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TEL （0120）025-315（自動車保険）
 （0120）025-375（総合保険）
 （0120）025-915（がん保険）
 （0120）221-220（医療 共済）

株式会社  郵愛
〒151-8502  
渋谷区千駄ヶ谷1-20-6
FAX （0120）779-783

がんを経験された方の
ためのがん保険が
2016年３月22日から
新登場

㈱郵愛　臨時休業のお知らせ

がんを経験された方の
ためのがん保険が
2016年３月22日から
新登場

　おかげさまで郵愛は35周年を迎えることができました。
　下記のキャンペーン期間中に、郵愛商品（がん保険・医療共済マイガード・自動車保険）に組合員ご本人
が新規契約をされた方から前期100名、後期100名合計200名様に抽選で豪華景品をプレゼントします!!

　おかげさまで郵愛は35周年を迎えることができました。
　下記のキャンペーン期間中に、郵愛商品（がん保険・医療共済マイガード・自動車保険）に組合員ご本人
が新規契約をされた方から前期100名、後期100名合計200名様に抽選で豪華景品をプレゼントします!!

事務所改装工事に伴いまして、2016年５月２日（月）は臨時休業 とさせていただきます。
5月6日（金）から、通常営業致します。なお、休業中の交通事故等の受付は下記までお願いいたします。

◎交通事故の受付　24時間対応

三井住友海上火災「事故受付センター」 ℡ 0120-258-365

◎三井住友海上カスタマーセンター（業務委託先） ９時～ 20時

自動車保険の契約内容変更　　契約変更デスク ℡ 0120-271-889

・詳しくは資料をご請求の上、

ご確認ください。

・お問い合わせは

　アフラックサービス課

　電話　0120-025-915

・詳しくは資料をご請求の上、

ご確認ください。

・お問い合わせは

　アフラックサービス課

　電話　0120-025-915

詳細はキャンペーンチラシ等をご確認ください。

★キャンペーン期間　2015年9月1日～ 2016年8月末日

★豪華景品はポータブルBlu-ray DVDプレイヤー、高級ハンディークリーナー、高級
炊飯器など！

★キャンペーン期間　2015年9月1日～ 2016年8月末日

★豪華景品はポータブルBlu-ray DVDプレイヤー、高級ハンディークリーナー、高級
炊飯器など！

　前期：2015年9月1日～2016年2月末日：抽選賞品の発送は2016年4月下旬予定
　後期：2016年3月1日～2016年8月末日：抽選賞品の発送は2016年10月下旬予定
　※ただしやむを得ない事情により賞品の発送が若干遅れる場合があります。

当選者は賞品の発送をもってかえさせて頂きます。

郵愛35周年
記念キャンペーン
郵愛35周年

記念キャンペーン



男子小学生（11 歳）が歩行中の女性（62 歳）と正
面衝突。頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻ら
ない状態となった。（神戸地方裁判所、平成 25
（2013）年 7 月 4 日判決）
男子高校生が車道を斜めに横断し、男性会社員
（24 歳）と衝突。男性会社員に重大な障害が残っ
た。（東京地方裁判所、平成 20（2008）年 6 月 5
日判決）

男性が下り坂をスピードを落とさず走行し交差
点に進入、横断歩道を横断中の女性（38 歳）と衝
突。女性は脳挫傷等で 3 日後に死亡した。 （東京
地方裁判所、平成 15（2003）年 9 月 30 日判決）

9,521万円

9,266万円

6,779万円

事故の概要賠償額

自転車事故の発生状況

自転車を取り巻く事故のリスク

自転車事故で問われる責任

自転車での加害事故例

～自転車事故を起こすとどのような
　事態が発生するのでしょう？～

自転車事故の
実態と備え
自転車事故の
実態と備え

　自転車は、その気軽さや便利さの裏にさまざまな危険
が潜んでいます。平成26年には自転車乗用中の交通事故
が109,269件発生で交通事故件数に占める割合は
19.0％と平成22年以降減少傾向にあるものの、未だに2
割程度で推移しています。また、死傷者数は108,538人と
交通事故全体の死傷者数に占める割合は15.2％であり、
歩行中の死傷者に比べ2倍と高い数値を示しています。

　もし、加害者になった場合は賠償額が数千万円と高額
となることもあります。この賠償責任は未成年といえども
責任を免れることはできません。

（日本損害保険協会調べ）

（警察庁データより作成）

　自転車は、自分がケガをするだけでなく、歩行者にケガ
をさせたり、財物を壊したりするケースがあります。

　道路交通法上、自転車は車両の一種（軽車両）です。法
律違反をして事故を起こすと、自転車利用者は刑事上の
責任が問われます。また、相手にケガを負わせた場合、民
事上の損害賠償賠償責任も発生します。
刑事上の責任：相手を死傷させた場合、「重過失致死

傷罪」となります。
民事上の責任：被害者に対する損害賠償の責任を負

います。
※交通事故を起こした場合には、上記2つの責任のほ
か、被害者を見舞い、誠実に謝罪するという「道義的な
責任」を果たすことが重要です。

自分が
ケガをする

こんな危険な走行をしていませんか？！

他人に
ケガをさせる

財物を壊す
（損害を与える）

自転車乗用中の交通事故件数およびその構成率の推移
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自転車乗用中の年齢層別交通事故死傷者数の割合
（平成26年）

25～29歳 6.3%

死傷者数
１0万
8,538人

15歳以下 17.1％

16～19歳 14.4％

20～24歳 7.7％

30～39歳 11.1%

40～49歳 11.4%

50～59歳 8.4%

60～64歳 4.9%

65歳以上 18.8%

携帯電話やへッドホンな
どを使用しながら走行

●走行中の携帯電話やヘッドホンなどは非常に危
険であり、使用は禁止されています。

＊周囲に対する注意
が欠けて、歩行者
や他の車両を見落と
してしまいます。

お酒を飲んで自転車を
運転する

●飲酒運転は悪質・危険な違反行為です。「飲ん
だら乗るな」を自転車の場合も徹底しましょう。

＊自転車の場合も、飲
酒運転は禁止されて
おり、酒酔い運転を
すると「5 年以下の
懲役又は 100 万円以
下の罰金」の処分を
受けます。
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年間１，４００円で１億円の補償！！年間１，４００円で１億円の補償！！

● 日常生活中の不注意が原因となる事故 ● 住居の不備が原因となる事故

こんなときにお役に立ちます！

団体割引

適用！！

30％30％

資料請求は0120－025－375（お問い合わせ時間：9時～18時　休業日：土曜・日曜・祝日）

 引受保険会社　　三井住友海上火災保険株式会社

　「知ってますか」前葉頭の老化は早い人で40代から始まり、
60代、70代になると確実にその機能は衰えてきます。そこで
起こってくるのが「怒りっぽくなる」「頑固になる」「偏見やわ
がままを隠せなくなる」「意欲の低下」などです。脳の中でも
衰えやすいのは思考や感覚をつかさどる前葉頭と側葉頭で、
そこが衰えると人格の変化が起こることがあります。最近は、
男性の更年期障害が注目されるようになってきました。精神
的な症状としては、仕事のやる気が出ない、集中力がない、
毎日が楽しくない、イライラするなどがあり、体の症状では、
疲労感、不眠、筋肉痛、肩こり、頻尿、汗をかきやすい、手
足の冷えなどがあります。心と体の変化に気づいたら、老化
の兆しを見直すチャンスと受け止めることが大切です。

脳と体に良いことをしていますか
楽しさを求めて「やる気」を引き出す！
脳と体に良いことをしていますか

楽しさを求めて「やる気」を引き出す！
　「今日は何をしようか」そう考えるだけでも、脳はそのエン
ジンを温め始めます。仕事の計画、旅行の計画など、次に
何をするかを考え行動に移すことが重要です。まだ40代で若
いから大丈夫と考えずに早いほど効果があります。

長生きをした人には共通点があります
病気も克服し健康な体に！

長生きをした人には共通点があります
病気も克服し健康な体に！

　①長年の趣味がある②適度な運動③食べ物にこだわる④
前向きな性格⑤感謝の気持ちをわすれない⑥記憶力があるな
どです。これらは全て脳のストレスを取り除き、活性化させる
ことばかりです。長生きのスイッチと脳の活性化がお互いに
影響しています。

食事を見直し、過剰な栄養の摂取を抑える
加齢のためエネルギーが不必要になる！
食事を見直し、過剰な栄養の摂取を抑える
加齢のためエネルギーが不必要になる！
　「生活習慣病は自業自得病」とも言われ始めています。体
に必要ない脂質、糖質、たんぱく質、塩分などを摂取しつづ
けた結果が主因となっています。食べ過ぎが原因で高血圧、
糖尿病、高脂血症などの生活習慣病や日本人の死因60％を
占めるがん、心筋梗塞、脳血管疾患のリスクを高めます。「長
生き遺伝子」のスイッチが入る条件は、カロリーを取らない
空腹時です。
　百寿への道は「長寿の知恵を会得」することから始まりま
す。100歳以上はもう6万人を突破し、益々増えていくことで
しょう。「怒りっぽくなる」「頑固になる」「偏見やわがままを隠
せなくなる」。これらの症状に気づいたら、一呼吸おいて心を
安らかにすることが大切です。その結果、家庭も職場も穏や
かになります。最も穏やかになるのは「あなた」です。45歳
からチャレンジすることで幸せな人生が近づいてきます。

克服する新たな課題、
45歳からの

男の更年期障害、
あなたは大丈夫？

60歳は人生の通過点、
100歳以上は6万人越え！

ＪＰ労組団体個人賠償責任保険　募集中！！ＪＰ労組団体個人賠償責任保険　募集中！！

示談交渉サービス付（国内のみ）

このプランは、日常のちょっとした不注意で他人にケガをさせたり、他人のモノをこわしてしまったりして、
被害者からの賠償請求を受けたとき、あなたをお守りする補償制度です。

買い物中、通りかかった棚にあっ
た高額商品に肘が当たり、商品を
床に落として壊してしまった。

キャッチボール中、球がそれて、
隣家の窓ガラスを割ってしまった。

水漏れで階下に損害を与えてし
まった。

自転車で走行中、不注意で前を
歩いていた通行人にぶつかり、
ケガをさせてしまった。

《ご注意》詳細は商品パンフレットをご覧ください。
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20 16年郵愛「こどもの日」プレゼント2016年郵愛「こどもの日」プレゼント

多数のご応募
お待ちしてます

　もうすぐゴールデンウィークですね。５月５日の端午の節句にちなみ、毎年恒例の「こどもの日」プレゼントキャンペー
ンを実施します。今年もたくさんのステキな商品を揃えました。みなさまからのたくさんのご応募をお待ちしております。
　もうすぐゴールデンウィークですね。５月５日の端午の節句にちなみ、毎年恒例の「こどもの日」プレゼントキャンペー
ンを実施します。今年もたくさんのステキな商品を揃えました。みなさまからのたくさんのご応募をお待ちしております。

■ 応募方法 ご希望の方はハガキに以下をご記入のうえご応募ください。
　　①組合員氏名（フリガナ）　②郵便番号　③住所　④性別　⑤年齢　⑥会社名
　　⑦ご希望の商品名　⑧「郵愛だより」の感想、記事のリクエスト等がございましたらお願いいたします。
■ 応 募 先 〒151－8502　東京都渋谷区千駄ヶ谷 1－20－6
 　　　　　　   株式会社 郵愛　郵愛だより「こどもの日プレゼント」係
■ 応募締切 2016 年 4月18日（月）当日必着
■ 発　　表 A、B賞に当選の方のみ発表します。
  （その他の商品は発送をもってかえさせていただきます）
■ お申し込みはお一人様１通までとさせていただきます。
また、お申込みいただきましたみなさまの個人情報は郵愛商品の利用
勧奨にのみ活用させていただきます。

A賞 Newニンテンドー 3DS 2 名様 （色は指定できません）
B 賞 妖怪ウォッチクオーツ目覚まし時計 3 名様
C賞 黒ひげ危機一発 5 名様

■ 近々おクルマをお求めのご予定はございませんか？

■ ディーラーのご紹介
ご希望にそった優良なディーラーをご紹介します。また、ご満足いただける条件で商談が成立するようアドバ
イス・サポートを実施します！　商談が折り合わない場合には、お断りいただいて結構です。
（注）既にディーラーにご連絡されている場合には、本サービスの対象とはならないこともありますので、お含み置きください。

2016年4月1日から
オートローンの金利が下がりました

2016年4月1日から
オートローンの金利が下がりました

（注 1） 融資利率：固定金利。保証料を含み、事務取扱手数料等諸費用を除き
ます。

（注 2） 適用期間：平成 28 年 4 月 1 日～平成 28 年 9 月 25 日融資実行分
まで。

（注 3） 詳細は㈱郵愛からお送りする「三井住友海上職域ローンご利用のしお
り」をご覧ください。

（注 4） 審査の結果によっては、お申し込みのご希望にそえない場合がありま
すので、予めご了承願います。

※スペシャルオートローン…指定ディーラーからの購入、かつファーストアクセス
（ご紹介の前に、ディーラーとの接触が全くない）であることが条件です。
※当社指定ディーラーからのご購入でない場合や、当社指定ディーラーで購入した
がファーストアクセスでなかった場合にも、お得な一般オートローン制度（金利
1.75％）をご利用いただけます。

対象者
ＪＰ労組組合員
（ご勤続1年以上の正規社員に限ります。）

2015.10.1～

1.70％

1.90％

スペシャルオートローン

一般オートローン

2016.4.1～

1.55％
1.75％

前年度税込年収 200 万円以上
20歳～完済時60歳以下

30万円～300万円（1万円単位）融資金額

年齢

6ヶ月以上5年以内（6ヶ月単位）融資期間
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