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１．三洋電機洋友会について 

■三洋電機洋友会 

三洋電機洋友会(以下洋友会)は、平成元年７月に会社と労働組合のご支援で、定年退職 

(もしくは定年退職扱い)後の第２の人生を、より楽しく実りあるものにしていただくため

に有志の会として設立されました。 

その後全国に輪を広げ、現在 15 地区３,９５３名(Ｒ３.３現在)の会員で幅広く活動を行

っております。洋友会が皆様にとって会員相互の交流・親睦を通して仲間づくりが図れ

ると共に、社会貢献活動等を通して社会とのつながりが図れることを念じております。 

今後とも皆様のお役に立つ活動を行ってまいりますので、ご協力をお願い申し上げます。 

なお、平成２４年にパナソニックＯＢ会連絡会に加入して他の 5 つのＯＢ会と情報交換

等行っており、よりお役に立つＯＢ会になるよう努めてまいります。 

■主な活動 

 ・共通の趣味、地域に根ざした仲間づくり活動 

クラブ活動・交流会・親睦会・エリア活動・総会等 

 ・情報提供活動 

会報誌「洋友」・地区だより・ホームページ等による会員、生活、健康情報等の提供 

 ・社会貢献活動 

  「プルタブで車椅子を贈ろう」運動、「みんなで“AKARI”アクション」運動 

■会員 

洋友会の会員は三洋電機株式会社(会社都合で転籍した社員を含む)、および三洋電機労働

組合と労働協約を締結した会社に在籍し、退任した役員及び社員で、入会時満５０歳以

上の入会者で構成しています。 

■入会金・会費 

入会金は 20,000 円、年会費は 4,800 円(活動費 3,600 円、慶弔積立金 1,200 円)で

す。但し、60 歳未満および 81 歳以上の会員の年会費は 3,600 円です。 

なお、６１歳以上の入会者は入会時に 1 年につき 1,200 円の慶弔積立金をいただき 

 ます。慶弔積立金の徴収は２４,０００円に達した時点で終了します。 

■名誉会員制度 

米寿(満 88 歳)を迎えられた会員は『名誉会員』とし、その翌年度から会費は免除されま 

す。 
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２．洋友会の特典 

■会報誌「洋友」を年４回お届けします 

  全国の会員動向や投稿記事、地区の活動情報、健康情報等をお届けします。 

 

■「地区だより」をお届けします 

  地区の活動情報をお届けします。 ＊発行頻度は地区により異なります。 

 

■慶弔金制度（喜寿、米寿、白寿、金婚、弔事）があります 

「洋友会慶弔金制度」の詳細は、7～8 ページをご参照ください。 

 

■家庭常備薬を年２回特別価格で斡旋します 

「洋友」春・秋号にて申込書を同封しますのでお申込みください。 

 

■パナソニックグループの保養所が組合員料金で利用できます 

パナソニックリゾート大阪（大阪府吹田市） 

 

申込先：「パナソニックリゾート大阪」 

 ☎ ０６－６８７７－0１１１１ 

       https://phio.panasonic.co.jp/r_osaka/index.htm 

 

■「休暇村ユニトピアささやま」がメンバー料金で利用できます 

    兵庫県丹波篠山市にある自然あふれるパナソニック労働組合連合会の休暇施設です。 

 

申込先：「予約専用電話」  

 ☎ ０７９－５５２－５２２７ 

http://unitopia-sasayama.pgu.or.jp/ 
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■「セラヴィリゾート泉郷」がメンバー料金で利用できます 

  全国２５地区３６施設の宿泊設備を運営する㈱セラヴィリゾート泉郷と契約 

し、洋友会会員に限り、割安な価格でご利用できます。 

 

申込先：「予約専用電話」  

 ☎ ０５０－５８４６－１２３４ 

http://www.yoyukai.jp/member/ 

yoyu1-1-13-2honbuosirase_izumigo.html 

 

■「ダイヤモンドソサエティ」がメンバー料金で利用できます 

  全国１０地区１４施設の宿泊設備を運営する㈱ダイヤモンドソサエティと契約 

し、洋友会会員に限り、割安な価格でご利用できます。 

 

申込先：「予約電話」  

 ☎ ０１２０―００８－６６５ 

https://www.diamond-s.co.jp 

 

 

■レンタカーが割引価格で利用出来ます 

 パソナ・パナソニックビジネスサービス(株)の斡旋でオリックスレンタカーが 

ＯＢ会割引価格で利用できます。 

下記に電話をいただき、専用 ID と予約電話番号を入手下さい。 

 

申込先：オートピアセンター（いずみオートピア） 

☎ ０２７６－６３－６６２７ 

 

＊申込時に洋友会会員であることを告知してください。 

 

 

http://www.yoyukai.jp/member/
https://www.diamond-s.co.jp/
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■契約クリニックで人間ドックが割引料金で受診できます 

   ・本島総合病院（群馬県太田市） 

       問い合わせ先：  ☎ ０２７６－２２－７１３１ 

   ・医療法人財団医親会 海上ビル診療所（東京都千代田区）※２月、３月に限定 

問い合わせ先：  ☎ ０３－３２１２－７６１０ 

 

・医療法人財団医親会 多摩海上ビル診療所（東京都多摩市） 

問い合わせ先：  ☎ ０４２－３５６－２２２２ 

 

   ・医療法人財団医親会 マリンクリニック（名古屋市中区） 

問い合わせ先：  ☎ ０５２－９５４－８００１ 

・医療法人財団医親会 ＯＢＰクリニック（大阪市中央区） 

問い合わせ先：  ☎ ０６－６９４１－８６８７ 

 

・医療法人財団医親会 りんくうタウンクリニック（大阪府和泉佐野市） 

問い合わせ先：  ☎ ０７２－４６０－１１００ 

 

・関西医科大学天満橋総合クリニック  

総合健診センター（大阪市中央区） 

問い合わせ先：  ☎ ０６－６９４３－２２６０      

 

 

 ＊申込時、受診時に洋友会会員であることを告知または会員証を明示してください。 

 

 

 

 



- 5 - 
 

■パナソニックグループ労働組合連合会（PGU）福祉共済センター 

PGU が運営するインターネットのショッピングサイト、日用消耗品の 

通販サイト 

 

申込方法：http://www.pgu.or.jp/fukushi/index.html 

    

   ※ユーザ ID/パスワードは洋友会のユーザ ID/パスワードです。 

■パナソニック企業スポーツを無料で観戦できます 

 会員証を提示しますとパナソニック企業スポーツのラグビー、アメリカンフットボール、 

バレーボール、野球等を無料で観戦することができます。 

   ＊大会の都合により、変更されることがあります。 

 

■地区ごとに行事・催しのご案内をいたします 

 洋友会で行う旅行、社会見学会、観劇会、セミナー等のご案内を各地区よりいたします。 

 

■こくみん共済（全労済）のご相談を受けます 

 住まい(火災・地震等)、交通災害等の保険についてのご相談、手続き等のお手伝いを 

 いたします。 

 

問い合わせ先 ☎ ０７２－８７１－７８６０(洋友会本部) 

 

 

■公益社を割引価格で利用できます(地区限定) 

 各地区(大阪、兵庫、奈良、東京、神奈川)の公益社で割引があります。 

（関西圏は３０万円以上１０％割引、首都圏は３５万円以上１０％割引） 

   

申込先：☎ ０１２０－５６７－７０１ 

 

   ＊申込時に洋友会会員であることを告知してください。 
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■保険、住まい、介護等の情報提供とＯＢ会割引価格で提供いたします 

・パナソニック保険サービス(株) 

 傷害保険、医療保険、自動車保険等で割引があります。 

       

問い合わせ先：☎ ０６－６９４９－４５６１ 

 

・パナソニックホームズ(株) 

 新築、リフォーム等で割引があります。 

         

問い合わせ先：☎ ０１２０－７１－８７４６ 

 

・(株)パナソニック共済会 

 住まい全般(一部割引有)、保険についてのご相談 

       

問い合わせ先： ☎０５０－ ３６８７－３５４６ 

 

・パナソニックエイジフリー(株) 

 介護付有料老人ホーム(一部割引有)、デイサービス等のご相談 

       

問い合わせ先： ☎ ０１２０－７１４－２９４ 

 

    

    ＊いずれも問い合わせ時に洋友会会員であることを告知してください。 

 

＊上記各特典・金額は変動することがあります。 

 

 

■洋友会のホームページが閲覧できます。  http://www.yoyukai.jp 

洋友会ではホームページで各種情報を提供しています。本部や各地区の最新の情報や 

関連情報を見ることが出来ます。また三洋電機やパナソニックにもリンクしています。 

検索方法は上記アドレスまたは「洋友会」でアクセス出来ます。 

パソコンやスマホをお持ちの方は定期的にご覧ください。「お気に入り」に入れて 

おくと便利です。 

※会員専用ページにはユーザＩＤとパスワードが必要となります。 
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３．洋友会慶弔金制度 

■喜寿のお祝い 

   

・「喜寿」（満７７歳）のお祝いとして 10,000 円のお祝い金をお贈りします。 

 ・毎年４月開催の総会時に、その年の４月２日から翌年の４月１日迄に満 77 歳の 

誕生日を迎えられる方に直接お渡しさせていただきます。 

・総会ご欠席の方には総会終了後に郵送等にてお渡しさせていただきます。 

・一部の地区ではお渡し方法が異なる場合があります。 

                            ―申請は不要です― 

 

■米寿のお祝い 

  

 ・「米寿」（満８８歳）のお祝いとして 20,000 円のお祝い金をお贈りします。 

 ・毎年４月開催の総会時に、その年の４月２日から翌年の４月１日までに満 88 歳の 

誕生日を迎えられる方に直接お渡しさせていただきます。 

・総会ご欠席の方には総会終了後に郵送等にてお渡しさせていただきます。 

・一部の地区ではお渡し方法が異なる場合があります。 

                            ―申請は不要です― 

 

■白寿のお祝い 

 ・「白寿」（満 99 歳）のお祝いとして 50,000 円のお祝い金をお贈りします。 

  ・毎年４月開催の総会時に、その年の４月２日から翌年の４月１日までに満 99 歳の 

誕生日を迎えられる方に直接お渡しさせていただきます。 

・総会ご欠席の方には総会終了後に郵送等にてお渡しさせていただきます。 

・一部の地区ではお渡し方法が異なる場合があります。 

                            ―申請は不要です― 

 

■金婚のお祝い ―会員様よりの申請が必要です― 

  「金婚」（ご結婚 50 年）のお祝いとして、5,000 円(金券)をお贈りさせて 

いただきます。 

                       



- 8 - 

 

金婚お祝いの申請方法 

 結婚年数は、数え年で計算する場合もありますが洋友会では満年数で申請いただきます。 

＊ご結婚月の６ヶ月前から１ヶ月後迄の期間に指定申請書にて地区事務所へ申請くだ 

さい。証明書は不要です。(洋友会本部ホームページをご利用ください) 

＊お祝いは、ご結婚月の適切な時期にお贈りします。 

 ＊申請が上記期間より遅れますとお祝い金をお贈り出来なくなる場合がありますのでご 

注意ください。 

 

■会員様ご逝去時の弔慰金及び供花、弔電 －ご家族様よりご連絡下さいー 

 会員様ご逝去時には、下記のとおり対応させていただきます。 

・弔慰金(ご香典、玉串料、お花料等)10,000 円 

・供花(三洋電機社長名、洋友会会長名) 

・弔電(三洋電機社長名、洋友会会長名) 

 これらはご葬儀前のご連絡に基づき手配させていただきますが、事後の場合も弔慰金、

お供えをさせていただきます。(※地区により一部異なる場合があります) 

お身内でされる場合(家族葬等)も弔慰金、供花、弔電をさせていただきます。 

（１１ページも併せご覧下さい） 

 

■配偶者様ご逝去時のお供え ―会員様よりの申請が必要です― 

 配偶者様のご逝去時にお供え(お供え金 3,000 円)をさせていただきます。 

 申請はご逝去後３ヶ月以内に各地区事務所にご申請ください。証明書等は不要です。 

                      

 

 ＊上記制度は平成３０年１２月現在の制度です。  

＊上記各金額は地区により一部異なる場合があります。 

＊一部地区におきまして独自のお祝い方法を取っていることがありますので、各地区に 

お問い合わせください。  
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４．暮らしの情報 

■三洋製品のサービス（修理、部品）依頼 

・三洋製品の修理依頼や相談については下記で行っています。商品及び品番 

を確認の上お電話ください。 

 ・各地区にも、拠点修理窓口がありますので地区事務所にご確認ください。 

 

         パナソニック・コンシューマーマーケティング（株） 

☎ ０１２０－８７８－５５４ 

 

■企業年金 

企業年金についてのお問い合わせ先 

  

パナソニック㈱企業年金室 

☎ ０６－６９９５－１０４３ 

https://nenkin.jpn.panasonic.com/ 

 

＊年１回(１月中旬)支払い通知書が送られます。 

■老齢厚生年金 

老齢厚生年金についてのお問い合わせ先 

           日本年金機構 ねんきんダイヤル 

             ☎ ０５７０－０５－１１６５ 

 

 

■後期高齢者医療制度 

平成 20 年４月に発足した制度で、満 75 歳の誕生日から後期高齢者健康保険医療 

制度の適用になります。健康保険が自動継続されますので、特に手続きの必要あり 

ません。誕生日を迎える前に、お住まいの市区町村役場より通知があります。 
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■介護保険制度 

介護保険制度は平成 12 年４月に発足した制度で、介護が必要になった高齢者や、その

家族を社会全体で支えていく仕組みです。 

介護保険やサービスの利用は、お住いの市区町村役場の介護保険担当窓口、地域包括支

援センターに介護保険被保険者証を添えてご相談ください。 

訪問調査を経て介護認定がなされて介護サービスを受けることができます。 

 

■在職時、退職後契約の保険 

三洋電機の保険代理店(三洋ライフ)は平成 24 年３月に(パナソニック保険サービス)と

の経営統合により業務を移管しております。三洋ライフで契約されました生命保険、

医療保険、自動車保険等のお問い合わせ先は下記のとおりです。 

 

        パナソニック保険サービス ＯＢ営業グループ 

☎ ０６－６９４９－４５６１ 

            

 

■ご近所に『かかりつけ医』を持ちましょう 

 気軽に身体のことを相談できる「かかりつけ医」はお持ちですか。ご近所のクリニック、

診療所、医院にかかりつけ医になってもらい、日頃から治療や予防、体調管理等を相談

できるようにしておきましょう。 

また、ご近所のどの医療機関も高度の専門機能を持つ医療機関と提携しておりますので

緊急の場合に紹介もしていただけます。 
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５．会員ご家族様へ 

会員様ご逝去時の連絡・手続きについて 

 

会員様がご逝去された場合に届け出が必要な主なものを掲載します。 

何れも出来るだけ早く、手続きを行ってください。 

 

 

■洋友会への連絡 ― 会員のご家族の方 ― 

会員様がご逝去されましたら洋友会へご連絡ください。告別式前であれば洋友会から弔慰

金、弔電、供花の手続きをさせていただきます。併せて、洋友会から告別式への参列もさ

せていただきます。 

事後のご連絡の場合は弔慰金、お供えをご持参もしくは郵送にてお送りします。 

(８ページをご覧ください) 

お身内でされる場合(家族葬等)も弔慰金、供花、弔電をさせていただきますのでご遠慮な 

くご連絡ください。 

会員様ご逝去のご連絡は、下記内容を地区事務所またはお知り合いの洋友会会員までお知 

らせください。(1３ページをご覧ください) 

 

≪ご連絡いただく内容≫ 

    

     お通夜・告別式の日時、場所、喪主、葬儀社名、電話番号等 

   

 

 ■国の年金事務所への連絡・手続き 

― 老齢厚生年金、国民年金を受け取っておられるすべての方 ― 

・年金の停止手続き 

厚生年金は 10 日以内、国民年金は 14 日以内に年金停止の手続きをすることが必要で

す。年金手帳、死亡を証明する書類、死亡者との身分関係を明らかにする書類(戸籍抄

本等)をご用意の上、死亡者居住地の年金事務所または市区町村役場まで届け出てくだ

さい。 

・遺族基礎年金、死亡一時金の受取請求 

死亡日から５年以内に、申請書を用意して死亡者居住地の年金事務所または市区町村役

場まで届け出てください。 
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■健康保険の連絡・手続き 

― 国民健康保険、後期高齢者医療制度加入の方 ― 

国民健康保険、後期高齢者医療保険は被保険者が死亡した時は、その翌日に資格が喪失し

ます。ただちに死亡者居住地の市区町村役場まで健康保険証を用意して、届け出してくだ

さい。 

■パナソニック企業年金への連絡・手続き 

― 企業年金を受け取っておられる方 ― 

平成 27 年４月に三洋電機企業年金基金とパナソニック企業年金基金が合併しました。 

企業年金を受け取っておられる方は、停止の手続きが必要ですので下記までお電話くださ

い。場合により未受給分の受け取り資格があります。 

  

パナソニック㈱企業年金室 

☎ ０６－６９９５－１０４３ 

https://nenkin.jpn.panasonic.com/ 

 

■その他(主なもの)   

詳細は各連絡先にお問い合わせください。 

・生命保険受取請求 → 加入保険会社 

・不動産所有権移転登記 → 不動産所在地管轄の法務局（通常司法書士へ依頼） 

・預貯金、株式の名義変更 → 金融機関窓口 

・クレジットカード、各種カードの停止 → 各加入窓口 

  ・自動車の名義変更 → 購入販売会社 

 ・運転免許証の返却 → 所在地警察署 

 ・携帯電話の解約 → 契約しているお近くの携帯会社 

 

－上記以外にもありますが一部を掲載いたしましたー 

 

 

              友人等で未入会の方はおられませんか 

洋友会への入会をお誘いください 
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６．洋友会事務所連絡先一覧 

    (令和３年６月現在) 

地区名 事務所連絡先 電話番号 例会日 

本部 

大東市赤井 1-2-10 
ポップタウン住道本館６Ｆ 
http://www.yoyukai.jp 
Ｅメール honbu@yoyukai.jp 

072-871-7860 

Fax 

072-871-7870 

毎週月、火、

水、木曜日 

北海道 

札幌市中央区北１条東７丁目１-８ 

パナソニック産機システムズ（株） 

北海道支店内 

本部にて代行 

072-871-7860 
毎週水曜日 

東北 宮城県仙台市泉区鶴が丘 4-5-22 022-372-1857 
第２、第４ 

木曜日 

群馬 
群馬県邑楽郡大泉町仙石２丁目 

２６－１ 仙石第一ビル 
0276-62-6782 

毎週水曜日 

午前中 

東京 
東京都台東区上野 1-13-6 

東京新潟県人会館３F 
080-4079-6403 

毎週火曜日 

午後 

中部 岐阜県安八郡安八町大森 180 0584-64-4131 第２金曜日 

岐阜 岐阜県安八郡安八町大森 180 0584-64-4131 第３水曜日 

滋賀 本部にて代行 072-871-7860  

大東 
大東市赤井 1-2-10 

ポップタウン住道本館６Ｆ 
072-870-3400 毎週金曜日 

京滋 
大東市赤井 1-2-10 

ポップタウン住道本館６Ｆ 
072-871-7860 最終木曜日 

大阪 
大東市赤井 1-2-10 
ポップタウン住道本館６Ｆ 

072-871-7860 毎週月曜日 

兵庫 加西市北条町北条３３２-1 0790-35-8085 第 2 木曜日 

洲本 洲本市上内膳 222-1 0799-23-9702 毎週木曜日 

中国 広島市西区商工センター4-9-9 本部にて代行 

072-871-7860 

 

四国 本部にて代行  

九州 
福岡市博多区博多駅南 4-6-23 

パナソニック産機システムズ(株)九州支店内 

Fax 

092-431-7979 
第１火曜日 

＊上記例会日以外は下記緊急時連絡先または地区の連絡網等にてご連絡ください 

 

[緊急時に連絡する洋友会会員、または地区洋友会連絡網をご記入ください] 

お名前 電話番号 備  考 
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