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医科組合員 4,123人

歯科組合員 3,089人

合計 7,212人

（2019年 8 月20日現在）

保険医協同組合 保険医協同組合 の

車のご購入を車のご購入を
ご検討中の組合員のみなさまご検討中の組合員のみなさま
ディーラーに行かれるその前に！

　協同組合にお声を
　かけてください！

Ｑどんなサービス？どんなサービス？ Ｑどうやってどうやって
利用するの？利用するの？

Ｑやっぱりやっぱり
他で買いたく他で買いたく
なったら…？なったら…？

さらに！おトクな自動車ローンや自動車保険もご利用いただけます。

自動車購入や保険に関するお問い合わせは、　　　　　　　　　　　　
保険共済部担当：岸本・内原（06-6568-2230）までご連絡ください。

くらべて納得！　　
金利割引でおトクな
自動車ローン！　　

　ご希望の車種・ご購入予定時期等のニーズに合

う信頼できるディーラーおよび担当者を紹介させ

ていただきます。ご購入者が単独でご商談される

よりも有利に、またスムーズに進むよう協同組合

と三井住友海上がサポートいたします。

　『マイカー購入紹介制度』でご紹介させていた

だいたディーラーからご購入いただくと、ローン

金利を割引いたします。他にも自動車７等級以上

の優良運転者の方は、金利を割引いたします（加

入保険会社は問いません。保険証券（写）と同意

書が必要です）。

安くて安心！　　　　
協同組合の自動車保険
　協同組合の自動車保険でご契約いただくと集団

扱なら約５％おトク！※

※ 集団扱契約に切り替える際には、ノンフリート

等級（無事故割増引）を継承します。

　集団扱契約としてご契約いただけるには、「保

険契約者」「記名被保険者」および「ご契約のお

車の所有者」が引受保険会社の定める条件を満た

す場合のみとなります。

■引受保険会社　三井住友海上火災保険（株）

■取扱代理店　大保協商事（株）

　まずは必ず「商談前」に協同組合へご連絡く

ださい。ご連絡いただいた後、担当者から詳し

いご説明をさせていただきます。

　拘束は一切ありませんので、条

件の折り合いがつかない場合など

は断っていただいて結構です。

協同組合ニュースのバックナンバーは、ホームペ
ージで見ることができます。ぜひご覧ください。

セミナー案内

　今回は協同組合員、賛助会員（勤務医）の方だけがご利用いただけるサービス『マイカー購入紹

介制度』をご紹介いたします。また車をご購入の際は『自動車ローン』『自動車保険』も併せてご

検討ください。

保険医協同組合
10月休業日のお知らせ
日曜・祝日　第２・第４土曜日

◆尚、業務時間は平日9：00～17：00 　　
　　　　　　　　 土曜9：00～12：00です。

共同購入ご利用者各位

　平素は当協同組合をご利用いただき、誠にありがとうございます。

　さて、消費税増税につきましては、当協同組合・保険医協会ともども絶対反対の立場

で、反対署名や国会要請等の活動を行ってまいりましたが、10月１日からの増税が免れな

い状況になり、苦汁の決断ではございますが、薬品・衛生材料等の共同購入におきまして

2019年10月１日納品分より新税率10％を適用させていただきます。

　毎月20日締めでご利用いただいている先生方におきましては、10月分（９月21日～10月

20日）の請求書が新税率10％と旧税率８％が併記した内容になります事を深くおわび申し

上げますとともにご理解の程、宜しくお願い申し上げます。

 大阪府保険医協同組合

消費税増税についてのお知らせ

保険共済部セミナー
「2019年税制改正　ドクター向け　速報
　相続セミナー＆個別相談会」
～Dr.相続の税務調査の特徴・相続対策の
ポイントを教えます～
講　師：株式会社相続ステーション®代表

　　　　取締役　税理士・行政書士・FP

　　　　寺西　雅行　先生

日　時：10月20日（日）10：00～12：00

参加費：無料（60名様限定）

会　場：大阪府大阪市北区角田町８番47号

　　　　阪急グランドビル26Ｆ会議室

　　　　 セミナー終了後、個別相談あり

（事前予約先着順）

個別相談あり　要事前予約

①10月27日（日）AM・PM

②11月３日（日）AM・PM

③その他・平日等

会　場：大阪市北区芝田1-1-4

　　　　阪急ターミナルビル　８階

　　　　（相続ステーション）

問合せ：保険共済部　℡06-6568-2230

　　　　（担当：内原・森田まで）

 

行事案内
「秋の住まいと医院の相談会」
日　時：10月27日（日）10：00～16：00

会　場：大阪市浪速区幸町1-2-34

　　　　大阪府保険医協同組合会館

　　　　５階M＆Dホール

内　容： 当日は、提携企業が多数出展して

おり、医院・ご自宅の新築、増改

築、庭師・建築士による相談コー

ナー、お持ちの不動産の売買に関

するご相談を承ります。各種体験

コーナーも実施。お楽しみに。（※予

約特典＝ワインのプレゼントあり）

問合せ：℡06-6568-2741

　　　　（担当：白山（しらやま））

利用登録された方
※お車ご購入をサポートする
三井住友海上よりご連絡

ご自宅近くのディーラー

三井住友海上
購入サポート購入サポート

協同組合協同組合
車買おうと
思ってます！
車買おうと
思ってます！

全メーカー
対応！

中古車
もOK

新車も中古車も！全メーカー対応！
●トヨタ ●レクサス ●日産 ●ホンダ ●マツダ ●三菱自動車
●スズキ ●ダイハツ ●スバル ●メルセデスベンツ ●BMW
●フォルクスワーゲン ●アウディ…
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　先生方より「種類が多くて、どれを買えばいいか

わからない」というお声をいただきます。そんな声

にお応えして、今月より担当事務局がお薦めする商

品をご紹介します。

いつでも どこでも 場所を選ばない

協同組合主催

医師・歯科医師
出会いの婚活
パーティー　　

協同組合主催

医師・歯科医師
出会いの婚活
パーティー　　

　この度、毎年10月に開催しておりました「保険医まつり」を2019年

度は中止させていただくこととなりました。

　保険医まつり（会場マイドームおおさか）へのご参加を毎年お楽し

みにされておられる組合員・会員並びにご家族・スタッフの皆様に

は、大変ご迷惑をお掛け致しますことを深くお詫び申し上げます。

　ご承知のとおり、10月１日より消費税の増税が実施されます。

　保険医まつりの企画で重視しておりますのは、医科・歯科開業医の

医院経営を支える２階会場での医療機器や医科・歯科材料等を充実し

た「特売会場」です。増税後、医院経営に役立てる企画が出来るのか

等、理事会で度々討議してまいりました。

　10月前の開催も検討しましたが、大変残念ながら中止することを決

定いたしました。

　何卒ご理解の程、よろしくお願い致します。

保険医まつり開催中止
のお知らせ

大阪府保険医協同組合（大保協商事株式会社）
℡ 06-6568-2230【担当：森田】までご連絡ください。

引受保険会社：三井住友海上火災保険株式会社

【お詫び】

今回は男性のみの
募集となります　
※ 現在、女性の方から多数のお申し
込みを頂いており、今回は男性の
みの追加募集となります。

パラマテック　
医用電子血圧計FT-205

■協同組合特別価格でご案内いたします。
　ぜひお問い合わせください。
 TEL 06-6568-2741　担当　田辺・寺内

10月27日（日）
日時・場所

大阪府保険医協同組合会館 ５階M&Dホール
大阪市浪速区幸町１－２－34　最寄り駅：地下鉄なんば駅

快適な暮らしをあなたに

お楽しみ抽選会
ご相談いただいた方全員
に、すてきな賞品があた
る抽選会にご参加いただ
けます。

おいしいワイン
又はスイーツ 　
プレゼント！　

ご予約の上、ご相談いただいた方に

10：00～16：30（16：00受付終了）

●お問い合わせ先　大阪府保険医協同組合　tel 06-6568-2741 fax 0120-562-038　担当：白山（しらやま）

大阪府保険医協同組合の皆さまの　　　　
『ゴルファー向け保険』のご案内

上記のようなときに お役にたちます。
詳しくはパンフレットをご確認下さい

他人に損害を与えた

ゴルフ用品に損害があった

団体割引
30％

さらに大口割引
10％

ゴルフのプレー中に
他人に損害を与えたとき。

ゴルフ場やゴルフ練習場で用品の
盗難・クラブが損傷したとき。

ご自身がケガをした

ホールインワン・　　　
アルバトロスを達成した

ゴルフ場やゴルフ練習場で
ご自身がケガをしたとき。

ラウンド中にホールインワン又は
アルバトロスを達成したとき。

適用

趣味でゴルフをされている皆さまへのおすすめ保険です。
組合員・賛助会員だけでなく、ご家族も加入できます。

保険料
年間3,500円から

秋の住まい住まいと

医院医院の相談会相談会
の住まいと

医院の相談会
秋 会員の皆様へ朗報

新築戸建て・マンション・リフォーム新築戸建て・マンション・リフォーム
・仲介等をご検討中の皆様、当組合に・仲介等をご検討中の皆様、当組合に
事前にご連絡いただけると各種値引き事前にご連絡いただけると各種値引き
特典が受けられます！又、相談会にご特典が受けられます！又、相談会にご
参加いただくと、更に楽しくお得な特参加いただくと、更に楽しくお得な特
典があります。HOZO庭師・建築士に典があります。HOZO庭師・建築士に
よる相談コーナーもあります。よる相談コーナーもあります。

Good!

約30社
の出展

　協同組合では以前より組合員から多

くの要望を頂き、時機に応じて保険医

協会員・組合員関係者限定の婚活パー

ティーを開催してまいりました。

　前回は３年前の保険医まつり開催時

まで遡りますが、本当にたくさんの方

々にご参加いただき、このパーティー

で出会い、その後見事ご成婚された方

もいらっしゃいます。

　その後も多くの方々から開催要望を

頂き、今回はそれに応える形での約３

年ぶりの復活開催となります。

　今回はより関係を深められるように

少人数制の開催となります。

　また、当日は専任の婚活コンシェルジュがサポートを致します。

　ぜひ、お気軽にご参加ください。

※ 同日16時～婚活コンシェルジュが会話術レッスンを開催します。親し

い間柄になるのが苦手な方はパーティ前のウォーミングアップタイム

にご参加ください（男性限定）

● 詳細、お問い合わせ・お申し込みは保険医協同組合HPをご覧ください。

　また、お電話でのお問い合わせは06-6568-2741

　（担当：沖田・吉本・岡山）迄

◇日　時　2019年10月26日（土）17：00～20：00
◇会　場　ホテルニューオータニ大阪18Ｆラウンジ フォーシーズンズ
◇参加費　20,000円（税抜）
◇募　集　男性若干名（医科・歯科会員及び会員ご関係者様）
　　　　　年齢　～45歳くらい迄
※応募者多数の場合は抽選とさせて頂きます。

◇申込期限　10月20日

セレクション

今月の
組合
今月の
組合

① 共同購入でおどろきの低価格を実現！
② 専用架台・イス・測定説明パネル付
③ セパレートタイプなので左右どちらの腕でも測定OK・対面
検診にも
④ 測定時の感度が良く、締め付けが少ないのでご高齢の患者様
からも好評

血圧計
売り上げNo.1
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