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← ←
金額は税込

番号 定価 送料 注文数

① 3100円 400円

② 3600円 300円

③ 1800円 300円

2800円 200円

1800円 200円

2800円 200円

3900円 300円

※領収書は、ゆうメール代引きを引き取り時に発行されます。
※書籍内容のお問い合わせは下記出版元へ直接お願いします。

　　　　　　　　　　TEL03-3837-5731　FAX03-3837-5740

注文冊数

1～2

3～

（株）公論出版　〒110-0005　東京都台東区上野3-1-8

 サービス

《下記欄内をご記入ください》

※商品発送及び代金のお支払いは、ゆうメール便の代引き（現金）のみになります。
※代引き手数料は３００円です（一律）。

〒

会社名

送付先住所

電話

ＦＡＸ

※商品到着まで約１週間程度かかります。

《注文の流れ》 ※発送及び請求は（株）公論出版が直接行いますのでご注意ください。

サービスマニュアル注文書

ＦＡＸ：０３－３５９７－１７１２
全国石油業共済協同組合連合会

担当者

 いずれかの高い方の送料のみを、ご請求いたします

 送料

組合員

バッテリー交換データブック（2020.10刊）

ジャッキアップポイントハンドブック　平成２２年版

乙種４類　危険物取扱者試験　２０２１年版（2021.2刊）　

ジャッキアップポイントハンドブック　平成２５年版

書籍名

2021オイルデータハンドブック乗用車編（2021.6刊）

④

公論出版 全石連　石油組合

ジャッキアップポイントハンドブック　令和２年版

ジャッキアップポイントハンドブック　平成２７年版

※送料について





















Ｃコース
２４時間ケガを補償

Ｂコース
就業中のケガを補償
（就業中のみの危険補償特約セット）

車が衝突してケガ

駅の改札口を入ってから改札口を
出るまでの間のケガ

自転車で転倒してケガ

Ａコース
交通事故での
ケガを補償

集金中の交通事故でのケガ

通勤途中の駅の改札口を入って
から改札口を出るまでの間のケガ

旅行中の交通事故でのケガ

社内で足を滑らせて
ケガ

料理中にヤケド ハイキング中にケガ

駅でのケガ

団体割引（２５％）・過去の損害率による割引（５％）の適用で割安な保険料でご加入いただけます！

全石連中型生命グループ保険専用
交通事故傷害保険・傷害総合保険

２０２１年度版
（簡易版パンフレット）全石連中型生命グループ保険ご加入の皆さまへ

１．補償の概要

全国石油業共済協同組合連合会
株式会社ゼンセキ

損害保険ジャパン株式会社

中途でもご加入いただけます。

２．保険期間：２０２１年８月１日午後４時から１年間

●自転車で歩行者に衝突して、相手にケガを負わせてしまった。

●飼犬が他人に噛みついてケガを負わせた。

●他人の家のガラスを壊した。

●家族が重度の認知症で、徘徊により他人のものを壊した。（被保険者が賠償義務を負った場合）

【個人賠償責任補償特約】
日常生活の損害賠償事故を補償するオプションをセットできます。

地震、津波によるケガも補償される「天災補償プラン」もあります。

タイヤ交換作業中のケガ

自転車乗車にあたって各自治体にて、自転車保険への加入を条例で義務
付けされていることがありますが、この補償はそれに対応できます。

３．保険金額と掛金の例

●中途加入 ： 保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、毎月２０日までの受付分は受付日の翌月１日(２０日
過ぎの受付分は翌々月１日)から ２０２２年８月１日午後４時までとなります。
保険料につきましては、中途加入の保険期間開始日の翌々月にご指定の口座から振替させていただきます。（一括払）

●中途脱退 ： この保険から脱退（解約）される場合は、ご加入窓口の石油組合までご連絡ください。
●団体割引、過去の損害率による割増引は、本団体契約の前年のご加入人数や保険金のお支払状況により決定しています。次年度以降、割増引率が変更
となることがありますのであらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が１０名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんのでご了承ください。

■満期返れい金･契約者配当金 ： この保険には、満期返れい金･契約者配当金はありません。

■商品の仕組み ： この商品は傷害総合保険普通保険約款、交通事故傷害保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。
■保険契約者 ： 全国石油業共済協同組合連合会
■保険期間 ： ２０２１年８月１日午後４時から１年間となります。
■申込締切日 ： ２０２１年６月１８日
■引受条件（保険金額等）、保険料、保険料払込方法等 ： 引受条件（保険金額等）、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者 ： 全国石油業共済協同組合連合会の会員である各都道府県石油組合の組合員で全石連中型生命グループ保険にご加入の方
●被保険者 ： 全石連中型生命グループ保険に加入されている方が被保険者としてご加入いただけます。 ※加入した方のみが保険の対象となります。
●お支払方法 ： ２０２１年７月にご指定の口座から振替させていただきます。（一括払）（振替事務は日本システム収納㈱に委託しております。）
●お手続方法 ： 下表のとおり必要書類にご記入のうえ、ご加入窓口（本社が所属する石油組合）までご送付ください。

この保険のあらまし（契約概要のご説明）

【取扱代理店】 株式会社ゼンセキ
〒100-0014 東京都千代田区永田町２－１７－１４
TEL 03-3593-5800 FAX 03-3597-1712 （受付時間：平日の午前9時から午後5時まで）

【引受保険会社】損害保険ジャパン株式会社 企業営業第六部第一課
〒103-8255 東京都中央区日本橋２－２－１０
TEL 03-3231-4176 FAX 03-3231-9910 （受付時間：平日の午前9時から午後5時まで）

保険金をお支払いできない主な場合

①故意または重大な過失 ⑥外科的手術その他の医療処置
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為を除きます。）、核燃料物質等に
③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により よるもの
正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ⑧地震、噴火またはこれらによる津波（天災危険補償特約をセットしない場合）

④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑨頸（けい）部症候群（いわゆる「むちうち症」）、腰痛等で医学的他覚所見
⑤妊娠、出産、早産または流産 のないもの など

◇このチラシは概要を説明した簡易版パンフレットです。詳細版パンフレットは取扱代理店にご請求ください。
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンにお問い合わせください。

（2021年6月7日 SJ21-02277）

保険金額 1億円（自己負担額０円）

年払保険料 １，３５０円

★オプション特約 個人賠償責任補償

（保険期間1年、団体割引25%、過去の損害率による割引5%適用）

＊１ 就業中のみの危険補償特約セット
＊２ 天災危険補償特約セット

ご加入対象者 お手続方法

新規加入者の皆さま 添付の「加入依頼書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただきます。

既
加
入
者
の
皆
さ
ま

前年と同等条件のプラン（送付した加入依頼書に打ち
出しのプラン）で継続加入を行う場合

書類のご提出は不要です。

ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して継
続加入を行う場合※

前年と条件を変更する旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。

継続加入を行わない場合 継続加入を行わない旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。

※「前年と条件を変更して加入を行う場合」には、あらかじめ加入依頼書に打ち出された継続前の職業・職種に変更が必要な場合を含みます。加入依頼
書の修正方法等は当該石油組合までお問い合わせください。

（注）傷害総合保険の場合、ご契約の保険料を算出する際や保険金をお支払いする際の重要な項目である職種級別は、職種級別表をご確認ください。

【保険契約者】
全国石油業共済協同組合連合会
〒100-0014
東京都千代田区永田町2-17-1４
TEL 03-3593-5844 FAX 03-3597-1712

（傷害総合保険　職種級別　A級）

100万円コース 300万円コース 100万円コース 300万円コース 100万円コース 300万円コース

1,500円 4,500円 1,500円 4,500円 1,500円 4,500円

1,000円 3,000円 1,000円 3,000円 1,000円 3,000円

年間掛金 2,280円 6,840円 2,040円 6,120円 5,040円 15,120円

(一時払保険料) (1 ,630円) (4 ,890円) (1 ,390円) (4 ,160円) (4 ,460円) (13 ,380円)

(制度運営費) (650円) (1 ,950円) (650円) (1 ,960円) (580円) (1 ,740円)

年間掛金 2,520円 7,560円 2,280円 6,840円 5,400円 16,200円

(一時払保険料) (1 ,900円) (5 ,700円) (1 ,690円) (5 ,060円) (4 ,760円) (14 ,280円)

(制度運営費) (620円) (1 ,860円) (590円) (1 ,780円) (640円) (1 ,920円)

Aコース　交通事故傷害保険
Bコース　傷害総合保険
就業中のみ補償プラン(*1)

Cコース　傷害総合保険
24時間補償プラン

保険金額

死亡・後遺障害 100万円 300万円 100万円 300万円 100万円 300万円

入院保険金日額

手術保険金 入院中の手術：入院保険金日額の10倍　　外来の手術：入院保険金日額の5倍

通院保険金日額

基
本
プ
ラ
ン

天
災
補
償

プ
ラ
ン

(＊２)
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＜準記名式契約特約・就業中のみの危険補償特約セット傷害総合保険＞

都道府県石油組合の組合員の皆さまへ

 パート・アルバイト従業員の総人数で加入を申し込むので、手続きが簡単。

 団体割引（25％）、過去の損害率による割引（5％）の適用で割安な保険料でご提供！

パート・アルバイト従業員が仕事中の事故で負ったケガを補償します。

都道府県石油組合の組合員のSSで働くパートアルバイト従業員の
皆さまが通勤途中や仕事中にケガをしたときに備える傷害保険です。

パート・アルバイト従業員の総人数での加入申込みになります。

退職・採用で出入りがあっても、加入時の人数に変更がなければ届出は不要です。加入時に名簿の提出は不要で
すが、保険金請求時に名簿の提出が必要です。（名簿の備え付けが必要です。）

退職採用

４名で加入

タイヤ交換作業中のケガ 通勤途中のケガ集金中の交通事故によるケガ

２０２１年度版
簡易版パンフレット

死亡・後遺障害 入院保険金
日額

手術保険金 通院保険金
日額

１００万円 1,500円
入院中の手術：

入院保険金日額の１０倍
外来の手術：

入院保険金日額の５倍

1,000円

補償内容の一例：Ａプラン/100万円コースの場合

中途でもご加入いただけます。■保険期間：２０２１年８月１日午後４時から１年間

■保険金額と保険料
傷害総合保険 準記名（全員付保）方式
就業中のみ補償プラン(Ａプラン天災危険補償特約なし

Ｂプラン天災危険補償特約あり） (職種級別 A級 一時払）
（保険期間１年間、団体割引２５％、過去の損害率による割引５％適用）

この保険のあらまし（契約概要のご説明）

●中途脱退 ： この保険から脱退（解約）される場合は、ご加入窓口の石油組合までご連絡ください。

●団体割引、過去の損害率による割増引は、本団体契約の前年のご加入人数や保険金のお支払状況により決定しています。次年度以降、割増引率が変更
となることがありますのであらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が１０名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんのでご了承ください。

■満期返れい金･契約者配当金 ： この保険には、満期返れい金･契約者配当金はありません。

■商品の仕組み ： この商品は傷害総合保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。
■保険契約者 ： 全国石油業共済協同組合連合会
■保険期間 ： ２０２１年８月１日午後４時から２０２２年８月１日午後４時までの１年間となります。
■申込締切日 ： ２０２１年６月１８日
■引受条件（保険金額等）、保険料、保険料払込方法等 ： 引受条件（保険金額等）、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者 ： 全国石油業共済協同組合連合会の会員である各都道府県石油組合の組合員の方
●被保険者 ： 全国石油業共済協同組合連合会の会員である各都道府県石油組合の組合員の方が雇用する全パート・アルバイト従業員

（名簿の備え付けが必要です。）
●お支払方法 ： ２０２１年７月にご指定の口座から振替させていただきます。（一括払）（振替事務は日本システム収納㈱に委託しております。）
●お手続方法 ： 下表のとおり必要書類にご記入のうえ、ご加入窓口の石油組合までご送付ください。

●中途加入 ： 保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、毎月２０日までの受付分は受付日の翌月１日(２０日
過ぎの受付分は翌々月１日)から２０２２年８月１日午後４時までとなります。
保険料につきましては、中途加入の保険期間開始日の翌々月にご指定の口座から振替させていただきます。（一括払）

◇このチラシは概要を説明した簡易版パンフレットです。詳細版パンフレットは取扱代理店にご請求ください。
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンにお問い合わせください。

【取扱代理店】 株式会社ゼンセキ
〒100-0014 東京都千代田区永田町２－１７－１４
TEL 03-3593-5800 FAX 03-3597-1712 （受付時間：平日の午前9時から午後5時まで）

【引受保険会社】損害保険ジャパン株式会社 企業営業第六部第一課
〒103-8255 東京都中央区日本橋２－２－１０
TEL 03-3231-4176 FAX 03-3231-9910 （受付時間：平日の午前9時から午後5時まで）

【保険契約者】
全国石油業共済協同組合連合会
〒100-0014
東京都千代田区永田町2-17-1４
TEL 03-3593-5844 FAX 03-3597-1712

（2021年6月7日 SJ21-02276）

ご加入対象者 お手続方法

新規加入者の皆さま 添付の「加入依頼書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただきます。

既
加
入
者
の
皆
さ
ま

前年と同等条件のプラン（送付した加入依頼書に打
ち出しのプラン）で継続加入を行う場合

書類のご提出は不要です。

ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して
継続加入を行う場合※

前年と条件を変更する旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。

継続加入を行わない場合 継続加入を行わない旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。

※「前年と条件を変更して加入を行う場合」には、あらかじめ加入依頼書に打ち出された継続前の職業・職種に変更が必要な場合を含みます。
加入依頼書の修正方法等は石油組合までお問い合わせください。

（注）ご契約の保険料を算出する際や保険金をお支払いする際の重要な項目である職種級別は、職種級別表をご確認ください。

保険金額 100万円コース 200万円コース 300万円コース

死亡・後遺障害 100万円 200万円 300万円

入院保険金日額 1,500円 3,000円 4,500円

通院保険金日額 1,000円 2,000円 3,000円

入院中の手術：入院保険金日額の10倍
外来の手術：入院保険金日額の5倍

手術保険金

加入掛金（１名分・保険期間１年間） ※職種級別 A級

コース Aプラン Bプラン

100万円コース
2,160円 2,460円

（保険料1,450円+制度運営費710円） （保険料1,760円+制度運営費700円）

200万円コース
4,320円 4,920円

（保険料2,900円+制度運営費1,420円） （保険料3,520円+制度運営費1,400円）

300万円コース
6,480円 7,380円

（保険料4,350円+制度運営費2,130円） （保険料5,280円+制度運営費2,100円）








