
承認番号　18-6583-01-20171025

〈勧誘方針について〉
大阪樟蔭女子大学生活協同組合では、学生総合共済の普及活動にあたって次の事項を厳守し組合員の立場に立った活動に努めます。
（1）消費生活協同組合法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、その他関連法令等および約款を遵守し、適正な普及活動に努めます。
（2）保障の内容、重要事項等を組合員の皆様にご理解いただけるよう努めます。
（3）組合員にご迷惑をおかけする時間帯や場所での普及活動は行いません。
（4）万が一共済金の支払い事由が発生した場合におきましては、迅速かつ適切な共済金のお支払いができるよう努めます。
（5）組合員の要望・質問などに適切に対処できるよう、担当者の教育・研修に努めます。
（6）プライバシーの保護の重要性を認識し、ご契約に関する情報等については適正かつ厳正に管理いたします。
（7）組合員の皆様のご意見等の収集に努め、今後の制度改善や普及活動に反映してゆくよう努めます。
※以上の方針は「金融商品の販売等に関する法律」（平成12年法律第101号）に基づく当組合の「勧誘方針」です。

〈定款・個人情報保護基本方針〉
大阪樟蔭女子大学生活協同組合の定款・個人情報保護基本方針は、ホームページに全文記載しています。生協加入前にお読みください。
http://shoin.u-coop.net/

生協・共済
重要 保護者の方と一緒にご覧ください

加入手続き

大阪樟蔭女子大学生活協同組合
TEL 06-6730-6577

【お問い合わせは】

大阪樟蔭女子大生協

http://shoin.u-coop.net/　　Email：seikyou@ex.bw.dream.jp

加入手続きは下記の期日までにお済ませください
期日を過ぎてしまった場合でもお手続きは可能ですが、手続き完了まで時間がかかることがあります。 期日までのお手続きにご協力ください。

平日10：00～16：30
（土日祝・年末年始休業）受付時間

ガ
イ
ド

2018

このパンフレットと
一緒にご覧ください

▶  生協加入
▶  学生総合共済
▶  学生賠償責任保険
▶  扶養者死亡保障保険
▶  学生生活110番

加入
申し込みは

同封の「加入申込書＋ゆうちょ銀行（郵便局）払込」で
お手続きください

センター入試・
3月以降合格の方

一般入試合格
の方

まで

2018

1/31水
まで

2018

2/28 水

推薦入試合格
の方

まで

2018

3/30金

すべての新入生に加入してほしい制度です
▶ 学生どうしのたすけあい制度
▶ 学内で相談、給付申請手続きOK

共済すべての学生が加入しています
▶ 生協加入でさまざまな組合員特典
▶ 生協出資金はご卒業時に返還

生協

説明会のご案内新入生
保護者

2018

2/17 土・24 土

3/10 土・17 土

時 間

いずれも10：00～14：00
（予定）

会 場
大学内 高智館円形ホール・
翔空館1001

生協主催の入学準備のための説明会です。日々の生活や講義などの大学生活につ
いて、先輩が体験談とともにお話しします。また、生協・共済加入、教科書購入や教
材（パソコン・電子辞書・電子ピアノ）に関するご案内と説明や食堂模擬利用も行い
ます。ぜひご参加ください。

生協主催

別紙のご案内をご覧いただき、事前に参加申込みをお願いします
※各日定員に達し次第お申込みを締め切らせていただきます

2月上旬に送付する生協学生委員会の「新入生歓迎冊子」をご覧いただき、
所定の方法で事前に参加申し込みをお願いします

新入生歓迎企画

「新人さんいらっしゃーい！」
「新人さんいらっしゃーい！」とは入学前に新入生の皆さんに
お集まりいただき先輩学生が悩みや不安を解消する学生主
体の企画です。入学前に同じ学科の友達をつくるチャンスで
す！昨年度は100名超の参加で盛大に開催しました。ぜひ積
極的にご参加ください！

のご案内
日 時

2018年3月23日（金）
11：00～（予定）

会 場 大学内 生協食堂

大阪樟蔭女子大学生協
学生委員会

@shoin_gi
もフォローしてね♪

先輩学生が
生の声を届けます！

裏表紙（会員独自）／大阪樟蔭女子大学生協_P12 表紙／大阪樟蔭女子大学生協_P01



新 入 生 、保 護 者 の み なさまへ

新入生のみなさんへ

大阪樟蔭女子大学生活協同組合
理事長  高橋 裕子  （学芸学部教授・学生部長）

　ご入学おめでとうございます。大学生になられた気分はいかがでしょうか？
　これから大学生として充実した毎日を送り、入学時の希望をかなえ、それぞ
れの道や将来への希望を手にされて社会に羽ばたいて行かれることを願って
います。
　大学生活には、このキャンパスにおける学びだけでなく、大学生であるみな
さんが行かれるすべての場所、そこで体験されるあらゆるものが含まれます。
それぞれが望まれる多様な大学生活を支える役割を果たすひとつが大阪樟
蔭女子大学生活協同組合（生協）です。みなさんの毎日の食事や授業に必要
な書籍や用具だけでなく、様 な々資格取得、病気やけがに対して保障を行う学
生総合共済や学生賠償責任保険を取り扱うなど、生協が対応している範囲は
とても広いのです。
　生協組織は出資金を出して組合員となられた学生、教職員の中から選出さ
れた理事や総代によって運営されています。学生の代表である生協学生委員
会に所属して、組合員の意見や希望を反映させる工夫を凝らした運営を行う
こともできます。大学の授業だけでは体験できない学部・学科を超えた先輩・
後輩とのつながりも、大学生活から得た大きな財産になると思います。
　大学生協を積極的に活用して、実り多い大学生活を送ってください。

大学生協は学内の福利厚生・学生支援を大学
から委託されている非営利の相互扶助組織。
みなさまの出資金をお預りし、それをもとに
様々な商品やサービスを提供しています。組合
員となったみなさまからの意見や要望を反映
し、サービスの向上や改善に日々努めています。

大学生協とは

教科書5％割引
組合員証の提示で、授業に必要な教科書が
定価の5％OFFで購入できます。

本・雑誌5％割引
組合員なら本・雑誌も割引価格で購入できます。
お取り寄せ商品も割引可能。

文具・教材の割引
文具はメーカー価格から20％OFF、
その他教材も組合員価格で提供しています。

（一部対象外もあります）

大学生協推奨パソコン
推奨電子辞書
大学生に必要なパソコン。
メーカー保証4年間と動産保険4年間は
入学時だけの台数限定企画です。（在学中保証）

資格・就職活動企画のご案内、
割引特典
就職セミナー開催の案内や就活用スーツの
生協割引があります。

食堂サービス
安心・安全な食材を使ったメニューで
毎日の食事を支えます。

学生総合共済
病気やケガなどに備えた大学生のための
保障制度「学生総合共済」に学生組合員が加入できます。

自動車学校入校ほか
各種サービスの組合員特典
自動車学校入校は一般価格よりも安い大学生協価格。
卒業式の着物・袴も組合員価格でレンタルできます。

合宿や研修旅行をはじめ
国内・海外旅行の予約手配
JR切符や高速バス、航空券などの
各種旅行チケットの購入から
各種パックツアーなどをご案内しています。

大阪樟蔭女子大学生協の 組合員向けサービス
こちらで紹介しているほかにも、
大学生活に関わる多彩な商品・サービスを取り扱っています。

組合員証到着後、氏名をご確認いただき、生協利用の際は必ず携帯いただくようお願いします。
組合員向けサービスを受けるには組合員証が必要です。

大阪樟蔭女子大学の中で利用され
大阪樟蔭女子大学の中で還元されるシステムです

書籍や文具の割引など、
日常的な還元

還 元

組合員

店舗の改装など
利用しやすい環境の整備と
新入生歓迎企画の実施など

還 元
生協店舗・食堂

（商品・サービス）

出 資
運 営

利用によって生まれた剰余

利 用

大阪樟蔭女子大学

パン・お弁当・飲料など
購買部の食品・飲料・お菓子も
組合員価格です。

生協は大阪樟蔭女子大学の学生・教職員が出し合った出資金で運営され、組合員の学生生活をサポートするため、
組合員の声をもとに書籍・食堂・購買などの事業を運営しています。生協は一人ひとりの出資と参加で成り立っています
ので、皆さんのご出資をお願いします。出資金は20,000円（4口）でお願いしています。

組合員証は5月以降、
入学手続き時にご記入いただいた
加入者住所へ郵送します。

大阪樟蔭女子大学生協への加入について

大阪樟蔭女子大学は学生生活を送る上では生協加入が必須と判
断し、入学手続きの際の納付金の中に生協出資金（2万円）を含ま
せていただいております。生協出資金については卒業（退学）時に
生協より返還されます。

入学されるみなさんは、
既に生協にご加入いただいております。

大学事務局より 生協加入と「学生総合共済」へ
の加入は別の手続きとなりま
す。「学生総合共済」へ加入の
方はP4～P5のプランをご覧に
なって加入手続きをお願いし
ます。

注意

2 3
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新 入 生 、保 護 者 の み なさまへ

新入生のみなさんへ

大阪樟蔭女子大学生活協同組合
理事長  高橋 裕子  （学芸学部教授・学生部長）

　ご入学おめでとうございます。大学生になられた気分はいかがでしょうか？
　これから大学生として充実した毎日を送り、入学時の希望をかなえ、それぞ
れの道や将来への希望を手にされて社会に羽ばたいて行かれることを願って
います。
　大学生活には、このキャンパスにおける学びだけでなく、大学生であるみな
さんが行かれるすべての場所、そこで体験されるあらゆるものが含まれます。
それぞれが望まれる多様な大学生活を支える役割を果たすひとつが大阪樟
蔭女子大学生活協同組合（生協）です。みなさんの毎日の食事や授業に必要
な書籍や用具だけでなく、様 な々資格取得、病気やけがに対して保障を行う学
生総合共済や学生賠償責任保険を取り扱うなど、生協が対応している範囲は
とても広いのです。
　生協組織は出資金を出して組合員となられた学生、教職員の中から選出さ
れた理事や総代によって運営されています。学生の代表である生協学生委員
会に所属して、組合員の意見や希望を反映させる工夫を凝らした運営を行う
こともできます。大学の授業だけでは体験できない学部・学科を超えた先輩・
後輩とのつながりも、大学生活から得た大きな財産になると思います。
　大学生協を積極的に活用して、実り多い大学生活を送ってください。

大学生協は学内の福利厚生・学生支援を大学
から委託されている非営利の相互扶助組織。
みなさまの出資金をお預りし、それをもとに
様々な商品やサービスを提供しています。組合
員となったみなさまからの意見や要望を反映
し、サービスの向上や改善に日々努めています。

大学生協とは

教科書5％割引
組合員証の提示で、授業に必要な教科書が
定価の5％OFFで購入できます。

本・雑誌5％割引
組合員なら本・雑誌も割引価格で購入できます。
お取り寄せ商品も割引可能。

文具・教材の割引
文具はメーカー価格から20％OFF、
その他教材も組合員価格で提供しています。

（一部対象外もあります）

大学生協推奨パソコン
推奨電子辞書
大学生に必要なパソコン。
メーカー保証4年間と動産保険4年間は
入学時だけの台数限定企画です。（在学中保証）

資格・就職活動企画のご案内、
割引特典
就職セミナー開催の案内や就活用スーツの
生協割引があります。

食堂サービス
安心・安全な食材を使ったメニューで
毎日の食事を支えます。

学生総合共済
病気やケガなどに備えた大学生のための
保障制度「学生総合共済」に学生組合員が加入できます。

自動車学校入校ほか
各種サービスの組合員特典
自動車学校入校は一般価格よりも安い大学生協価格。
卒業式の着物・袴も組合員価格でレンタルできます。

合宿や研修旅行をはじめ
国内・海外旅行の予約手配
JR切符や高速バス、航空券などの
各種旅行チケットの購入から
各種パックツアーなどをご案内しています。

大阪樟蔭女子大学生協の 組合員向けサービス
こちらで紹介しているほかにも、
大学生活に関わる多彩な商品・サービスを取り扱っています。

組合員証到着後、氏名をご確認いただき、生協利用の際は必ず携帯いただくようお願いします。
組合員向けサービスを受けるには組合員証が必要です。

大阪樟蔭女子大学の中で利用され
大阪樟蔭女子大学の中で還元されるシステムです

書籍や文具の割引など、
日常的な還元

還 元

組合員

店舗の改装など
利用しやすい環境の整備と
新入生歓迎企画の実施など

還 元
生協店舗・食堂

（商品・サービス）

出 資
運 営

利用によって生まれた剰余

利 用

大阪樟蔭女子大学

パン・お弁当・飲料など
購買部の食品・飲料・お菓子も
組合員価格です。

生協は大阪樟蔭女子大学の学生・教職員が出し合った出資金で運営され、組合員の学生生活をサポートするため、
組合員の声をもとに書籍・食堂・購買などの事業を運営しています。生協は一人ひとりの出資と参加で成り立っています
ので、皆さんのご出資をお願いします。出資金は20,000円（4口）でお願いしています。

組合員証は5月以降、
入学手続き時にご記入いただいた
加入者住所へ郵送します。

大阪樟蔭女子大学生協への加入について

大阪樟蔭女子大学は学生生活を送る上では生協加入が必須と判
断し、入学手続きの際の納付金の中に生協出資金（2万円）を含ま
せていただいております。生協出資金については卒業（退学）時に
生協より返還されます。

入学されるみなさんは、
既に生協にご加入いただいております。

大学事務局より 生協加入と「学生総合共済」へ
の加入は別の手続きとなりま
す。「学生総合共済」へ加入の
方はP4～P5のプランをご覧に
なって加入手続きをお願いし
ます。

注意
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生協出資金
充実した大学生活を支える、大阪樟蔭女子大学生協への加入出資金。

　　　 　 についての詳細は
別途、同封のパンフレットか
各ホームページにて
ご確認ください。

大学生協　共済

http://kyosai.univcoop.or.jp/

学生生活110番

http://www.univcoop.or.jp/
                                    gakusei110/

2 43
※学生総合共済（生命共済・火災共済）の掛金は1年目の掛金です。2年目からの掛金は契約時に登録いただいた金融機関口
座から毎年1回、卒業予定年まで振り替えます。契約内容を変更されない限り新たな継続手続きは不要です。

※学生賠償責任保険・扶養者死亡保障保険は、卒業予定年まで一括払いの保険料です。
※学生生活110番は共済・保険とは別のサービスです。会費は卒業予定年まで一括払いです。
※35歳以上の方・在学中に35歳になる方・留学生および扶養を受けない方は、生命共済の掛金・保障内容が異なりますので
お問い合わせください。

※保障開始日および保障期間は、パンフレット「大学生協の学生総合共済」に掲載の重要事項説明書にてご確認ください。

（4口） 20,000円
卒業時に

返還します

学生総合共済 火災共済KW

学生総合共済 生命共済AF

扶養者死亡保障保険16W（１口）

学生賠償責任保険16H

学生生活110番

（4年間一括払い） 5,800円

（1年間の掛金） 12,800円
※2年目からは口座振替

（1年間の掛金） 2,000円
※2年目からは口座振替

※卒業予定年まで一括払い

（4年間一括払い） 13,000円
※卒業予定年まで一括払い

（4年間一括払い） 9,250円
※卒業予定年まで一括払い

病気やケガによる手術・入院・事故通院等、
もしもの時のリスクに備える保障。こころの病による入院も保障します。

火災・風水害・盗難などによる住まいの家財損害や盗難、
借家人賠償責任保障などがあります。

他人への賠償責任を保障。兵庫県・大阪府・京都府・滋賀県の
自転車条例（自転車保険加入義務化）にも対応しています。

扶養者の方が病気や事故により亡くなられた後に発生し
負担された「学資費用」を保障します。

大学生活の「困った」時に頼りになる、24時間365日のコールセンター
水まわりや鍵、自転車トラブルには緊急で駆けつけます。 ※共済・保険とは別のサービスです。

1年間の
共済掛金

卒業予定年
までの
保険料

卒業予定年
までの会費4

2 学生総合共済 + 3 保険　の合計金額

2 学生総合共済 + 4 学生生活110番　の合計払込金額3 保険 +

安心プランまたは

基本プランを
おすすめしています!

31,600円 18,600円 42,850円 29,850円
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大阪樟蔭女子大学では、入学手続き納付金に含ませて出資金をお預かりしています。

充実した大学生活を
過ごすためにも

自宅外生（ひとり暮らし）自宅生

基本プラン安心プラン 基本プラン安心プラン

基本プラン
大学生活を送るうえで加入しておきたい
必要最小限の基本プランです。

安心プラン
大学生活や日常での生活を安心して過
ごしていただくための「充実」プラン。扶
養者に万が一があった時の学資費用も
保障します。

プラン加入の手続き方法は11ページへ
同封の「加入申込書＋ゆうちょ銀行（郵便局）払込」で
お手続きください。おすすめ加入プラン  と払込金額内訳大阪樟蔭女子大学生協
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大阪樟蔭女子大学生協は、入学から卒業まで大学生活の様々なシーンで
加入いただいた組合員のみなさんをサポートしています。
食堂での食事をはじめ大学での勉学や生活に関わる商品・サービスなど、生協のお店
をご利用の際には組合員証をご提示ください。

必要なものが揃う購買

購買部
〈芳情館 地下1階〉

※営業時間は、大学休暇期間中など時期により変動があります

勉学研究に必要なものから、焼きたてパンやテイクアウト丼など日々
の食べ物、生活に必要なものまで何でも揃います。パソコンや家電、
文具、日用品、切手も販売。

食堂
〈高智館 1階〉

安全・安心の食材を使い、若い女性にとって必要な栄養が十分とれ
るメニューを豊富に取り揃えています。

VOICE

購買は空コマ（授業のない時間）におやつ・デザートを買うの
にとても便利です。その他にも文具や教科書も割引で買えるの
がとてもお得ですよ。
食堂はお昼時間には、とても混みますが、栄養満点のメニュー
がお手頃価格で利用できるので毎日利用しています！

（国文学科2年生）

5%
OFF

入学時教科書購入金額の平均は
約30,000円。
大学生協組合員なら5％OFFで
約1,500円お得です。

大学生協推奨
パソコン・電子辞書

教科書購入
5％OFF

お部屋探し＆
新生活用品

各提携店で
スーツの割引

スーツ販売店大手3社＋系列4
社で利用できる、生協割引web
クーポンをご用意。組合員の学
生の方とご一緒に来店いただい
た場合、保護者の方もクーポン
をご利用いただけます。

入学準備は大学生協で！ 入学式・就活・卒業式にひとり暮らしの方は

振袖・袴レンタル
のご案内

成人式の振袖や卒業式の袴も
組合員価格でレンタルができま
す。各社カタログのほか大学内
でも展示会を行いますので授業
の合間にご覧いただけます。

成人式・卒業式に向けて

大学生協推奨パソコン・電子辞書の
カタログは、1月下旬以降に送付
いたします

スーツ割引クーポンのご案内は、
同封のパンフレットをご覧ください。

※金額は目安です。
　学部・学科や履修状況により
　異なります。

※写真は昨年度版です ※写真は昨年度版です

大学生におすすめする、授
業やレポート作成に必要
なパソコン・電子辞書をご
案内。大学生協ならではの
在学中4年間保証！

月～金
10：00～16：30

営業
時間

月～金
11：00～13：30（ラストオーダー）

営業
時間

※営業時間は、大学休暇期間中など時期により変動があります

4口 20,000円

ご入学
生協出資金

ご卒業などで生協を脱退される際に
出資金は全額返還します

返還します

ご卒業
生協出資金は

健康な食を支える食堂 各種スクールや     自動車学校の案内 学生向けの語学研修・留学、旅行の案内

カフェ
〈芳情館 1階〉

ランチタイムのテイクアウト弁当のほか、学生と人気パティスリがコ
ラボしたスイーツも販売しています。

月～金
11：00～15：30

営業
時間

※営業時間は、大学休暇期間中など時期により変動があります

お部屋探し
の相談は

大学生協で！
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1 生協加入
入学から卒業まで、様々なシーンで大学生活をサポート！
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給付を受けた大阪樟蔭女子大生の声

病気による入院
急性扁桃炎

〈入院6日・給付金額60,000円〉

＊給付時の学年です

こんなにたくさんの共済金をいただき、
とても助かりました。

ライフプランニング学科 1年生*

病気による入院
卵巣のう腫

〈入院4日/手術1回・給付金額90,000円〉

在学中に入院するとは思っていませんで
した。いざという時の備えは必要だと思い
ました。

心理学科 2年生*

クラブ活動中のケガ
左膝前十字靭帯断裂

〈入院44日/手術1回/通院19日・
  給付金額528,000円〉

思わぬ事故に際して、入院費用が高額負
担になるので共済金を受けることができ
て助かりました。

児童学科 3年生*

詳しい保障内容や加入・契約に関する重要事項説明書は、
同封の専用パンフレットに掲載しています。 必ず一緒にご覧ください。
※学生総合共済は、全国大学生協共済生活協同組合連合会（略称：大学生協共済連）が厚生労働大臣の認可のもとに元受団体として運営している
　「学生どうしのたすけあいの保障制度」です。大阪樟蔭女子大学生協は大学生協共済連と業務委託契約を結び、受託事業として全国の共済事業に参加しています。

健康に自信があるので
加入しなくて大丈夫かも？

学生総合共済（生命共済）は、他の保険・共済から保険金・共済金が支払われた場合でも共済金の給付を減額されることはありません。
すでにご加入の保険・共済があっても、あわせての加入をご検討ください。手厚い備えをおすすめします。

自身の体調だけでなく、行動範囲や活動内
容が広がる大学生活では様々なリスクも増
加。実際に給付を受けた方からは「まさか自
分が…」「加入しておいて良かった」の声を多
くいただいています。

Q
環境が変わると体調を崩したり、
様々なリスクも増えますA

自宅通学だし他の保険に
入ってるから不要かも？

学資保険やこども向けの保険・共済は18歳
～20歳に満期を迎えるものが少なくありま
せん。この機会に大学生のための保障制度
（学生総合共済・学生賠償責任保険）への加
入をおすすめします。

Q
この機会に大学生のための保障へ
加入見直しの検討をおすすめしますA

大学で案内された傷害保険と
重複するのでは？

大学の「学生教育研究災害傷害保険（学研
災）」では、おもに正課中・学校行事中・大学
公認の課外活動中の事故を対象としていま
す。学生総合共済（生命共済）もあわせて加
入することでアルバイト中や旅行中など24
時間365日を幅広くカバーできます。

Q
学研災では日常生活の事故や病気は
保障されていませんA

学生総合共済 Q&Aここが知りたい!

同封のこちらのパンフレットを
一緒にご覧ください

「自分自身のリスク」にそなえる
病気やケガを24時間、学内/学外・国内/海外を保障

※火災共済は国内のみの保障です。

授業や部活動以外の
シーンに潜む様々なリスク

アルバイト中
に火傷

海外旅行中に
急性胃腸炎で入院

クラブ・
サークル中に
ケガ

車の同乗中に
事故でケガ

学内にある生協のお店だから、学生本人でも
気軽に相談・手続きができて安心です
ご相談・お手続きは学内にある生協で学生本人でも行っていただくことができます。ケ
ガや病気の報告、共済金の給付申請手続きや保障内容について気軽にご相談ください。
共済証書が手元になくても大丈夫！授業の合間に生協へお越しいただければ共済担当
者が親身に対応します。

給付申請の流れ

生協へ連絡、相談をする

必要な書類を受け取る

領収証（書）や書類を提出する

大学生協共済連で審査し、
共済金をお支払いします

1

2

3

4

学生総合共済のマスコット「タヌロー」
手続きカンタン

病気やケガ、火災や水ぬれなどの被害にあったら早めに生協へ

その場でケガや病気の状況を聞き取りし、
必要な書類をお渡しします

治療が終わったら早めに書類を
生協窓口へお持ちいただくか郵送してください

必要書類を提出すると、所定の日数以内に給付されます

もしもの時は
生協の窓口へ

4年間で9,905件・7億6,251万円以上が
関西北陸地区（女子学生）の生命共済加入者へ
共済金としておくられました

給付金額

9,905件給付件数

この実績は関西北陸地区（女子学生）大学生協の学生総合共済（生命共済）
加入者の数字ですので、さらに多くの方が病気にかかったりケガをされてい
ることが想定されます。もしもの時の備えとして、学生総合共済への加入をご
検討ください。

病気

4,087件

交通事故 1,182件

本人死亡 29件

日常生活中の
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後遺障害（病気・事故）
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関西北陸地区（女子学生）の学生総合共済（生命共済）給付実績
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7億6,251万9,000円
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※期日を過ぎてしまった場合でも加入のお手続きは可能です。お申し込みは生協までお電話（06-6730-6577）でお問い合わせください。

加入手続きは上記の期日までにお済ませください

急増する自転車事故による他人への高額な賠償金の支払いや、扶養者の方が亡くなられた後の学資費用の保障など、学生本人の
病気やケガ以外にも大学生には様々なリスクがあります。学生総合共済とあわせて保険・サービスへの加入もご検討ください。

病気やケガ以外のリスクに備えるために、学生総合共済とあわせておすすめする保険・サービス

加入手続きの方法

「共済証書」「保険加入者証」は大学生協共済連より後日、ご扶養者の住所に送付します。

振替払込請求書兼受領証の保管をお願いします

同封の加入申込書と払込用紙に手書きで記入する

同封の加入申込書＋ゆうちょ銀行（郵便局）で払込

ゆうちょ銀行（郵便局）で払込み

払込み後「振替払込受付証明書（お客さま用）」を加入申込
書の所定の箇所に貼り付けてください。
ATMから払込をされた場合はご利用明細のコピーを貼り
付けてください。
※払込み手数料はご負担ください。

1
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同封の加入申込書にある記入例を参考に、
必要事項を全て記入してください。

加入申込書下部の「払込用紙」を切り取って、
ゆうちょ銀行（郵便局）で払込みをしてください。

加入申込書を郵送する
払込後の「振替払込受付証明書（お客さま用）」を
加入申込書の所定の位置に貼り付けてから、
同封の茶色の封筒に入れて期日までに郵送してください。

加入申込書（下部の払込用紙は切り取ってお使いください）

他人への賠償に備える
学生賠償責任保険
学生総合共済ではカバーできない「他人に対する賠
償責任」を保障。兵庫県・大阪府・京都府・滋賀県の
自転車条例（自転車保険加入義務化）にも対応して
いますので、自転車に乗る方への加入を特におすす
めしています。

保護者のもしもに備える
扶養者死亡保障保険
扶養者の方が事故や病気で亡くなられた後に発生
し負担された、大学に納付する授業料・実験・実習
費や講義に必須な教科書・教材などの購入費用とし
て、保険金額を上限に保障します。

今すぐの不安・トラブルに対応
学生生活110番
24時間・365日、水まわりやガラス・鍵、自転車トラ
ブルの際に緊急で駆けつけます。（バイク・自動車
ロードサービス含む）

詳しい保障内容や加入・契約に関する重要事項説明書は
同封の専用パンフレットで必ずご確認ください。

※学生賠償責任保険・扶養者死亡保障保険は共済ではなく、全国大学生協共済生活協同組合連合会（略称：大学生協共済連）が保険契約者となり、その会員である大学生協の学生組合員を被保険者（保障対象）
　とする団体契約の保険です。　※学生生活110番は共済・保険とは別の、生活トラブル解決サービスです。

● 自転車で歩行者にぶつかりケガをさせてしまった
● アルバイト中にお客さんへケガをさせてしまった
● 教育実習中、過って生徒にケガをさせてしまった
● インターンシップ先のノートPCを床に落として壊してしまった
● 水もれで階下の人の家財に損害を与えてしまった　など

日常生活（正課の講義等を含む）における
賠償事故［国内・海外］

学業を続けるための
学資の備え

詳しい保障内容や加入・契約に関する
重要事項説明書は同封の専用パンフレットで必ずご確認ください。

※詳しくは同封の専用パンフレットをご覧ください。

最高1事故2億円まで保障
示談交渉サービス付き（国内での賠償事故） 緊急駆けつけ

サービス
安心
電話相談

最大9口まで加入できます

日常に潜む
賠償リスク

洗濯機の水もれで
階下の部屋まで
損害が…！

インターンシップ先の
高価な実験機器を
壊してしまった…

まで

2018

1/ 31水

推薦入試合格の方

まで

2018

2/28 水

一般入試合格の方

まで

2018

3/30 金

センター入試・
3月以降合格の方
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3・4 学生のための保険
あわせておすすめする

保険・サービス（110有）／大阪樟蔭女子大学生協_P10 加入手続き（手書き加入）／大阪樟蔭女子大学生協_P11
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承認番号　18-6583-01-20171025

〈勧誘方針について〉
大阪樟蔭女子大学生活協同組合では、学生総合共済の普及活動にあたって次の事項を厳守し組合員の立場に立った活動に努めます。
（1）消費生活協同組合法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、その他関連法令等および約款を遵守し、適正な普及活動に努めます。
（2）保障の内容、重要事項等を組合員の皆様にご理解いただけるよう努めます。
（3）組合員にご迷惑をおかけする時間帯や場所での普及活動は行いません。
（4）万が一共済金の支払い事由が発生した場合におきましては、迅速かつ適切な共済金のお支払いができるよう努めます。
（5）組合員の要望・質問などに適切に対処できるよう、担当者の教育・研修に努めます。
（6）プライバシーの保護の重要性を認識し、ご契約に関する情報等については適正かつ厳正に管理いたします。
（7）組合員の皆様のご意見等の収集に努め、今後の制度改善や普及活動に反映してゆくよう努めます。
※以上の方針は「金融商品の販売等に関する法律」（平成12年法律第101号）に基づく当組合の「勧誘方針」です。

〈定款・個人情報保護基本方針〉
大阪樟蔭女子大学生活協同組合の定款・個人情報保護基本方針は、ホームページに全文記載しています。生協加入前にお読みください。
http://shoin.u-coop.net/

生協・共済
重要 保護者の方と一緒にご覧ください

加入手続き

大阪樟蔭女子大学生活協同組合
TEL 06-6730-6577

【お問い合わせは】

大阪樟蔭女子大生協

http://shoin.u-coop.net/　　Email：seikyou@ex.bw.dream.jp

加入手続きは下記の期日までにお済ませください
期日を過ぎてしまった場合でもお手続きは可能ですが、手続き完了まで時間がかかることがあります。 期日までのお手続きにご協力ください。

平日10：00～16：30
（土日祝・年末年始休業）受付時間

ガ
イ
ド

2018

このパンフレットと
一緒にご覧ください

▶  生協加入
▶  学生総合共済
▶  学生賠償責任保険
▶  扶養者死亡保障保険
▶  学生生活110番

加入
申し込みは

同封の「加入申込書＋ゆうちょ銀行（郵便局）払込」で
お手続きください

センター入試・
3月以降合格の方

一般入試合格
の方

まで

2018

1/31水
まで

2018

2/28 水

推薦入試合格
の方

まで

2018

3/30金

すべての新入生に加入してほしい制度です
▶ 学生どうしのたすけあい制度
▶ 学内で相談、給付申請手続きOK

共済すべての学生が加入しています
▶ 生協加入でさまざまな組合員特典
▶ 生協出資金はご卒業時に返還

生協

説明会のご案内新入生
保護者

2018

2/17 土・24 土

3/10 土・17 土

時 間

いずれも10：00～14：00
（予定）

会 場
大学内 高智館円形ホール・
翔空館1001

生協主催の入学準備のための説明会です。日々の生活や講義などの大学生活につ
いて、先輩が体験談とともにお話しします。また、生協・共済加入、教科書購入や教
材（パソコン・電子辞書・電子ピアノ）に関するご案内と説明や食堂模擬利用も行い
ます。ぜひご参加ください。

生協主催

別紙のご案内をご覧いただき、事前に参加申込みをお願いします
※各日定員に達し次第お申込みを締め切らせていただきます

2月上旬に送付する生協学生委員会の「新入生歓迎冊子」をご覧いただき、
所定の方法で事前に参加申し込みをお願いします

新入生歓迎企画

「新人さんいらっしゃーい！」
「新人さんいらっしゃーい！」とは入学前に新入生の皆さんに
お集まりいただき先輩学生が悩みや不安を解消する学生主
体の企画です。入学前に同じ学科の友達をつくるチャンスで
す！昨年度は100名超の参加で盛大に開催しました。ぜひ積
極的にご参加ください！

のご案内
日 時

2018年3月23日（金）
11：00～（予定）

会 場 大学内 生協食堂

大阪樟蔭女子大学生協
学生委員会

@shoin_gi
もフォローしてね♪

先輩学生が
生の声を届けます！

裏表紙（会員独自）／大阪樟蔭女子大学生協_P12 表紙／大阪樟蔭女子大学生協_P01


