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JA共済／終身共済

JA 共済／終身共済

　この共済は、働き盛りの間は保障が大きく、掛金を払い終わっても一生涯の保障が続く。また、

13 種類の特約が付加できるほか、共済掛金の払込終了後に年金への移行もできるなど、多様性･

自在性に優れている。

取　扱　内　容

共 済 期 間 終身

共 済 金 ①死亡共済金　②後遺障害共済金

加 入 年 齢 ０～75歳

払 込 方 法 ①年払い　　　
②月払い　　　

共 済 掛 金 払 込
終了年齢・加入年齢

　共済掛金払込終了年齢は、次のとおり50歳から80歳までの５歳きざみと99歳の８種
類の中から選択することができる。これに応じて被共済者の加入年齢の範囲が決まっ
ている。
•50歳……………………０～45歳　　•70歳……………………０～65歳
•55歳……………………０～50歳　　•75歳……………………０～70歳
•60歳……………………０～55歳　　•80歳……………………０～75歳
•65歳……………………０～60歳　　•99歳……………………０～75歳
99歳払込終了の場合
　定期特約、更新型定期特約、逓減定期特約、生活保障特約または家族収入保障特約が
付加されるときは、共済掛金払込終了年齢を指定年齢と読み替える。

共 済 金 額 の
最 低 限 度・ 単 位

50万円以上・10万円単位

共済金額の最高限度 １被共済者につき５億円

共 済 金 の 支 払 い
○死亡共済金
　被共済者が死亡したとき
○後遺障害共済金
　被共済者が責任開始時（復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時）以後に
生じた原因により、第１級後遺障害の状態または重度要介護状態になったとき

共 済 契 約 の 変 更 ①共済金額の減額　②共済掛金払込終了年齢の繰り上げ　③払済契約への変更

割 り も ど し 金 の
割 り も ど し

次の２通りの方法がある。
①据置き
②年払いの場合の共済掛金からの差し引き（共済掛金の払込期間中に限る）

付 加 で き る 特 約

•定期特約
•更新型定期特約
•逓減定期特約
•生活保障特約
•家族収入保障特約
•災害給付特約
•災害死亡割増特約

•生前給付特約
•特定損傷特約
•年金支払移行特約
•共済金年金支払特約
•特別条件特約
•指定代理請求特約

　※税制適格特約（予定利率変動型年金共済のみ）•満期前払特約（養老生命共済の
み）•共済掛金建特約（一時払介護共済のみ）•共済掛金一時払特約（予定利率変動型年
金共済のみ）
以外のすべての特約を付加することができる。
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（注）要介護認定日が発効日から３年以内であるときは，軽度介護一時金および介護共済金の支払額を60％削減し，40％の
支払いとする（介護共済金は所定の要介護状態が続く限り40％の支払い）。

（※１）介護共済金が支払われるとき，または発効日から１年以上経過した後に公的要介護認定（要介護１以上）を受けた
とき。

（※２）あくまで目安であり，支払い事由に該当しているかどうかは，医師の診断等により，全労済が認定する。なお，将
来，公的介護保険が改定された場合には，これらの表現があてはまらなくなることがある。

（※３）満65歳となった日の直後に到来する契約年応当日の前日までに重度障がいとなったとき。
（※４）生存していることが条件となる。
■発効日以後に発病した病気または不慮の事故によるときに支払う。
■解約返戻金を少なくして掛金を安くする仕組み（低解約返戻金特則）となっている。
■要介護状態となり介護共済金が支払われるときまたは重度の障がいが残ったとき，不慮の事故により所定の障がいが残
ったときは以後の掛金は不要（保障はそのまま生涯継続（生活支援共済金を除く））。

介護月額
45,000円型

加入年齢（満15～満70歳）

介護月額
30,000円型

加入年齢（満15～満75歳）

介護初期費用共済金※１

（１回限り）

公的介護保険の
要介護１～５程度
※２の要介護状態
となったとき

90,000円 60,000円

軽度介護一時金
（１回限り）

公的介護保険の
要介護２～５程度
※２の要介護状態
となったとき

45万円（注） 30万円（注）

介護共済金
（所定の要介護状態が続
く限り一生涯）※２

公的介護保険の
要介護３～５程度
※２の要介護状態
となったとき

月額45,000円（注） 月額30,000円（注）

生活支援共済金
（満60歳までに契約した
人のみ保障の対象）

重度障がいと
なったとき※３

年額54万円
（満65歳まで，または５年
間のいずれか長い期間）※４

年額36万円
（同左）

死亡共済金 死亡したとき 10万円 10万円

＜終身介護プラン＞
１．特長

介護保障専用の保障商品。

死亡共済金を10万円，解約返戻金を最高10万円としたことで手頃な掛金を実現した。

２．保障内容と保障額

介護月額：30,000円・45,000円（受取期間10年・終身） 
介護初期費用，軽度介護 

生活支援共済金：年額36万円・54万円 

終身保障 

死亡共済金　　　：10万円 
重度障がいの場合：生活支援共済金 

65歳まで保障 

全労済／新総合医療共済終身介護プラン・定期介護プラン
終身生命共済／個人長期生命共済
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