会員メリットを
ご活用ください！

秋田商工会議所の
共 済・保 険 制度

～全国商工会議所のスケールメリットにより、
福利厚生の充実とリスクへの備えを実現～

経営者・従業員の万が一の病気やケガに備えたい

新型
コロナも

▶▶▶

1

従業員の退職金制度を導入したい・見直したい

▶▶▶

2

医療・生活保障や財産形成に備えたい

▶▶▶

3

健康経営に取り組みたい

▶▶▶

4

海外でのリスクに対する備えを充実させたい

▶▶▶

5

企業活動に関わる損害リスクを包括的にカバーしたい

▶▶▶

6

保障

労災事故による損害賠償などの経営リスクに備えたい

新型
コロナも

7

病気やケガで働けなくなった場合の収入減に備えたい

新型
コロナも

▶▶▶

8

▶▶▶

9

様々な経営上のリスクに備えたい

秋田商工会議所

▶▶▶

補償

補償

役員・従業員の生活を支える「共済・福祉制度等」のご案内
□
✓ 会員事業所の各種ニーズ（弔慰金・見舞金制度、退職金制度、リスク対策や事業承継など）をサポート
□
✓ 経営者・従業員のみなさまの医療保障、生活保障、財産形成などのニーズにお応えする各種プラ
ンもご用意

1

生命共済制度

［入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付 定期
保険
（団体型）
＋秋田商工会議所独自の給付制度
（見舞金・祝金・記念品制度）
］

1口あたりの掛金795円（50歳・男性の例）で、病気死亡50万円、災害死亡250万円（
新型コロナウイルス感染症も対象 ）を始めとして、様々な保障や見舞金などが得られ、
役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
型

新
●病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます
ロナも
コ
●ガンや6大生活習慣病で入院した場合、ガンで先進医療を受けた場合は一時金が支払われます
保障
●毎年収支計算し、剰余金が生じた場合は配当金として払戻いたします
●掛金は1口月額 795円（15～60歳）から加入できます
●医師による診査は不要です（告知のみでお申込み）
●秋田商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金等）が付加されています
●役員・従業員のために負担した掛金は全額損金または必要経費に計上できます（法人税基本通達 9-3-5、直審 3-8）

2

特定退職金共済制度［新企業年金保険］
人材の確保と定着化に向けた退職金制度の確立にご活用いただけます。
●毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます
●従業員1人につき、1口1,000円から最高30口まで加入できます
●過去勤務期間の通算の取扱いができます
●事業主が負担した掛金は全額損金または必要経費に計上できます（法人税法施行令第135条、所得税法施行令第
64条）

3

各種福祉制度（個人保険）
●企業経営サポートシリーズ アクサの「保障重視」の定期保険 ピュアライフ［無解約払いもどし金型定期保険］

●アクサの「長期保障」の定期保険 フォローアップライフ［災害保障重点期間設定型定期保険］
●企業経営サポートシリーズ 就業不能保障プラン［生活障害保障型定期保険］

●アクサの「一生保障」の医療保険 スマート・ケア［医療治療保険（無解約払いもどし金型）］

●アクサの「治療保障」のがん保険 マイ・セラピー［ガン治療保険（無解約払いもどし金型）］

4

アクサの
「健康経営サポートパッケージ」
どのように健康経営を進めたらよいか、アクサ生命保険（株）
（秋田商工会議所共済福祉
制度引受保険会社）の健康経営アドバイザーがサポートします。
●健康習慣アンケート 従業員の生活習慣を「見える化」するための生活習慣アンケートを実施します
●健康経営実践プログラム 会社の健康経営実践計画をご一緒に策定します
●健康経営優良法人認定支援 健康経営優良法人認定を目指した取組をサポートします
●健康経営実践支援 従業員を対象とした「健康セミナー」の開催などで実践をサポートします

5

商工会議所の海外危機対策プラン

※この商品は保険ではありません

大規模自然災害、テロや戦争、感染症の蔓延などの有事の際、海外に出張・駐在している
社員の身の安全を迅速に確保します。
●1企業あたり年間契約料60,000円（税込66,000円）※従業員数100名以下の会員企業の場合
●緊急事態発生時における専門家（セキュリティ・アドバイザー）への電話相談
●安全な国・地域までの緊急避難の手配（実費自己負担なし）
●緊急避難に代わる安全確保措置の手配（実費自己負担なし）

企業のもしもに備える「損害保険制度」のご案内
□
✓ 日常に潜む｢もしも｣に備えた充実のラインナップ
□
✓ 低廉な保険料でご加入いただける、会員のための商工会議所保険制度

6

ビジネス総合保険制度
事業活動における賠償リスク､災害による事業休業リスク、財物損壊リスクを総合的に補
償します。
●会員事業者を取り巻くリスクに対する補償のモレ・ダブリを解消し、一本化して加入可能
●賠償責任リスク（製造物責任、リコール、情報漏えい、サイバー、施設・事業遂行等）を総合的に補償
●事業休業補償により災害（火災、風災、水災、雪災、地震等）に遭った際の事業継続のための資金を確保
●情報漏えいの補償に加え、サイバー攻撃の際の対応費用も補償
●全国商工会議所のスケールメリットにより、保険料が最大約33％割引 ※１
（裏面）

設備工事（賠償責任の補償）

事故例

飲食業（事業休業の補償）

マンションのスプリンクラー設備 台風により店舗が浸水し、営業停 受託貨物（電子ピアノ）の運搬中、
から漏水し、戸室に水濡れ被害が 止。店舗復旧まで105日間を要 トレーラーが横転し、貨物を破損
発生。設置業者が訴えられた。
し、その間の売上がゼロになった。 させた。
損害額：約7,990万円

7

物流業（財産の補償）

損害額：約1,350万円

損害額：約775万円

業務災害補償プラン
多様化・複雑化の傾向にある「労災事故」から会社も従業員もお守りします。

新型

●労災賠償に備える「使用者賠償責任保険」を標準セット
コロナも
●政府労災保険の給付を待たずに保険金のお支払いが可能
補償
●パート・アルバイト、派遣、委託作業者のほか、下請負人も補償
●政府労災で認定された業務・通勤による精神障害、脳・心疾患や新型コロナウイルスなどの疾病、自殺などを補償
●パワハラ・セクハラによる事業者、役員、使用人の法律上の賠償責任を補償（オプション）
●全国商工会議所のスケールメリットにより、保険料が最大約58％割引 ※１
（裏面）

飲食業

事故例

8

医療業

建設業

過重労働が原因で、脳に重篤な障 研修医が過労により急性心筋梗塞 現場監督が長時間労働によりうつ
害を負い、寝たきりになった。
を発症し死亡。
病を発症し自殺。
判決容認額：1億9,400万円

判決容認額：1億3,500万円

判決容認額：9,905万円

休業補償プラン
経営者本人とその従業員が、病気やケガで働けなくなった場合に、収入の減少部分を補います。
●入院中のみならず、自宅療養期間中の就業不能も補償
●就業外での病気（新型コロナウイルス・新型インフルエンザ含む）
・ケガまで補償
●医師の診査が不要で加入手続きが簡単
●天災（地震・噴火・津波など）によるケガも補償
●全国商工会議所のスケールメリットにより、保険料が最大約62.5％割引 ※1（裏面）

9

新型
コロナも

補償

その他の保険制度
輸出製品などの海外におけるPLリスク、
リコールリスクに備えるなら

中小企業海外PL保険制度

海外取引先の債権回収不能リスクに備えるなら

輸出取引信用保険制度

海外での知財訴訟リスクに備えるなら

海外知財訴訟費用保険制度

個人・法人の情報漏えいリスクに備えるなら

情報漏えい賠償責任保険制度～サイバーリスク補償型

引受保険会社・
お問合せ先

共済・福祉制度等 1 〜 5

損害保険制度 6 〜 9

▶引受保険会社

▶引受保険会社

アクサ生命保険株式会社

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 ※2
共栄海上火災保険株式会社 ※3
損害保険ジャパン株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社（五十音順）

▶取扱店
アクサ生命保険会社秋田営業所
〒010-0921 秋田市大町3-5-1
TEL 018-862-1670

▶制度運営

＜パンフレットをご覧いただけます＞
秋田商工会議所ホームページ
https://www.akitacci.or.jp/kyosai/

日本商工会議所
＜パンフレットをご覧いただけます＞
日本商工会議所
保険制度ホームページ
https://hoken.jcci.or.jp

アクサ生命保険株式会社ホームページ
https://www.axa.co.jp/channel/cci

秋田商工会議所 総務課

または、お近くの代理店・引受保険会社までご連絡ください。

お問合せ先 〒010-0923 秋田市旭北錦町1-47

TEL 018-866-6674

FAX 018-862-2101

各制度についてのお問合せは、電話または下記「連絡票」、
問合せフォームにてお願いいたします

お問合せフォーム

（秋田商工会議所ホームページ）

https://www.akitacci.or.jp/inquiry/kyosai/
スマートフォンの方はこちらからお問い合わせください→

※ 1 割引率は引受保険会社により異なります。
※ 2 中小企業海外 PL 保険制度、 輸出取引信用保険制度、 海外知財訴訟費用保険制度は引受けておりません。
※ 3 引受は情報漏えい賠償責任保険制度のみ。
・このご案内に記載の内容は、 制度概要を示したものです。ご加入にあたっては、 パンフレット・重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）を必
ずご覧ください。
・詳しくは、お近くの代理店・引受保険会社または当所へお問い合わせください。
・ご記入いただいた情報は、 当所共済・保険制度の事務手続き、 各種サービスの案内・提供のために使用するとともに、 各制度の引受保険会社に
提供いたします。

共済・保険制度

連絡票

送信先▶秋田商工会議所総務課

FAX 862-2101

★ご関心のある制度（中面をご覧いただき○印をしてください）
1．生命共済制度

2．特定退職金共済制度

5．海外危機対策プラン

3．各種福祉制度

6．ビジネス総合保険制度

4．アクサの健康経営サポートパッケージ

7．業務災害補償プラン

8．休業補償プラン

9．その他の保険制度（

）

★該当するものに○をつけてください
1．加入を検討したい

2．内容を聞きたい

3．パンフレットがほしい

★事業所名
★担当者名

★ TEL：

（

）
2020 年 8 月作成

