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協力団体を訪問 ＪＡＭ日本機械工業労働組合

のが特徴で、それを可能にしているのは、
職場委員の力が大きいそうです。
「職場委員が14人いて、慶弔関係も含
め、自分の職場の組合員の状況をよく把
握しているのです」（大谷さん）。
「職場委員からの情報提供をもとに、
個々の組合員の状況に合わせた声掛
けができます。ユニオンショップで社員
イコール組合員ということも大きいです
ね」（福島さん）。
　そして、10月のクローバー共済（火災
共済・自然災害共済、交通災害共済）
の更新に合わせ、毎年９月には全労済
の担当者とともに相談窓口を２日間開設
します。このときに保障の見直しも含め、
組合員の様 な々相談を受け付けるそう
です。
　窓口を開設するときは、事前にビラや

Ｂも含め、毎年２００人前後が参加する
大イベント。食べ物や飲み物だけでなく、
射的や輪投げなどゲームもあって大いに
盛り上がりますよ」と大谷さんは笑顔で
語ります。
　教育宣伝部では組合機関紙「あゆ
み」を年に12回以上発行し、組合員へ
の情報提供を行っています。春闘と秋
闘のときには号外として朝ビラを作って配
るので、年間にするとかなりの回数を発
行しているそうです。

　
　組合は共済活動にも熱心に取り組ん
でいます。
　執行部が個 の々組合員の状況を把握
し、顔の見える共済運動を展開している

　今年90周年を迎えた日本機械工業
㈱は世界初の最先端技術を次々開発
している消防自動車メーカー。組合に
は管理職を除く全社員１３２人が加入し
ています。
　組合には文化体育部、安全部、厚
生部、教育宣伝部があり、それぞれが
活発に活動しています。文化体育部は
組合員とその家族のためのイベントを企
画。５月にマス釣り＆バーベキュー大会、
７月に納涼祭、１０月にボウリング大会を開
催し、家族も含めた親睦や交流を深め
ています。
「組合事務所前を中心に工場内で開催
する納涼祭は、組合員の子どもたちやＯ

顔の見える
共済運動を展開
　家族ぐるみのイベントを年に３回も開催するなど、

アットホームな関係を大事にしているＪＡＭ日本機械工

業労働組合。毎年９月には保障の相談窓口を設け、見

直しを含めた共済運動を展開しています。今後は個

人賠償責任についての保障の取り組みを検討されると

か。執行委員長の大谷昇さん、副執行委員長の那須

巌隆さん、書記の福島幸子さんにお話を伺いました。

窓口を設置し、
個人の保障相談に対応

各部が活発に活動して
います

消防車を作っている
会社の組合です！

大谷 昇さん

ＪＡＭ日本機械工業
労働組合 執行委員長

一人一人の組合員に
丁寧な対応を心がけて
います

那須 巌隆さん

ＪＡＭ日本機械工業
労働組合 副執行委員長

昨年、共済活動の新たな
戦力に加わりました

福島 幸子さん

ＪＡＭ日本機械工業
労働組合 書記

窓口担当として奮闘され
ています
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　９月に加え、４月には上部団体である
ＪＡＭの共済キャンペーンがあるので、
保障のことを考える機会が年に２回あり
ます。
「さらに正月には全社員に機関紙と一緒
に保障のパンフレットを自宅へ郵送しま
す。時間があるときに自宅でゆっくり保
障について考えてもらおうというのが趣
旨です」（那須さん）。
　組合事務所が食堂の横なので立ち
寄りやすく、しかも時間内に相談できる点
も組合員にとっては利便性があります。
「全労済の担当者は連絡すればすぐに
駆けつけてくれるので、さまざまな保障
のことを相談できて心強いです。全労
済は労働者・働く人のための団体なの
で、組合としてもつながりを大切にして
います」と福島さん。
　今後、組合員サービスをさらにレベル
アップするため、全労済が開催する「生
活保障プランナー講座」を受講するなど
保障の仕組みについての知識を積極的
に吸収していこうという姿勢で、執行部
全体が取り組んでいます。

ポスターで周知しますが、それ以外に、
組合員に足を運んでもらうために工夫し
ていることがあります。
「事務手続き上、契約内容に変更がな
ければ、継続申込書の提出がなくても
自動継続として継続可能ですが、私た
ちの組合では、組合員に継続申込書
を配付し、変更があってもなくても印鑑
を押して戻してもらいます。窓口に来て
もらえれば、話ができますから」と大谷さ
んが明かしてくれました。
　福島さんは「『もう少し口数を増やしま
せんか』『自然災害保障はどうですか』な
どと声を掛けます。慶弔共済も取り組ん
でいるので、結婚されたとか、お子さん
が生まれたとか、個々の組合員の状況
が分かります。一人一人の顔が分かる
ので声を掛けやすいですね」。相談窓
口を開設するからには、この機会に全
労済の様々な共済を知ってもらおうと、
パンフレットをセットにして配ることもして
いるそうです。

　賠償意識の高まりに合わせ、こくみん
共済に個人賠償責任保障が新登場し
ました。他人をけがさせたり物を壊したり
して損害賠償責任を負った場合、最高
１億円まで共済金が支払われるという保
障です。
「去年の震災以降、通勤手段を車から
自転車に変えたという人もいて、比較的
遠方からでも自転車通勤をする方が増
えました。自転車に乗っていて、歩行者
にぶつけてけがをさせるという事故も結
構起きていると聞くので、気にしている
人もいるようです」と那須さん。福島さんも
「個人賠償責任の制度ができたのは嬉
しいですね」と言います。
　組合員が実際に損害賠償責任を
負ってしまったというような事例はまだない
そうですが、「誰にでも起こり得るリスクと
言えるので、今後は、こうした賠償責任
保障についても勉強し、誰にでもリスク
があることを組合員に知ってもらえるよう、
秋の取り組みを検討していきたい」と大
谷さんは話していました。

賠償責任保障への
取り組みも検討

大谷 昇さん

組合員サービスの
レベルアップを

組合事務所前で毎年９月に開
催する、全労済保障相談窓口。
全労済職員が熱心に相談に乗り
ます。

子どもたちも楽しみにしている
マス釣り＆バーベキュー大会。
全労済や労金の職員も参加して
大いに盛り上がりました。

教宣部が毎月発行している組合
機関紙『あゆみ』。
春闘・秋闘の情報やイベントのお
知らせが掲載されています。
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特　集 Special Section

他人に迷惑をかけたときの
リスクを考えたい！
ちょっとした不注意で他人にけがをさせてしまった！
他人の物を壊してしまった！という経験はありますか？
子どもはもちろん誰もが日常的に起こし得るトラブルですが、
最近はしっかり弁償してほしい、かかった分は支払ってほしいと相手の被
害者の方に言われることが増えているようです。
賠償が高額になることもあり、保障で備えるべきリスクとも言えます。
個人賠償責任保障について労働組合ができることを考えていきましょう。

子どもが遊んでいて投げたボールが
友達の歯にあたり、けがをさせた。

個人が賠償責任を問われるリスクって？

個人賠償責任保障って何？
日本国内で発生した偶然の事故によ
り、 他人にけがをさせたり、 他人が
持っているものを壊してしまったりし
て、 法律上の損害賠償責任を負ったと
きに被害者に支払うべき損害賠償金等
を保障するものです。

●信号無視で交差点に入った自転車が、
　横断中の女性と衝突し死亡させた件で
　賠償命令・・・５,４３８万円
●列車の網棚のスーツケースが落下して
　歯科医にけがをさせてしまった。注意義務

を怠ったとして賠償命令　
　・・・３,２３０万円（１,４４０万円で和解）
● 空き地で放し飼いにしていた犬が幼児を

噛み、重傷を負わせて賠償命令　
  ・・・１,１１９万円

全労済で最近お支払いしたケース
● 友人宅にて草刈り機で草刈りの手伝いをしていたとこ

ろ、石が跳ねて駐車車両のリアガラスに当たり破損
　・・・144,800円
● 友人宅を訪問し、飲み物をこぼしてしまいパソコンを

破損・・・130,000円
●飼い犬が他人のサンダルを
　噛んでしまい破損・・・4,480円

高額な損害賠償責任の例（判例） 備
え
て
い
な
い
と
、　

　
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
が

狂
っ
て
し
ま
う

　
　
金
額
ね
！

今 ど き の リ ス ク ● 賠 償 責 任 を 問 わ れ た と き の 備 え

実際にこんなケースがありました

※こくみん共済傷害安心タイプ 2012年5〜7月のお支払いより
　（給付事例の一部抜粋であり、同様な事例でも給付対象となるとは限りません。）

※子どもの過失は親権者が賠償責任を問われ
ることになります。

自転車に乗っていたところ
ハンドル操作を誤り、
通行人にぶつかった。
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全

労働組合での取り組み
●機関誌への個人賠償責任のリスクをテーマにした記事
　の掲載
● 組合員への 声かけ など

まずはこんな組合員から声をかけよう
●自転車を愛用している方　●お子さんのいらっしゃる方 
● 犬を飼っている方 など

子どもがふざけて投げた石が
駐車中の自動車に当たり、傷をつけた。

買い物中に商品を
壊してしまった。

車の交通事故住宅の事故

マイカー共済で備える
火災共済借家人賠償責任特約
で備える

個人賠償責任保障や共済では
対象になりません

友人から借りていたデジカメ
を落して壊してしまった。

これらのリスクを個人賠償責任保障でカバーしよう！

▶詳しくは7ページをご覧ください。

記
事
作
り
や

　
　
相
談
会
な
ど

　
全
労
済
に

　
　
ド
ン
ド
ン
手
伝
っ
て

　
も
ら
い
ま
し
ょ
う
! 　

※ここに記載されている内容は共済商品の概要を説明したものです。ご契
約の際は、パンフレットおよび「ご契約のてびき」を必ずご覧ください。

組合員やその家族のトラブルを深刻化させないため
に、他人に迷惑をかけてしまった場合のリスクの大き
さや備えの重要性をぜひ組合員の皆さまへ知らせてく
ださい。

賃借人

大 家

全労済が
お手伝い

入院・通院は部位・症状別

けがによる死亡・重度障がい

賠償意識の
高まりに応えて

第三者への損害賠償は 最高1億円
最高18万円

最高500万円

家族であんしん！
一契約で生計を一にする親族も保障されます。

から新登場！

月々の掛金1,200円で

全労 済
が
お

手伝
い

全労済で
個人賠償に
備えるなら、
コレ！

全労済がお手伝いぜひ労働組合で取り組んでください！

　
普
段
か
ら

こ
う
い
う
こ
と
に

　
気
を
つ
け
れ
ば

　
　
　
い
い
の
ね
。

　
賠
償
責
任
を

問
わ
れ
る
ケ
ー
ス
っ
て

　
他
に
も
あ
る
け
れ
ど
、

　
ど
う
備
え
れ
ば

　
　
い
い
の
か
な
。

※子どもの過失は親権者が賠償責任を問われること
になります。

※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も
　個人賠償に備える共済商品です。
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A1「個人賠償責任保障」が対象とする事故とは、被共
済者側の管理や行動（行為）に不手際があり発生した事
故であり、「住宅の所有、使用または管理に起因する事
故」と「被共済者の日常生活に起因する事故」を保障対象
としています。故意による事故は保障の対象とはなり
ません。※「住宅」とは主たる被共済者の居住する住宅をいいます。

どんな事故が
対象となりますか？Q1

Q2

Q3

Q4

A3 いいえ、個人賠償責任共済の被共済者は1人とは
限りません。主たる被共済者を起点として、被共済者
の範囲が決まるため、契約で複数の方が保障対象とな
る場合があります。

家族全員分、
加入しないといけないの？

事故状況についてお聞きします。
どなたが？ いつ？ 誰と？ 何をしていて？ どなたへの？ どんな損害？ 
などその時点で分かっている範囲でお答えください。
状況に応じて、必要なお手続きをお知らせします。

こんなときはどうなるの？
全労済の個人賠償責任保障　 　　　 　　Q&A

・事故の当事者であるという自覚をもって、誠意を持って相手の方に接
することが大切です。

・保障給付の手続きへのご協力をお願いし、賠償をする姿勢を示します。
注）この場で金額などの交渉はしないこと。

全労済が相手の被害者と
示談交渉をしてくれるのですか？

A4 はい、示談交渉サービスを行っております。
ただ、示談交渉を行うにあたって、いくつかの条件があ
ります。示談交渉サービスがご提供できない場合でも、
アドバイスなどを含めた協力・援助を行いますが、示談
交渉は被共済者が主体となって進めていただきます。

●示談交渉サービスが利用できる主な条件
①共済の対象となる賠償事故により、相手方から賠償請求

を受けていること。
②全労済が判断する示談条件（過失責任、損害賠償金等）で示

談交渉を行うことについて、被共済者が同意していること。
③全労済が被共済者に代わり示談交渉を行うことについ

て、相手方が同意していること。
④法律上の損害賠償責任額が共済金額（契約上限額）を超過

しない事故であること。

まず真っ先にお詫びへ 全労済へ連絡

　主たる被共済者
　主たる被共済者の配偶者
　主たる被共済者または配偶者

と生計を一にする同居の親族
　主たる被共済者または配偶者

と生計を一にする
　 別居の未婚の子

●被共済者の範囲

A2 対人・対物など事故の形態によって支払われるもの
は異なりますが、主な共済金の例は以下の通りです。

具体的にどのような共済金が
支払われますか？

・対人事故
 けがの場合…治療関係費、休業補償費、慰謝料など
 死亡の場合…葬儀費、慰謝料、逸失利益、治療費など
・対物事故
 部分的な損害の場合…修理費
 全損の場合…時価額　（購入額から使用による減価控除
　をした額）
　※修理費が時価額を上回る場合も時価額となります。　

●損害賠償共済金

●賠償費用共済金
　訴訟・調停に関わる費用や弁護士費用、示談のために
　必要な交通費など　　

１ 2

2 3
3

3

3

3 4

4
別居

同居
１

※児童（通常12歳前後まで）や心神
喪失者の方は含みません。

主たる
被共済者

個人賠償責任保障の 円満な解決への流れ
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審査結果のご連絡とお支払い

A5 以下の図をご覧ください（保障範囲のイメージで
す）。
自動車や自転車による賠償なのか、住まいに関するこ
となのかなどによって、該当する制度は異なりますの
で、各制度の特長を理解し、さまざまな賠償責任に備
えることが大切です。

自動車
修理

見積書

請求されているのは、修理代金？ レンタカー？ 治療費？ 慰謝料？
注）相手の方の話を聞くことは大切ですが、相手の言いなりになるの
ではなく、無理な要求に対しては毅然とした態度で拒否し、主張すべ
きことは主張します。

必要書類が到着後、審査のうえ
お支払いいたします。

全労済には賠償にかかわる
共済制度がいくつかあるようですが、
それぞれの保障範囲が分かりません。

サンプル

全労済から郵送された書類に従って、
修理見積書などを取り寄せ、必要書類
を作成します。

相手の被害者の方との話し合い 必要書類の取り寄せと作成

A6 はい、以下が主な「対象にならない場合」です。
●職務遂行に起因する賠償責任には支払われません。
　職務に使用される動産・不動産の所有、使用または管

理に起因する賠償責任も保障されません。
例）倉庫内で商品を積み上げ中、荷くずれをおこし、

同僚を負傷させてしまった。
●同居や生計を一にする親族に対する賠償責任には支払

われません。
　家族のものを壊してしまい、家族から賠償を請求され

ても対象にはなりません。
●他人から預かったり、借りたりした物に対する賠償責

任には支払われません。
　その物の本来の所有者に対して負担する損害賠償は保

障されません。
例）友人にデジタルカメラを借りたが、誤って落とし、

壊してしまった。
●故意による賠償責任には支払われません。
●原付バイクを含め、自動車の所有や使用、管理に起因

する賠償責任には支払われません。
●その他、使用人（家事使用人は除く）が業務従事中に
　被った身体の障がいに起因するもの、約定（個別契約）

により加重されたもの、心身喪失に起因するものなど
もお支払いの対象となりません。　

対象とならない場合を教えてください。

個人に関するトータルの賠償
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国際協同組合年のロゴの7人の像は、性別を特定せ
ず、協同組合モデルの中心である人 （々People）と
協同組合の7つの原則を象徴しています。また、立
方体は、協同組合の事業がめざすさまざまなゴー
ル・志・成果を意味しています。

「協同組合がよりよい社会を築きます」
“Co-operative enterpr ises build a better  world”

協同組合についての社会的認知度を高める

協同組合の設立や発展を促進する

協同組合の設立や発展につながる政策を定めるよう
政府や関係機関に働きかける

協同組合の貢献・協同組合の世界的ネットワーク・コミュニティ
構築や平和への取り組みなどについて知ってもらう

1

2
3

 国際協同組合年スローガン 国際協同組合年3つの目的

国際協同組合年シンボルマーク

ささえる・つながる・たすけあうぜんろうさい

エールフェスタ
10/20 土 日

全労済ホール／スペースゼロ 渋谷区代々木 2－12－10

震災復興ライブ＆トークほか イベントいっぱい！

10/20（土）：シェアリングコンサート
　　　　　　　　　　（庄野真代･原田真二 ほか）　

10/21（日）：中村雅俊

Yell Fiesta

2012
11：00～16：0013：00～18：00 21

主催：全労済東京都本部　協力：日本赤十字社、東京消防庁渋谷消防署、東京労福協、東京都生活協同組合連合会、生
活協同組合パルシステム東京、中央労働金庫東京都本部、全建総連東京都連合会、防災科学技術研究所（予定）、荒波
牡蠣復活委員会、南新宿町会・南新宿商店会

※詳細内容については、決まり次第全労済東京都本部ホームページ等でお知らせします。

中村雅俊 庄野真代 原田真二

2012年は です！

内閣府の防災知識モデル普及事業として、社会全体の防災力
向上や国民の防災意識を高めるイベントです｡子どもからお
年寄りまであらゆる世代へ｢楽しくわかりやすく｣をモットー
にしています。

2012.8.27～28

ぼうさいカフェin新宿西口

楽しみながら親子で学ぼうという社会科の先生が同行し解説
する特別社会科見学ツアーです。
防災のことや科学、政治のことを１日かけてバスで周遊しな
がら学びました。
参加者の皆さまから好評をいただくことができました。

好奇心こそが学ぶのスタート！「遊び」と「学び」
が一緒になった体験ツアーで、シミュレーター
での地震の揺れ体験、煙のなかの避難訓練や参
加型の科学実験ショーを行いました。

夏休み親子社会見学イベント

「小学生の社会見学 
学ぶ×遊ぶ 体験学習ツアー」

2012.8.12
低学年向け（1年生～3年生）

政治・経済の中心「東京」をどれだけ知っている
か？をテーマに、国会議事堂や日銀の貨幣博物
館を見学しました。
あわせて、防災体験学習を行い、災害時のとる
べき行動も学びました。

2012.8.18
高学年向け（4年生～6年生）

記念イベントいろいろ

◀梁の大切さを実感できる
　ワークショップ
ストローや紙で模型をつ
くって揺らしてみます。
揺らすと、梁のあるなし
で差が歴然！

▲東日本大震災の写真展示

▲クラウンショー
　お客さまも舞台に上がってもらい、
　一緒に盛り上がりました！

一部の共済掛金について、生命保険料控除対象外となりました

（注）

全労済東京都本部からのお知らせ 全労済東京都本部からのお知らせ

イベント内容・当日の混雑状況によっては、
入場を制限・整理させていただく場合があります。

販売・飲食等のブースでの収益は、
基本的に日本赤十字社の活動等に対する支援に活用させていただきます。

参加自由

参加無料

全労済東京都本
部実施の

介護医療保険料
控除の新設新設

旧制度の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控
除」に加え、介護・医療保障にかかる共済掛金に対して
「介護医療保険料控除」が新設されました。

ポイント

1

各保険料控除の
適用限度額の変更

「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の
適用限度額が、所得税4万円、住民税2.8万円に変更
され、新設される「介護医療保険料控除」も同額の限
度額が適用されます。

変更ポイント

2 変更 適用控除の
区分の変更

基本契約と特約の共済掛金について、それぞれの保
障内容により適用する保険料控除を判定します。
※旧制度では全額が生命保険料控除の対象となっている場
合でも、新制度では一部の共済掛金について、生命保険料
控除の対象とならない場合があります。

ポイント

4

変更 合計適用限度額の
変更

「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介
護医療保険料控除」の合計適用限度額が、所得税12
万円に拡充されました。
※住民税は７万円のまま変更ありません。

ポイント

3

生命保険料控除制度
　このたび平成22年度税制改正に伴い、平成24年1月1日以後に締結した新規契約または更新契約よ
り、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の適用限度額が変更となり、また「介護医療保険
料控除」が新設されました。これにより、各控除の合計適用限度額も変更されました。
　なお、平成24年1月1日以後に締結された新規契約または更新契約は「新制度」、平成23年12月31日
以前に締結された新規契約または更新契約は「旧制度」（従前の生命保険料控除制度）が適用され、
2つの制度が並存します。

　国連は2009年12月の総会で、2012年を国際協同組合年（略称：IYC）とすることを宣言しました。

これは、協同組合がもたらす社会経済的発展への貢献が国際的に認められた証で、この背景には2008年

以降、金融・経済危機に対して協同組合が持続性を示したことについての積極的な評価があります。

内閣府が防災知識モデル普及事業として、
社会全体の防災力向上や国民の防災意識
を高めるイベントです｡子どもからお年寄
りまであらゆる世代へ｢楽しくわかりやす
く｣をモットーにしています。

新たな
イベントをスタートさせます！

制度改正 のポイント

遺族保障

平成23年12月31日以前に発効した新規・更新契約

一般生命保険料控除 
〈適用限度額〉 所得税：5万円　住民税：3.5万円

個人年金保険料控除 
〈適用限度額〉 所得税：5万円　住民税：3.5万円

老後保障

介護保障 医療保障 など

所得税：10万円　住民税：7万円合計適用限度額

旧制度
平成24年1月1日以後に発効する新規・更新契約

一般生命保険料控除
〈適用限度額〉 所得税：4万円　住民税：2.8万円

遺族保障

個人年金保険料控除
〈適用限度額〉 所得税：4万円　住民税：2.8万円

生命保険料控除対象外

老後保障

介護医療保険料控除
〈適用限度額〉 所得税：4万円　住民税：2.8万円

介護保障 医療保障

合計適用限度額 所得税：12万円　住民税：7万円

新 制 度

（注）発効日または更新日が平成24年1月1日である共済契約については、初回の共済掛金
は平成23年中の払い込みとなりますので、旧制度が適用され、2回目以降の共済掛金
は新制度の適用となります。

税制改正に関する詳しいお問い合わせは、最寄りの税務署までご連絡ください。

エールフェスタとは、２０１２年国際協同組合年をきっかけにスタートする、全労
済組合員対象のイベントです。
組合員の皆さまや東日本大震災の被災地へ“エール（声援）を贈りたい”という気
持ちを込め、ライブ＆トークやたくさんのお楽しみイベントを予定しています。

が改正されました
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持ちを込め、ライブ＆トークやたくさんのお楽しみイベントを予定しています。

が改正されました
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退職後は、お住まいの近くの
全労済へどうぞ

あなたの街の「あんしん」の窓口です！

都内には全部で１6店舗の共済ショップがあります。

店長が語る！

●錦糸町店 ●北千住店 ●青戸店 ●西葛西店 ●新橋店 ●新宿店 ●新宿南口店 ●蒲田店
●三軒茶屋店 ●池袋店 ●吉祥寺店 ●田無店 ●立川店 ●府中店 ●八王子店 ●町田店

東京都内に16店舗

今回は、共済ショップ新橋店を紹介します。

サラリーマンの街としてお馴染みの新橋。現在は再開発された汐留エリアを中心に高層ビルが立ち並び、
買い物にも観光にも便利なスポットです。この街にある全労済の共済ショップを訪ねました。

スタッフ一同、お待ちしております

待ち合わせの
目印になっている
新橋駅日比谷口のSL

このビル

　JR･東京メトロ新橋駅から徒歩2分、都営三
田線内幸町駅から徒歩2分のところにありま
す。交通機関は東海道線、京浜東北線、山手線、
横須賀線、銀座線、浅草線、三田線、そして
ゆりかもめをご利用いただけます。近くには愛
宕神社、東京タワー、浜離宮恩賜庭園、日比
谷公園などがあります。お出かけになった際に
は、ぜひ共済ショップ新橋店にもお立ち寄りくだ
さい。

電車で便利な場所です

　２０１２年５月２８日、新橋に新規オープンしま
した。都市型の共済ショップとして、全労済や
共済ショップの認知度をより高めるための広告
塔の役割も担っています。ぜひ、新橋店をご
愛顧ください。

今年5月にオープン！

　保障を検討中の方、見直し中のご親戚・ご友
人などがいらっしゃいましたら新橋店をご案内い
ただければ幸いです。もちろんご相談だけでも
承っています。スタッフ一同ご来店をお待ちし
ております。

メッセージ

退職時の各種手続きについては、所属の団体もしくは全労済の支所までお問い合わせください。ご注意ください

ビル入り口の１階。ここを入ります

店内は相談しやすい落ち着いた雰囲気です

駅前の交差点を
出ると当店の入
っているビルが
見えます

全労済東京都本部ホームページ
http://www.zenrosai.coop/tokyo


