2022.4月

ＪＡの自動車共済

頼れる５つの安心サービス

ロードサービス

レッカーサービス

夜間休日
初期対応サービス

夜間休日
現場急行サービス
事故時はもちろん、故障時にも

休日契約者
面談サービス

頼れる５つの安心サービス

がご利用いただけます。

● ＪＡＦ会員の皆さまへ ●
お客様のご了承のもと、ＪＡ共済事故受付センターまたはＪＡ共済サポートセンターからＪＡＦを
手配する場合があります。その場合、レッカーサービス・ロードサービスについて、サービス範囲
を拡大します。

フリーダイヤル安心サービス
事故等の場合には

レッカー移動や故障時の応急対応が必要な場合には

【ＪＡ共済事故受付センター】

【ＪＡ共済サポートセンター】

- 258 - 931
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- 063 - 931
レッカーロードサービスは

・電話料金は無料です。公衆電話につきましては、電話をおかけになる時の 10 円は必要ですが、かけ終わると戻ります。
・携帯電話・ＰＨＳからもご利用いただけます。
※ＪＡの営業時間内は、ご加入先のＪＡまでご連絡ください。

詳しくは裏面へ
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レッカーサービス
事故または故障により
自力走行不能となった場合に
レッカー車で現場へ急行し、
最寄りの修理工場等まで
お車をけん引します。

ロードサービス
故障・トラブルにより
自力走行不能となった場合に
対応業者が現場へ急行し、
お車の応急対応を
行います。

● 無料となるレッカーけん引距離
ＪＡＦ会員

現場から最長 115km

ＪＡＦ会員以外

現場から最長 100km

● 事前にＪＡまたはＪＡ共済サポートセンター（ＪＡ共済事故受付セン
ター）に要請された場合に本サービスの対象となります（ご自身で手
配された場合は本サービスの対象外となります）
。

● 無料となるサービス対象範囲
ＪＡＦ会員

30 分程度で対応可能な応急対応に要する費用
に加え、30 分を超過した場合の超過時間に応じ
た作業にかかる費用※

ＪＡＦ会員以外

30 分程度で対応可能な応急対応に要する費用

※30 分を超過した作業にかかる費用の限度額は 5,000 円までとなりま
す。また、部品代・オイル代・ガソリン代等の実費はお客さまのご負
担となります。

● 事前にＪＡまたはＪＡ共済サポートセンター（ＪＡ共済事故受付セン
ター）に要請された場合に本サービスの対象となります（ご自身で手
配された場合は本サービスの対象外となります）
。

夜間休日現場急行サービス

[受付時間] 平日
：0 時～8 時 、17時 ～ 24時
土日・祝日： 終日

ＪＡの営業時間外にＪＡ共済事故受付センターへ
ご連絡いただいた事故について

● 事故現場からお電話いただき、お客さまが現場急行をご希望された事
故が対象となります。

対応員が事故現場に急行し、
事故状況の聞取りなどを行います。

● 原則として、対応員の出動拠点から事故現場まで 30 分程度で到着で
きることが条件となります。ただし、高速道路上、離島、山間部など
一部の場所は本サービスの対象外となります。
● ＪＡ共済より業務委託を受けた ALSOK の対応員が急行します。

夜間休日初期対応サービス
ＪＡの営業時間外にＪＡ共済事故受付センターへ
ご連絡いただいた事故について
初期対応専任のスタッフがお客さまからの
相談対応や相手方への迅速な対応（事故受付の
連絡・修理工場への連絡・代車の手配等）を
行います。

休日契約者面談サービス
ＪＡの営業時間外にＪＡ共済事故受付センターへ
ご連絡いただいた事故について
休日面談専任のスタッフがお客さまを訪問し、
事故に関するご質問・ご相談に
親身にお応えします。

[受付時間] 平日
：17 時～21 時（対応は 22 時まで）
土日・祝日： 9 時～21 時（対応は 22 時まで）
● 対人賠償事故（人身傷害事故を含みます）、対物賠償事故、車両諸費
用保障特約のついた車両単独事故が対象となります。
● ご契約内容が確認できない場合、既にご加入先のＪＡの損害調査スタ
ッフが対応中である場合等、本サービスを実施できない場合がありま
す。

[受付時間] 金曜・祝前日：17 時～24 時
土曜
：終 日
日曜・祝日 ： ０ 時～17 時
● 対人賠償事故で、事故の相手方が入院または死亡された場合が対象と
なります。
● ＪＡ共済より業務委託を受けた休日面談専任のスタッフが対応しま
す。

※ レッカーサービス・ロードサービスについて、トラブルの状況や手配内容によっては、お客さまに費用のご負担が発生する場合があります。
※ 各種サービスについて、交通事情、気象状況等により、サービス業者の到着に時間がかかる場合またはサービスのご提供ができない場合があります。

● ＪＡＦ会員向けサービスをご利用いただく際の注意事項 ●
● ＪＡＦへの手配は、お客さまのご了承のもと、ＪＡ共済サポートセンターから行います。その場合、サービスのご提供に必要
な契約内容情報やお客さま情報をＪＡＦへ提供します。
● 次の（１）～（３）の条件をすべて満たした場合には、ＪＡＦ会員向けサービスを適用します。
（１）ＪＡ共済サポートセンターからＪＡＦへ手配し、ＪＡＦによるサービス提供を受けること(ご自身でＪＡＦを手配された
場合は対象外となります)
（２）お客さまがＪＡＦ会員であり、サービスのご利用時に有効なＪＡＦ会員証を携帯していること
（３）ＪＡ共済におけるレッカーサービス・ロードサービスの「サービスのご利用条件」を満たしていること

本資料は各種サービスに関するすべての内容を記載しているも
のではありません。サービスのご利用条件・提供範囲など、詳細
については「ご契約のしおり・約款」をご参照ください。

お問い合わせは

22119990001

安く

こんなに
なるの！
？
この機会に是非お見積りを！
！
ご好評につき今年も実施！

賞品をプレゼント!

もれなく素敵 な

高級ボックスティッシュ
（贅沢保湿3箱）

エリエール消臭トイレットペーパー
（12ロール）

自動車共済(保険)のお見積りをされると上記の
お好きな賞品をプレゼント！
下記JA限定

JA共済キャラクター

浜辺美波

お手間は取らせません。
「自動車保険(共済)証書」
のみご用意ください。

●ＪＡの自動車共済に加入していない車両の所有者でＪＡの自動車共済のお見積りをしていただいた方が
対象となります。但し、過去にＪＡでお見積りをされていない車両に限ります。
●後日ご希望賞品をご自宅までお届けいたします。 ●先着順のためご希望に沿えない場合があります。
●本キャンペーンについては賞品がなくなり次第終了とさせていただきます。

JAちちぶ

JA埼玉岡部

JAくまがや

JA埼玉ひびきの

JA花園

JAふかや

JAの自動車共済ではお得な掛金割引をご用意しています！

さらに

応募期間 2022年4月1日～2023年3月31日

13,500

応募締切 第1期：2022年6月30日 第2期：2022年9月30日 第3期：2022年12月31日 第4期：2023年3月31日

まずはお見積りを！ キャンペーン概要 ●応募方法：JA の自動車共済お見積りキャンペーン Web サイトに必要事項をご入力の上ご応募ください。
なお、JA 共済のタブレット端末
「Lablet’s
（ラブレッツ）
」
から、JA の担当者を通じて
ご応募いただくこともできます。●応募資格：JA の自動車共済に加入していない車両の所有者で、JA の自動車共済のお見積りをしていただいた方。●抽選について：厳正なる抽選の上、当選者の決定をいたします。
なお、当選者の
発表は、
賞品の発送、
または JA・JA の共済代理店からのお届けをもって代えさせていただきます。
両キャンペーン共通事項 ◎ご提供いただいた個人情報は、JA・JA 共済連の事業および各種サービスのご提供・こ案内・充実等の目的以外には利用いたしません。
また、JA 共済は
「個人情報保護方針」
を定め、個人情報の保護に
努めております。◎当キャンペーンにご応募いただいた場合であっても、法令等により JA 共済にご加入いただけないことがございます。◎当選の権利を他人に譲渡したり、金品に交換することはできません。◎この資料は概要を説明
したものです。
保障内容の詳細につきましては
「重要事項説明書
（契約概要・注意喚起情報）
」
および
「ご契約のしおり・約款」
により必ずご確認ください。

充実のあんしんを
♥ 大切なあなたへ

キャンペーン

先着

500

名様

紹介キャンペーン実施中！
！

限定！

ご紹介いただいた方
ご紹介を受けた方

お二人にもれなく

プレゼント！

日清
エキストラバージン
オリーブオイルセット

※賞品のデザイン・仕様等が変更とな
る場合がありますので、予めご了承
ください。また、賞品は数に限りがご
ざいます。無くなり次第終了とさせて
いただきますのでご了承ください。

ご希望の方、
または
ご不明な点がある方は
お近くの表面記載のJAへ
ご連絡ください
【22119990083】

