
パナソニック松愛会 入会のご案内

入会手続きの流れ

１ 松愛会へ入会希望であることを連絡

３ 提出資料の作成

２ 松愛会事務局より入会資料一式を送付
(退職説明を受けられた方はその時の資料に同封)

４ 入会金20,000円を指定口座に振り込み

５ 提出書類を松愛会事務局へ送付

６ 松愛会より会員証・規約等を送付

７ 手続き完了　※後日該当支部より連絡があります

＜振込口座＞

＜連 絡 先＞

ゆうちょ銀行
三井住友銀行

・入会申し込み（兼）会員名簿を作成
・年会費預金口座振替申込書
・保険関係がある場合該当資料

①入会申し込み（兼）会員名簿
②入会金の振込証書（郵便振替払込請求書兼受領書または振込明細書のコピー）
③年会費預金口座振替申込書
④保険関係資料（該当者）

記号14090
門 真 支 店

番号28644711
普通1003310

パナソニック松愛会
パナソニック松愛会

パナソニック松愛会事務局
〒570-0031　大阪府守口市橋波東之町三丁目２番12号

京阪西三荘スクエア West２Ｆ
ＴＥＬ ０６－６９９６－１０７７
ＦＡＸ ０６－６９９６－１０７８

HP://www.shoai.jp/

メール：i n f o @ s h o a i . j p
電　話：０６－６９９６－１０７７　　ＦＡＸ：０６－６９９６－１０７８
※ 社内メールは届きませんのでご注意ください

〒570-0031　大阪府守口市橋波東之町三丁目２番12号
京阪西三荘スクエア West２Ｆ
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加入による特典
松愛会に入会し、パナソニックグループの仲間と一緒に
楽しく、健康で、有意義なOB生活をエンジョイしましょう

松愛会に入会すれば｢松愛会会員｣として、各種サービスが受けられます

情　報

●慶弔関係
・長寿お祝い ･････････  喜寿、米寿、白寿
・結婚お祝い、金婚お祝い
・弔事対応 ･･･････････  会長メッセージ、ご香典

●お見舞い
・傷病見舞い ･････････  10日以上の入院時（退院日を起点として年１回）
・長期療養見舞い ･････  介護認定４･５級認定者で寝たきりの方（生涯１回）

福祉制度

その他特典

▶保険関係（団体割引が適用されます）
・パナソニック保険サービス（傷害保険、疾病保険、火災
保険、自動車保険、ペット保険、ゴルファー保険)

・アフラック生命保険（がん保険・医療保険）

▶ドック検診が優待価格で受けられます
・東京海上日動火災診療所
(東京２か所・名古屋・大阪２か所)

▶日常常備薬の斡旋があります
・75歳以上カタログ斡旋は年２回
・全会員Web斡旋は年２回

▶(株)パナソニック共済会の「住まい特典」が利用できます
・家を買うとき、売るとき、借りるとき、リフォームする
とき、引越するとき（アート引越センター・サカイ引越
センターと提携）に割引などの特典が受けられます
※一部対象外のものがございます
▶パナソニックホームズ(株)のサービスが受けられます
・新築契約時割引
▶三井住友信託銀行のサービスが受けられます
・セカンドライフ相談サービス
(保険・介護、相続・不動産に関する相談)
・｢会員制福利厚生サービス｣「VISAゴールドカード」の
利用など
※ご利用の際には口座開設が必要となります

▶パナソニックリゾート大阪・提携リゾート施設が
会員価格で利用できます

・ラフォーレ倶楽部、かんぽの宿

▶会員制リゾートホテルが会員価格で利用できます
・ダイヤモンドソサエティの全国14施設

▶ユニトピアささやまが会員価格で利用できます
▶日本旅行パッケージツアーの割引特典が受けられます
▶全国のオリックスレンタカーを特別価格で利用
できます

▶パナソニック労働組合の全国提携サービスが利用できます
・物品販売、飲食、テーマパーク、葬儀場などの提携サー
ビスが受けられます

▶PGUオンラインショップが利用できます
・グルメ、スイーツ、美容・健康商品、飲料、パナソニッ
ク関連商品などの購入

・｢生活応援フェアぷらす」で日常雑貨商品が安価で購入で
きます

▶パナソニック企業スポーツの応援観戦ができます
・ラグビー、バレー、野球など

※入会するには、入会金・年会費が必要です

入会の条件
・定年退職者（定年扱い退職者を含む）
・雇用構造改革の取組みに伴う転身支援による50歳以上の退職者
・10年以上の勤務実績があり、会員の推薦があるもので満50歳以上の者

・会報「松愛」を１回/２か月お届けします
・ホームページ（松愛会本部・支部）

慶弔・見舞い保　険
団体割引が受けられます

同好会活動
趣味を同じくする多くの仲間と同好会
活動を通じ、親睦が図れます
全国で約280の同好会があります

慶弔・見舞いが行き届い
ております

会社情報やその他お役立ち情報を提供して
います

【女性会員懇談会】

【地域清掃】

【男の料理教室同好会】

【新春懇親会】

松愛会について
永年パナソニックグループに勤務し、定年等で退職された皆様の集まりであり､「友愛・親睦・貢献」
をキーワードに活動する自主的な任意の会です。
現在、会員数約29,500名で北海道から九州まで35支部があり、各支部ごとに地域の特性を活かし、
同好会・懇親会等の活動を活発に行っています。

＊入会金 20,000円　＊年会費 2,000円
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