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区分 保険会社 内　　　　容

生 

命
団体生命
保　　険

ジブラルタ
生命

【問合せ先】
事業課
03-5362
-4872

保険期間１年　配当金を翌年掛金と相殺
加入限度　200 ～ 2200 万円、加入年齢 65 歳まで

（ただし更新継続される方は 75 歳まで継続可）
配偶者も 800 万円まで加入可

★平成 29.12.1 からジブラルタ生命に日本生命及び明治安田生命
　を加えた 3 社共同引受となりました。

年 

金
団体年金
保　　険

加入は 15 歳以上 73 歳以下　　月払（千円 / 口）が基本、
半年払（１万円 / 口）・一時払積増（10 万円 / 口）あり

　　隊友会の保険は、
　　　　　　会社の個人保険と比較しても大変有利です。

　　　　　年払

基本契約

　：2,200 万円

傷害特約

　：1,000 万円

2018.4.1 現在の保険料で計算

男性 66 歳から 70 歳までの 5 年間の合計

・隊友会団体生命保険　：1,201,140 円

　　※配当率 40％で計算

・個人の保険　　　　　：1,799,980 円

保険金 支払保険料（一例）

会員の福利厚生などを目的とする事業

　隊友会は、会員の福利・厚生を目的として、団体保険等に関する事業やリゾート施設、
儀式サービス及びスポーツクラブ等の優待利用に関する事業並びに再就職支援事業等を
行っています。
　➡❶現職の時に近い有利な福利厚生サービスを利用できます。
　　❷現職と同じ様に、お手頃の保険料で各種の保障・補償が得られる各種保険等に加

入できます。
　　❸全国各地での再就職情報を入手できます。
　退職後のライフプランに利用して下さい

各種団体保険等

　本内容は各保険の概要をご紹介したものですので、検討にあたっては各保険会社のパンフ
レットを確認してください。パンフレットは隊友会ホームページからダウンロードできます。
　また、加入の際は必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場
合には、問合せ先へ連絡ください。
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区分 保険会社 内　　　　容

傷 

害

団
体
総
合
生
活
保
険

団体
傷害
補償 東京海上

日動火災

【問合せ先】
タイユウ・
サービス
0120
-600-230
（平日 9:00
～ 16:30）

保険期間１年　団体割引 25％　年齢制限なし
「本人型」「夫婦型」「家族型」の３タイプ
  
　　

※１　手術保険金のお支払額は、入院保険金の 10 倍（入院中の手術）または５倍（入
院中以外の手術）となります。

※２　傷害一時金払給付金と傷害一時金払入通院給付金は重複してお支払いでき
ません。

医 

療
医療
補償

保険期間１年　団体割引 25％　加入年齢 70 歳まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（79 歳まで継続可）
入院保険金日額５千円（１日目から）

が 
ん

がん
補償

保険期間１年　団体割引 25％　加入年齢 70 歳まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（79 歳まで継続可）
がん診断保険金 100 万円、がん入院保険金日額１万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日目から）
※新規ご加入の場合、ご加入者の保険期間の初日よりその日を含めて

90 日（待期期間）を経過した日の翌日午前 0 時より前にがんと診
断確定されていた場合は、保険金をお支払いできません。

介 

護
介護
補償

保険期間１年　団体割引 25％　加入年齢 84 歳まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（89 歳まで継続可）
公的介護保険制度に基づく要介護３以上の認定を受けた場合に介護補
償保険金最大 300 万円

医 

療
医療
保険

アフラック

【問合せ先】
弘済企業（株）
03-3226-
5811

（平日 9:00
～ 17:00）

終身保険（集団取扱で保険料が割安）
通院・手術保障も付加可能
現役時加入者は継続して取扱い可

が 

ん
がん
保険

終身保険（集団取扱で保険料が割安）
入院保障が日数無制限
現役時加入者は継続して取扱い可

隊友会の団体総合生活保険は、団体割引25％が適用されます。

補償項目
保険金額

（本人型・基本タイプ・職種級別Ａ）

死亡保険金額 250 万円

入院保険金日額 ※１ 3,000 円

通院保険日額 1,500 円

傷害一時金払治療給付金額 ※２ １万円

傷害一時金払入通院給付金額 ※２ 部位・症状に応じて
１万円・３万円・５万円・10 万円

年間保険料 7,890 円
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区分 保険会社 内　　　　容

医 

療
総合医療
サポート 明治安田

生　　命

【問合せ先】
03-3560-5842

保険期間１年
集団扱団体契
約で保険料が
お手頃

災害や病気で継続して 2 日以上入院したとき
入院 3,000 円または 5,000 円 / 日
※三大疾病による入院は支払い日数制限なし

医
療
・
が
ん

三大疾病
保障保険

急性心筋梗塞・脳卒中を発病して所定の状態
になったとき、所定の手術を受けたとき
特定疾病保険金 300 万円

所定のガンと診断確定されたとき
特定疾病保険金 300 万円

医 

療
新・医療
互助制度

損害保険
ジャパン
日本興亜

【問合せ先】
タイユウ・
サービス
0120
-600-230

（平日 9:00 ～
16:30）

〈医療保険基本特約・疾病保険特約・傷害保険特約セット団体総合保険〉
保険期間１年　団体割引20％
加入年齢満 69 歳まで（満 84 歳まで継続可）

（ゴルファー保険、自転車保険には年齢制限はありません。）
男女年齢問わず、１口あたり年間 15,470 円から加入可能で、
病気・ケガ両方の入院・手術とも補償の対象
がん、先進医療の特約をオプションセット可能
介護サポートプランは単独加入も可能

そ
の
他

ゴルファー
保険

〈傷害総合保険〉
保険期間１年　団体割引20％
年間保険料　　4,140 円

自転車保険

〈自動車総合保険〉
保険期間１年　団体割引20％

「個人型」「家族型」の２タイプ
個人型年間保険料　2,520 円　
家族型年間保険料　4,310 円

　本内容は各保険の概要をご紹介したものですので、検討にあたっては各保険会社のパンフ
レットを確認してください。パンフレットは隊友会ホームページからダウンロードできます。
　また、加入の際は必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場
合には、問合せ先へ連絡ください。
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加入資格
予備自衛官・即応予備自衛官または予備自衛官補
加入後、退職した方は満 64 歳に達した日後の８月 31 日まで継続可能

加入手続 隊友会本部又は各地方協力本部予備自衛官班に申し出て、申込書を提出

会　　費
予備自衛官 ･ 予備自衛官補 ：　950 円／月
即応予備自衛官　　　　　：1,000 円／月

訓練出頭中
の災害補償

　 毎年の招集訓練出頭中に発生した傷害事故は、公的保障とは別に補償
● 死亡：１,000 万円
● 後遺障害：30 ～１,000 万円
● 入院：３,000 円／日
● 通院：２,000 円／日
● 受傷後 180 日以内の手術：入院中３万円
● 入院中以外１万５千円

相互扶助
功 労 金

3 年以上加入し脱退した場合に給付
・３年以上：６千円
・４年以上：８千円、
　
・19 年以上：３万８千円、
・20 年以上：４万円

〜

給付の種類 金　額 備　考

死亡弔慰金

加入者 150 万円 加入者が死亡した場合その遺族に給付
配偶者 15 万円 加入者の配偶者が死亡した場合給付
実子・養子 3 万円 加入者の実子・養子が死亡した場合給付
実・養父母 3 万円 加入者の実・養父母死亡した場合その遺族に給付

結婚祝金 2 万円 加入者が結婚した場合に給付
出産祝金 2 万円 加入者及び加入者の配偶者が子供を出生した場合に給付
入院見舞金 2 万円 加入者が 30 日以上入院した場合に給付

予備自衛官などへの福祉支援

　隊友会本部事務局では陸上幕僚監部からの要請に基づき、予備自衛官等福祉支援制度を運営し
ています。

「給付金」

　この制度は、予備自衛官の方々から相互に連帯感を持てる施策について要望があり、
陸上幕僚監部で検討して隊友会に事業を委託し、平成元年 12 月、「予備自衛官等互助制度」
として発足しました。
　平成 10 年３月 26 日には即応予備自衛官制度の導入に伴い、即応予備自衛官を、平成
14 年９月１日には予備自衛官補制度の導入に伴い、予備自衛官補もそれぞれ加入できる
制度としております。
　平成 21 年６月に「予備自衛官等福祉支援制度」と名称が変更され、現在に至っています。
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再就職支援

　隊友会の正会員であれば利用できます。
　詳しくは 隊友会ホームページ　福利厚生　http://www.taiyukai.or.jp/hukuri/001/index.html
を参照ください。

第１段階（求人情報収集・掲載・周知）
① 求人情報の収集（担当 ： 事務局及び各県隊友会）
② 求人情報を隊友会ホームページに掲載
③ 求職登録者データベースの管理、ID・パスワードの付与

第２段階（求職登録及び求人内容の詳細確認）
① 就職を希望する隊友会員は、隊友会のホームページの 「求職者登録ページ」

において、求職者データベースへ登録し、「ID、パスワード」を入手する。 

② 隊友会ホームページの「求人情報ページ」記載の求人情報を閲覧・検索し、

希望に合致する求人を選定する。

③ 希望する企業と直接コンタクトして、求人内容の細部事項を確認する。

① 就職希望会員が希望する企業採用担当者と、直接マッチングを追求する。
② 面接等を受け、内定・採用・再就職成立！

第３段階（マッチング）

※細部は、右イメージ図参照

求人企業開拓
求人情報収集

○○株式会社
マンション管理員募集中！
（新宿、正社員）

○○株式会社
ビル管理員募集中！
（有楽町、契約社員）

○○さんの
ID:△△ △△ △△
PW：□□ □□ □□

求人情報ページ

クリック

面接（緊張！）

【隊友会ホームページ掲載】

人生100年
まだまだ頑張るぞ！

東京地区情報
（15件）

神奈川地区情報
（10件）

○○県地区情報
（△△件）

○○県地区情報
（△△件）

検索！
ぽち！

検索！
ぽち！

検索！ぽち！

検索！
ぽち！

まだまだ元気で仕事したい！
「登録しよう。」

○○会員（男性61歳）､　△△会員（女性62歳）
まだまだ元気だし、良い仕事ないかなぁ？

再就職 成功！

就職
おめでとう！

マッチング

人生100年
まだまだ頑張るぞ！

再就職支援事業における求職会員の再就職完了までのステップ
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第１段階（求人情報収集・掲載・周知）
① 求人情報の収集（担当 ： 事務局及び各県隊友会）
② 求人情報を隊友会ホームページに掲載
③ 求職登録者データベースの管理、ID・パスワードの付与

第２段階（求職登録及び求人内容の詳細確認）
① 就職を希望する隊友会員は、隊友会のホームページの 「求職者登録ページ」

において、求職者データベースへ登録し、「ID、パスワード」を入手する。 

② 隊友会ホームページの「求人情報ページ」記載の求人情報を閲覧・検索し、

希望に合致する求人を選定する。

③ 希望する企業と直接コンタクトして、求人内容の細部事項を確認する。

① 就職希望会員が希望する企業採用担当者と、直接マッチングを追求する。
② 面接等を受け、内定・採用・再就職成立！

第３段階（マッチング）

※細部は、右イメージ図参照

求人企業開拓
求人情報収集

○○株式会社
マンション管理員募集中！
（新宿、正社員）

○○株式会社
ビル管理員募集中！
（有楽町、契約社員）

○○さんの
ID:△△ △△ △△
PW：□□ □□ □□

求人情報ページ

クリック

面接（緊張！）

【隊友会ホームページ掲載】

人生100年
まだまだ頑張るぞ！

東京地区情報
（15件）

神奈川地区情報
（10件）

○○県地区情報
（△△件）

○○県地区情報
（△△件）

検索！
ぽち！

検索！
ぽち！

検索！ぽち！

検索！
ぽち！

まだまだ元気で仕事したい！
「登録しよう。」

○○会員（男性61歳）､　△△会員（女性62歳）
まだまだ元気だし、良い仕事ないかなぁ？

再就職 成功！

就職
おめでとう！

マッチング

人生100年
まだまだ頑張るぞ！

再就職支援事業における求職会員の再就職完了までのイメージ図
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隊友会提携施設等

住友林業
【問合せ先】0120-667-683

・住宅建築、本体工事価格の 3％引き
・リフォーム請負工事代金の 3％割引他
・会員及び 2 親等以内の家族も利用可

全国儀式サービス
【問合せ先】0120-421-493

・全国に展開する加盟葬儀社約 500 社の葬儀の基本セット
　（全国平均 40 万円相当）を 24 万円で提供
・県隊友会名で花輪または生花を一基提供
・家族葬も利用可

日本相続知財センター
【問合せ先】0120-750-279

相続に関する手続や生前の対策相談
全国の加盟支部で相談可能（生前対策・相続手続き報酬 10％ OFF）
初回相談無料

ザ グランリゾート
【問合せ先】0570-00-1955

・隊友会員証の提示で地元の食材や季節感、味を重視した本格会席を
提供する会員制ホテル

・宿泊料 13,000 又は 14,000 円（施設による差）
　1 泊 2 食（税別）で利用可　［2018.6.1 現在］

スポーツクラブルネサンス
【問合せ先】03-5600-5399

●入会手続　入会金 3,000 円　　→ 無料
　　　　　　事務費 5,000 円　　→ 1,000 円
●利用料金　月額契約 13,300 円 → 7,800 円
　　　　　　隊友会会員専用特別都度利用契約
　　　　　　　　　　　　　　　  → 1,500 円 /1 回

アコーディアゴルフ
【問合せ先】
　事業課 03-5362-4872 

・隊友会会員特別のポイントがたまるポイント制度
・予約サイトからお得に予約可
・会員権も特別価格で購入可

北薩摩本舗
【問合せ先】0120-58-7085

・本格薩摩芋焼酎：天の輝き：2,200 円 /1.8ℓ　1,100 円 /720㎖
・購入者の所属する県隊友会へ還付有

紳士服コナカ
【問合せ先】
　事業課 03-5362-4872

隊友会会員証提示で、店内全商品 20％ OFF

防衛省共済組合等施設

会員証の提示で
●「ホテルグランドヒル市ヶ谷」が隊員同様の割引価格で利用できます。
●「国家公務員共済組合連合会三宿病院の人間ドック」を 20％引きで利用できます。

優待利用サービス

　隊友会提携企業、防衛省共済組合等の施設・サービスが割安に利用できます。
　詳しくは 隊友会ホームページ 福利厚生 http://www.taiyukai.or.jp/hukuri/index.html　
　を参照ください。


