
パーカーグループの保険ショップ

雄元は、身近な「保険の無料相談窓口」です！

株式会社 雄元 保険部

保険に を感じたら・・・ まずはお気軽にご連絡ください！
ﾊﾃﾅ

hoken@yuugen.co.jp

https://yuugen-hoken.com

【営業時間：平日8：30～17：15】

TEL 03-3278-4593

MAIL

WEB

賃貸物件の「火災保険」は、そのまま不動産店で入っているけれど・・・いいの？

不要な補償がセットされていることもございます。実は、必要な補償は限られています。
雄元では、本当に必要な補償を、わかりやすく丁寧に、ご説明させていただきます。物件に合わせ、
補償内容の設定し、保険料をおさえられることも。更新やご転居の際にはぜひ、お声がけください。

例えば・・・？？

他の保険会社でも、対応にご不安な点がございましたら、アドバイスができることもございます。
事故対応で、疑問点やご不満に思うことがございましたら、お気軽にご相談ください。

他社でご加入の内容も、補償の内容を説明し、必要なもの、不要なものを改めてご理解いただけます。
補償内容や保険料が十分であれば、雄元への切り替えはご提案いたしませんので、ご安心ください。

損害保険トータルプランナー、生命保険協会認定ファイナンシャルプランナー、
２級ファイナンシャルプランニング技能士等の資格を有しており、保険周辺情報から事故対応まで知識
の広い保険部部長 佐藤をはじめ、伊藤、山林、寺本の４名体制で対応させていただいております。
ぜひお気軽にお声がけください。

保険会社の事故対応で、ちょっと不安や心配が・・・他ではどうなのかな？

契約した後は内容を忘れがち、、、 見直しが必要なのかもわからない？！

オフィスは、
第二パーカービル７階です♪

本当にご自身に必要な補償を考えてみませんか？

補償の内容 ＝ 保険料 ベストバランスを見つけませんか？

保険料を優先して加入しても、万一の際に必要な補償に備えられていないこともあります。

パーカーグループ社員の皆様の、身近な「保険の無料相談窓口」として、ぜひご利用ください。

パーカーグループ保険代理店

株式会社 雄元 保険部のご紹介

＜ 福利厚生制度 ＞



  日本パーカライジンググループ社員の皆様へ  将来の安心の為に、お得な団体保険を利用しませんか？  

 

 

  

団体扱の商品は、お得な保険料でご加入いただけます。ホームページはこちら ⇒ 

ご自身のニーズに合わせて、随時ご加入可能ですので、お気軽にお申しつけください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パーカーグループ社員の皆様とそのご家族を被保険者とします。 

保険期間は加入者の方全員が同一となります（中途加入も可能です）。 

保険種目 補償内容 団体割引 保険期間 ご加入方法 

 

 

自転車事故によるケガはもちろん 

賠償事故についても補償 
２0％ 

5月 1日 

午後 4時から 1年間 

加入申込書を 

雄元保険部へ 

ご提出下さい  

 

病気やケガによる入院・手術を補償 

オプション特約追加でもっと安心！ 
20％ 

9月 1日 

午後 4時から 1年間 

 

 

万一のケガを 1日目から補償 

ご家族も補償の対象になります 
20％ 

9月 1日 

午後 4時から 1年間 

 

 

ゴルフプレー中の賠償責任・ケガ・ゴルフ用品の

損害・ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝ・ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ費用を補償します 
20％ 

5月 30日 

午後 4時から 1年間 

 

 

 

 

◎ 多様化するがん治療にしっかり対応、ご自身に必要な保障を割安な保険料で！ 

◎ アフラック生命商品は一部Webサイトでも申し込みが可能となりました！ 

   Web申込割引もございますので、下段、QRコードでご確認くださいませ。 

新・団体医療保険 
医療保険基本特約・病保険特約・ 

傷害保険特約セット団体総合保険 

団体傷害保険 
普通傷害保険・家族傷害保険・交通事

故傷害保険・ファミリー交通傷害保険 

上記は概要の説明です。詳しくは取扱い代理店、または引受保険会社にお問い合わせ下さい。 ＜引受会社＞ 

損害保険ジャパン株式会社 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

東京海上日動火災保険株式会社 

アフラック生命保険株式会社 

SOMPOひまわり生命保険株式会社 

 

＜取扱代理店＞株式会社 雄元   【営業時間：平日 8：30～17：15】 

〒103-0027東京都中央区日本橋 2-16-8  第２パーカービル 7F 

TEL) 03-3278-4593  FAX)03-3281-3620 

mail）hoken@yuugen.co.jp 

 

 

 

団体契約 

団体扱個人契約 

 

◎ 団体扱 5％割引！（団体扱一括払による割引）3００台以上の方にご加入いただいております 

◎ 同居のご家族さまのお車もご契約が可能です 

◎ 1契約２，０００円の保険料補助もございます♪（保険料補助は、ご勤務先により異なります） 

◎ 団体扱 5％割引！（団体扱一括払による割引）住まいの安心をしっかり守ります 

◎ 持ち家以外の「賃貸物件」でも、ご自身の家財や大家さんへの補償に加入できます 

◎ 地震保険もお忘れなく！！ 火災保険だけでは地震による損害は補償されません 

◎ お手続きはWebサイトで完結！ 雄元の HPをご覧ください 

◎ 保険料はネット割引でお得です！ たとえば韓国 3日間で 5４％OFF！！ 

  （割引率は一例です。詳しくはパンフレット等をご参照ください） 

◎ SOMPOクレジット株式会社扱いのパーソナルローンです 

◎ 自動車購入、教育、旅行等、様々な目的でご利用いただけます 

◎ 簡単なお手続き！WEBで仮審査が可能です 

◎ 団体扱割引適用プランで安心の保障をお得に 

◎ 終身払いや 60歳支払い済払いなど、お支払い方法も選べます 

◎ 特約をセットして保障の充実も♪  

 

将来のために 

アフラック生命 

介護保険 

 

がんに備えて 

がん保険 

 
☆ ㈱  雄  元  が  ご 案 内 致 し ま す ！ ！ ☆ 

自転車総合保険 

ゴルファー保険 

◎ 公的介護保険制度に連動して一時金・介護年金をお受け取りいただけますので、 

   公的介護保険サービス利用時の自己負担額をカバーすることができます。 

◎ 専用Webサイトで簡単&完結！情報サイトをご利用ください 
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安心のカーライフ 

自動車保険 

 

 

 

 

 

大切なお住まいに 

火災保険 

 

お手軽に加入 

海外旅行保険 

 

優遇金利でご案内 

個人向けローン 

 

病気のリスクに 

医療保険 

新・団体医療保険 
医療保険基本特約・病保険特約・ 

傷害保険特約セット団体総合保険 

団体傷害保険 
普通傷害保険・家族傷害保険・交通事

故傷害保険・ファミリー交通傷害保険 



 

 

パーカーグループの従業員の皆様へ 団体扱個人用火災総合保険のおすすめ 

 

 

 

               お見積もり、お問い合わせは雄元までお気軽にご連絡ください 
TEL：03-3278-4593 FAX：03-3281-3620 Email：hoken＠yuugen.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

●団体扱契約としてご契約いただけるのは、保険契約者および被保険者が損保ジャパンの定める条件を満たす場合のみとなります。 

詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 

 

このチラシは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「ご契約のしおり（約款）」「重要事項説明書」などをご覧ください。 

なお、ご不明な点は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 

 

 

ご案内基本プラン （ご希望により設定変更も可能です） 

加入プラン 家財 個人賠償 借家人賠償 修理費用 

単身世帯 300万円 1億円 1,000万円 300万円 

家族世帯 800万円 1億円 1,000万円 300万円 

メリット 1 賃貸物件の大家さん等に対する 

補償も“団体扱”で加入できます！ 

・借家人賠償責任 

・個人賠償責任 

・修理費用    など 

 

メリット 2 保険料はキャッシュレス！ 

保険料のお支払いは、 

給与天引きとなりますので、 

ご契約時に現金は不要です。 

 

メリット 3 保険料がお得！保険期間も選択可能！ 

●団体扱割引 5％ 
※団体扱契約で年一括払でのお引受の場合、 

団体扱一括払 5％割引が適用されます。 

また、団体扱月払には、 

一般の分割割増（口座振替）5％がありません。 

 

●保険期間は 1年～5年で設定 
※保険期間により、保険料が割引となります 

（長期分割払による割引） 

メリット 4 契約証をご用意いたします！ 

借上社宅の管理会社などへ契約証 

（証券写）の提出が必要であれば、 

雄元がご用意いたします。 

 

※ご希望の方にお送りいたします。 

お気軽にお申し付けくださいませ。 

ご存知ですか？持ち家はもちろん、賃貸物件のお住まいの 

火災保険も、団体扱にて雄元で加入できます！ 

メリット 5 

【取扱代理店】 株式会社雄元 保険部 

〒103-0027 東京都中央区日本橋2-16-8 第二パーカビル 7階 

TEL：03-3278-4593 FAX：03-3281-3620 

Email：hoken＠yuugen.co.jp 【営業時間/平日8：30～17：15】 

 

【引受保険会社】 損害保険ジャパン株式会社 企業営業三部三課 

〒103-8255 東京都中央区日本橋２－２－１０ 

TEL：03-3231-4223 

充実のサービスを無料セット！「すまいとくらしのアシスタントダイヤル」 
日常生活やお住まいのトラブル等でお困りの際に、専門業者を手配しての応急処置や、お電話での相談等に対応するサービスです。 

✖ 

 
パーカーグループ保険代理店 株式会社雄元からのお知らせ 

承認番号：SJNK19-16581   承認日：2020/03/23    



福利厚生制度 団体保険のご案内

万が一の補償は足りていますか？

パーカーグループ 社員・ご家族のみなさまへ
2022年9月から大幅にリニューアルされます。

この機会に是非、ご家族の補償をご確認ください。

月額保険料：70円

〈 商品の特徴 〉
2022年度 団体医療・傷害保険がリニューアルされます。

※詳しくは、パンフレットをご参照ください。

自由に組み合わせて、
オリジナルの補償でお申込みいただけます。

「ケガ」と「病気」を基本に、「弁護」と「介護」の組合わせがおすすめです！

病気の補償
先進医療特約

NEW

※医療保険オプション

月額保険料：690円

弁護士の補償
弁護のちから

月額保険料：10円
※補償金額100万円 25歳の場合

介護の補償
介護一時金

ご自身の万が一に！
●ご自身のケガや病気に備えましょう！

病気の補償（5C型）
基本プラン＋三大疾病

960円

ケガの補償（SS1型）
ケガ＋個人賠償
730円

先進医療
70円

介護の補償（KG1型）
介護費用一時金
10円

合計保険料
1,030円／月
保険料例：25歳男性の場合 保険料例：25歳男性の場合

家族の万が一に！　保険料例：3人家族の場合
●ご家族のケガと相手方への賠償責任＋法的トラブルに備えましょう！

ケガの補償（SS1型）
ケガ＋個人賠償

730円 合計保険料
2,600円／月

夫 ケガの補償（SS2型）
ケガ
590円

妻 ケガの補償（SS2型）
ケガ
590円

子 弁護士の補償（BG1型）
弁護のちから
690円

別居している親の万が一に！
●おケガ、日常生活のトラブル、介護費用に備えましょう！

ケガの補償（SS1型）
ケガ＋個人賠償

730円 合計保険料
1,420円／月

親介護の補償（OK1型）
親孝行一時金
1,130円

保険料例：親御さま72歳の場合

弁護士の補償（BG1型）
弁護のちから
690円

※お支払いは1回かぎり

NEW NEW

月額保険料：590円
個人賠償なしの場合

ケガの補償
傷害保険

※普通傷害保険スタンダードプラン

お申込みについては、右ページをご確認ください。

団体割引
20％適用

パーカーグループ保険代理店

株式会社雄元 保険部

スマートフォン
二次元コード

パソコン
URL https://yuugen-hoken.com/
商品案内ページ「新・団体医療保険　団体傷害保険」のパンフレット（PDF）より、
ご確認ください。

承認番号：SJ22-01512　承認日：2022/06/03

団体医療保険・団体傷害保険のポイント

お問い合わせ

①【病気の補償（新・団体医療保険）】
新・団体医療保険は1回の入院の限度日数が365日と、脳血管疾患等の長期入院にそなえられます。
入院が長期化した時も安心です。

②【弁護士の補償（弁護のちから）】
子どものいじめや、ストーカー被害の他、万が一の法的トラブルに巻き込まれた場合、
金銭的な負担を軽減し、安心して法的トラブルを解決することができます。

③【保険金の請求について】
万が一の際の保険金請求方法は、SNSサービスLINEを使うことで書類記入が省略できます。

【取扱代理店】

TEL：03-3278-4593　　MAIL：hoken@yuugen.co.jp
住所：東京都日本橋2-16-8　第二パーカービル7階
営業時間：平日8：30～17：15 【引受保険会社】損害保険ジャパン株式会社

このチラシは概要を説明したものです。詳しい内容については、パンフレットをご覧いただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

ご案内
■2022年度から、新しい特約を新設しました！（左ページ参照）
■ご自身にあった補償を組み合わせて、オリジナルのプランが設計できます。
■団体割引20％が適用されています。
■紙媒体パンフレット配布の廃止
　貴社、長期経営ビジョン「VISION2030」実現のご一助となるべく、
　紙資源の削減を通じたESG課題への貢献、サステナビリティ経営の推進のため、
　紙媒体のパンフレットは、既加入者さまのみとします。
■パンフレットは、以下よりご確認ください。

■インターネットからお申込みができるようになりました。
スマートフォン
二次元コード

パソコン
URL https://yuugen-hoken.com/
商品案内ページ「新・団体医療保険　団体傷害保険」の申込ボタンより、
必要事項を入力のうえ、お申込みください。



福利厚生制度 団体保険のご案内
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ご確認ください。

承認番号：SJ22-01512　承認日：2022/06/03

団体医療保険・団体傷害保険のポイント

お問い合わせ

①【病気の補償（新・団体医療保険）】
新・団体医療保険は1回の入院の限度日数が365日と、脳血管疾患等の長期入院にそなえられます。
入院が長期化した時も安心です。

②【弁護士の補償（弁護のちから）】
子どものいじめや、ストーカー被害の他、万が一の法的トラブルに巻き込まれた場合、
金銭的な負担を軽減し、安心して法的トラブルを解決することができます。

③【保険金の請求について】
万が一の際の保険金請求方法は、SNSサービスLINEを使うことで書類記入が省略できます。

【取扱代理店】

TEL：03-3278-4593　　MAIL：hoken@yuugen.co.jp
住所：東京都日本橋2-16-8　第二パーカービル7階
営業時間：平日8：30～17：15 【引受保険会社】損害保険ジャパン株式会社

このチラシは概要を説明したものです。詳しい内容については、パンフレットをご覧いただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

ご案内
■2022年度から、新しい特約を新設しました！（左ページ参照）
■ご自身にあった補償を組み合わせて、オリジナルのプランが設計できます。
■団体割引20％が適用されています。
■紙媒体パンフレット配布の廃止
　貴社、長期経営ビジョン「VISION2030」実現のご一助となるべく、
　紙資源の削減を通じたESG課題への貢献、サステナビリティ経営の推進のため、
　紙媒体のパンフレットは、既加入者さまのみとします。
■パンフレットは、以下よりご確認ください。

■インターネットからお申込みができるようになりました。
スマートフォン
二次元コード

パソコン
URL https://yuugen-hoken.com/
商品案内ページ「新・団体医療保険　団体傷害保険」の申込ボタンより、
必要事項を入力のうえ、お申込みください。



駅まで自転車を利用している、休日はサイクリングでリフレッシュ、
お子さまが自転車通学をしているなど、日常生活に便利な自転車ですが、

万が一の事故に備えて、安心できる保険はありますか？

自転車をご利用の方は、
保険加入の有無や、ご加入の保険内容を確認ください

「自転車保険」は地域により加入が義務化されています

自転車に乗る人は、賠償責任保険の加入義務化が進んでいます。
義務化の地域に住んでいなくても、その地域で自転車に乗る場合は、加入が義務付けられます。
以下表にて、ご確認くださいませ。

ご自身の補償を再確認してみましょう！

自転車保険の他に保険契約がある場合

補償金額は足りていますか？

相手にケガをさせてしまったときの補償はありますか？

ご自身の補償（入院・通院）はありますか？

・およそ８分に1件の割合で自転車事故が発生しています。
・約9,500万円の高額賠償事故例もあります。
賠償保険金額は、１億円以上の補償をおすすめします。
・万一の際、保険会社の示談交渉サービスがあると安心です。
・TSマークは、赤・青で補償額が異なり、有効期限があります。

他契約がある場合、自転車事故も含む補償がある場合がございます。
ご契約の保険証券をご確認のうえ、補償の重複にお気を付けください。
ご加入については、右ページのフローをご活用の上、ご確認くださいませ。
※ご加入の際に、重複がないか確認のご連絡をさせていただくことがございます。

自動車保険
火災保険
傷害保険など

団体自転車総合保険の加入をご検討の方は、
右ページをご参考ください。

Check!!

※いつでもご希望のお日にちからご加入できます。

条例種類 都道府県

義務 宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県、静岡県、岐阜県、
愛知県、三重県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、香川県、愛媛県、福岡県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

努力義務 北海道、青森県、茨城県、富山県、和歌山県、鳥取県、徳島県、高知県、佐賀県

令和4年4月1日現在 国土交通省HPより



団体自転車総合保険以外に賠償責任保険の契約がある
または、自転車に赤TSマークが貼付されている

※TSマークには有効期限があり、赤・青のTSマークで補償金額が異なります。

団体自転車総合保険 加入チェックシート

他契約がある場合、補償が重複する可能性がございます。
自転車保険にご加入いただく前に、
チェックシートにてご確認ください。

ご自身の治療に備えたい
（死亡・後遺傷害・おケガの入通院補償）

他契約にて賠償事故に備える補償が
あることを再度ご確認ください。

自転車保険の加入は
不要です。

合計の保険金額１億円以上の
賠償責任保険に加入している

自動車保険や火災保険、傷害保険に
特約としてセットされていることがあります。
その他、PTAや学校の保険などもございます。

Aコース

ご自身のおケガと、
第三者への

賠償事故に備える

ことができます。

※第三者への賠償責任が生じたときは、
ご自身で加入されている他契約の保険で
ご請求いただけます。

ご自身のおケガと、
第三者への賠償事
故に備えたい

はい

はい いいえ

はい いいえ

わからない

いいえ

はい

第三者への賠償事
故に備えたい

（ご自身の補償は不要）

Cコース

第三者への
賠償事故に備える

ことができます。

はい

Bコース

自転車搭乗中のみご自身のおケガに、
備えることができます。

※「賠償責任保険の被保険者と同居でなく
なった」「自動車保険・火災保険を解約した」
「学校を卒業した」などの理由で、賠償保険
の加入漏れのトラブルも発生しております。
加入漏れにご注意ください。雄元までご連絡ください

パーカーグループ保険代理店

株式会社 雄元

TEL ：03-3278-4593 MAIL：hoken@yuugen.co.jp
住所：東京都日本橋2-16-8 第二パーカービル7階
営業時間：平日8：30～17：15

団体自転車保険 申込方法
■スマートフォン

二次元コード https://yuugen-hoken.com/

商品案内ページ「団体自転車保険」の申込ボタンより、
必要事項を入力のうえ、お申込みください。

■パソコン

URL

このチラシは概要を説明したものです｡詳しい内容については、パンフレットをご覧いただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください｡

【取扱代理店】

承認番号：SJ21-15017 2022/02/10

【引受保険会社】損害保険ジャパン株式会社



ご
加
入
要
領

■保険期間
（ご契約期間） 令和4年5月30日午後4時から令和5年5月30日午後4時まで1年間

■被保険者
（補償の対象となる方）

下記①、②の中からお選びいただいた方となります。

日本パーカライジング株式会社・グループ会社の

①役員・社員ご本人 ②ご本人の配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹、同居の親族

※ゴルファー賠償責任保険金については、被保険者が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、

その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族を

被保険者とします。

■申込締切日 令和4年3月31日（木） 必着

■ご加入手続き

加入申込票に必要事項をご記入のうえ、申込締切日までに【株式会社 雄元 保険部】までご提出

ください。

●新規加入・内容変更の場合…加入申込票に必要事項を記入して、ご署名のうえ、ご提出ください。

●継続加入の場合…特にお申し出のない場合、前年度と同一補償内容にて継続扱とさせて

いただきますので、加入申込票のご提出は不要です。

●脱退の場合…加入申込票の「継続しない」に「○印」をして、ご署名のうえ、ご提出ください。

■保険料払込方法 令和4年7月給与にて天引きさせていただきます。

団体ゴルファー保険のご案内
保険金額（ご契約金額）と保険料

加入セット名 Ａコース Ｂコース Ｃコース Ｄコース

ゴルファー賠償責任保険金額
（免責金額0円）

1億円 1億円 1億円 1億円

傷害死亡・後遺障害保険金額 550万円 550万円 550万円 550万円

傷害入院保険金日額 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円

傷害手術保険金 傷害入院保険金日額の10倍（入院中）または5倍（入院中以外）

傷害通院保険金日額 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円

ゴルフ用品保険金額 15万円 15万円 15万円 15万円

ホールインワン・アルバトロス
費用保険金額

30万円 40万円 60万円 －

一時払保険料（年間保険料） 5,560円 6,610円 8,730円 2,380円

※記載の保険料は、被保険者数が1,000名以上5,000名未満（団体割引20％適用）、損害率による割増5％適用にて算出しております。
※このパンフレットの保険料は前年のご加入人数により決定した団体割引20％、および前年度の契約保険料とお支払いの保険金など
により算出された割増5％を適用しております。次年度以降、割増引率が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

傷害入院保険金支払対象期間180日・支払限度日数180日・免責期間0日
傷害通院保険金支払対象期間180日・支払限度日数 30日・免責期間0日

法律上の賠償責任（＊）
（ゴルファー賠償責任保険特約）

ご自身の傷害
（ゴルファー傷害補償特約）

用品の損害
（ゴルフ用品補償特約）

ホールインワン・アルバトロス費用
（ホールインワン・アルバトロス費用補償特約

（団体総合生活補償保険用））

保険金お支払いの対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、日本国内のゴルフ場において、同伴競技者１名以上とパー３５以上の９ホール
（ハーフ）を正規にラウンドした場合のもので、次の①および②の両方が目撃（＊）したものに限ります。
①同伴競技者
②同伴競技者以外の第三者(具体的には右記の方をいいます)

（ご注意）キャディ帯同のない「セルフプレー中」の場合は、原則として、保険金のお支払い対象と
なりませんのでご注意ください。ただし、同伴競技者以外の第三者の目撃（＊）がある場合に
かぎり、保険金をお支払いします。

※上記にかかわらず、次の場合のホールインワンまたはアルバトロスもお支払いの対象になります。
・公式競技において、上記①または②のいずれかの目撃（＊）がある場合
・ホールインワンまたはアルバトロスの達成が客観的に確認できるビデオ映像等がある場合

（＊）目撃とは、打ったボールがホールにカップインしたことをその場で確認することをいいます（達成後に呼ばれてカップインしたボールを確認した場合は「目撃」に
該当しません）。

補 償 の 概 要

ゴルフの練習中、競技中または指導
中に発生した偶然な事故により他人
の身体の障害または他人の財物の損
壊について法律上の損害賠償責任を
負担することによって損害を被った場
合、保険金をお支払いします。

（示談交渉サービス付き）

ゴルフ場敷地内において、ゴルフの練
習中、競技中または指導中に急激か
つ偶然な外来の事故によってその身
体にケガを被った場合、各保険金をお
支払いします。

日本国内の９ホール以上を有するゴ
ルフ場において、ゴルフ競技中にホー
ルインワンまたはアルバトロスを達成
し、費用を負担した場合、保険金をお
支払いします。（実費）

※右記「ホールインワン・アルバトロス費用
補償についてのご注意」をご参照ください。

ゴルフ場敷地内において、ゴルフ用品
に次のいずれかによって損害が発生
した場合、保険金をお支払いします。

①ゴルフ用品の盗難（注）

②ゴルフクラブの破損または曲損

（注）ゴルフボールについては、他のゴルフ用

品と同時に発生した場合のみ補償対象と

なります。

※補償内容および保険金をお支払いできない主な場合については「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご覧ください。

日本国内において発生したゴルファー賠償責任保険特約の対象となる賠償事故について、被保険者のお

申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交

渉をお引き受けいたします。なお、次のいずれかの場合は引受保険会社による示談交渉を行うことができ

ませんのでご注意ください。
・１回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額がゴルファー賠償責任保険特約で定める保険金額を明らかに超える場合
・相手の方が引受保険会社との交渉に同意しない場合
・相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合
・被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合

（＊） 示談交渉サービス

ご希望の加入セットをお選びください。

＜同伴競技者以外の第三者＞

同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ワン・オン・

イベント業者、ゴルフ場で工事中の造園業者、

先行・後続組のプレーヤー、ゴルフ場内の売

店運営業者 など

ホールインワン・アルバトロス費用補償についてのご注意

用語のご説明
・この保険におけるゴルフとは、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きます。

・この保険におけるゴルフ場とは、ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、施設の利用が有料（注）のものをいいます。

（注）有料とは、利用にあたり料金を請求されることをいい、その名目は問いません。

・この保険におけるゴルフ場敷地内とは、ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含みます。

ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。

・この保険におけるゴルフの練習、競技または指導とは、ゴルフの練習中、競技中、指導中に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、

休憩、食事、入浴等の行為を含みます。

用語のご説明

中途加入に関しましては、随時、お問い合わせください

（ゴルファー賠償責任保険特約セット団体総合生活補償保険）

中途加入に関しましては、随時、お問い合わせください

（パンフレット抜粋）



ご
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■保険期間
（ご契約期間） 令和4年5月30日午後4時から令和5年5月30日午後4時まで1年間

■被保険者
（補償の対象となる方）

下記①、②の中からお選びいただいた方となります。

日本パーカライジング株式会社・グループ会社の

①役員・社員ご本人 ②ご本人の配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹、同居の親族

※ゴルファー賠償責任保険金については、被保険者が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、

その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族を

被保険者とします。

■申込締切日 令和4年3月31日（木） 必着

■ご加入手続き

加入申込票に必要事項をご記入のうえ、申込締切日までに【株式会社 雄元 保険部】までご提出

ください。

●新規加入・内容変更の場合…加入申込票に必要事項を記入して、ご署名のうえ、ご提出ください。

●継続加入の場合…特にお申し出のない場合、前年度と同一補償内容にて継続扱とさせて

いただきますので、加入申込票のご提出は不要です。

●脱退の場合…加入申込票の「継続しない」に「○印」をして、ご署名のうえ、ご提出ください。

■保険料払込方法 令和4年7月給与にて天引きさせていただきます。

団体ゴルファー保険のご案内
保険金額（ご契約金額）と保険料

加入セット名 Ａコース Ｂコース Ｃコース Ｄコース

ゴルファー賠償責任保険金額
（免責金額0円）

1億円 1億円 1億円 1億円

傷害死亡・後遺障害保険金額 550万円 550万円 550万円 550万円

傷害入院保険金日額 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円

傷害手術保険金 傷害入院保険金日額の10倍（入院中）または5倍（入院中以外）

傷害通院保険金日額 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円

ゴルフ用品保険金額 15万円 15万円 15万円 15万円

ホールインワン・アルバトロス
費用保険金額

30万円 40万円 60万円 －

一時払保険料（年間保険料） 5,560円 6,610円 8,730円 2,380円

※記載の保険料は、被保険者数が1,000名以上5,000名未満（団体割引20％適用）、損害率による割増5％適用にて算出しております。
※このパンフレットの保険料は前年のご加入人数により決定した団体割引20％、および前年度の契約保険料とお支払いの保険金など
により算出された割増5％を適用しております。次年度以降、割増引率が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

傷害入院保険金支払対象期間180日・支払限度日数180日・免責期間0日
傷害通院保険金支払対象期間180日・支払限度日数 30日・免責期間0日

法律上の賠償責任（＊）
（ゴルファー賠償責任保険特約）

ご自身の傷害
（ゴルファー傷害補償特約）

用品の損害
（ゴルフ用品補償特約）

ホールインワン・アルバトロス費用
（ホールインワン・アルバトロス費用補償特約

（団体総合生活補償保険用））

保険金お支払いの対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、日本国内のゴルフ場において、同伴競技者１名以上とパー３５以上の９ホール
（ハーフ）を正規にラウンドした場合のもので、次の①および②の両方が目撃（＊）したものに限ります。
①同伴競技者
②同伴競技者以外の第三者(具体的には右記の方をいいます)

（ご注意）キャディ帯同のない「セルフプレー中」の場合は、原則として、保険金のお支払い対象と
なりませんのでご注意ください。ただし、同伴競技者以外の第三者の目撃（＊）がある場合に
かぎり、保険金をお支払いします。

※上記にかかわらず、次の場合のホールインワンまたはアルバトロスもお支払いの対象になります。
・公式競技において、上記①または②のいずれかの目撃（＊）がある場合
・ホールインワンまたはアルバトロスの達成が客観的に確認できるビデオ映像等がある場合

（＊）目撃とは、打ったボールがホールにカップインしたことをその場で確認することをいいます（達成後に呼ばれてカップインしたボールを確認した場合は「目撃」に
該当しません）。

補 償 の 概 要

ゴルフの練習中、競技中または指導
中に発生した偶然な事故により他人
の身体の障害または他人の財物の損
壊について法律上の損害賠償責任を
負担することによって損害を被った場
合、保険金をお支払いします。

（示談交渉サービス付き）

ゴルフ場敷地内において、ゴルフの練
習中、競技中または指導中に急激か
つ偶然な外来の事故によってその身
体にケガを被った場合、各保険金をお
支払いします。

日本国内の９ホール以上を有するゴ
ルフ場において、ゴルフ競技中にホー
ルインワンまたはアルバトロスを達成
し、費用を負担した場合、保険金をお
支払いします。（実費）

※右記「ホールインワン・アルバトロス費用
補償についてのご注意」をご参照ください。

ゴルフ場敷地内において、ゴルフ用品
に次のいずれかによって損害が発生
した場合、保険金をお支払いします。

①ゴルフ用品の盗難（注）

②ゴルフクラブの破損または曲損

（注）ゴルフボールについては、他のゴルフ用

品と同時に発生した場合のみ補償対象と

なります。

※補償内容および保険金をお支払いできない主な場合については「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご覧ください。

日本国内において発生したゴルファー賠償責任保険特約の対象となる賠償事故について、被保険者のお

申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交

渉をお引き受けいたします。なお、次のいずれかの場合は引受保険会社による示談交渉を行うことができ

ませんのでご注意ください。
・１回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額がゴルファー賠償責任保険特約で定める保険金額を明らかに超える場合
・相手の方が引受保険会社との交渉に同意しない場合
・相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合
・被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合

（＊） 示談交渉サービス

ご希望の加入セットをお選びください。

＜同伴競技者以外の第三者＞

同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ワン・オン・

イベント業者、ゴルフ場で工事中の造園業者、

先行・後続組のプレーヤー、ゴルフ場内の売

店運営業者 など

ホールインワン・アルバトロス費用補償についてのご注意

用語のご説明
・この保険におけるゴルフとは、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きます。

・この保険におけるゴルフ場とは、ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、施設の利用が有料（注）のものをいいます。

（注）有料とは、利用にあたり料金を請求されることをいい、その名目は問いません。

・この保険におけるゴルフ場敷地内とは、ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含みます。

ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。

・この保険におけるゴルフの練習、競技または指導とは、ゴルフの練習中、競技中、指導中に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、

休憩、食事、入浴等の行為を含みます。

用語のご説明

中途加入に関しましては、随時、お問い合わせください

（ゴルファー賠償責任保険特約セット団体総合生活補償保険）

中途加入に関しましては、随時、お問い合わせください



パーカーグループ 社員の皆さまへ

団体扱契約は職場で簡単にご加入いただける
だけでなく、保険料が割安です！

【ご契約例】自家用普通乗用車（料率クラス：車両７･対人７･対物７･傷害７）に
お乗りのＡさんの場合（保険期間１年）

年間保険料

８１，１２０円

一般分割12回払契約
（口座振替）

団体扱12回払契約

年間保険料

７７，５２０円

ＴＨＥ クルマの保険
（個人用自動車保険）

・ご契約期間 ： ２０２２年１月１日から１年
・ノンフリート等級 ： １７等級
・事故有係数適用期間 ： ０年
・年齢条件 ： ３５歳以上補償
・ゴールド免許割引 ： あり
・記名被保険者年齢 ： ４０歳
・使用目的 ： 日常・レジャー使用
・用途車種 ： 自家用普通乗用車
（料率クラス 車両：７ 対人：７ 対物：７ 傷害： ７）
・車両保険 ： １５０万円（一般条件、自己負担額０－１０万円）
・初度登録年月 ： ２０２２年１月（新車割引有）
・対人賠償・対物賠償 ： 無制限（自己負担額なし）
・人身傷害 ： ５，０００万円
・本人・配偶者限定特約：あり
・人身傷害交通乗用具事故特約 ：あり
・入通院定額給付金対象外特約 ：あり
・弁護士費用特約（自動車事故限定型） ：あり
・代車等諸費用特約：支払限度日額５，０００円）



団体扱保険制度３つのメリット

団体扱は一般の口座振替分割払に比べて５％の分割割増がかかりませんので割安となります。
年一括払であれば、５％の割引が適用されます。

一般契約より保険料がお得！

お申込み時は現金不要！

ご家族も対象！
次の方々が所有・使用する車は団体扱としてご加入できます。
①ご契約者
②ご契約者の配偶者（配偶者には内縁の相手方および同性パートナーを含みます。 ）

③ご契約者またはその配偶者の同居のご親族
④ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族

（引受保険会社） お問い合わせ先（取扱代理店）

募集文書作成部署：企業マーケット開発部 職域グループ SJ21-10437    2021.11.26

所属

※優良表示があります。

お見積りシート

日常・レジャー使用

業務使用

通勤・通学使用

●お車の主な使用目的

35歳以上 26歳以上

21歳以上 年齢を問わず

●運転者年齢条件 ●お車を主に使用され
る方の免許証の色

ゴールド※

ゴールド以外

●免許証有効年月

年 月

●お車を主に使用される
方の年齢

歳

ご住所

お名前

Eメール
アドレス

〒

TEL. － －

TEL. － －＠

上記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

以下にご記入のうえ、現在ご契約の自動車保険証券コピーと一緒にご送付もしくはFAXでご送信ください。（該当項目に○印をおつけください。）

連絡先 勤務先 ご自宅 自動車保険の満期日 年 月 日

企業営業第三部第三課
〒103-8255 東京都中央区日本橋2-2-10

TEL ０３－３２３１－４２２３
営業時間 平日９時から１７時まで（年末年始は除きます。)

このチラシは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「ご契約のしおり（約款）」「重要事項等説明書」などを
ご覧ください。なお、ご不明な点は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

団体扱契約としてご契約いただけるのは、保険契約者および被保険者が損保ジャパンの定める条件を満たす場合のみとなります。

『個人情報の取扱いについて』

株式会社雄元（取扱代理店）は、ご提出いただいた保険証券およびお見積りシートにご記載の個人情報をもとに、お客さまのニーズに
合った自動車保険プランをご提案させていただきます。なお、適切で分かりやすい資料にてご提案させていただくために、同個人情報を
株式会社雄元が損害保険代理店委託契約を締結している損保ジャパンに提供することにご同意のうえ、ご記入ください。

保険料のお支払いは給与天引きとなりますので、ご契約時に現金は不要です。
（退職者の方は口座引き落としになります。）

株式会社雄元
〠103-0027 東京都中央区日本橋２－１６－８
ＴＥＬ：03-3278-4593
（受付時間：平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで）

ＦＡＸ：03-3281-3620
Ｅmail）hoken@yuugen.co.jp

mailto:hoken@yuugen.co.jp


スマートフォン・携帯電話
パソコンから！

お申込みは、

ご家族・友人から
ちょっとだけ車を借りるとき！

保険料は12時間
800

円から！

必要なとき、その場ですぐ申し込める！

3
つのプラン

から選択可能！

時間単位型ドライバー保険の
臨時被保険者に関する特約

事前登録不要！複数の運転者を1つの契約で！

臨時被保険者が借用自動車を運転中の事故についてもその臨時被保険者を
記名被保険者とみなして保険金をお支払いすることなどを定める特約です。

追加保険料

+400円～
友人と交代して

運転するときに便利！

2021年1月版



(SJ20-51021  2020.7.28)

★「乗るピタ！」は、ドライバー保険に時間単位型ドライバー保険特約を付帯した契約のペットネームです。
★このチラシは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「ご契約のしおり（約款）」「重要事項等説明書」などをご覧ください。詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問
い合わせください。

安心プラン基本プランライトプラン

車両復旧費用
+

代車費用特約あり
車両復旧費用あり車両復旧費用なし

800円800円
1,000円1,000円

対人賠償責任保険（保険金額：無制限）

対物賠償責任保険（保険金額：無制限）

人身傷害入通院定額給付金：10万円
人身傷害保険（保険金額：3,000万円）

搭乗者傷害特約（一時金払）
（保険金額：1,000万円）

（保険金額：1,500万円）
自損事故傷害特約

人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約
（保険金額：1,000万円）

（保険金額：300万円）
借用自動車の車両復旧費用特約

借用自動車のロードアシスタンス特約

借用自動車の事故時代車費用特約
（5,000円／日、30日限度）

対物全損時修理差額費用特約

（自己負担額：15万円）（自己負担額：10万円）

○：補償されます　×：補償されません

補償内容

プラン・保険料

12h
24h

2,150円2,150円
2,700円2,700円

12h
24h

2,800円2,800円
3,500円3,500円

12h
24h

お
車
の
補
償

そ
の
他
の
補
償

ご
自
身・同
乗
者
の
補
償

相
手
へ
の
賠
償

ご契約プラン

新たに自動車保険の
加入を検討しているお客さま※に

お得なお知らせ！

※ご契約の等級が6（S）等級または7（S）等級であり、    
事故有係数適用期間が0年であるお客さまに限ります。

無料

安全運転診断機能付きカーナビアプリ

新たに自動車保険に加入する時の
保険料が、ポータブルスマイリングロードの

運転診断結果に応じて、

最大20割引！％はこちらiPhone はこちらAndroid
まずはダウンロード！！

いつでも最新の地図情報・渋滞情報を確認したい…そんな時は！ 安全運転
割引

時間単位型ドライバー保険の臨時
被保険者に関する特約

追加保険料 追加保険料

＋400円＋400円
＋500円＋500円

12h
24h

＋1,100円＋1,100円
＋1,350円＋1,350円

12h
24h

＋1,400円＋1,400円
＋1,750円＋1,750円

12h
24h

追加保険料オプション＋

お問い合わせ先

〒160-8338  東京都新宿区西新宿1-26-1
＜連絡先＞https://www.sompo-japan.co.jp/contact/

SOMPOグループの一員です。

[ ご利用上の注意点 ]

1. ご利用開始日時がマイページの登
録を行った日から7日以内の場合、
基本プランと安心プランはご契約で
きません。

2. ご利用のスマートフォン・携帯電話・
パソコンのサービス状況やシステム
のメンテナンス・障害などによりご加
入いただけない場合があります。

3． 対象となる借用自動車は、記名被保
険者がその使用について正当な権
利を有する者の承諾を得て使用ま
たは管理中の自動車であって、乗る
ピタ！専用手続きサイトで、運転する
自動車として登録された自家用普通
乗用車・自家用小型乗用車・自家用
軽四輪乗用車となります。 

4． 次の自動車は借用自動車として登
録することはできません。
①記名被保険者またはその配偶者
が所有する自動車※1
②記名被保険者が役員となってい
る法人が所有する自動車※1
③レンタカー※2
④登録番号標または車両番号標上
の分類番号が8で始まる自動車
⑤臨時被保険者またはその配偶者
が所有する自動車※1※3

※1 所有権留保条項付売買契約に
より購入した自動車および1年
以上を期間とする貸借契約によ
り借り受けた自動車を含みます。

※2 道路運送法第80条（有償貸渡
し）第1項に基づき業として有
償で貸渡すことの許可を受け
た自家用自動車をいいます。

※3 「時間単位型ドライバー保険の
臨時被保険者に関する特約」
を付帯したご契約で、かつ、そ
の臨時被保険者が運転中の場
合に限り、借用自動車には含め
ません。

・契約締結後に表示される「申込完了」画面
・乗るピタ！専用手続きサイトログイン後の申込履歴画面における「ご契約内容の確認」画面

乗るピタ！においては保険証券を送付いたしませんが、
右記画面より契約内容の確認・印刷が可能です。

hoken2
テキスト ボックス
〒103-0027東京都中央区日本橋2-16-8株式会社　雄元　保険部TEL03-3278-459300FAX03-3281-3620【営業時間／ 平日8：30～17：15】
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2020年10月現在 ※最新の金利は下記ＷＥＢにてご確認ください。

教育資金・ご自宅のリフォーム・ブライダル費用など自動車以外のお使いみちの場合には通常金利：年2.2％が適用されます。

■融資会社：損害保険ジャパン株式会社 ■保証会社：ＳＯＭＰＯクレジット株式会社

＜個人情報の取扱いについて＞お客さまから取得した個人情報は、ローンお申込みのご相談などの目的以外には利用しません。

「ローンご案内デスク」 0120-100-059 受付時間：平日9：00～17：00 通話料無料／携帯からもＯＫ

Ｆ2010B

比 較 年 利 毎月返済額 ボーナス加算額 返済総額

パーソナルローン 1.9% 約9,540円 約57,470円 約161万円

一般的な自動車ローン 5.0% 約10,600円 約64,150円 約179万円

＜パーソナルローンを利用した返済例＞

■申込金額：150万円 ■金利：年1.9％（保証料込み） ■返済期間：7年（月払い元金：75万円、ボーナス払い元金：75万円） 固定金利/元利均等返済



ご利用案内

対 象 者

パーカーグループグループの正社員・嘱託社員の皆さま で次の条件を満たしている方
（準社員、契約社員、アルバイト、パートタイマーの方はお申込みいただけません。）

■融資実行時年齢が満20歳以上で完済時満65歳以下の方

■前年の税込年収が200万円以上で、保証会社の保証が受けられる方

資 金 使 途 自動車購入（バイク）、教育、ご自宅のリフォーム、結婚､ 旅行、物品購入 など
※現金でお支払済みの場合には、支払日から1か月以内（教育資金は3か月以内）が、お申込みの対象です。

利 率 金利は表面をご参照ください。 固定金利・保証料込み。

融 資 金 額
30万円～300万円 （1万円単位）

※当社ローンの融資額の目安は他の無担保ローンの借入金額残高と合算し前年の税込み年収の50％以内

返 済 回 数 6か月～84か月（6か月単位）

返 済 方 法
ローン契約者本人の口座から振替（毎月10日）

元利均等返済（ボーナス併用返済可能）

融 資 日 随時実行：融資実行ご希望日の約５営業日前までに保証会社に申込必要書類必着

必 要 書 類

■パーソナルローン申込書

■前年の源泉徴収票（写）または直近２か月分の給与明細書（写）

■本人確認書類（写）

■資金使途証明書（写）

※上記の他、別途書面をご提出いただく場合がございます。

諸 費 用
●収入印紙代：400円～2,000円、●振込手数料：400円（税別）、●事務取扱手数料：5000円（税別）を
融資金額から差引きます。

連 帯 保 証 原則不要 ただし、次に該当する方は必要です。

■勤続年数１年未満の方 ■保証会社より別途要請のある方

注 意 事 項

保証会社の審査の結果、ご希望に添えないケースがあります。

審査結果の詳細には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承のうえお申込みください。

お申込時には融資条件を必ずご確認ください。

当社ローンは保険ご加入と関係なくお申込みいただけます。

退職時には原則一括返済をしていただきます。

融 資 会 社 損害保険ジャパン株式会社 保 証 会 社 ＳＯＭＰＯクレジット株式会社

ＷＥＢサイト（表面）にて
審査をお申込みください。

ステップ １ ステップ 2

申込書に、ご記入・ご捺印のうえ
必要書類とともに保証会社へご
返送ください。

※料金受取人払い封筒のため、
郵送に約３～４日かかります。

※ステップ１【ＷＥＢからの審査
申込み】の入力内容と相違があ
る場合には、融資をお断りする
場合や再審査が必要となる場合
がございます。

ステップ 3

保証会社よりお申込者さまへお電
話にて契約内容の最終確認後、お
申込者さま名義の口座に入金しま
す。

ステップ ４

【ＷＥＢからの審査申込み】 【メールにて審査結果連絡】

ＷＥＢよりお申込み後、
約２営業日程度でメールにて
審査結果をご連絡します。

※審査の結果、ご希望に添えない
場合がございます。

審査に通った方へ
保証会社より
特定記録郵便にて
申込書を発送します。

【申込書返送】 【ご融資】

◆入金のお時間は指定で
きません。

◆お時間に余裕をもって
お申込みください。

ご 融 資 の お 手 続 き に つ い て
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パーカーグループ 

厚 生 施 設 ご利 用 案 内 
 

 

富 浦 海 の家 

千葉県南房総市富浦町多田良 992 

TEL：0470-33-2328 

海まで徒歩５分 遠浅の海で海水浴       

いちご狩り     や魚釣り 美味しい海の幸 

花いっぱいの南房総を楽しもう☺♪ 
 

清里エデュケーションセンター 

山梨県北杜市高根町清里 3545 

TEL：0551-48-2136 

 

 

赤 倉 研 修 所 

新潟県妙高市二俣 1526-419 

TEL：0255-87-2733 

妙高山トレッキング      や山菜摘み 

冬はスキーも楽しめます！雪質上々          

近くの名湯♨赤倉温泉で癒されましょう 
 

 

◆料金（税別） 

利用者区分 利用料 食事料 

従業員及び従業員の 2 親等内の親族、  

OB 及びその配偶者  
2,000 円  朝 食 

夕 食 

500 円  

1,000 円  
その他（上記外の方）  4,000 円  

＊利用料は、5歳未満は無料、5歳以上 13歳未満は半額。 

 

◆休館日 

毎週火・水曜日は、休館日のためご利用頂けません。（年末・年始、ゴールデンウィーク、夏休み期間中は除く。）

その他、研修期間、メンテナンス期間も休館となります。詳細は、厚生センターにお問い合わせ下さい。 

 

◆お申込み方法 

＊メールでのお申込み（※日にちに余裕をもってお申し込み下さい。） 

厚生施設利用受付  

専 用 ア ド レ ス 
kosei＠yuugen.co.jp 

 １．利用日、泊数、利用人数、利用部屋数を上記アドレスへ送信して下さい。 

 ２．予約状況を確認後、厚生センターから、利用可否の返信をします。 

 ３．利用可能の場合は、２の返信メールに添付した【利用申込書】に必要事項を入力し、返信して下さい。

これで申込手続き完了です。 

 ４．厚生センターから、【利用承認書】、【施設案内】、郵便局からの【利用料振込用紙】を郵送いたします。 

 【利用承認書】は、当日施設へお持ち下さい。利用料は、施設利用後にお振込み下さい。 
 

＊電話・郵送でのお申込み 

申込み電話番号及び

申込書送付先住所 

〒103-0027  東京都中央区日本橋 2-16-8 

株式会社 雄 元  厚生センター 宛 

TEL：03-3278-4316  FAX：03-3281-3620 

 １．利用日、泊数、利用人数、利用部屋数を電話でご連絡下さい。 

 ２．予約が取れましたら、各社総務部に備え置きの【厚生施設利用申込書】（3枚複写式）に必要事項をご記入

の上、厚生センター宛にお送り下さい。これで申込手続き完了です。 

 ３．厚生センターから、【利用承認書】、【施設案内】、郵便局からの【利用料振込用紙】を郵送いたします。 

 【利用承認書】は、当日施設へお持ち下さい。利用料は、施設利用後にお振込み下さい。 

 

 

 

 

ご予約は、利用日の３か月前から受け付けております。 

利用日の８日前までに、手続きの完了をお願いいたします。  

直前でのご予約はお受けできませんので、ご注意下さい。 

八ヶ岳麓に広がる清里高原で美しい自然を 

満喫リフレッシュ！ ミュージアムや 

雑貨店､カフェ巡りなど街散策も      

株式会社 雄 元 

厚生センター 



まずは、雄元へお問い合わせください。
株式会社雄元 保険部 【営業時間：平日 8：30～17：15】
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-16-8 第2パーカービル7階

TEL：03-3278-4593　Email：hoken＠yuugen.co.jp

こんにちは！パーカーグループ保険代理店 株式会社雄元です。
保険部では、業務上の保険や、社員の皆様の保険をお取扱いしております。
ファイナンシャルプランナー、損害保険・生命保険の様々な資格を
全員有しておりますので、ご相談のみでもお気軽にお声がけください。
「問い合わせると加入しないといけなくなるかな…」という心配は不要です。
無理なご加入もおすすめしておりませんので、見直しや問い合わせのみでも、
『保険のことなら雄元へ』、お気軽にお問い合わせくださいませ。

株式会社雄元は、日本パーカライジング株式会社の関連会社で、福利厚生を担っている会社です。

保険で
お困りなこと、
ないですか？

保険で
お困りなこと、
ないですか？

雄元保険部のウェブサイトが
リニューアルされました

この度、パーカーグループ 株式会社雄元 保険部では、
皆様により使いやすく、よりわかりやすくご利用いただけるよう、

ウェブサイトをリニューアルいたしました。

新しい商品はもちろん、
パーカーグループにお勤めの方がご加入いただける商品など、

保険情報をお届けしてまいります。
スマートフォンなどでぜひ、雄元のウェブサイトをご登録ください。

引き続き、いっそう充実した内容となるよう更新してまいります。
今後とも株式会社雄元 保険部をよろしくお願いいたします。

ポイント ①
雄元で取り扱いのある保険商品の
ご案内ページができました！ご希望の商品を
クリックいただきますと、詳細へリンクします。

パソコン

URL
https://yuugen-hoken.com/

保険商品のご案内ページ

ポイント ②
オンライン相談のお申し込みフォームが
できました！お電話やメール以外でも
ご相談承ります。

スマートフォン

アクセスは
こちら！

ポイント ③
インターネットでのご契約も可能です。
海外旅行保険、12時間からの1日自動車保険、
医療保険など、ぜひご利用ください。



ご照会・お問い合わせは

TEL. 03-3278-4593 FAX. 03-3281-3620

〒103-0027 東京都中央区日本橋2-16-8 第二パーカービル7階

（受付時間 ：平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで）

URL. https://yuugen-hoken.com/
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取扱代理店

Mail. hoken@yuugen.co.jp

株式会社 雄元 保険部

パーカーグループ


