岡県労働者共済生活協同組合）

茨城県本部

（茨城県勤労者共済生活協同組合）

山梨県本部

（山梨県労働者共済生活協同組合）

滋賀県本部

（滋賀県勤労者共済生活協同組合）

岡山県本部

（岡山県労働者共済生活協同組合）

佐賀県本部

（佐賀県労働者共済生活協同組合）

新 潟 県 では、新 潟 県 総 合 生 協 が
全 労 済から業 務を受 託して実 施
しています。

沖縄県本部

（沖縄県共済生活協同組合）

0120-0889-24（休日・夜間を問わず、24時間・365日の事故受付）

※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

保障のことなら
全労済は、営利を目的としない保障の生協と
して共済事業を営み、
組合員の皆さまの安心と
ゆとりある暮らしをめざしています。出資金を
お支払いいただいて各都道府県生協の組合
各種共済をご利用いただけます。
全国労働者共済生活協同組合連合会 員になれば、

90c15A005（00.00.00.00.SP）

