
愛知県で5,000人の経営者の方が加入されています

組合加入のご案内
飲食業の皆さまへ

愛知県飲食生活衛生同業組合
TEL（052）251-7535

平成24年度版

少し資金が足りないかも…

ほかのお店との
つながりが欲しい

 健康保険はどうなるの？

飲食組合におまかせください
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愛知県飲食生活同業組合は飲食業界の発展をはかることを目的として生活衛生法に
基づき設立された特殊法人で、厚生労働省及び愛知県の監督指導の下に運営され
現在県下に50支部、組合員5,000人が加入している飲食業者の組合です。

愛知県飲食組合とは

融 資 制 度

他に新創業融資など、組合員向けの制度があります。
※振興事業貸付を特別な利率でご利用いただいている方が生活衛生同業組合を脱退された場合は、適用されている特別な利率を通常適用する利率に変更させていただくことがあります。

設備資金
（返済期間）

振興事業貸付 1億5,000万円
（20年以内）

運転資金
（返済期間）

5,700万円
（7年以内）

据置期間

設備資金
（2年以内）

運転資金
（2年以内）

担保保証人

必要
（注1/2）

条件・備考

標準営業約款登録店は、
運転資金：特別利率A

振興事業貸付に必要な書類

国の制度で組合員の方であれば
「無担保・無保証人」による
 融資もご利用いただけます。

組合加入から半年以上経過している方は、「無担保・無保証人」で
特別に融資を受けることができます。
詳細は、各支部長経由にて経営特別相談員までお問合せください。

加入特典も充実で、

各種サービス特典、融資や
食品国保の加入手続きもできます。

※ご利用にあたっては、一定の要件を満たした方で生活衛生同業組合（組合が設立されていない場合は生活衛生営業指導センター）の長の推薦が必要です。

年利率
（設備：当初2年間－0.65%、以後－0.15%）

特別利率C 基準利率

設備資金
（返済期間）

生活衛生改善貸付
（通称：衛経）

2,000万円
（10年以内） （7年以内）

運転資金
（返済期間）

据置期間

設備資金
（2年以内）

運転資金
（1年以内）

担保保証人

不要

条件・備考

従業員数が5人以下で、
組合に半年以上
所属している方。
（会社または個人）年利率

（設備：当初2年間－0.5%、以後特利F）
特別利率F特別利率F

1. 借入申込書　　 2. 振興事業に係る資金証明書　　 3. 支部長証明書
4. 振興事業促進支援融資制度に係る事業計画書　　 5. 振興事業貸付紹介書

以上、5通の書類を本部まで提出してください。
※見積書、決算書、営業許可証等は、公庫へ直接提出してください。

5通の書類は、各支部または本部までお尋ねください。ホームページからダウンロードも可能です。

無担保・無保証人

組合員だけの 日本政策金融公庫の
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組合加入の各種メリット

カラオケ音楽使用料が20％引き
日本音楽著作権協会（JASRAC）との協定
により、組合員の皆さまだけの特典として
20％割引にてご利用になれます。
（注意：BGMの使用料は割引対象になりません。）

JASRAC中部支部
TEL（052）583-7590

「Sマーク」標準営業約款登録を！
お客様に安全な商品を提供するためには、お店側の管理がとても重要です。食
中毒などでお店の信用を失わないように、日頃から衛生面に十分気を配りお客
様に安心をお届けするためのSマーク登録をしましょう。

スーパー（業務用スーパーアミカ）割引サービス
東海地区に店舗が拡大している業務用スーパーアミ
カ」でお買い物レジ精算時に、「アミカカード」を利用
する場合、「全飲連カード」を見せるとポイントが２倍
となります。
通常は、商品お買い上げ金額５２５円（税込）毎に１ポイントですが
全飲連カード提示で２ポイントとなります。
１００ポイント溜まると５００円の割引サービス券を発行、次回以降
のご来店お買い上げ時にサービス券をご利用いただくとご精算
金額より５００円の割引となります。

各種賠償保険が充実
●団体所得補償保険
病気やケガでお仕事につけなくなった時、最長1年間保険金をお支払いしま
す。

●新総合賠償共済制度
｢食中毒賠償共済制度｣と｢総合賠償共済制度｣が１つになりました。総合保障型
オプション｢おみせの安心補償｣が新設されました。

●普通傷害･交通傷害共済制度
日常生活でのケガ・交通事故でのケガの二つのタイプがあります。年間掛け金
１,０００円からの共済制度です。

●お店のマスター
お店の什器・備品、業務用現金、休業損失、賠償責任、そして各種費用の補償と
総合型共済制度です。

ティアご利用割引サービス
組合員の方全員対象に割引がございます。 
①入会金・年会費は一切不要
②約45万円相当の特典
③3等親の方まで特典が適用
④他社会員の解約金も負担 

ティア 0120-549401 
愛知県飲食組合所属を伝えてください

安全・安心を約束する3つのS
Safety 安全
Ｓｔａｎｄａｒｄ 安心
Ｓａｎｉｔａｔｉｏｎ 清潔

食品国民健康保険
組合員の方であれば、安い保険料で加入することができる健康保険制度です。
但し、個人経営者であることが条件となります。（法人の新規加入はできません）
ご家族、従業員も加入することができ、とてもお得な保険です。

〈 加入手続きの流れ 〉
当組合の支部（店舗営業地区）へ加入し、保険の手続きも同時に行えます。
※注意：保険未加入支部もあります。※各支部の詳細は、事務局へ電話または当組合HP支部案内をご覧ください。

介護保険法　第9条第2号に該当する　月額2,800円　被保険者（40歳以上65歳未満）

保険の詳細は、名古屋市食品国民健康保険組合まで　　TEL（052）261-7661

月　額（介護保険法該当者）

19,800円

15,900円

11,000円

月　額

17,000円

13,100円

8,200円

営業主（甲組合員）

従業員（乙組合員）

家　族



組合ホームページ

http://www.aichi-inshoku.or.jp/

振興事業貸付の運転資金
ご利用の際「特別利率」で
 さらに金利が安くなります。

全飲連新総合賠償共済制度に
おいてSマーク登録店には
安くて大きな補償が
用意されています。

※Sマーク登録には、損害賠償保険加入が必要です。

組合の情報を
随時更新
各支部のイベントや組合員の
方を紹介しています。

愛知県飲食
グルメガイド
各地域の組合員店舗の情報
を掲載しています。

組合のメリット
融資・保険・割引等ホームペー
ジ上に全て掲載しています。

厚生労働大臣認可の「安全なお店」
として与えられる店頭や店内に

提示する認可証は今後来店客にとって
重要な目印となります。
登録はお早めに！

Sマーク登録により、
「安心で安全なお店」を

約束することができる大きなメリット！
衛生管理の信頼アピールを

しましょう。

Sマークは大きな目印

損害賠償保険特典融資特典

お客様へアピール

Ｓマーク
標準営業約款
登録店の魅力
年２回締切り（7月・1月）が

あります。
詳しくはお尋ねください。

店頭表示ステッカー
一般飲食店登録料 1件当たり 6,600円

標　識 1個当たり 1,330円
掲示板 1個当たり 2,150円

店頭表示ステッカー 3点セット 200円
初回登録料合計 10,280円

初回登録料（3年間有効）

一般飲食店再登録料 1件当たり 2,360円
標　識 1個当たり 1,330円
再登録料合計 3,690円

再登録料（5年間有効）



食中毒賠償事故の補償

年間たった2,060円で5,000万円の補償

全飲連「新総合賠償共済制度」
食中毒・盗難・ケガなどの保険が充実！

エコノミープラン

食中毒賠償事故＋施設賠償事故、
受託物賠償事故＋人格権侵害・宣伝障害の補償

お値打な掛金で食中毒賠償事故以外にも手厚い補償

休業補償もあります
食中毒の発生などによって、営業が休止または貴店の損失（喪失利益・売り上げ減少防止費用）に対して
保険金をお支払いします。

年間たった6,240円で5,000万円の補償
ワイドプランＢ

お客様にやけど、お客様のコートが
盗まれたなどの補償に

まさかの食中毒…

株式会社　日本橋保険センター
TEL.03-3639-8844　FAX.03-3639-0580
受付時間：平日の9：00～17：00
　　　　 （土日、祝日、12/31～1/4を除きます）

取扱代理店

損害保険ジャパン日本興亜株式会社
医療・福祉開発部　第二課
TEL.03-3349-5137　FAX.03-6388-0154
受付時間：平日の9：00～17：00
　　　　 （土日、祝日、12/31～1/3を除きます）

引受保険会社

※自己負担額1,000円

オプション

ご加入の内容

［ほんの一例］ 年間売上高1,000万円超 2,000万円以下のお店の場合（税込み）

A型 ご契約金額（保険金額） 3,000万円 5,730円

B型 ご契約金額（保険金額） 5,000万円 6,240円

年間掛金 ご加入の内容

S型   ご契約金額（保険金額） 1億円 7,200円

SS型 ご契約金額（保険金額） 2億円 8,470円

年間掛金

Sマーク
対応※

※「Sマーク」標準営業約款登録店

月々
なんと

520円

月々
なんと

172円



愛知県飲食生活衛生同業組合
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄4-14-21 愛旅連ビル5F
FAX（052）264-1059

ホームページ　http://www.aichi-inshoku.or.jp/

※加入に関するお問い合わせは下記まで

〈 お問い合わせ 〉

TEL（052）251-7535 三 越

ラシック

中区役所中区役所

広小路通り広小路通り

錦通り錦通り
地下鉄東山線地下鉄東山線

中日ビル中日ビル

愛知県
医師会館
愛知県
医師会館

三ッ蔵通
久屋東
三ッ蔵通
久屋東

久屋東久屋東錦通大津錦通大津
広小路
久屋西
広小路
久屋西

三ッ蔵通
久屋西
三ッ蔵通
久屋西

愛知県飲食生活衛生
同業組合

大
津
通
り

久屋大通り
公園

久屋大通り
公園

地
下
鉄
名
城
線

地下鉄 栄駅

地下鉄  東山線または名城線「栄」下車
１３番出口を出てまっすぐ  ２本目を左折

2012.08K-10,000

大 須 店
（052）259-3955

港当知店
（052）384-0006

一 宮 店
（0586）75-4033

東海名和店
（052）689-3888

半 田 店
（0569）25-0850

中村井深店
（052）459-5688

堀 田 店
（052）884-3338

小 牧 店
（0568）41-3777

豊 明 店
（0562）96-0909

西 尾 店
（0563）53-5535

大曽根店
（052）913-3331

高 針 店
（052）709-2227

春日井店
（0568）82-5010

安 城 店
（0566）73-6888

豊 川 店
（0533）80-7744

守山大森店
（052）768-1801

緑浦里店
（052）629-5572

尾張旭店
（0561）54-4111

岡 崎 店
（0564）65-5733

豊 橋 店
（0532）29-8561

営 業 時 間 AM９：３０～ PM８：００ ※豊明店のみ PM７：００まで
アミカ http://www.oomitsu.com/amica/ アミカネットショップ http: //www.amicashop.com

愛知県内２０店舗展開中！
お近くのアミカまで！

東海地方を中心に店舗展開する、
業務用食材の専門店です。
お客様のお求めの商品を品数豊富、
お買得にご用意しております。
ぜひご来店をお待ちしています！

全飲連会員証のご提示で
アミカポイントを２倍
加算させていただきます

全飲連組合員様
への優待あり ! !
全飲連組合員様
への優待あり ! !
全飲連組合員様
への優待あり ! !
全飲連組合員様
への優待あり ! !
全飲連組合員様
への優待あり ! !
全飲連組合員様
への優待あり ! !

本社 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町4-28
 TEL058-384-5757
一宮営業所 愛知県一宮市栄3-2-12　一宮駅東口ビル2F
 TEL0568-72-6800


