かしこい家計で楽しいくらしを応援する情報誌
Present!

ホームページでは『びぃあらいぶ』
に関する
アンケートを実施中です。
お答えいただいた方に
抽選でオリジナルグッズをプレゼント！

パルシステムの保障

検索

パルシステムの保障はこちら！
http://www.palsystem-kyosai.coop/index.html
『びぃあらいぶ』
のバックナンバーも読めます

2017年

9月4 回号

今回は全員に配付しています

健康・家計おうえんナビはこちら！
http://www.palsystem-kyosai.coop/navi/

次回『びぃあらいぶ』は 11月 1 回

わが家の「保障」に悩んだら

パルシステムがサポートします！
病気や事故、
災害など、
わが家の
「万が一」
に備える方法の一つが保障商品への加入です。
パルシステムでは食品や生活用品と同じように、
組合員の暮らしに欠かせないものの一つとして
「保障商品」
も取り扱っています。

組合員だから利用できる！
あなたに寄り添うサービスです

共 や火災保険…etc.

済に死亡保険・医療保険、がん保険、自動車保険
ひとくちに「保障商品」といっ

ても種類がいっぱいで分かりづらいですよね。また、よく耳
にする「保障の見直し」という言葉。具体的に何をどうすれ
ばよいのか分からずモヤモヤすることはありませんか？

共済推進スタッフ

かつては保険会社の外交員と呼ばれる人が職場や自宅を
訪れ、商品の情報を説明してくれたり、加入手続きをして
くれる風景をよく見かけました。さらに、2000 年を過ぎた
ころから、
「インターネット生命保険（ネット生保）」と呼ば
れるインターネットで申込みや見積りができる保険会社が
誕生したり、各保険会社の商品をまとめて検討できる無料
相談所が街中に登場するなど、より手軽に保障商品の情
報を手に入れられるようになってきました。
しかし、手軽に情報を入手できるようになった分、利用する
側にも信用できる情報を集める力が求められています。
じつはパルシステムでも、組合員にむけて保障商品をおす
すめするだけでなく、さまざまな形で保障に関する情報を
提供しています。これは組合員だけが利用できるサービス
とサポート。ぜひ一度利用してみませんか。

LPA
（ライフプランアドバイザー）
生協の保険担当者

まずは
チェック！
保障商品の選択は家族の暮らしと密着しています。
保障の見直しが必要か、
まずはチェック！
子どもが生まれる
（生まれた）

住宅を購入した

子どもが入園・入学した

10年前に加入した保障商品をそのままにしている

子どもが就職・結婚などで独立した

いま加入している
保障商品と保険料を一覧にできない

夫が定年退職を迎えた

1 つでもチェックした項目があるなら、ぜひ保障の見直しを！
次のページでは、パルシステムで行っている保障の見直しのお手伝いの形を紹介します。
『びぃあらいぶ』の
配付について

全員に配付しておりますが、停止・再開ができます。ご希望の方は6ケタ注文欄に
以下の番号をご記入ください。 配付停止： 193348
配付再開： 193046

※1週間後にカタログが停止・再開されます。インターネットなどで
当該カタログの商品を注文された場合は自動的に再開されます。

発行元：パルシステム共済生活協同組合連合会
管理部『びぃあらいぶ』編集委員会

パルシステムには組合員の家庭を
「保障」でサポートする体制があります

共済ってなに？
もっと知りたい！
わが家の

support

support

2

マネープラン、

しっかり考えたい！

共済 以外の
保障もあるの？

共済推進スタッフ
による説明

support

support

“共済”について、
ていねいにご説明します。

1

3

電話相談や
HP から資料請求・申込み

LPA による
「お金」
に
関する学習会

学習会や共済推進スタッフでは
カバーしきれない
さまざまな保障商品については
こちらから
お問い合わせを。

お金や
ライフプランニングに
ついての知識を
身に付けられます。

1

support

LPA（ライフプランアドバイザー）がわが家の
「お金」に関する考え方を伝授します
L

対面で
相談！

LPA は各地域の生協で組合員向けの学習会の講師や、講座の運
営を行っています。同じ組合員として日々の生活を切り盛りしてい
るLPA だからこその視点で行われる学習会は、分かりやすいと人気。
また、学習会には保育の用意もあるので、子どもと一緒に参加しや
すいのもパルシステム
たとえばパルシステム
神奈川ゆめコープでは、

LPA が 企 画した以 下
のような学習会や電話
相談を実施しています。
学習会に参加して、わ

最近は「保険なんてまだまだ必要ない」
「保障ってよく分からない」と
いう若い方が増えているようです。また、逆に、保障商品に加入して
いても保障を使うことなく年齢を重ねた高齢の方が、契約した当時
の古い保障内容のまま掛金を払い続けていらっしゃるケースもよく

学習会の一例
知って安心！ 生命保障

●

セカンドライフ準備講座

知って納得！ 医療保障

●

リタイア後のくらしとお金

総点検！ わが家の保険証券

●

※地域生協によって開催されている学習会は異なります。
詳しくは加入されているパルシステムのHPや機関誌でご確認ください。

など

らいいのか…」

予約不要！

そんなときは気軽にお電話ください。お金や保障に関する専門知識
と資格を持つ生協職員が、組合員それぞれの立場に立って不安や

パルシステム共済生活協同組合連合会
保障見直し相談コールセンター

問題を解決するお手伝いをします。
パルシステムで加入した保障商品のことでなくても大丈夫。具体的

0120-201-357

な希望商品は無いけれど漠然と不安を感じている方も、ぜひお電話
を。不安の原因を一緒にひもといていくことで、わが家に最適な保

受付時間／月〜土 9：00 〜 17：30 ※生協パルシステムの保険担当者につながります

障の形が見えてきますよ。

24時間いつでもOK！
HPから資料請求や
申込みができます

HPから
資料請求！

※

※ネット申込みができるのは一部商品です

れるナビゲーションシステムや、クリックするだけでより詳しい資料

見かけます。共済推進スタッフは共済についてのご説明はもちろん
のこと、現在加入されている他の保障商品についてもお聞きしなが
ら、個々のご家庭に最適な「保障」についてご提案しています。
ご家庭ごとの状況にあわせてお話しができるのが訪問相談のよい
ところ。ぜひ「わが家の保障」の見直しのきっかけづくりに呼んでく
ださい！

を請求できるページなど、便利な機能がいっぱい。商品によっては
ホームページから加入できるものもあります。
パソコン、タブレット、スマートフォンから24 時間アクセスOK。ぜひ

2

がっています。

パルシステム神奈川
ゆめコープのLPAのみなさん

●

support

頼があった場合や、電話で問い合わせがあると、直接ご説明にうか

けませんか。

●

学習会に
参加！

パ 推進スタッフ）が在籍していて、組合員から配送担当者へ依

える力や知識を身につ

ま加入している保険、この内容のままでいいのかしら？」
「な

商品情報が分かるだけでなく、あなたにおすすめの商品をみつけら

ルシステムの各センターには共済担当の専門スタッフ（共済

が家のお金について考

い にか保険に入った方がいいような気がするけれど、どうした

パルシステム茨城
共済推進スタッフ
三浦 真弓（左）
霜村 千代子（右）

共済のことならおまかせ！
最適な保障内容を
一緒に考えましょう

ならではです。

フリーダイヤルで無料相談。
生協の保険担当者が
ていねいにお話をうかがいます

ルシステムで取り扱っている保障商品の情報が一堂に集ま

コープ共済連が実施する「LPA 養成セミナー」を修了・合格、

の組合員です。

パルシステム共済連
保険事業部
岩崎 大輔
（AFP/日本FP協会認定）

パ っているホームページがあるのをご存知ですか？

PA（ライフプランアドバイザー）とは、生協の全国組織である

または、FP の資格を持ち、一定の研修課程を修了したパルシステム

3

電話で
相談！

一度チェックしてみてください。

ホームページはこちら

このボタンをクリック！

「パルシステムの保障」で検索してください

http://www.palsystem-kyosai.coop
※2017年9月20日スタート

気になることを

データで
チェック！

みんなは保障商品に加入しているの？
DATA

生命保険・個人年金保険に

01 加入していますか？

DATA

02

直近に加入した保険の加入理由 TOP 5

1 希望にあった生命保険だったから

加入していない

2 営業職員や代理店の人が親身になって説明してくれたから

10.8％

3 営業職員や代理店の人が知り合いだったから
生命保険の
世帯加入率

加入している

89.2％
※民保（かんぽ生命含む）
、簡保、JA、県民共済・生協等を含む

4 掛金が安かったから
5 以前から加入していた営業職員や代理店の人からすすめられたから
以下にはこんな理由も
●
●

家族、友人、知人にすすめられたから
以前加入したことのある会社だったから

●
●

従来にない新しい生命保険だったから
健全な経営をしている会社だったから

出典：
（公財）生命保険文化センター 平成 27 年度「生命保険に関する全国実態調査」より

