
保護者の皆様へ

2023年度版

※ご兄弟がいる場合は、お子さまお一人ずつお申込ください。

ご案内
［こども総合保険］

「子ども総合保障制度」「子ども総合保障制度」
適用される割引率

約33％割引

2023年4月20日（木）第ニ次締切日

2023年3月31日（金）第一次締切日

電話のみで保険金請求手続き完了！『簡単支払特急便』

部活動によるケガや自転車事故によるケガ・個人賠償責任にも対応！
（示談交渉サービス付き・国内のみ）

申込締切日 (消印有効)

横浜市PTA連絡協議会からのお知らせです。是非ご覧ください。
取扱代理店：株式会社 ジーアンドケイ・アソシエイツ
横浜市PTA連絡協議会
「子ども総合保障制度」係
TEL：0120-916-818（通話料無料）
受付時間 ： 9：00～17：00（土、日、祝日、年末年始を除きます）

■当制度のお問い合せ先　

横浜市PTA連絡協議会
もしもの時に安心できる補償を

示談交渉サービス付※3

国内外問わず※3

24時間補償
高額損害賠償
にも対応※1

お子さまだけでなく
ご家族も補償！※2

〔個人賠償責任補償〕

自転車事故自転車事故個人賠償責任補償は 自転車事故 にも対応！

事例❶ 事例❷

約3,013万円
お支払保険金

約1,274万円
お支払保険金

他にもこんなときにお支払いします！

自転車を運転中に正面衝突し、
相手が倒れて頭部を打撲し
後遺障害が残った。

投げたボールが通行人にあたり、
通行人に後遺障害が残った。

買物中に
あやまって
商品を壊した

休みの日に
空き地でサッカー
をしていて隣家の
ガラスを割った

歩きスマホを
してしまい、
人と衝突し
ケガを負わせた

※1 限度額は加入するプランにより異なります。
　  詳細はパンフレットをご確認ください。

※3 示談交渉サービスは国内のみ対象となります。※2 ご家族の対象範囲は、補償概要をご確認
　  ください。

お子さまが加害者となる
高額損害賠償事故が発生しています！

お子さまが加害者となる
高額損害賠償事故が発生しています！
当社保険金支払事例

既にご加入の方へ：現在お通いの学校を卒業されるまで、原則、自動更新されます。
ご加入の方（3年・6年一括プラン除く）には、2月上旬に当制度の「自動更新のご案内」をお届けしております。

（新しいプランへの変更も「自動更新のご案内」でお手続きできます。）

S-230189（2024-01）

2019年10月施行 神奈川県自転車条例対応［個人賠償］
※条例では自転車損害賠償責任保険等への加入が義務となっております。

加入依頼書受領後に「受領ハガキ」を送付しますのでご確認ください。
オンライン申込みの場合は、「ご加入手続き完了のご連絡」メールが（　　　　　　　  「受領ハガキ」の代わりとなります。　　　　　　　  ）
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新入生用

S-230152（2024-01）
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