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当社は山形県天童市にある
総合保険代理店です
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あれど、大まかに次のようなトラ

食道がんの原因

ブルに対応できます。

お役立ち情報
●食道がんとは
食道とは口から胃の入口までの
約２５センチ程度の器官で、粘膜
や筋肉の層で構成されています。
食道がんは この粘膜から出来る

飲酒
熱い
もの
辛い

喫煙
野菜・果物
食べない

問い合わせの件数順は
１位 バッテリー上がり
２位 パンク バースト
３位 キーとじ込み
となっております。
冬本番となってまいりまし
た。特に今の時期に多いバッ
テリー上がり。古いバッテ
リーやあまり動かしてない
車だと比較的なりやすいよ
うです。

最近、健康志向の方が増

えてきたせいか、ウォーキ

上記トラブル時に、すぐ連
絡が出来るよう、スマホ等に

ングやジョギング、そして
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通常は細胞が出来ても免
疫の働きで排除できますが、
リスクを高める習慣が多い
ほど、排除しきれなくなり、
がん細胞も多く発生する、
と言われています。
食道がんは自覚症状がほ

をより安く、そうでない方
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ます。

食道がんの発生に影響していると

合わせください。

だくか、弊社ＦＰまでお問い

フレットやＨＰでご確認いた

詳細は各保険会社のパン

る会社もあります。

イバーにも割引を行ってい

バー割引といった優良ドラ

また、セーフティドライ
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関係でいわゆる肥満度のよ
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していない方です。その他に

喫煙を１年または２年以上

一番割引効果が高いのは

ＦＰ 後藤 陽子

自動車保険のロードサービス

バッテリー上がり

●食道がんの原因となる生活習慣

リスク細分型保険

お役立ち情報
ロードサービスは通常、任意の
自動車保険に自動で付帯する

パンクの対応

サービスです。各社多少の違いは

レッカーけん引

考えられています。

ガス欠対応
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●道路交通法が改正されました（令和１年１２月１日施行）

『ながらスマホ事故の違反強化』
近年におけるスマートフォンの普及等に伴い、携帯電
話使用等（ながらスマホ）による交通事故は増加傾向
にあり、悲惨な交通死亡事故が発生しています。
そのため、携帯電話使用等に関する罰則が強化される
とともに、同違反に係る基礎点数および反則金の額が
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引き上げられました。 罰則は次の通りです。
①携帯電話使用等（交通の危険）
罰則

１年以下の懲役

又は
反則金

３０万円以下の罰金
適用なし

基礎点数 ６点
②携帯電話使用等（保持）
罰則

６カ月以下の懲役

又は

お申し込みはこちらから

反則金

１０万円以下の罰金
大型車２万５千円／普通車１万８千円
二輪車１万５千円／原付車１万２千円

基礎点数 ３点

申込みフォームから

皆様も十分にお気を付けください。

右ＱＲコードを読み取りください

お電話で

0800-800-1567
Ｒ1年12月29⽇（⽇）〜Ｒ2年1月5日（日）まで

「ケムちゃん」（ジャンガリアン

パールホワイト）
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損害保険各社の「事故」発生時の連絡先
携帯でも使用可、365日24時間対応
あいおいニッセイ同和
三井住友海上火災
損保ジャパン日本興亜

このコーナーでは、皆さんが大事にしているペットを
ご紹介いたします。第一弾はＦＰコンパス ファイナン
シャルプランナー 後藤陽子から。手のひらサイズで
ちょろちょろ動き回り、たまに口で「ちょん♪」とつつ
いてくるそうです。とってもかわいいですね！
※うちの子もぜひ紹介して！という方は弊社までご一報ください

セ コ ム 損 害 保 険

0120-024-024
0120-258-365
0120-256-110
0120210-545

恐れ入りますが、当社では休業中、営業時間外は
留守番電話対応となります。 翌営業日以降、各担
当者から連絡、または訪問をさせていただきます。

事故時の対応手順などＨＰに記載中→→

