
＜勧誘⽅針について＞
愛知県公⽴⼤学⽣活協同組合では、学⽣総合共済の普及活動にあたり、かねてから⼤切にしてきた次の事項を遵守し、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は普及活動は⾏いません。
（4）万が⼀共済⾦の⽀払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⽀払いが出来るよう努めます。
（5）組合員の要望・質問などに関して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の収集に努め、今後の制度改善や普及活動に反映していくよう努めます。
※以上の⽅針は「⾦融商品の販売等に関する法律」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＞
愛知県公⽴⼤学⽣活協同組合の定款・個⼈情報保護⽅針は、ホームページに全⽂記載しています。⼤学⽣協加⼊前にお読みください
https://www.univcoop-tokai.jp/apucoop/

承認番号 22-5109-01-20211105

【お問い合わせ】
愛知県公⽴⼤学⽣活協同組合
（愛知県⽴⼤学・愛知県⽴芸術⼤学）
TEL 0561-61-0134（受付時間はホームページにてご確認ください。）
E-mail honbu41@apucoop.jp

共通テストを課さない
特別推薦の⽅

（学校推薦型選抜）
2022年

1/ 25(⽕)
まで

新⼊⽣・保護者のための
⼊学準備ガイドブック

後期試験の⽅

2022年

3/28(⽉)
まで

前期試験の⽅

2022年

3/20(⽇)
まで

共通テストを課す
特別推薦の⽅

（学校推薦型選抜）
2022年

2/21(⽉)
まで

⼊学⼿続きとあわせて下記の期⽇までに⼤学⽣協への加⼊をおすませください

期⽇を過ぎてしまった場合は、⼊学式までにIC組合員証の発⾏が間に合わないことがあります。
教科書購⼊や⾷堂の利⽤など、開講までにIC組合員証がないと不便です。早めのお⼿続きにご協⼒ください。

また、期⽇を過ぎてしまった場合や、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

「⼤学⽣協Webサービス」会員登録をお願いします

【Web会員登録にてお送りする資料】
▶教科書販売のご案内
▶先輩が企画する新⼊⽣歓迎冊⼦/

新⼊⽣歓迎企画のご案内
▶⼀⼈暮らしの住まい探しのご案内
▶パソコン・学習⽤教材の申し込み
▶⾃動⾞学校の申し込み

この冊⼦で紹介していること
▶⼤学⽣協について
▶学⽣総合共済
▶あわせておすすめする保険・サービス

▶キャンパスペイ
▶⾷堂パス
▶加⼊⼿続き⽅法

保護者の⽅と⼀緒にお読みいただき⼿続きをお願いいたします重要愛知県⽴⼤学 新⼊⽣・保護者向け
⼊学準備説明会のご案内

愛知県公⽴⼤学⽣協では愛知県⽴⼤学の新⼊⽣と保護者
の⽅を対象に⼊学準備説明会を⾏っております。
毎年多くの新⼊⽣の⽅がご参加しています。
ぜひご参加をお願いします。

申込 ⼤学⽣協Webサービスよりお申込みください
https://member.univcoop-tokai.jp/mypage/?tcd=5109

⼊学準備説明会で聞けること
▶⼤学⽣活について
▶⽣協・共済について
▶パソコン・学習⽤教材について
▶⼤学⽣活スタートアップ講座について
▶新⼊⽣歓迎企画の申し込み
▶教科書販売のご案内

愛知県公⽴⼤学⽣協のホームページでも情報を更新中です
https://www.univcoop-tokai.jp/apucoop/fresh/index.html

愛知県⽴⼤学へ合格の新⼊⽣・保護者のみなさま

https://member.univcoop‐tokai.jp/mypage/?tcd=5109

必須教材・学習⽤パソコン等の資料は「⼤学⽣協Webサービス」の会員登録をされた⽅に
お送りしております。教科書購⼊についての案内もございますので、こちらの資料をご覧
になりましたら、まずは会員登録をお願いします。

○対⾯開催⽇程
2022年 1⽉22⽇(⼟) ※対⾯説明会と同時開催

2⽉17⽇(⽊) ※⼊学⼿続き⽇

○対⾯開催⽇程

2022年
1⽉22⽇(⼟)

教材展⽰・相談会で聞けること
▶教材の展⽰
▶⾃動⾞学校相談会
▶住まい探し

※対⾯開催⽇程の会場につきましては、決まり次第ホームページにてお知らせいたします。
※コロナ禍の影響により、開催⽅法・場所等が変更になる場合がございます。

詳細はホームページにてご確認ください。

説明会⽇程

教材展⽰会・相談会

※冊子表紙は変更になる場合がございます。
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０
⽣協加⼊

まずは⼤学⽣協に
ご加⼊ください

⼤学⽣協は学⽣・院⽣・教職員が⾃分たちの⼤学⽣活をより良くするために設⽴した組織で
す。愛知県公⽴⼤学⽣協も愛知県⽴⼤学・愛知県⽴芸術⼤学から福利厚⽣充実のための業務
委託を受けており、組合員になった⽅々が様々なサポートを受けられるよう購買・書籍・旅
⾏・住まい・学内講座などの事業運営を⾏っています。また、組合員のみなさまからの声を
元にサービスの改善や向上に努めています。

⼊学⼿続きとあわせて、⼤学⽣協・共済加⼊の⼿続きと
キャンパスペイ事前チャージ・⾷堂パスの
申込⼿続きをお願いします

愛知県公⽴⼤学⽣協は愛知県⽴⼤学・愛知県⽴
芸術⼤学の学⽣・教職員の出資⾦で運営されて
います。学内にある⽣協のお店をご利⽤いただ
くにあたっては、愛知県公⽴⼤学⽣協の組合員
になっていただくことが⽣協法によって定めら
れています。
まずは⼤学⽣協への加⼊をお願いいたします。

⽣協出資⾦は

60⼝24,000 円
をお願いしています

新⼊⽣・保護者のみなさま
合格おめでとうございます

新⼊⽣の皆さん、ご⼊学おめでとうございます。難関を突破されて本学
に⼊学された皆さんを⼼から歓迎します。

皆さんは、これから県⽴⼤学の学⽣として、授業や課外活動などの外、
さまざまなことにチャレンジし、未来を切り拓いていかれることと思いま
す。私たち教職員は、そのような皆さんの学⽣⽣活を応援して参りますが
、皆さんには、ぜひ⽣協に加⼊して戴きたいと思っています。それには３
つの理由があります。

1つ⽬は、⽣協が学⽣⽣活のサポートをするからです。最も⾝近なとこ
ろでは、⽣協⾷堂の利⽤や購買部での教科書・書籍・辞書あるいは勉学に
必要なパソコンや⽂具を安価に購⼊できますし、⽣協を通じて⾃動⾞学校
の教習費⽤や専⾨学校の授業料等の割引を受けることなどもできます。

2つ⽬は、⽣協への加⼊は皆さん⾃⾝が主体的に⾃分たちの学⽣⽣活を
充実させていく活動に繋がるからです。⽣協は⽣協職員や教職員の外に学
⽣も参加する理事会によって運営されていますが、学⽣理事は理事会のメ
ンバーの半数を占め、活発に活動しています。つまり⽣協とは学⽣が⾃分
たちの意⾒を直接、伝え、議論し、⾃主的で積極的な活動によって学⽣⾃
⾝の⽣活環境を整えていく、たいへん重要な意義を有する組織なのです。

3つ⽬は、健康で安⼼安全な⼤学⽣活が過ごせます。⾷堂ではバランス
の良い⾷事が利⽤でき、季節メニューや期間限定メニューなども楽しむこ
とができます。また、病気やケガ・事故の時に助けとなる学⽣総合共済・
保険に加⼊することで、⽇常のケガだけでなく、⼊院など万⼀の時でも学
業継続ができる「たすけあいの制度」、保障制度があります。

あなた⽅⾃⾝が⼤学の⽣活環境を創っていくのだという意識を持って⽣
協に加⼊し、皆で協⼒し合って快適な⼤学にしていきましょう。

愛知県⽴⼤学 学⻑

久冨⽊原 玲

⽣協・共済加⼊のすすめ

加⼊プランについてはp.8〜をご覧ください ▶▶▶

2021年度は県⼤新⼊⽣の98.3％の⽅が加⼊しています

⽣協出資⾦は
卒業時に返還します

みなさん、合格おめでとうございます。

⼤学はよく「学問の府」といわれるように、みなさんが勉学を通じて⾃
らをより良き存在へと⾼める場です。しかし、⼤きな⽬標の実現には、毎
⽇の⽣活から不安や懸念を可能な限り取り除き、落ち着いた⽣活環境を整
えることが⼤切です。そのようなキャンパスライフを⽀えるために＜⼤学
⽣協＞という協同組合があり、みなさんを側⾯から⽀援するためのさまざ
まな事業を⾏っています。⽣協は、加⼊してメンバーになった上でその事
業サービスを利⽤するという組織ですので、みなさんもぜひ加⼊をお願い
いたします。

私たちはまた、＜学⽣総合共済＞と＜学⽣賠償責任保険＞への加⼊をお
すすめしています。通学、学内⾏事、課外活動などでの事故、災害による
ケガ、あるいは過失によって他⼈を傷つけてしまったり、他⼈のものを壊
してしまったりといった不測の事態への備えとしてぜひご検討ください。

愛知県公⽴⼤学
⽣活協同組合
理事⻑
中⽥ 晋⾃
（外国語学部 教授）

⽣協・共済加⼊で学⽣⽣活の安⼼を
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１
⽣協について

⼤学⽣協に加⼊して
できること

学⽣総合共済
○健康・安全サポート

⾏動範囲が広がる⼤学⽣活にはリスクが
つきもの。もしもの時に学業継続を⽀え
る「学⽣どうしのたすけあい制度」学⽣
総合共済とあわせておすすめする保険・
サービスをご⽤意しています。

⾷堂営業
○⾷⽣活サポート

学⽣⽣活を送るにはまず⾷事から。⼤
学⽣の毎⽇を⽀える⾷事の提供をして
います。 ⾷堂パス

パソコン
○学修・研究サポート

⼤学⽣協では教科書販売はもちろん。
学修ツールとしての各⼤学に合わせた
学⽣のためのパソコンをご提案をして
います。

電⼦辞書・
電⼦書籍

⼤学⽣活スタート
アップセミナー

○学びのサポート
⼤学4年間は⾃ら学びを広げるチャンス
です。⾃動⾞学校など資格取得のため
の斡旋や、パソコン講座、キャリアセ
ミナーなど学びの講座を実施していま
す。

公務員講座

提携不動産斡旋
○住まいのサポート

初めての⼀⼈暮らしでも安⼼してお部
屋探しが出来るよう提携不動産の斡旋
を⾏っています。 引越業者斡旋

就学費⽤保障保険

⾷育体験

教科書・教材

⽂具・⽇⽤品

⾃動⾞学校

就活⽀援

家具・家電

学⽣⽣活110番

愛知県公⽴⼤学⽣協では、⼊学から卒業まで⼤学⽣活の様々なシーンで組合員のみなさまを
サポートしています。毎⽇の⾷事や講義で使う⽂具・教科書など⼤学⽣活で必要な商品やサ
ービスはもちろん、パソコン修理や共済・保険のことも学内の窓⼝で相談が出来ます。

⼤学⽣協に加⼊して受けられる
様々なサービス

店舗紹介
愛知県公⽴⼤学⽣協は、愛知県⽴⼤学内に5店舗を運営しており、学⽣のみなさまの⽇々の
⽣活から勉学まであらゆる⼤学⽣活をサポートしています。

看護購買

守⼭キャンパス看護購買では、⽂房具・書籍・⾷品の販売
はもちろん、ユニフォームや聴診器など看護学を学ぶため
に必要な物品も取り扱っています。

営業時間
平⽇ 10:00〜15:00
⼟⽇祝 休み

学⽣賠償責任保険
(⼀⼈暮らし特約なし・あり)

キャンパス
コンビニエンス

⽣協加⼊ Q&A

A

Q

A

Q

A
⽣協の購買や⾷堂、その他のサービスは⽣協法により当⽣協に加⼊してご利⽤ください。
2021年度県⼤の学部・新⼊⽣の加⼊率は98.3％です。

⽣協は⼊らないといけないのですか？

⽣協店舗は加⼊してご利⽤ください

より良い⼤学⽣活の実現に向けて、組合員⼀⼈⼀⼈が⽣協の運営に参加することが出来る組織
です。本当に必要なものを⽣協の組合員である学⽣が選び、作り、利⽤しています。

⽣協って学内にあるコンビニとか本屋でしょ？

⼤学⽣協は⼀般の書店やコンビニとは違います

別冊のパソコン・教材の購⼊や⾃動⾞学校の申し込みは⽣協に加⼊してから申し込みいただき
ますようお願いいたします。

組合員のサービスはいつから利⽤できますか？

加⼊⼿続きが完了した⽇からご利⽤いただけます

Q

購買書籍部

⻑久⼿キャンパス購買では、⾷品や⽂具など毎⽇の⼤学⽣
活に必要なものを販売しているだけでなく、⾃動⾞学校や
検定、資格スクールの申し込みなどスキルアップのサポー
トも⾏っています。

営業時間
平⽇ 10:00〜15:00
⼟⽇祝 休み

第1⾷堂パルク

主菜・丼・麺など様々なメニューを提供する第1⾷堂「パル
ク」では、⾃分で好きなメニューを組み合わせてご利⽤い
ただけます。毎⽇利⽤しても飽きないように、季節限定メ
ニューや各種フェアメニューなどもご⽤意しています。

営業時間
平⽇ 11:30〜13:15
⼟⽇祝 休み

看護⾷堂

主菜・丼・カレーなどをご⽤意しています。忙しい看護学
部⽣の⾝体づくりのために栄養バランスを意識したメニュ
ーを取り揃えています。

営業時間
平⽇ 11:30〜13:00
⼟⽇祝 休み

【⻑久⼿キャンパス】

【守⼭キャンパス】



安⼼プラン
⾃宅⽣ ⾃宅外⽣

社会⼈
会社の保障制度
個⼈加⼊の共済
新社会⼈コース（CO･OP共済）
個⼈加⼊の⽣命・損害保険
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２
⼤学⽣のための
共済・保険

⼤学⽣のための
共済・保険について

⼤学⽣になると、⾼校⽣の時と⽐べて想像以上に⾏動や環境が変化します。「今まで何も起
こらなかったから、⾃分だけは⼤丈夫」とは⾔えません。
⼤学⽣活の中で遭遇するかもしれない万が⼀に備えておくことも⼤切です。特に学業継続へ
の影響が⼤きい⻑期⼊院や危険が⼤きいスポーツへの保障など⼤学⽣活にあった保障がある
ものを選ぶことが⼤切です。

これまでに他の学資保険や⼦供向け保険・共済に加⼊されている⽅も
多いと思いますが、在学中に満期を迎えるものが少なくありません。
在学中に無保障状態にならないようにご注意ください。
また、満期を迎え⼤⼈向けの保障内容や掛⾦になることもあります。
⼤学⽣協の学⽣総合共済は⼤学⽣のための制度ですから、少ない掛⾦
で⼤学⽣活のリスクに備え充実した保障内容になっています。ぜひご
加⼊ください。

学⽣総合共済は、困ったときにお⾒舞（共済⾦）をおくることを
⽬的とした、学⽣どうしのたすけあいの制度です。掛⾦は、⾃分
のためだけでなく、全国211⼤学⽣協の約69.8万⼈の加⼊者をた
すけるために使われます。また、扶養者に万が⼀のことがあった
時の保障も含まれています。
学⽣総合共済はみなさんのご理解とご協⼒によって成り⽴ってい
るため、すでに他の保険に⼊っている⽅を含め、すべての新⼊⽣
に加⼊をお願いしています。

チェック項⽬ ⼤学⽣協の
学⽣総合共済・保険(学賠)

現在加⼊している
保険

⾃
分
に
対
す
る
保
障

病気やケガによる⼊院の⽇額保障はいくらですか︖ 10,000円 円

⼊院は何⽇⽬から何⽇分保障されますか︖ 1⽇⽬〜360⽇分まで ⽇⽬〜 ⽇分

うつ病などこころの病による⼊院も保障されますか︖ 保障あり あり ・ なし

アルバイトや旅⾏・留学（国内外）中も保障されますか︖ 保障あり あり ・ なし

学業継続のために扶養者の万が⼀に備えた保障はありますか︖
扶養者事故死亡

扶養者事故重度障害
500万円

あり ・ なし

学内に給付申請窓⼝や相談コーナーはありますか︖ ⽣協の窓⼝あり

他
⼈
に
対
す
る
保
障

以下の事例は保障の対象になりますか︖

⾃転⾞通学中に他⼈にケガをさせたり、他⼈の物を壊した。 保障あり あり ・ なし

教育実習中に⽣徒にケガをさせた。 保障あり あり ・ なし

インターンシップ中やアルバイト先で備品を破損させた。 保障あり あり ・ なし

学⽣本⼈が加害者になった時の⽰談交渉サービスはありますか︖ ⽰談交渉サービス付 あり ・ なし

保
障
期
間

在学中に満期を迎えませんか︖ ⼊学から卒業予定年まで 年 ⽉まで

プランや掛⾦が切り替わっていませんか︖
1年間の掛⾦

（共済）14,400円
卒業予定年まで

年間の保険料
円

プラン対象
歳〜 歳

安⼼して⼤学⽣活を送るために「保障内容」を確認しましょう

愛知県公⽴⼤学⽣協では新⼊⽣のみなさんが⼤学⽣活をはじめるにあたり、おすすめの保障
やサービスをセットにした「基本プラン」と卒業までより安⼼してお過ごしいただくための
「安⼼プラン」をご⽤意しています。安⼼の備えをご準備いただくことを⼼より願っており
ます。

学⽣総合共済は保険とは違います

⼤学⽣には
⼤学⽣向けの
保障が必要です

⾼校⽣

学資保険
こども向け保険・共済
親の保険の特約

⼤学⽣

学⽣総合共済
学⽣賠償責任保険
就学費⽤保障保険

勉強 アルバイト ⼀⼈暮らし 実験・実習 部活
サークル

旅⾏・留学 就活

⾃分のため 仲間たちの
ため

⽣協加⼊

キャンパスペイチャージ

学⽣総合共済
学⽣賠償責任保険

⼀⼈暮らし特約なし

就学費⽤保障保険 3⼝

学⽣⽣活110番

基本プラン
⾃宅⽣ ⾃宅外⽣

⽣協加⼊

キャンパスペイチャージ

学⽣総合共済

学⽣⽣活110番

⾷堂パス（オプション） ⾷堂パス（オプション）

学⽣賠償責任保険
⼀⼈暮らし特約あり

学⽣賠償責任保険
⼀⼈暮らし特約なし

学⽣賠償責任保険
⼀⼈暮らし特約あり

学⽣総合共済と
学⽣賠償責任保険は

すべての⽅に加⼊を
おすすめしています

就学費⽤保障保険は
保護者の⽅に万が⼀の際に
学費が払える⼝数を

おすすめしています

2つのプランに
よる違い
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３
加⼊プラン 安⼼プラン 基本プラン

⾃宅⽣ ⾃宅外⽣ ⾃宅⽣ ⾃宅外⽣

● ● ● ●

●⼤学⽣協で住まい（アパート・下宿など）を契約された⽅は、⼀部例外の物件を除き「学⽣賠償責任保険（⼀⼈暮らし特約あり）」
「学⽣⽣活110番」が含まれるプランにご加⼊くださいますようお願いしています。
●契約された住まいの管理者が指定する⽕災保険に加⼊済みの場合は、加えて⼆重に「⼀⼈暮らし特約あり」にご加⼊いただく必要はご
ざいません。
●⼤学寮に⼊られる⽅も「学⽣賠償責任保険（⼀⼈暮らし特約あり）」が含まれるプランにご加⼊くださいますようお願いいたします。
●⾃宅⽣（実家から通学）で、ご⼊学後に⼀⼈暮らしを始められた場合には、学年の途中からでも「⼀⼈暮らし特約あり」にご加⼊いた
だけます

■アパート契約と学⽣賠償責任保険（⼀⼈暮らし特約あり）ご加⼊について

※学⽣総合共済は学⽣組合員で発効⽇の年齢が満34歳以下の⽅がご加⼊できます。
「留学⽣・扶養を受けていない⽅」は掛⾦・保障内容が異なります。お⼿続きの前にコープ共済センターまでお問い合わせください。

コープ共済センター 0120-16-9431

７ ⼤学⽣協の⾷堂で使える、⾷事専⽤のお得な定期券システム
⾷堂パス ⾷堂パスについての詳細は

p.14ページでご確認ください。

＊1「就学費⽤保障保険」の1⼝当たりの保険料と、「学⽣⽣活110番」の⼀括払いの会費は、卒業までの期間により変わります。詳しくは
各パンフレットかホームページでご確認ください。
＊2「学⽣⽣活110番」は共済・保険とは別のサービスです。全国⼤学⽣活協同組合連合会の商品で、ジャパンベストレスキューシステム
株式会社がサービスを提供しています。⼤学⽣協の組合員が加⼊できます。

愛知県公⽴⼤学⽣協の
おすすめ加⼊プランのご紹介

⾃分⾃⾝のリスクに備える
学⽣本⼈の病気がケガを国内・海外問わず保障します。
こころの病による⼊院も保障します。

2 学⽣総合共済
G1200コース

1年間の掛⾦
14,400円

※2年⽬からは⼝座振替

他⼈への賠償に備える
他⼈に迷惑かけた場合の賠償責任を保障します。
正課の講義中だけでなく、⽇常⽣活やインターンシッ
プ中の賠償事故も対象です。 3

学⽣賠償
責任保険

(⽰談交渉サービス付)

⼀⼈暮らし特約なし(19H)

1年間の保険料1,800円
※2年⽬からは⼝座振替

⼀⼈暮らしでのリスクにも備える
⽇常⽣活の賠償事故と合わせて
住まいの家財損害や盗難・借家⼈賠償等も保障します。

⼀⼈暮らし特約あり(19HK)

1年間の保険料8,500円
※2年⽬からは⼝座振替

扶養者のもしもに備える
扶養者に万が⼀のことがあっても
学業を続けるための学資費⽤をサポートします。

4 就学費⽤
保障保険(19W)

2026年卒業予定(4年制)＊1
1年⽬の保険料

（1⼝）2,600円
2年⽬からは⼝座振替

２ 学⽣総合共済 ＋ ３ 学⽣賠償責任保険 ＋ ４ 就学費⽤保障保険 の合計

⽇常⽣活のトラブルに備える
住まいや⾃転⾞等での「困った」を解決するサービス
です。24時間365⽇いつでも電話で相談できます。

5 学⽣⽣活
110番＊2

4年間の会費＊1

9,450円
※卒業までの⼀括払い

愛知県公⽴⼤学⽣協はみなさんの出資⾦で運営されて
います。
この出資⾦は卒業時（脱退時）に返還します。

1 愛知県公⽴⼤学⽣協
加⼊出資⾦ 60⼝ 24,000円

キャンパスペイのチャージ
4〜5⽉に使う教科書購⼊費⽤や昼⾷代・⽂具代などに
お使いいただけます。詳細はp.13をご覧ください。

6 キャンパスペイ
事前チャージ 30,000円

１ ⽣協加⼊出資⾦
２ 学⽣総合共済

＋３ 学⽣賠償責任保険 ＋
４ 就学費⽤保障保険

５ 学⽣⽣活110番
６ キャンパスペイ事前チャージ の合計 ⽣協への

払込⾦額

● ● ● ●

● ― ● ―

― ● ― ●
●

3⼝加⼊（7,800円）
⼝数は変更可能

●
3⼝加⼊（7,800円）

⼝数は変更可能
― ―

24,000円 30,700円 16,200円 22,900円

● ● ― ●

●
10,000円単位で変更可能

●
10,000円単位で変更可能

●
10,000円単位で変更可能

●
10,000円単位で変更可能

87,450円 94,150円 70,200円 86,350円

選
択
プ
ラ
ン
安
⼼
プ
ラ
ン
・
基
本
プ
ラ
ン
以
外
を
希
望
の
場
合
は
﹁
選
択
プ
ラ
ン
﹂
を
ご
選
択
く
だ
さ
い
︒

※上記（払込⾦額）の合計以外に「Webシステム使⽤料」500円がかかります。
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４
学⽣総合共済

学⽣総合共済について

学⽣総合共済 Q&A

A

Q

A

Q

A
学⽣総合共済は他の保障がある場合でも減額されずに給付されます。医療費以外の⽀出があっ
ても充当できるので安⼼です。P.7にあるチェック表も参考にしてみてください。

他の保険に⼊っているのですが、共済には加⼊しなくていいですか？
すでに加⼊している保険・共済があっても、合わせて加⼊される
ことをおすすめします。

⼀⼈暮らしの⽅と同じように加⼊をおすすめします。

⾃宅通学なので加⼊しなくてもいいですか？

病気やケガ・賠償責任などのリスクは⼀⼈暮らしの⽅と同じです

家主に対して、他の部屋の⽅に対して、⾃分の家財に対してそれぞれ保障されます。
学⽣賠償責任保険についてはP.12をご覧ください

アパート契約の際に「⽕災保険に加⼊してください」と⾔われたのですが

学⽣賠償責任保険⼀⼈暮らし特約あり(19HK)で保障されます。

Q

幅広い保障を⽀える3つの安⼼ポイント

講義の空きコマや昼休みなどに⽣協窓⼝で気軽に給付申請⼿続き
や相談が出来ます。「申請にはどんな書類が必要なのか」といっ
た疑問にお答えしていきます。

充分な保障があっても、病気もケガもしないのが⼀番。
健やかな⼤学⽣活が送れるよう、様々な取り組みを⾏っています。

○からだとこころの健康相談
からだとこころに関する悩みに専⾨の
相談員がお答えいたします。対⾯では
相談しにくい内容でも時間帯に関係な
く安⼼して利⽤できます。

○くらしの相談
⼀⼈暮らしで困ったことやストーカー
のトラブルなど、⽣活している上で困
ったことの解決をお⼿伝いします。

○共済ボード
共済ボードは学⽣総合共済に関する様々な情報を紹介しています。このボードを通
して皆さんに共済についての理解を深めてもらうために、愛知県公⽴⼤学⽣協学⽣
委員会irisが作成し発信しています。
共済ボードはTwitterにも投稿していますので、ぜひご覧ください。

愛知県公⽴⼤学⽣協学⽣委員会iris Twitter「@apucoop_iris」

24時間
365⽇
無料

【ヘルスアドバイザー】
看護師・保険師・管理栄養⼠
【専⾨医】
内科・整形外科・精神科・⽪膚科・眼科・
泌尿器科・婦⼈科・⽿⿐科・⻭科
【メンタルヘルス】
臨床⼼理⼠など

親知らずの抜⻭⼿術は給付対象外で
すが、⼊院は給付対象です。2−3
⽇の⼊院ですが学⽣には負担で、学
⽣総合共済から給付があるというの
が学⽣の間で⼝コミで広がっていま
す。同じ⼤学で、同じ共済に加⼊す
ることでたすけあいの輪を広げてい
ます。

学⽣総合共済は新型コロナウイルス
感染症に対応しています。（詳しく
は同封しましたオレンジ⾊のチラシ
をご覧ください。）また、コロナ禍
でのオンライン授業やステイホーム
が影響したとみられる⼼⾝の不調で
の給付もありました。

精神疾患の治療を⽬的とし精神科専
⾨療法の診療を初めて受けたときに
保障する、「こころの早期対応保障
」の給付も10件ありました。

専⾨の相談員が
お答えします

保護者も
利⽤できます

①⽣協へ連絡、相談する
病気やケガなどをしたら早めに⽣協へ。電話でもＯＫです。

②必要な書類を受け取る
その場で病気やケガの状況を聞き取ります。
必要な書類をお渡し、または郵送します。

③領収証や書類を提出する
治療が終わったら早めに書類を郵送してください。

④審査後共済⾦をお⽀払いします
必要書類を提出すると所定の⽇数以内に給付されます。

キャンパスに通学しない時期でもコープ共
済センター・学⽣総合共済ホームページか
ら各種お⼿続き・共済⾦請求が可能です。

【給付申請の流れ】

この実績は愛知県公⽴⼤学⽣協の学⽣総合共済加⼊
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。東海地
区全体では15,363件11億3,059万2,500円の給付が
ありました。もしもの時の備えとして、⼤学⼊学時
には学⽣総合共済への加⼊をご検討ください。

愛知県公⽴⼤学⽣協
の学⽣総合共済 給付実績

2020年10⽉〜2021年9⽉（1年間）

117件
1,263万2,000円

給付件数

給付⾦額

※給付実績は、2021年度までの保障内容による実績です。
2022年度は保障内容が異なります。詳しくは「学⽣総合共済」パンフレットをご覧ください。

タヌロー
⼤学⽣協共済キャラクター

契約引受団体
全国⼤学⽣協共済⽣活協同組合連合会 ⽇本コープ共済⽣活協同組合連合会

学⽣総合共済は、全国⼤学⽣協共済⽣活協同組合連合会と
⽇本コープ共済⽣活協同組合連合会の共同引受となります。

※学⽣⽣活無料健康相談テレホンの連絡先とご利⽤⽅法は、
共済証書送付時にご案内します。

※病気になったりケガをしたりしなくても受けられる
サポートとして、多くの学⽣・保護者に利⽤されている
サービスです。

※応急処置・近所の病院の紹介、急に具合が悪くなったとき
夜間でも受診できる病院の紹介のご相談に応じます。

（給付件数の期間は
いずれも2020年10月~2021年9月）
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５
あわせておすすめする
保険・サービス

６
キャンパスペイ

あわせておすすめする
保険・サービス

学⽣証⼀体型
キャンパスペイを活⽤しよう

愛知県⽴⼤学の学⽣証には⽣協の購買や⾷堂で使⽤できる電
⼦マネー機能「キャンパスペイ」が付いています。学⽣証に
事前にチャージしておけば、混雑しているお昼休みでもスム
ーズにお会計をすることが出来ます。もちろん教科書の購⼊
でも使⽤できます。

他⼈への賠償に備える

⽇常⽣活、正課の講義、インターンシップ中などに
おける賠償事故を国内・国外問わず保障します。

・他⼈の財物や商品を誤って破損させた
・教育実習中に誤って⽣徒にケガをさせた
・就業体験先から借りたパソコンを落として破損させた
・⾃転⾞で通⾏⼈にケガをさせた

など

他⼈への賠償責任とあわせて、⽕災・⽔ぬれなどで
の家財損害や盗難などの場合に保障します。

学⽣賠償責任保険（⼀⼈暮らし特約なし）

実験・実習中に発⽣した
加害事故による賠償⾦や、医療
実習中に発⽣した事故による院内

感染の予防措置・治療の
費⽤を保障します

学⽣賠償責任保険（⼀⼈暮らし特約あり）

借家⼈賠償責任保障は
1事故最⾼1,000万円まで

保障します
⽰談交渉サービス付

（国内での賠償事故）

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

⼀⼈暮らし特約 なし/ありの2種類があります

⾃転⾞乗⾞中に他⼈をケガさせたり
他⼈の財物を壊した場合など、

1事故最⾼3億円まで
保障します

・⼀⼈暮らし特約は国内のみの保障です
（⽗⺟駆けつけ費⽤保障は除く）

・アパート・寮などで⼀⼈暮らしされる⽅が対象です
・住み替え時も継続して保障されます

学業継続を⽀援する保障

※学⽣賠償責任保険・就学費⽤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とする団体契約の保険です。⼤学⽣協の学⽣組合員が加⼊できます。

※学⽣⽣活110番は共済・保険とは別の、悩みトラブル解決⽀援サービスです。

扶養者が病気やケガで死亡したり、ケガで重度後遺障
害を負って学⽣本⼈が扶養者に扶養されなくなった場
合の学資費⽤をサポートします。

※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

今すぐの不安・トラブルに対応

学費に応じて
最⼤15⼝まで
加⼊できます

(1⼝につき1年間最⾼25万円まで保障)

通学定期代や
⼀⼈暮らしの家賃も

保障対象
(⼝数に関わらず年間10万円まで)

安⼼プランでは保護者の⽅の万が⼀の際に
1年間の学費が払える⼝数にあたる3⼝を

おすすめしています

24時間・365⽇受付対応のコールセンター、⽔回りや
ガラス・鍵、⾃転⾞トラブルの際に出動します。（バ
イク・⾃動⾞ロードサービス含む）

トラブル出動
サポート

⽣活相談電話
サポート

⼀⼈暮らしの⽅だけでなく、
⾃宅⽣の⽅にもおすすめです。
加⼊者だけでなく、保護者の⽅も
ご利⽤いただけます

※詳しくは同封の専⽤パンフレットをご覧ください

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下記の保険・サービスへの加⼊もご検討ください。

○キャッシュレスでスピーディー
事前にお⾦をチャージすれば、スピーディー
チャージ残⾼が少なくなってきたら⽣協に設置されている専⽤
チャージ機、またはレジでチャージ

○ポイントが貯まる
キャンパスペイで⽣協のお店を利⽤すると100円（税別）につ
き1ポイント。200ポイントたまると200円分としてキャンパス
ペイに⾃動チャージします
※ポイント対象外の商品やサービスがあります。ポイント付与率は変更になる場合
があります。

○マイページで利⽤履歴が確認できる
キャンパスペイで利⽤した商品や⾷事の利⽤履歴をマイページ
から確認できます。キャンパスペイチャージ履歴や残⾼ポイン
トの確認もできます

○紛失時に残⾼が保障される
万が⼀紛失、盗難にあった場合でも利⽤停⽌を申請することで
不正利⽤を防ぎます。残⾼保障されるので、万が⼀の時でも安
⼼です。

⼊学前の事前チャージをお願いしています

⼊学前事前チャージは、初⽇からすぐに利⽤できるように事前チャージしておく仕組みです。
⽣協加⼊と合わせてキャンパスペイのチャージ（⼊⾦）申し込みをお願いします.。

○教科書の購⼊
選択科⽬の教科書は教科書⼀⻫販売にて⾏います

看護学部 約20,000円〜
その他学部 約10,000円〜

教科書販売の詳細は
新⼊⽣応援サイトにてご確認ください ▶ ▶ ▶

○ 4〜5⽉の⾷事代
⽣協⾷堂での昼⾷の平均⾦額は400円です。
30,000円で5⽉末まで⾷事できる計算となっています
⾷事のみ使える「⾷堂パス」という機能もあり、併⽤可能
です

講義ごとに⽂具や教材を指定される場合もあるので
⼊学後履修する講義が決まってからご準備いただくことを
おすすめします。⽣協の店舗では⽂具は定価の20％ＯＦＦ
になりますので是⾮ご利⽤ください。

⼊学してすぐに使える ⼊学して必要なものをすぐに揃えられる

学⽣証は⼤学のガイダンスの⽇にお渡しします。
事前にチャージをしておくことで受け取ったその⽇から使
⽤できます。

⼊学前事前チャージ

30,000円
チャージしていただくお⾦は学内の⼤学⽣協の店舗でのみ
利⽤可能な電⼦マネーです。教科書の購⼊にもご利⽤いた
だけます。

⼊学してすぐに⽣協の購買や⾷堂が利⽤できます。
チャージをしておけば万が⼀お財布の中にお⾦が無くても
必要なものを購⼊したり、⾷事をすることが出来ます。

○⽂具・⽇⽤品の購⼊

1年前期の教科書代の⽬安

SUPIC（スピック）
⼤学⽣協がおすすめしている保険のキャラクター
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7
⾷堂パス

⾷堂パスで
健康的な⾷⽣活を

年間の通常授業⽇ 160⽇ 1⽇550円 まで
⽣協の⾷堂で利⽤できる「⾷堂定期券」の仕組みです。
お申込みいただいた⽅には、IC組合員証に⾷堂パス機能が追加されます。

出費の中で⼿軽にいつでも節約できるのは「⾷費」。仕送り前、アルバイトの
給料⽇前など、お⾦がないときにはつい⾷事を抜いたり、安価なもので済ませ
がち。でも、必要な栄養を取らないことでの体への影響は、若くてもじわじわ
と⾝体をむしばんでいくものです。
健全な体⼒の維持に必要な栄養や熱量をきちんと毎⽇とることが、元気で充実
した⼤学⽣活の基本です。
⼤学⽣協では、毎⽇バランスの良い⾷事をとるためにあらかじめ『⾷費』を確
保しておくことが⼤切だと考え、年間の⾷堂利⽤定期券『⾷堂パス』をご提案
しています。

⻑久⼿第1⾷堂パルク 店⻑ 三⽮厚樹

⻑久⼿第1⾷堂
パルク
営業時間
平⽇ 11:30〜13:15
⼟⽇祝 休み

充実した⼤学⽣活は⾷事から
みなさまのキャンパスライフを「⾷堂パス」がサポートします

○⾷堂店舗 （すべてのメニューでご利⽤いただけます）

看護⾷堂

営業時間
平⽇ 11:30〜13:00
⼟⽇祝 休み

⽣協⾷堂では、以下の4点にこだわり、季節感や旬を⼤切に
した、楽しく美味しい⾷事の提供に努めています。

①安⼼の⾷材を使⽤
②安価で良質、栄養価のあるメニューの提供
③⾷の⼤切さを考えるとりくみ
④安⼼して⾷事が出来る場の提供

⼤学の⽣協⾷堂で⾷べられるから安⼼

1年間の開講⽇は160⽇間。（利⽤可能⽇ページにてご確認く
ださい）『⾷堂パス』は160⽇分の⾷費を⼀括して前払い、
しかも1⽇の上限⾦額に達するまで何度でも利⽤できてとて
も便利。割引で購⼊できるので、とてもお得です。
購⼊⾦額よりご利⽤⾦額が少なければ、差額は翌年に繰り越
せるので、無駄にはなりません。

愛知県公⽴⼤学⽣協のホームページから「⾷堂マイページ」に登録すると前⽇までの利⽤履
歴がチェックできます。メニュー名はもちろん、⾷べた場所や時間、カロリーや栄養価もチ
ェックできます。保護者の⽅もご登録が可能ですので、ご⾃宅からチェックすることができ
ます。

『⾷堂パス』をおすすめする3つの安⼼ポイント
ポイント

１

ポイント

２
1年分の⾷費を確保！お得で便利な『⾷堂パス』
残⾼返⾦制度もあるので安⼼

ポイント

３
ちゃんと⾷べてる？
利⽤状況が確認できるので安⼼

愛知県公⽴⼤学⽣協では安⼼して⾷堂をご利⽤いただくために、衝⽴の設置やアルコールでの定期的な
消毒など感染症対策をしっかりと⾏っています。また、⾷堂が密にならないようテイクアウト商品の販
売も⾏っています。

⼤学⽣協の⾷堂はコロナウイルス感染症対策を
しっかり⾏っております

○⾷堂ホールの
感染症対策

○アルコール消毒の
定期的な実施

⾷堂のホールは感染症対策と
して⼤学と協⼒して衝⽴の設
置を⾏っております。安⼼し
てご利⽤ください。

⾷堂ホールではピークの前後
にアルコールでのふき取りを
⾏っています。また、⼊店時
にもアルコール消毒をお願い
しています。

⾷堂パスの利⽤可能⽇は原則通常授業⽇となります。
最新の利⽤可能⽇については愛知県公⽴⼤学⽣協ホームページをご覧ください
※学事⽇程の変更等により利⽤可能⽇がキャンパスごとに変更になる場合がございます。

利⽤前に必ず確認をしてご利⽤ください。

営業カレンダーはこちら▶ ▶ ▶
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愛知県公⽴⼤学⽣協 ⾷堂パスプラン

1⽇の利⽤限度額 最⼤利⽤⽇数 最⼤利⽤額

550円(税込) 160⽇(1年分) 88,000円(税込)

販売価格 78,000円(税込) 最⼤10,000円お得

お昼の⾷事に最適なプランです。

申し込み⽅法

⽣協・共済・キャンパスペイチャージと合わせてお申し込みください。
申し込み詳細はp18〜をご確認ください

⾷堂パスの詳細は
ホームページよりご確認ください▶ ▶ ▶

⾷堂パス Q&A

A

Q

A

Q

A
「⾷堂パス」の利⽤期間が終了した時点で、ご利⽤累計⾦額が購⼊⾦額に満たない場合は、そ
の差額をキャンパスペイチャージで返⾦します。
もしくは、翌年の⾷堂パス購⼊費⽤に充てることも出来ます。
（キャンパスペイへの返⾦の場合は、本来事務⼿数料1,100円が必要ですが、申込初年度は⽣協
が負担しますので、この⼿数料も無料です。※ただし途中解約による返⾦は事務⼿数料を頂戴いたします）

利⽤限度額まで⾷べきれなかった場合や、
利⽤しない⽇があった場合はどうなりますか？

「残⾼返⾦制度」があるので、お⾦は無駄になりません

⾷堂パスは、⾷堂など⾷事でのみ利⽤できる定期券のような機能です。教科書や⽂具など、勉
学に必要なものを購⼊したり、⾷事以外のお菓⼦やドリンクといったものを購⼊する時には、
キャンパスペイへのチャージをしておく必要があります。また、⾷堂パスの1⽇の利⽤限度額
を超えて⾷事をする場合は、キャンパスペイにチャージされていれば、不⾜分をそのまま⽀払
うことが出来ます。これらのことから、キャンパスペイへのチャージをしておくことをおすす
めしています。

⾷堂パスを申し込めば、キャンパスペイへのチャージは
必要ありませんか？

⾷堂パスは⾷事にしか使えませんので、チャージもお願いします

1⽇の限度額を超過した場合はキャンパスペイまたは現⾦でお⽀払いください。
また、限度額内であれば複数回に分けて利⽤いただいても構いません。

1⽇の限度額を超えたらどうなりますか？

超過分をキャンパスペイ、または現⾦でお⽀払いください

Q

お⺟さんが弁当を作るのが⼤変なので、⾷堂パス
に申し込みをしてくれました。キャンパスペイの
残⾼を気にしなくて⾷事ができるところが便利だ
と思います。
外国語学部 英⽶学科 2年 ⼥⼦（⾃宅⽣）

午後から授業があるときは、お昼ご飯を⾷堂で⾷
べています。現⾦を出さずに⽀払いができ、また
、ポイントも付くのでお得だと思います。
⽇本⽂化学部 歴史⽂化学科 1年 男⼦（下宿⽣）

毎⽇⾷堂でお昼ご飯を⾷べる、という⽣活リズムが作れることにメリッ
トを感じて、⾷堂パスに申し込みをしました。ほとんど毎⽇、⾷堂を使
っています。上限額が550円ですが、550円に収めて⾷事を組み合わせる
ことはもったいないと思います。僕は、⾷堂パスをお得に使うために、
合計⾦額が550円を超えるように、⾷事を組み合わせています。
情報科学部 情報科学科 1年 男⼦（⾃宅⽣）

利⽤者の声
毎⽇のメニューがスマートフォンで確認できます（⻑久⼿キャンパスのみ）

⻑久⼿キャンパス第1⾷堂パルクで提供予定のメニューが
スマートフォンで確認が出来ます。1週間分のメニューが
表⽰されるので、通学中に確認することも出来ます。

⾷堂メニューサイト
店舗のサイネージと連動しています▶ ▶ ▶



Step1

共通テストを課さない
特別推薦の⽅

（学校推薦型選抜）
2022年

1/ 25(⽕)
まで

後期試験の⽅

2022年

3/28(⽉)
まで
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8
加⼊⼿続き⽅法

加⼊⼿続きはパソコン・スマホから
Ｗｅｂ申し込みをお願いいたします

⽣協・共済加⼊についてはWeb申込にてお願いしております。
専⽤サイトにて期⽇までに⼿続きをお願いいたします

※留学⽣、扶養を受けていない⽅、その他の⽅はプランでのお⼿続きが出来ません。
ホームページまたはお電話にてお問い合わせください。

A

Q

A

Q

A
再起動させたのち、最初から⼿続きをお願いします。

⼿続き中「他のブラウザで登録されたためページを表⽰することが出来ま
せん」とエラーが出た。

ボタンを複数回押したことで起こったと考えられます

⼝座振替⼿続きが完了して「収納機関へ通知」を押すと、加⼊Webシステムの「⼊⼒内容確認」
の画⾯が表⽰されます。この画⾯が表⽰されれば、⼿続きは完了しています。

2年⽬以降の共済掛⾦・保険料引き落としの⼝座振替⼿続きが完了したか
わからない。

「⼊⼒内容確認」の画⾯が表⽰されていれば⼿続き完了です

書類による追加の⼿続きとなります。⽣協本部へご連絡ください。

Web加⼊⼿続き完了後に追加したい共済・保険がある場合、Webで⼿続き
可能ですか？
Webでは⼿続きできません

Q

加⼊⼿続き Q&A

期⽇までにお⼿続きが完了していない場合、⼊学時に組合員証の発⾏が間に合わない場合が
ございます。特にキャンパスペイ⼊学前チャージをしていても教科書販売時に組合員証がな
い場合はキャンパスペイでの⽀払いが出来ませんのでご注意ください。

○加⼊⼿続きは期⽇までにお済ませください
共通テストを課す
特別推薦の⽅

（学校推薦型選抜）
2022年

2/21(⽉)
まで

前期試験の⽅

2022年

3/20(⽇)
まで

⼤学⽣協Webサービスにログインする
まずは「⼤学⽣協Webサービス」にログインしてください。
愛知県公⽴⼤学⽣協ホームページの「⽣協・共済加⼊」ページよりアクセス可能です。
利⽤登録がまだの⽅は新規登録をお願いします。

⽣協・共済加⼊のお申込みを選択し、メールアドレスを登録する
⼤学⽣協Webサービスにて「⽣協・共済加⼊の申し込み」を選択します。
ご利⽤上の注意・同意項⽬を確認しメールアドレスを登録してください
「ご加⼊⼿続き⽤URLのお知らせ」メールが届きます。

加⼊⼿続きページにて必要事項の⼊⼒と設定・選択を⾏う
届いたメールのURLをクリックし⼿続きを進めます ※メール受信後1時間以内に⼿続きを開始してくだ
さい。

初年度のお⽀払い
ご希望のコンビニを選択し指⽰に従って進めてください。⼿続完了後6⽇以内にお⽀払いをお願いいたし
ます。お⽀払総額には「Web申込システム利⽤料500円」が含まれます。

「愛知県公⽴⼤学⽣協Web⼿続き完了のお知らせ」メールが届きます
メールが届きましたら⼿続きは完了です。今回申込みいただいた内容が記載されていますので、印刷ま
たはメールを削除しないように保存をお願いします。
また、メール本⽂中に「加⼊受付確認証」を表⽰するURLの記載があります。
組合員証を受け取るまでは「仮組合員証」として提⽰を求められた際にご提⽰をお願いします。

準備

Step2

Step3

完了

①加⼊者情報・ご扶養者情報の⼊⼒ ②加⼊プランを選択

③2年⽬以降⾃動引き落とし⽤の⼝座振替の登録

「安⼼プラン」「基本プラン」をおすすめしています。

※⾦融機関のサイトへ移動します。各サイトの指⽰に従って進めてください。
ご利⽤可能な⾦融機関については、加⼊Webシステムの中でご案内しておりますので、そちらをご確認ください。

必要事項を⼊⼒してください。

⼤学⽣協Webサービス
https://member.univcoop‐tokai.jp/mypage/?tcd=5109

後⽇ホームページにてご案内いたし
ます。

○組合員証のお渡しについて
※共済証書・保険加⼊者証を扶養者様住所へ郵便にて発送いたします。

・2022年1⽉末までにお申し込みされた⽅…2⽉以降順次発送します
・2022年2⽉以降にお申し込みされた⽅…⼿続き完了後1か⽉程度で発送されます。

※学⽣⽣活110番会員証は4⽉以降に順次発送されます。

○「共済証書」「保険加⼊者証」の送付について

加⼊Web 申し込み⼿順

○加⼊⼿続きの際は同封の冊⼦も併せてご覧ください。
また、「⼤学⽣協Webサービス」の会員登録（資料請求）された⽅に、後⽇お届けする教科書教材・

学習⽤パソコン等のご案内もご確認ください。

学⽣総合共済
パンフレット

学⽣⽣活110番
パンフレット

Webサービスに会員登録された⽅に
後⽇、教科書・教材・学習⽤パソコンの案内を

お送りいたします。


