重要

「入学準備説明会」
で、
入学準備をスムーズにすすめましょう。

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

岐阜大学生協・
学生総合共済・学生賠償責任保険・食堂パス 等

GUIDE
手続き BOOK

加入

岐阜薬科大学

2022年4月
入学者向け

このガイドブックでご紹介していること
合格者向け

■ 岐阜大学生協と、三田洞キャンパス食堂

■ 学生総合共済

■ 生協組合員カードキャッシュレス決済

■ 学生賠償責任保険

（キャンパスペイ）
と入学前チャージ

■ 就学費用保障保険

■ 食堂パス（食事の年間定額利用）

■ 学生生活110番

前年度は入学者の86%
（119人）
が参加
聞いて損はない内容です！

岐阜薬科大学の入学手続きとあわせて、
岐阜大学生協への加入手続きを、下記の期日を目安に
お済ませくださるようお願いします。

パソコン・
スマートフォン
でお手続き

▼

手続きから
６日以内に

生協組合員カードの発行手続きや、共済・保険等の保障開始を、ご入学後の前期授業開始に
間に合わせるため、また、ご入学後、昼食時の生協食堂ご利用や、入学後の教科書購入やで生

コンビニ払い

協組合員カードでのキャッシュレス決済をスムーズに行えるように、期日を目安にお手続きを
お願いいたします。期日を過ぎた場合は、すみやかにお手続きください。

学校推薦型選抜Ⅰ

学校推薦型選抜Ⅰ

一般選抜中期日程

で合格された方

で合格された方

で合格された方

2022年

2022年

2022年

＜学生総合共済の普及活動にあたって
（当組合の「勧誘方針」）＞
岐阜大学消費生活協同組合では、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。

1 14
月

日(金)

2 25
月

日(金)

3 29
月

日(火)

追加合格された方

すみやかに
お手続きください

3月25日(金)以後に手続き・支払いただいた方の生協組合員カードお受け取りは、
お支払い完了日から９日目以後の平日となります。

（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。

（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。

岐阜薬科大学 2021年入学者140人のうち

93.5％(131人)が生協に加入しています。
大学生協の食堂やお店は生協に加入してからご利用ください。
生協出資金は、
ご卒業時に返還いたします

※ 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。

共済

生協

（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。

岐阜薬科大学 2021年入学の生協加入者131のうち

80.1％(105人)が学生総合共済に加入
しています。
大学生の生活状況にあった、病気やケガに備える保障制度です。
電話でご相談や給付申請手続きができます。

＜定款・個人情報保護基本方針＞
岐阜大学消費生活協同組合の定款・個人情報保護方針は、ホームページに記載しています。

岐阜大学消費生活協同組合

岐阜大学生協への加入手続き前にお読みください。
定款

https://www.univcoop-tokai.jp/gucoop/etc/etc̲112.html

個人情報保護方針
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https://www.univcoop-tokai.jp/gucoop/etc/etc̲113.html

生協・共済・保険等 加入手続きのご案内
岐阜薬科大学 2022 年 4 月入学者向け
発行者 岐阜大学消費生活協同組合 〒501-1112 岐阜市柳戸１−１ 岐阜大学内

gucoop@gucoop.jp
承認番号

058-230-1166（受付時間 平日(月)〜(金)11:00〜16:00）

22-5112-01-20211201
（2021.12）

このパンフレットについてのお問い合わせは、岐阜大学生協へお願いいたします（岐阜薬科大学へではありません）

合格・ご入学、
おめでとうございます

１

まずは、岐阜大学生協へ
お入り
（ご加入）
ください。

生協への加入

実りある大学生活を送るために、生協を大いにご活用ください。

岐阜薬科大学への入学手続きとあわせて、

新入生の皆さん、保護者の皆さん、岐阜薬科大学へのご入学、

岐阜大学生協および、生協がおすすめする保障制度

おめでとうございます。

（学生総合共済・学生賠償責任保険を含むプラン）への加入の手続きと

本学では、1932 年の創立以来、建学の精神である「強く、
正しく、明朗に」をモットーに、高邁な人格形成を通して、豊か

生協組合員カードキャッシュレス決済への入学前チャージ・

な人間性と倫理感をもつ薬剤師、並びに薬学研究者の養成に努

食堂パス（生協食堂年間定額利用）の申込手続きをお願いしたします。

めてまいりました。その間、卒業生が、医療機関・行政機関・
研究機関など幅広い分野の先頭に立って活躍されています。

岐阜薬科大学

さて、大学での学びは高校までのそれとは異なり、より自由で
あるのと同時に、自ら求めて学び、自ら考え、自らの考えを持ち、

学長

原

英 彰

獲得した知識を活用し、表現し、実践するものであります。

大学生協って？

みんなで入り、みんなで使い、みんなの声で運営する非営利の協同組合です。

岐阜大学生協は、岐阜薬科大学と岐阜大学に通う学生・大学院生・教員・職員が、自分たちの大学生活をより良くするた

実りある大学生活を送るためには、そのための環境を整えることが大切です。健康な身体づくりのためには
栄養価の高い食事が欠かせませんし、学修のためには良質な教材を揃えなければなりません。
生協には、三田洞キャンパス食堂の運営をはじめ、パソコンの販売、教科書販売などを通して、学生生活
の基盤を整えるサポート役をしていただいております。

めに設立した、生活協同組合という非営利の相互扶助組織です。
岐阜薬科大学と岐阜大学に通うみなさんから出資金をお預かりし、それをもとに、福利厚生を充実するために、岐阜薬
科大学三田洞キャンパス食堂の運営を岐阜薬科大学から依頼を受けて行っているほかに、岐阜薬科大学が必携をお願い
する仕様を満たしたノートパソコンの販売、教科書販売、自動車学校の入校受付などの事業運営を行っています。また、

この「生協・共済等加入手続きのご案内」パンフレットにお目通しいただいて、生協を大いに活用してくだ
さい。

組合員のみなさんの意見や要望を運営に反映し、サービスの改善や向上に日々努めています。
岐阜大学生協の運営は、組合員から選ばれた代表（総代）による総代会での決定をもとに、総代会にて、学生・大学院
生・大学教員・生協職員から選挙で選ばれた役員（理事・監事）によって行われています。

組合員＝出資・運営・利用する人

岐阜大学生協と、大学生向けの保障「学生総合共済｣
｢学生賠償責任保険」に入り、学業継続のリスクに備
えた上で、充実した大学生活をお過ごしください。

新入生

卒業生
組合員

加入

脱退

運営・利用

岐阜薬科大学へのご入学、誠におめでとうございます。
岐阜大学生協の役職員一同、心より

出資

お喜び申し上げます。
岐阜薬科大学本部キャンパスに隣接する岐阜大学には、学生と教職員がともに構成員として

出資金

返還

みんなが「協同」
して支えあう、それが大学生協です

つくる生活協同組合「岐阜大学生協」があり、岐阜薬科大学の学生と教職員の方へも、福利厚生
岐阜大学消費生活協同組合

をはじめ、教育支援や研究支援などのサポートを行っております。岐阜薬科大学三田洞キャンパ

代表理事・理事長

スの食堂は岐阜大学生協が運営しており、講義日や試験日に、１～３回生のうち約 200 人に利

（応用生物科学部 教授）

石田

秀治

用いただいております。４～６回生が通う本部キャンパスでは、隣接する岐阜大学内にあります

食堂や教科書販売をご利用いただくために、 2021年度は新入学者の
生協への加入をお願いしております。

生協医学部食堂や医学部店を利用いただいています。
ぜひ、岐阜大学生協に加入いただき、生協の食堂やお店を使っていただくことで、ご自身の大
学生活にお役立てください。また、在学中のさまざまなリスクに備えるために「学生総合共済」と

生協への出資金（１口200円）は、

生協とあわせてぜひお入りいただきますようお願い申し上げます。

（140人入学・131人が生協組合員）

生協への出資金はご卒業時に返還いたします
岐阜大学生協は、岐阜薬科大学と岐阜大学の学生・教職員からの出資金

「あわせておすすめする保険」を組み合わせた「安心プラン」
「標準プラン」をご提案いたしま
す。大学生の生活に特化した保障であり、大学生どうし困った時にたすけあう相互扶助として、

93.5％の方が加入しています

115口

23,000円

をお願いしております。

により運営されています。三田洞キャンパス食堂や岐阜大学内にある生
協食堂とお店をご利用いただくにあたって、岐阜大学生協の組合員にな
っていただくことが、
「消費生活協同組合法」により定められています。
岐阜大学生協へ加入いただきご利用くださるよう、お願いいたします。

2

お問い合わせ

岐阜大学消費生活協同組合

電話 058-230-1166

平日(月)〜(金) 11:00-16:00

❶ 生協への加入

まずは、岐阜大学生協へご加入ください

3

１
生協への加入

岐阜大学生協に加入すると
できること

食堂とお店で大学生活をサポートします
岐阜大学生協は、三田洞キャンパス食堂をはじめ、
岐阜薬科大学に隣接する岐阜大学内に、４つの食堂と
３つのお店を運営しており、食事・勉学・日常生活など、大学

岐阜大学生協では、
ご入学からご卒業までの大学生活の様々な場面で、組合員のみなさまをサ

岐阜大学生協
営業時間ご案内▶
岐阜大学生協

生活のさまざまな場面でサポートしています。

ポートしています。大学内での食事、教科書、学習用のパソコン・学びの講座・運転免許取得など
に加えて、在学中の学業継続へのリスクに備える保障（共済・保険）をご提案しています。

三田洞キャンパス食堂
（三田洞校舎

大学生協に加入すると受けられる、
生協組合員向けの様々なサービス

２階）

（医学部教育･福利棟内）
営業時間
（岐阜大学の講義期間中）
平日 9:30〜16:00

営業時間（講義日・試験日のみ）
平日 11:45〜13:00

Ｑ

岐阜薬科大学から依頼を受けて営業しています。

○健康・安全のサポート
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
スにぜひご加入ください。

学生総合共済
就学費用保障保険

医学部店

学生賠償責任保険
(一人暮らし特約なし・あり）

学生生活110番

たすけあい奨学制度

４回生から６回生までが利用しています。

講義日・授業日に営業しています。平均して約200人前後の

薬科大学の専門科目教科書や、国家試験対策「青本」などの

方に利用いただいています。12:30頃まで、行列が続きます

教 材を、生 協 組 合員価 格で 販 売しています。
・岐 阜 バス

が、迅速なお食事提供を心がけています。

ayucaの定期券購入やチャージができます。

レジお会計は、ほとんどの方が生協組合員カードでキャッシ

組合員カードの紛失再発行手続きもできます。

ュレス決済をされており、
スマートでスムーズです。

医学部食堂

感染症の拡大防止のために座席数を約半減しており、座席
を譲り合って利用いただいております。
ご協力をお願いいた

○食生活のサポート
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（昼食）

弁当・パン・ドリンク・
食品・お菓子
本部キャンパス隣接の
岐阜大学生協医学部店にて

食堂パス
（食事の年間定額利用）

（医学部教育･福利棟内）

します。

営業時間
（岐阜大学の講義期間中）
平日 11:15〜13:30

岐阜薬科大学に協力いただき、講義室にお食事をトレーご
と持ち込んで食べられます。

三田洞キャンパス食堂ホール内の売店は、
当生協の運営ではございません。

外からの光が入り明るい雰囲気です。薬科大の４回生から
６回生までに加え、岐阜大学の医学科生・看護学科生や、医
学部・附属病院の職員も利用されています。

○学修・研究のサポート
講義で使う教科書を販売いたいます。
パソコンは、岐阜薬科大学のノートパソコ
ン必携で求められるスペックを満たし、壊
れても誤って壊してしまっても４年間保証
で安心のモデルをご提案しています。

○学びのサポート
大学での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、パソコン講座など学びの講座
を実施しています。

○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
さがしができるよう、
アパートやマンション
のあっせんを行っています。

必携で求められる
スペックを満たした
ノートパソコン

教科書

薬科大学生むけ
電子辞書

文具・日用品

大学生活
スタートアップ講座

運転免許取得
自動車学校入校

パソコン活用講座・
英語コミュニケー
ション講座

スーツ値引購入紹介

住まいさがし
提携不動産会社紹介

家電・家具購入紹介

お問い合わせ

岐阜大学消費生活協同組合

（大学会館２階）

国家試験対策参考書
本部キャンパス隣接の
岐阜大学生協医学部店にて

営業時間
（岐阜大学の講義期間中）
平日 10:00〜17:00
岐阜大学柳戸キャンパス（岐阜薬科大学本部キャンパスに
隣接）内にあります。パソコンサポート窓口はここです。
自動車学校入校申込ができます。

生協本部
（中央店内）
営業時間
（岐阜大学の講義期間中）
平日 10:00〜17:00
生協組合員カードについての問い合わせ（紛失再発行申請
等）や、学生総合共済の給付相談を承っています。住まい紹
介やアルバイト紹介も生協本部で行っています。

引っ越し業者紹介

4

中央店

実習着などの教材

電話 058-230-1166

平日(月)〜(金) 11:00-16:00

■ 上記の営業時間は、大学の授業日・定期試験日のものです。夏休み・冬休み・春休みは三田洞キャンパス食堂を休業します。
■ 岐阜大学柳戸キャンパス内の食堂・お店の営業時間は、岐阜大学の夏休み・冬休み・春休みは時短営業または一部店舗を休業します。
■ 営業時間は、岐阜大学生協ホームページにてお知らせしています。

❶ 生協への加入

大学生協に加入するとできること

5

大学生には大学生の生活にあった保障制度があります。
学業継続へのリスクに備えましょう。

安心して
学生生活をおくるために

あなたにも、全国約69.8万人の｢学生どうしのたすけあい｣
の制度｢学生総合共済｣に加わっていただきたいのです。

学 生 総 合 共 済 は、

行動範囲が広がる大学生活
高校までとは活動環境が変わります

｢保険｣とは違います。

大学でも日常生活でも行動範囲がぐんと広がります。

自分と仲間のためのたすけあいの制度です。

自分の健康や安全もこれまでのように親まかせにしな
いで、
自分で気をつけることが大事です。

勉

強

自 炊

アルバイト

一人暮らし

でも、もし病気になって入院したら？ もしケガをしてし

保険も、学生総合共済も、リスクに備えるという意味では同じです。
保険は自分自身のために入るものです。そのため、リスクに備えるために自分に

まったら？ もし扶養者が亡くなってしまったら？

あった保険を選んで入ります。一方、学生総合共済は、大学生協組合員がケガや病

そんなときのために大学生活を継続するための保障が
大学生活を継続するための保障

気にあったときに互いにたすけあえるように作った制度です。学生総合共済の掛
実験・実習

必要です。

クラブ・サークル

旅

行

車の運転

就

活

※詳しくは、パンフレット
「大学生協の学生総合共済」
をお読みください。

金は、自分自身のケガや病気の時はもちろん、全国 211 大学生協、約 69.8 万人の仲
間のためにも使われます。卒業まで健康で安全にすごせるように備えあって、何も
起きなければ喜び合い、もし困ったときは学業を継続するためにお互いにたすけ

大学生になったら、やりたいことが いっぱい！

あう。その気持ちを形として制度にしています。
岐阜大学生協は、岐阜薬科大学生の全員に、相互扶助の心をもって、社会へ羽

学

業

１日の勉強時間の平均

321.1

分

（全国平均）

アルバイト

サークル

運転免許

インターンシップ

ばたいていただきたいと願っております。すでに加入されている、または加入を

全国平均で

全国平均で

全国平均で

就職予定の3年生は

検討されている他の保障制度があっても、それに加えて、学生総合共済・学生賠

66.5

56.9

％

74.2

％

がしている

が加入している

35.8

％

が現在取得している

償責任保険を含む保障制度（｢安心プラン｣｢標準プラン｣）への加入を、学生・保

％

護者のあなたさまがたにお願い申し上げます。

が参加したことがある

※2020年 全国大学生協連合会
「学生生活実態調査」
データより

大学生活でよくある事例を保障とサービスで備えられます。
保障・サービスの詳しい内容や掛金・保険料等は、22〜23ページ、および「学生総合共済」
「学生生活110番」パンフレットをお読みください。

高校までと違う大学生活。充実した大学生活のためには、
不安をなくして積極的に活動できる“支え”が必要です！

これまでに他の学資保険や子ども向けの保険
他の学資保険や子ども向けの保険・共済に加入されている
共済に加入されている方も多
いと思いますが、
、在学中（18
（18〜20歳）
20歳）に満期を迎えるものが少なくありません。

大学生には
大学生向けの保障が
必要です

大学時代に無保障状態にならないようにご注意ください。
また、お得だった子ども向けの保険・共済が、満期後に大人向けの保障内容、

の制度ですから、
の制度で
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。

高校生

社 会人

大学生

● 自転車でお年寄りにぶつかった
● インターンシップでパソコンを壊した
● 水もれで階下に浸水させてしまった

自分の病気やケガに、24時間365日、
国内外問わず保障します

「ごめんなさい」
では済まされない、
他人への賠償責任を保障します

学生総合共済
(G1200コース)

学生賠償責任保険
一人暮らし特約なし (19H)

● こども向け保険・共済

● 学生賠償責任保険
● 就学費用保障保険

● 親の保険の特約

岐阜大学消費生活協同組合

電話 058-230-1166

● 洗濯機のホースが外れて水もれし、
借りた住まいの床を修繕する
● 空き巣に入られた

他人への賠償責任保障に、火災・風水
害・盗難等による家財損害の保障、借
家人賠償責任保障等がつきます

● 扶養者の方が亡くなられ
学業が続けられなくなった

扶養者の方にもしもがあった時、学
費だけでなく通学定期代や教科書
教材費などもサポートします

就学費用保障保険

住まいや自転車での「今、困った」を
解決するサービスです

学生生活110番

● 会社の保障制度

● 学生総合共済

● 学資保険

お問い合わせ

● 自転車で転んで骨折し、通院
● 就職活動がつらくてうつ病で入院
● 風邪をこじらせて肺炎で入院

保険料、掛金になることもあります。
す。大学生協の学生総合共済は大学生のため

“支え”に
なります
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大学生活でよくある事例

● 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

平日(月)〜(金) 11:00-16:00

● 伴をなくして家に入れない
● 自転車がパンクした
● トイレを詰まらせた

学生賠償責任保険
一人暮らし特約あり (19HK)

大学生の生活にあった保障制度で、学業継続へのリスクに備えましょう

7

すべての新入生に

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ご提案する
安心プラン・標準プラン をおすすめします。

大学生協の学生総合共済は、学業継続
学業継続への影響が大きい長期入院
影響が大き 長期入院（地震・津波や危険な
津波や危険なスポーツなどによるケガ、
ポ
など よるケ 、
精神疾
精神疾患による入院等を含む）
入院等 含 ）や、
、扶養者
扶養者の万が一の場合も保障されます。
万
場合 保障
治療実費のみを保障するのではなく、入院などの事実に基づいた定額での保障です。
これは大学生協の実態調査
により、医療費に加え、通院のためのタクシー代など、その他の経済的な負担を念頭においているからです。

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。
現在ご加入の保障内容が、
これからの大学生活に合っているか、確認するためのチェック表です。
ぜひご活用ください。

チェック
自分に対する保障

「卒業までの学業継続」
のために制度設計されている学生総合共済を含む、
「安心プラン」
「標準プラン」
を、岐阜大学生協は自信を持っておすすめします。

現在、
ご加入の保障だけで大丈夫でしょうか？

病気やケガによる入院の日額保障はいくらですか？
入院は何日目から何日まで保障されますか？

含めて総合的にご判断くださるようにお願い申し上げます。

「標準プラン」は、
自分の病気やケガといったご自身の保障、他人に迷惑をかけて損害賠償が発生した場合に
備えた保障など、入学後にスムーズに大学生活を始めるにあたりおすすめの保障やサービスをご提案しています。
教科書代金や食堂などでの食事代をキャッシ
教科書代
食
食事代
ュレスで支払える
支払 「生協組合員カード入学前チャージ」
協組合員
入学前
」
や、
大学に登校した時の食事をサポートする食堂パスも、
大学に登校した時 食事をサポ トする食堂
も、
オプションでプラスできます。
ョンでプラ できます。
岐阜薬科大学生に選ばれているプランです

標 準 プラン

一人暮らしの
方のみ

生協
加入
生協出資金

ご自身の
保障

他人に
対する
賠償

困りごと
解決

学生総合共済 学生賠償責任保険 学生生活110番

安 心 プラン

上記の標準プラン

扶養者のもしもに備える

両方のプランともに
追加できます。

食堂で使える
電子マネー
生協組合員カード
入学前チャージ

食事の
年間定額利用
食堂パス

就学費用保障保険

２口

他人に対する保障 一人暮らしの保障

他の制度などとは、掛金や保険料のみを単純に比較するのではなく、保障内容や付帯サービス、支払実績などを
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お問い合わせ

岐阜大学消費生活協同組合

電話 058-230-1166

平日(月)〜(金) 11:00-16:00

1日目から360日分まで

円
日目から

日目まで

あり

・

なし

あり

・

なし

あり

・

なし

あり

・

なし

あり

・

なし

あり

・

なし

あり

・

なし

あり

・

なし

あり

・

なし

保障あり

あり

・

なし

示談交渉サービス付

あり

・

なし

保障あり
アルバイトや旅行(国内･海外)･留学中のケガや病気も保障されますか？
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？
給付申請の窓口や相談できる場所はご存じですか？

扶養者事故死亡・
扶養者事故重度障害500万円

岐阜大学生協中央店

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。
実習中に、他人にケガをさせた。

保障あり

1事故最高3億円まで

インターンシップ中やアルバイト中に勤務先の備品を破損させた。
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

以下の事例は保障の対象になりますか？
アパートの駐輪場で自転車が盗まれた場合の損害は

保障あり
洗濯機から水がもれて、貸主への損害賠償責任を負ったとき
３日以上入院した際に親族が駆けつけるための費用は保障されますか？
貸主に対する賠償責任を負った時の示談交渉サービスはありますか？

学生総合共済は、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することはありません。

保障の期間やプランをご確認ください。

大学生協の
学生総合共済・
学生賠償責任保険

現在加入している
保障制度は？

在学中に満期を迎えませんか？
「親の保険の特約」や「子ども向け保険」には、19歳や20歳を迎える
と満期を迎えるものも少なくありません。
大学生活の途中で満期となり、気づかないうちに「保障がない」状態
にならないよう、保障対象期間は必ずご確認をお願いいたします。
プランが切り替わっていませんか？

同封のこちらの
パンフレットも
一緒にご覧ください

現在加入している
保障制度は？

日額 10,000円

うつ病など、こころの病による入院も保障されますか？

学生総合共済の掛金は１カ月あたり1,200円と、少ない掛金で充実した保障を実現しています。学生の生活時間
は、
、正課内よりも正課外が長く
課内
課外 長く、正課外でのリスクへも保障で備えていただきたいです。
課外
保障 備
す。

大学生協の
学生総合共済・
学生賠償責任保険

「こども向け保険」などを継続される場合、プランが「大人向け」に
切り替わり、保障や給付の条件が変わってしまうことがあります。
大人向けのプランになってしまうと、病気などのリスクにあわせて
保険料（掛金）が高くなることがあります。
大学生活にあった保障や保険料(掛金)になっているかをお確かめください。

入学から卒業まで

１年間の掛金
（学生総合共済）

年

月まで

年間の保険料等
円

14,400円
（１カ月あたり1,200円）

卒業予定年まで

プランの対象
歳〜

歳

おすすめの保障やサービスをセットした、
「安心プラン」
・
「標準プラン」
をおすすめします
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２
学生総合共済

学業継続をささえます。
大学生活にあった保障内容です。

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に掲載しています。必ず一緒にご覧ください。
契約引受団体

2021年度は新入学の生協加入者の80.1％が加入されました。

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

同封のこちらのパンフレットを
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。

（生協加入者131人中105人が学生総合共済に加入）

「まさか自分が…」給付を受けた学生はみんなそう言います

学生ご本人でも、
Webや電話にて
気軽に相談・手続きができて安心です

学生向けの24時間365日の保障、全国211大学生協で
約69.8万人の学生組合員が加入している共済です

ご相談やお手続きは、学生総合共済ホームページからや、
コープ共済センターへの電
話にて、学生本人でも行っていただくことができます。岐阜薬科大学本部キャンパスに

全国で、
1年間に44,316件、約32億6,024万円の共済金給付がありました。

隣接する岐阜大学内にある生協中央店・生協本部でもご相談を承ります。病気やケガ
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。
学生総合共済のキャラクター
「タヌロー」

もしもの時は
生協の窓口へ

手 続きカンタン

後遺障害

1 生協へ連絡、
相談をする

病気やケガなどをしたら早めに生協へおしらせください

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し、
必要な書類をお渡しします

3 領収証
（書）
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
全国大学生協共済生活協同組合連合会ホームページより引用

扶養者事故重度後遺障害

自宅からでも
お手続きOK

給付申請の流れ

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

コープ共済センターへの電話や、

コープ
各種お手続き・共済金請求ができます。 共済センター
学生総合共済ホームページから、

※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。

0120-16-9431
受付時間 9:00〜18:00 月〜土（祝日含む）
※年末年始はお休みとなります。(12/28〜1/3)

新入生に多い病気・事故［全国の事例（2021年4月1日〜6月30日）］
◆病気
呼吸器系
疾患

入院日数

手術回数

給付金額

5

−

50,000円

伝染性単核球症

感染症

自宅で大学のオンライン授業をうけているとき
体調が悪くなった。原因は不明。

こころの
早期対応

適応障害 引越し後にホームシックになり、かつ
大学入学後に学業など様々な強い不安を感じる
ようになった

通院日数

固定具

給付金額

6

−

12,000円

18

−

36,000円

9

−

90,000円

日常生活中の
事故

まい、左脚を溝縁で切った。数日経っても出血が
止まらなかったので病院に行き、傷口を縫っても
らった。

自転車運転中

交通事故

帰宅途中、
自転車で転倒しタイヤに足をはさみ、
右足のかかとを18針ぬった。

−

−

10,000円

スポーツ事故

サークルでバスケットボールをしていた際に指
先にボールが当たり骨折した。

6

あり

32,000円

学生総合共済加入者のための安心サポート！保護者の方もご利用できます！

学生生活 無料健康相談テレホン

病気になったりケガ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。
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お問い合わせ

岐阜大学消費生活協同組合

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。

電話 058-230-1166

Q

健康に自信があるので
加入しなくて大丈夫かも？
環境が変わると体調を崩したり、

バスケットボール中

※給付事例は、2021年度までの保障内容により支払われた事例です。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。

専門の相談員が
お答えします

!
ここが知りたい

屋外 歩いていたところ道路脇の溝にはまってし

急性扁桃炎 リモート学習中、喉の痛みが激しく
なり夜に発熱し翌朝には38℃台の熱が出た。その
日より食事が取れない程の痛みがあった。夜に友
人と外で話をしていて風邪が悪化したと思われる。

◆事故

学生総合共済

Q

自宅通学だし他の保険に
入ってるから不要かも？

Q&A
Q

大学で案内された傷害保険と
重複するのでは？

A 様々なリスクも増えます

A 見直し検討をおすすめします

この機会に大学生のための保障へ

A 学生総合共済の加入をご検討ください

自身の体調だけでなく、行動範囲や活動内

学資保険やこども向けの保険・共済は18歳

大学の「学生教育研究災害傷害保険（学研

容が広がる大学生活では様々なリスクも増

〜20歳に満期を迎えるものが少なくありま

災）」の詳しい補償内容については、岐阜薬

加。実際に給付を受けた方からは「まさか自

せん。
この機会に大学生のための保障制度

科大学の担当窓口へお問い合わせくださ

分が…」
「 加入しておいて良かった」の声を

（学生総合共済・学生賠償責任保険）への加

多くいただいています。

保険の補償内容をご確認のうえ

い。

入や上乗せをおすすめします。

おすすめ
ポイント

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、生活をしている上で
困ったことの解決をお手伝いします。

平日(月)〜(金) 11:00-16:00

学生総合共済は、
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。

❷ 学生総合共済

大学生活にあった保障内容で学業継続をささえます／Webや電話で相談・手続きができて安心です
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｢万が一｣ではなく、４年間1,461件の共済金給付実績。

｢まさか自分が･･･｣｢自分も誰かの助けになっている。｣

これは、岐阜薬科大学生・岐阜大学生をあわせた岐阜大学生協学生組合員への給付実績です。

学生総合共済の給付を受けた岐阜大学生の声です。
「たすけあいアンケート」に記載いただきました。

学生総合共済は、病気やケガにあってしまったときに、給付手続きをされるよう呼びかけています。

岐阜薬科大学生にも共済金の給付を行っています。

大学生活４年間で

■ 病気やケガでの入院

１３人に１人が

13

病気やケガで入院

1件

共済金の平均支払額

22

人の確率で発生 １件あたり

8.8万円

1件

イトに行けず収入が減少するなど、学業の継続を妨

7

１件あたり

3.0万円

過去４年間に、
1,036人（被共済者本人数）・39人（父母・扶養者の死亡人数）に対して

1,461件、1億1,395万4,000 円
が給付されました。

帰宅中、自転車乗車中に縁石に乗り上げ転倒し左肘を骨折

ޓᕆߥ⾌ߢߒߚ߇ޔᷣߦടߒߡߚߚ⽶ޔᜂ߇シߊߥࠅ

ޓ⢀ࠍ᛬ߞߚߚ⥄ޔォゞߦਸ਼ࠇߕᓤᱠߣߥߞߚޕടᤨߦ᩺ౝ

（ޓޓޓޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޕߚߒ߹ޓ医学部医学科学生）

ߣޠ߽ߣߎߥࠎߎޟߦ߈ߣߛࠎ⺒ࠍߩޓᕁߞߡߒ߹ߞߚ߇⥄ޔಽ
߇ޓታ㓙ߦฃߌߡߺࠆߣᗵ⻢ߒ߆ߥ߆ߞߚޕ

30,000円給付

入院３日

通院16日

（工学部学生）

32,000円給付

学内で自転車乗車中、前輪に物が挟まり転倒し手首足首捻挫

ޕߔߢߚߞ߆ߚ߇ࠅޓᔅⷐߦߥࠆߣ߈ߪ⓭ὼ߿ߞߡߊࠆߩߢ

ޟޓᗵ⻢߽⑳ޕࠎߖ߹ࠅ߆ߒ⪲⸒ߩޠᷣߦടߔࠆߎߣߢޔ

ߣߛ߈ߴߊ߅ߡߞޓᕁ߹ߔޕ

ߩ߆⺕ޓഥߌߦߥߞߡࠆߎߣࠍታᗵߔࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚޕ

（大学院自然科学技術研究科

修士学生）

４年間合計の

４年間合計の

年度別件数の内訳 (件)
2017年

2018年

2019年

2020年

給付金額 (円)

事故通院・固定具使用

795

230

220

115

230

27,484,000

病気入院

298

67

93

69

69

31,210,000

病気手術

132

26

36

32

38

7,900,000

事故入院

75

26

22

14

13

6,980,000

事故手術

69

25

16

14

14

3,650,000

特定傷害固定具

19

0

0

6

13

380,000

後遺障害

10

2

4

2

2

12,060,000

こころの早期対応

9

0

0

3

6

90,000

本人死亡

6

2

0

2

2

9,000,000

父母扶養者死亡

39

9

7

10

13

7,800,000

扶養者病気死亡・自殺学業継続支援

8

0

0

1

7

2,400,000

扶養者事故死亡学業継続支援

1

0

0

0

1

5,000,000

岐阜大学消費生活協同組合

日常生活中の事故

（大学院自然科学技術研究科

修士院生）

電話 058-230-1166

平日(月)〜(金) 11:00-16:00

スポーツ中の事故

22,000円給付

通院11日

通院55日

自宅で湯沸かし中にポットが落下して、右足首をやけど

110,000円給付

アメフトの練習中に相手選手が左ひざにあたり転倒して捻挫

ߢߒࠄੱ৻ޓฝ⿷ࠍ߿ߌߤߒߡᱠߌߕޔߚߚߞࠍ᧟⪲᧻ޔㅢ

⥄ޓಽߪ㧞ᐕ㑆ࠦࡦ࠲ࠢ࠻߇ᄙߊࠤࠟ߇ᄙࠬࡐ࠷ߦᄢቇ↢ᵴ

ޓ㒮߇ߣߡ߽ᄢᄌߢߒߚޔߕ߈ߢ߇࠻ࠗࡃ࡞ࠕޕᷣ㊄ࠍ㗂ߌࠆߩ

ޕߚߒ߹߈ߡߍߐߐࠍޓታ㓙ޔᢙ߃߈ࠇߥ߶ߤࠤࠟࠍߒ߹ߒߚޓ

↢ޔߢޓᵴ߇⧰ߒߊߥࠄߕߦߔߺ߹ߔޕߔ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޕ

ޔ߇ޓᷣߦടߒߡᷣ㊄ࠍߚߛߡߚߩߢޔਅኋߢ㊄㌛

（工学部学生）

2017年4月〜2021年3月 学生総合共済給付実績

件数計 (件)

お問い合わせ

42,000円給付

「ANNUAL REPORT 2020」より

岐阜大学生協学生組合員の病気・事故（ケガ）の実態（学生総合共済の給付実績）
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急性扁桃炎

出典：大学生協の学生総合共済（https://kyosai.univcoop.or.jp/outline/index.html）

るために、事前に備えておくことが重要です。

共済事由

通院21日

ޓᷣߩ߅߆ߍߢޔዋߒߢ߽⓭ὼߩ⾌ࠍᷫࠄߔߎߣ߇ߢ߈ߡ

共済金の平均支払額

人の確率で発生

げるリスクを伴うことがあります。

50,000円給付

入院５日

親知らずの抜歯で入院

■ 事故で通院

期せぬ出費だけでなく、授業に出られない、アルバ

いざというときに、金銭的・精神的な負担を軽減す

11.1万円

■ 病気やケガでの手術

1件

交通事故

共済金の平均支払額

人の確率で発生 １件あたり

病気やケガの状態によっては、入院費や通院費が
かなりの高額となるケースがあります。
こういった予

病気での入院

ߦ⊛ޓ෩ߒ⥄ಽߢ߽ᔃߒߡ∛㒮ߦㅢ߁ߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚޓޕ
ޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޓ

26,000円給付

通院13日

教育実習先で、すのこを運搬中に手が滑り、左足小指にひび
ޕߔ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޓഥ߆ࠅ߹ߒߚޕ

（教育学部学生）

通院13日

（工学部学生）

26,000円給付

柔道の練習中に相手に投げられ左ひざを打撲・挫創
↢ޟߦ߈ߣ߁ߣࠩࠗޓදᷣࠎ߳ߚߪޠᔃᒝߢߔޕ

通院５日

10,000円給付

ߩߌߔߚޓᐲ߇߽ߞߣᐢ߹ࠅ߹ߔࠃ߁ߦ㗿ߞߡ߹ߔޕ

自宅で洗い物中に皿が割れて、右手親指の付け根を切る
ޕߔ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޓ

ޓ࿁ߪࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚޕ

（教育学部学生）

（工学部学生）

通院７日
※給付実績・給付事例は、2021年度までの保障内容
による実績です。

14,000円給付

バスケットボールをしていて右手親指の付け根を骨折
ޓฝᚻ߇߶ߣࠎߤ߃ߥ߆ߞߚߚޔᏀᚻߢ㘩߿ࡐ࠻ࠍᦠ

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

⧰ߤߥߊޓഭߒ߹ߒߚޕ㧜࿁⋡ߩ⛎ઃߥߩߢߔ߇ߤ߶ࠇߎ߆ߐ߹ޔ

さい。

߅ޓߦߥࠆߣߪޕߔ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޕ
（大学院自然科学技術研究科 修士院生）

❷ 学生総合共済

大学生活にあった保障内容で学業継続をささえます／４年間1,461件の共済金給付実績
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3･4･5
保険・サービス

病気やケガ以外のリスクに
手ごろな保険料で手厚いカバーを

学生賠償責任保険・就学費用保障保険 全国の支払事例
学生賠償責任保険

学生賠償責任保険
（19H）

一人暮らし特約あり
（19HK）

2019年４月から2021年２月までの全国支払事例

2019年４月から2021年２月までの全国支払事例

事故分類

日常生活、一人暮らし、扶養者のもしも・・・に備えます。
インターンシップ・教育実習・アルバイト中の賠償事故・自転車事故による他人への賠償金支払いや、扶養者の方が扶養

自転車事故
(対人)

他人への賠償に備える

自転車事故
(対物)

2021年入学生協加入者のうち
109人（83.2％）が申込

３ 学生賠償責任保険

自転車事故
(対人対物)

ＳＵＰＩＣ

（一人暮らし特約なし・あり）

大学生協がおすすめしている保険のキャラクター

日常生活（正課の講義等を含む）における

日常生活（正課の講義等を含む）における保障（19H）に

賠償事故［国内・海外］を保障（19H）
一人暮らし特約なし

その他
0.3％

対人
19.8％

対物
68.5％

対人・対物
11.4％

● 左記の「日常生活における賠償事故」
● 自転車で歩行者にぶつかり
ケガをさせてしまった。
保障にプラスして、借用住宅の破損や
● 歩行中に誤ってぶつかり
火災・水ぬれなどでの家財損害、盗難
出典
他人の物を壊してしまった。
『大学生の病気・ケガ・事故 2019』
などの場合に保障します。
● 教育実習中、
● 賃貸マンションや寮などで一人暮らし
誤って生徒にケガをさせてしまった。
事故
をされる方が対象の特約です。
● インターンシップ先のノートパソコン
最高
億円まで保障
を床に落として壊してしまった。
詳しい保障内容や加入・契約に関する重要事項
示談交渉サービス付
● アルバイト中、窓ガラスに工具を
説明書は
「学生総合共済パンフレット」
で必ずご
（国内での賠償事故）
ぶつけて割ってしまった。 など
確認ください。

1

3

学業継続を支援する保険です

今すぐの不安・トラブルに対応

４ 就学費用保障保険

正課の
講義中等
の事故

住まいの火災などの保障をセット（19HK）
一人暮らし特約あり

学賠
支払件数
割合

示談交渉

自転車どうしが接触し、相手にケガをさせた。

できなくなっ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、下記の保険・サービスへの加入もご検討ください。

事故状況
自転車走行中、横断歩道で歩行者と接触し、相
手にケガをさせた。
自転車で歩道を走行中、スマホを見ていて相手
に気付かず歩行者と接触し、相手にケガをさせ
た。

スポーツ中
の事故

水もれ事故

アルバイト
中の事故

インターン
シップ中
の事故

その他

自転車走行中、下を見ながら運転していて停止
中の車に接触し、破損させた。
コンビニ駐車場で、駐車スペース内に駐車中の
車に接触し、破損させた。
自転車走行中、歩行者と接触し、相手にケガを
させ、持ち物も破損させた。
自転車で歩道を走行中、歩行者とぶつかりケガ
をさせ、相手のスマホを落として破損させた。
実験用マウスに噛まれたため、感染予防のため
検査を受けた。
研究室にて実験中、超遠心分離機の部品を誤っ
て割ってしまい、機器に損害を与えた。
大学から借用したノートパソコンを破損させ
た。
公園でサッカーをしていて、蹴ったボールが走
行中の自転車にあたり、相手にケガをさせた。
大学グラウンドで野球の練習中、ボールが駐車
中の車両にあたり、破損させた。
スケートボード走行中にボードが店舗のガラス
に接触し、破損させた。
水道管凍結により階下へ水もれし、階下の２部
屋に損害を与えた。
洗面所の水を出しっぱなしにして階下に水もれ
し、損害を与えた。
出前のアルバイト中、お客様の玄関ドアを破損
させた。
アルバイト中に転倒し、アルバイト先のガラス
にひびが入った。
塾講師のアルバイト中、机に置いてあった電子
手帳を落とし、破損させた。

支払保険金

事故分類

あり

843万9,717円

あり

523万1,850円

あり

359万6,162円

あり

66万1,103円

あり

47万0,756円

あり

860万5,797円

あり

34万4,102円

なし

3,490円

あり

283万1,400円

なし

5万3,350円

あり

204万3,405円

あり

9万3,390円

あり

23万8,700円

あり

510万0,615円

あり

304万4,644円

なし

23万0,000円

なし

13万6,950円

なし

1万3,750円

インターンシップで寮に入っているとき、つま
づいてベッドの下部分を割ってしまった。

あり

1万1,990円

空港のエスカレーターでスーツケースを落と
し、下にいた相手にぶつかりケガをさせた。

あり

34万3,100円

借用住宅の鍵を紛失した。（合鍵作製費用）

なし

3万3,000円

事故状況

天ぷら油から火災発生。台所周
辺の壁・換気扇、電気関係に損
害を与えた。
調理中に火災、キッチンが燃
借家人賠償
え、損害を与えた。
家具を移動させた際、クロー
責任保障
ゼットのドアにぶつけて穴を開
けた。
化粧品を落とし、借用住宅のシ
ンクにヒビが入り破損させた。
水もれにより、借用住宅と階下
借家人賠償責任保障
の住人の家財に損害を与えた。
家財保障
自分の家財も汚損した。
上階で水道管凍結破損による漏
水が発生し、自室が水浸しとな
り、家財が汚損。
給湯器の故障で部屋が水浸しと
なり、家財が汚損。
布団を取り込む際、テレビにぶ
家財保障
つけて倒し液晶が割れた。
借用住宅敷地内の駐輪場に施錠
して停めていた自転車が盗難。
アパートに空き巣が入り、財布
が盗難。
空き巣に入られ窓ガラスが破
損。

示談交渉

支払保険金

なし

192万7,794円

なし

50万6,330円

なし

1万1,000円

あり

4万0,700円

あり

314万5,119円

−

90万6,797円

−

37万4,313円

−

1万8,439円

−

9万4,138円

−

3万7,763円

−

3万1,625円

−

9万9,000円

−

10万0,000円

−

9万5,590円

−

4万6,560円

修理費用保障

水道管が凍結により破損。

父母駆けつけ
費用保障

入院（8日）のため父母が駆け
つけた（ケガ・左足骨折）。
入院（7日）のため父母が駆け
つけた（病気・右肺気胸）。
入院（15日）のため父母が駆
けつけた（病気・精神疾患）。

■ 学生賠償責任保険、
および、
学生賠償責任
（一人暮らし特約あり）
の
詳しい保障内容については
「大学生協の学生総合共済」
パンフレットの
「重要事項説明書」
・
「制度のあらまし」
にてご確認ください。
■ 就学費用保障保険の＜学資費用＞とは以下をさします。
● 大学に納付する授業料、
実験・実習費など

５ 学生生活110番

● 大学からの指示に基づく教科書・教材などを購入した費用
● 通学のための定期代および一人暮らしの方の家賃・下宿代
（口数に関わらず年間10万円限度）

扶養者が、病気やケガで死亡したり、ケガで重度後遺

24時間・365日、電話受付対応のコールセンターがあ

障害を負って、学生本人が扶養者に扶養されなくなっ

り、水まわりのトラブルやカギの紛失、
ガラス割れの際

た場合の学資費用をサポート。
（1口につき1年間最高

に出動します。
自転車・バイクのトラブルにも対応しま

25万円まで）

す。
（バイク・自動車ロードサービスを含む）

学資費用の必要に応じて
最大

15

口まで

加入できます

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、１年間の学費が払える口数にあたる
２口をおすすめしています
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。

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「学生生活110番」パンフ
レットをご覧ください。

※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（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
（保障対象者）
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、悩み・トラブル解決支援サービスです。
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お問い合わせ

岐阜大学消費生活協同組合

電話 058-230-1166

平日(月)〜(金) 11:00-16:00

就学費用保障保険
（19W）

■ 就学費用保障保険の詳しい保障内容については「大学生協の学生総合
共済」
パンフレットの
「重要事項説明書」
・
「制度のあらまし」
にてご確認
ください。

2019年４月から2021年３月までの全国支払事例
傷病名
脳挫傷

加入 支払

支払保険金

口数 年度

合計

１口

膵頭部癌

１口

膵癌

２口

急性心不全

２口

くも膜下出血

３口

支 払 内 訳

概要説明

授業料

教材費

通学交通費

家賃

25万0,000円

−

−

−

25万0,000円

−

−

−

−

−

25万0,000円

−

−

−

−

−

−

10万0,000円

2020

25万0,000円
25万0,000円
7万5,400円
25万0,000円
10万0,000円
50万0,000円

50万0,000円

−

−

−

2019

10万0,000円

−

−

−

2020

13万8,101円

3万1,203円

6,898円

−

1年目は授業料支払い済みのため、家賃の請求があり支払い。2年目
は授業料が免除されたが教職課程に係る授業料は免除されないため
その費用とその他家賃、教材費の請求があり支払い。
10万0,000円 （卒業予定年まで毎年請求可能）

2019

36万7,900円
65万8,074円

26万7,900円

−

−

10万0,000円

2019
2020
2019
2020
2019

2020

53万5,800円

2万2,274円

7万5,400円

−

−

1年目は後期授業料の請求があり1口上限の25万円を支払い。2年目
は春に前期授業料の請求があり1口上限の25万円を支払い。
（卒業予定年まで毎年請求可能）
1年目は授業料支払い済みのため、通学定期代の請求があり支払い。
2年目は春に前期授業料の請求があり1口上限の25万円を支払い。
（卒業予定年まで毎年請求可能）
1年目は授業料支払い済みのため、家賃の請求があり支払い。2年目
は授業料の請求があり2口上限の50万円を支払い。
（卒業予定年まで毎年請求可能）

10万0,000円

1年目は後期授業料の全額と家賃の請求があり支払い。2年目は年間
授業料全額と家賃、教材費の請求があり支払い。
10万0,000円 （卒業予定年まで毎年請求可能）

❸ 学生賠償責任保険

❹ 就学費用保障保険

❺ 学生生活110番
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６

三田洞キャンパス利用率98.6％！
キャッシュレス決済でスピーディ！

セイキョウ ハナコ

生協 花子

※

入学前チャージ

組合員番号

1234 5678 9012
◯◯大学生活協同組合

TEL. 012-345-6789

※ 三田洞キャンパス食堂のキャッシュレス決済率
2021年10月 （食堂パス＋キャンパスペイ決済）÷総利用者数

生協組合員カードの３つの機能

チャージ
（入金）方法は２通り

❶ キャッシュレス決済ができる
プリペイドカードとして

❶ 入学前チャージ
生協加入時のみのお手続きです。お申し込みいただく

（愛称｢キャンパスペイ」）

と、10,000円分を組合員カードへチャージしてお渡し

組合員カードを紛失したり、盗難にあった場合は、生協本部に電話にて

●３月24日(木)までにコンビニ払いをお済ませの方
岐阜薬科大学の新１回生ガイダンス日に、
ガイダンス終了時の案内に沿ってお受け取りください。

●３月25日(金)以後にコンビニ払いをお済ませの方
→

教科書を５％割引価格で買うときに

お支払い日から数えて８日目以後の平日に、大学登校時に
三田洞キャンパス食堂レジにてお受け取りください。

●新型コロナウイルス感染症の状況により、組合員カードの
お受取方法を変更する場合がございます。

自動車学校の生協料金適用に

停止時点の残高を保障

買い物を、キャッシュレス決済できて便利です。
→

❸ 生協に加入している証明として

翌営業日から利用停止

生協本部に
電話にて
利用停止申請

いたします。入学後に、食堂でのお食事やお店でのお

❷ 生協食堂の年間前払い利用｢食堂パス｣
として（お申込いただくと組合員カードに食堂パスをプラス）

紛失や盗難へは残高保障で安心

生協組合員限定の講座・企画申込に

❷ 生協のレジまたは自動チャージ機

お知らせください。翌営業日から利用停止できるので、不正利用を防げ
ます。利用停止時点でのキャンパスペイ残高を保障しますので安心です。

三田洞キャンパス食堂のレジで、1,000円単位で現金
にてチャージできます（最大99,999円まで）
。
本部キャンパス隣接の岐阜大学内には、
自動チャージ

利用履歴がわかる「マイページ」

機が、医学部食堂・中央店・第二食堂にあります。
生協組合員カード決済での食事や、商品購入履歴

→ その場合は、大学生協Webサービスにご登録の電子メールへ
岐阜大学生協からご連絡をいたします。

を「生協マイページ」にて確認いただけます
（最初
のみ所定の登録作業が必要です）
。
組合員カードへのチャージ履歴や、チャージ（プリ

三田洞キャンパス食堂でのお会計は、みなさんにキャッシュレス決済（愛称：キャ

ペイド）残高、ポイント残高がわかります。

ンパスペイ）のご協力をお願いしております。
レジ決済がスピーディで便利です。

保護者の方もお子様の履歴を確認いただけます。

「入学前チャージ」をしておくと、生協でのお食事や選択科目教科書等の購入で、
入学後からすぐにキャッシュレス決済ができ、接触感染リスクを軽減できます。

「入学前チャージ」
をおすすめしています。

キャッシュレスでスマート決済※

ポイント還元率通常１％でお得※

▶▶

10円(税別)ごとに0.1ポイントがつきます

200

レジでタッチして決済

ポイント
たまると

大学生協の組合員カードには、お金をチャージし、三田洞
キャンパス食堂や、本部キャンパス隣接の岐阜大学内の生
協のお店や食堂で使用できる電子マネー機能がついてい
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1％
ポイント

つかえる

組合員カードに
お金をチャージ

たまる！

税別の
利用額

200
円分を
チャージ

レジにて自動チャージします
（残高を増やします）
組合員カードで決済すると、
「キャンパスペイ」
「食堂パス」
それぞれの利用で

ムーズにお会計ができて便利です。前期開講後の選択科

10円(税別）
ごとに0.1ポイントを
「キャンパスペイ」
にポイント還元します。

目教科書の購入にもお使いいただけます。

200ポイント貯まるごとに、
レジ決済時に200円分を自動でチャージします。

● 三田洞キャンパス食堂ホール内の売店は、当生協の

※ 岐阜大学内の生協店舗にて取扱いをしています、

運営ではございませんので、
このカードはお使いいた

岐阜バスアユカ定期券購入や、旅行商品や講座の代金など、

だけません。

キャンパスペイポイントが付かない（還元しない）商品があります。

岐阜大学消費生活協同組合

電話 058-230-1166

平日(月)〜(金) 11:00-16:00

〈三田洞キャンパス食堂の利用〉
１回の昼食代を455円とし、
生協食堂を22回利用いただいた想定で
算出しています。

入学前チャージ

約10,000円

10,000円
チャージしていただくお 金は、三 田 洞

ます。お昼休みの食堂は混雑しますが、小銭が不要でス

お問い合わせ

４月から５月の昼食代 として

キャンパス食堂での食事代お支払いや、

食堂パスをお申し込みいただいた方は、
レジで自動的に食堂パスから決済し、
１日の食堂パス利用金額が550円を超えた場合に、
不足額を生協組合員カードから自動で決済します。

シーン

本部キャンパス隣接の岐阜大学内の大
学生協のお店（購買・食堂）
でのみ利用
可能な電子マネーとなります。

1

大学生活に必要なことに利用されるの

「食堂パス」
（▶18ページ）
をお申し込みいただかない場合は、

で安心です。

ぜひ「入学前チャージ」
をお申し込みください。
昼食時のレジお会計による待ち時間を短くするために、
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

❻ 生協組合員カード入学前チャージ

現金と比べポイントも付くのでお得

日常の食事やお買い物をキャッシュレスでスマートに
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７

食堂パス
（食事の年間定額利用）
で
安心して食事を食べる準備を。

食堂パス

「食堂パス」は、３つの安心でおすすめです！
ポイント

2021年入学の生協加入者のうち75人（57.2％）
から食堂パスを申込いただきました。

「食堂パス」
ってなに？

１

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

① 安全で、独自の添加物基準を満たす安心の食材を使用
② できるだけ安価で良質、栄養価のあるメニューを提供
③ 食の大切さを考えるきっかけとなるとりくみを実施
④ 安心して食事ができる場を提供

年間の通常授業日・定期試験日の159日に、1日につき550円まで
三田洞キャンパス食堂で食べられる
「食堂年間定額利用」のしくみです。
お申込みいただいた方には、生協組合員カードに「食堂パス決済」
をプラスします。

大学の授業がある日や試験がある日に、生協食堂で食べられるから安心

ポイント

２

１年分の食費を前もって確保できるので安心
使いきれない場合も翌年に繰り越せるので安心
１年間の授業日・試験日は159日間の予定です（入学前ガイダンスでお聞きください）。
「食堂パス」は、159日分の食費を一括して前払いでお預かりします。お手元の現金を気
にせずに、生協組合員カードでキャッシュレス決済できて便利です。
年間合計のご利用金額が購入金額より少ない場合は、その差額を翌年度の食堂パス購
入代金に充当するか、生協組合員カードへチャージ（事務手数料1,100円）かを選べます。

ポイント

３

利用状況が確認できるので安心

▲ 大学生協マイページの
画面イメージ（スマートフォンの画面）

生協組合員カードを受け取られたのちに、岐阜大学生協のホームページから

◀ 大学生協
マイページ
のご紹介・
ログインページ
へのリンク

「大学生協マイページ」に登録すると、前日まで（過去13か月間）の利用履歴を
見ることができます（日々のご利用額および月ごとの累計額を表示します）。
保護者様もご登録いただけますので、お子様のお食事状況がわかり安心です。

三田洞キャンパス生協食堂
ホール座席に透明仕切り板を設置・アルコール消毒・スタッフマスク着用などの感染症対策を行い営業しています

組合員の皆さんに安心してご利用いただくため、
感染症拡大防止への取り組みを行っています。
より安心して食堂をご利用いただけ

食堂の使い方は、
セルフサービス。

るように、感染症対策に万全を期し、
組合員の方々をお迎えします。
組合員の皆さんに寄り添い、期待に

大学のお昼休みは12:00-12:50。

メニューボード

カウンターの

カウンターで、

三田洞キャンパス周辺には

で、食べたいも

スタッフに

食事を受け取り

お店が少ないので、生協食堂を

のを選びます。

オーダーします。 ます。

１日平均200人が利用されます。

レジでお会計。

座席でお召し上

ご自身で、

組合員カード

がりください。

食器を下膳口に

・食堂パス

お会計前の座席

お戻しください。

・キャンパスペイ

確保はＮＧ！

添える、
メニューを提供します。
あたたかいコミュニティとしての生協
食堂の存在を守り、事業の存続を果
たします。

がスマートでお得！

昼食時は12:00に行列ができ

岐阜薬科大学と連携・協力し、大学の

12:30頃まで混雑しますが、
スピーディな出食に務めています。
お会計後に座席を確保して、
ゆずりあってご利用ください。
講義室へトレーごと持ち込みして
食べることもできます。
お会計前の座席確保はＮＧです！
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お問い合わせ

岐阜薬科大学
三田洞キャンパス食堂
営業時間（講義日・定期試験日）
平日：11:45〜13:00
定休日：土・日・祝・長期休業期間

岐阜大学消費生活協同組合

電話 058-230-1166

感染症対策および、教学方針に適応

※ 三田洞キャンパス学生食堂ホール内の売店は、

した福利厚生事業・学生支援事業を

当生協ではない業者様が運営されているため、

行いします。

「食堂パス」および

感染防止へは、組合員のみなさんの

「生協組合員カードキャンパスペイ」

参加が不可欠です。ご理解とご協力
をお願いいたします。

のいずれもご利用いただけません。

平日(月)〜(金) 11:00-16:00

❼ 食堂パス
（食堂の年間定額利用）

充実した大学生活は毎日の食事から。３つの安心でおすすめです
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「食堂パス」
をぜひお選びください

私たち、先輩からもおすすめします！

生協加入出資金・学生総合共済とあわせておすすめする保険・組合員カード入学前チャージ
などとあわせてお申し込み・お支払いください。

「食堂パス」三田洞プラン
（1日550円プラン）
）
三田洞キャンパスでの授業日・定期試験日の昼食に生協食堂で食べられるプランです。
１日につき食べられる限度額

「食堂パス」
で食べられる日数

550円（税込）
ねだん

159日（１年間）

77,500円
１年間分の一括前払い金額

年間で食べられる最高額

87,450円（税込）

１日あたり実質487円相当で食べられます。
使いきれなかった残高は、翌年の食堂パス購入代金へ充当するか
生協組合員カードへのチャージ戻しをするので安心です。

「食堂パス」
で食べられる日
原則として、大学の通常授業日・定期試験日です。
岐阜大学生協のWebサイトをご覧ください。
● 大学学事日程の変更により、食べられる日が
急きょ変更する場合がございます。

岐阜大学生協
営業時間ご案内▶
岐阜大学生協
岐阜大学生協
ICカード利用約款▶

https://www.univcoop-tokai.jp/gucoop/etc/etc̲114.html

お渡しします（「食堂パス」専用のカードはございません）
。
● 食堂のレジで、
カードリーダーに生協組合員カードをタッチします。
❶ 食堂パス、❷ キャンパスペイ決済の順に、
自動判別して決済いたします。

充実した大学生活は、毎日の食事から。
あなたのキャンパスライフを「食堂パス」がサポートします。
「お金を節約したい」
「スマホ代や友達づきあいに充てたい」などで、大切だとはわかりつつも、ついおろそかにしが
ちなのが毎日の食事です。大学生の時に身についた食習慣は、これから一生の食習慣になっていきます。 大学生協で
は、未来があり、まだ身体が成長する時期である大学生のために、財布の中身を気にすることなく安心して食事ができ
るように、
「食堂パス」の仕組みを開発いたしました。
「食堂パス」を持つことで、
「大学の授業がある日は、毎日栄養バランスを考えて食べる」ことができるようになります。
社会人になる前の６年間で、岐阜薬科大学に通うすべての学生さんが「自分自身で毎日きちんと食べる」
「自分自身
でバランスを考えて食べる」ことを習慣にできるように、
「食堂パス」でお手伝いできると嬉しいです。
岐阜大学生協 三田洞キャンパス食堂 スタッフ一同

岐阜大学消費生活協同組合

電話 058-230-1166

「食が細く、一人住まいは心配でしたが、Webにて食堂で何
を食べたか確認でき、毎日しっかり食べて大学に通えてい
るようなので安心です。ありがとうございます。」
「自炊に慣れていなかったので、とても助かってます。」
「食事、おいしいと言っています。 食堂スタッフさんとも顔なじ
みになり、声をかけてもいただき、アットホームでありがたい
です。」

ޟኅ߆ࠄᜬߞߡߊࠆ߅ᑯᒰߣ㆑ޔ᷷߆߽ߩ߇᷷߆
߹߹ޓ㘩ߴࠄࠇ߹ߔ߅ޕᑯᒰߢߪࠅߦߊ߽ߩࠍ㘩ၴߢ
ޓ㘩ߴࠄࠇ߹ߔ߅ޕ㊄ߛߣߦߚ߁⾈ࠍߩ߽ߩ߆߶ޔ㘩⾌
ࠍޓߞߚࠅߒߡߒ߹߁ߎߣ߽ࠅ߹ߔ߇ޔ㘩ၴࡄࠬߥࠄ㘩
ޓߛߌߦ߃ࠆߩߢࠅ߆ߞߒޔ㘩ߴࠄࠇߡߣࠃ߽ߎߘޔ
ޓᕁ߹ߒߚޠޕ
（いずれも利用者ご本人の声）

「寒い時期にも、あたたかい昼食が食べられるので、ありが
たいです。」
（いずれも利用者のお母様からの声）

「食堂パス」についてよくいただく質問
Ｑ １日あたりの限度額まで食べきれなかった場合や、
生協食堂を利用しない日があった場合はどうなりますか？

Ａ 年間のご利用合計額と購入金額との差を、翌年の食堂パス購入代金に
充てられます。継続されない場合は生協組合員カードへチャージします。

定です。食堂パスを継続されない場合に生協組合員カードへチャージにて返金する場合は、事務手数料として1,100円（税込）

● お申し込みいただくと、生協組合員カードに「食堂パス」決済をセットして

お問い合わせ

ޟᤤ㘩ࠍ㘩ၴࡄࠬߢ㘩ߴߡ߹ߔ⚵ޕวຬࠞ࠼߳ߩ࠴ࡖ
ࠫޓ㧒ࠠࡖࡦࡄࠬࡍࠗ㧓ߢ߽ᡰᛄ߃߹ߔ߇ޔ㘩ၴࡄࠬߩ
ߪߣࠗࡍࠬࡄࡦࡖࠠޔߪࠈߎߣ⦟ޓ㆑ޔᐕᐲᆎߦ㘩
ޓၴࡄࠬઍࠍో㗵ᡰᛄ߁ߩߢߊߥߒࠍࠫࡖ࠴ߦ߹ߎޔ
߇ࠫࡖ࠴ޔߢߩߥޓޕߔߢߣߎ⦟߽ߡޓਇ⿷ߒߡ㊄
ߢޓᛄ߁ߎߣߦߥߞߡ߅⽷Ꮣ߆ࠄ㊄ࠍขࠅߒߡᡰᛄ
߇ࠫޔߢߣߎ߁ޓᷦṛߒߡห⚖↢߿వヘࠍᓙߚߖߡߒ߹
߁ޓේ࿃ߦߥࠆߣߤߥޔ᳇ࠍߟ߆ࠊߥߊߡߔߺ߹ߔߪޕ
ޓᗵᨴ∝ኻ╷ߢ⟵⻠ޔቶߢ߽㘩ߴࠄࠇࠆߩߢޔ㘩ၴࡎ
߇࡞ޓᷙࠎߢߡ߽ᔃߢߔޕ

次年度の食堂パス継続方法は、2023年3月上旬ころを目安に、保護者様ご住所へ、当生協より郵送にてご案内をお送りする予

「食堂パス」のつかいかた
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保護者の私からもおすすめします！

平日(月)〜(金) 11:00-16:00

を差し引かせていただきます。
年度途中での食堂パス解約およびご返金は、法定組合員脱退の場合を除き、原則として応じかねます。

Ｑ 食堂パスを申し込めば、生協組合員カードへの入学前チャージは必要ありませんか？
より便利です。
Ａ 食堂パスに加えて、入学前チャージをされておけば、
食堂パスは、食堂での食事や、
「学食BENTO（生協手作り丼弁当）
」テイクアウトに限りお使いいただける、年間定額利用のしくみ
です。食堂パスで１日550円を超えて食べられた時や、食堂パスをお申込みされない場合で三田洞食堂でお食事をされる時は
生協組合員カードでのキャッシュレス決済（キャンパスペイ）が便利です。小銭やお釣りのやり取りがなく感染症予防にもなりま
すので、入学前チャージをされることをおすすめいたします。

Ｑ 食事代金が、１日あたりの限度額を超えた場合は、どうすればいいですか？
Ａ 限度額を超えた分を、生協組合員カードまたは現金でお支払いください。
レジで組合員カードをリーダーにタッチすると、❶食堂パス・❷生協組合員カードの順に自動的に判別して決済します。
食堂パスは、１日あたりの限度額以内でしたら、
その日のうちに複数回ご利用いただけます。
毎日の営業開始時に、１日あたりの限度額をリセットします。その日のご利用額合計が１日あたりの限度額に達しない場合、
その差額の翌営業日繰り越しはいたしません。

❼ 食堂パス
（食堂の年間定額利用）

プランとねだん・食べられる日・つかいかた・よくいただくご質問
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６年間在学

加入プランをお選びください

薬学科の方向け

ご実家から通学される方

大学生活におすすめの保障が含まれる

安心プラン

標準プラン

おすすめ

生協出資金＋少ない掛金と保険料で充実の保障！

自分自身のリスクに備える

通学中転倒してケガ、体育の授業で足を
捻挫、
サークルでの遠征で食中毒に…など

日常生活の事故で
加害者に

学生ご本人の病気やケガを
国内・海外を問わず保障します

標準プラン

安心プラン

標準プラン

＋

＋

＋

＋

岐阜大学生協加入
（115口）23 , 000円
出資金

1
2

他人への賠償に備える

自転車で通学中に歩行者にケガをさせた
他人の財物や商品を誤って破損させた

一人暮らしでの
アクシデント

正課の講義・インターンシップ中
の賠償事故も保障の対象です
一人暮らしでのリスクにも備える

洗濯機から水もれで借用住宅に損害
帰省中に水道管が凍結し水道管が破裂

日常生活の賠償事故と合わせて
借家人賠償等も保障します

在学中に突然ご扶養者を
なくされ学業を断念してしまう
学生もいます

扶養者のもしもに備える
扶養者の方に万一のことがあって
も学業を続けるための保障です

１年間の掛金

学生総合共済

14,400円

（G1200コース）＊1

示談交渉サービス付
（国内での賠償事故）

3

※2年目からは口座振替

一人暮らし特約なし（19H）
１年間の保険料

学生賠償
責任保険
＊1

1,800円

※2年目からは口座振替

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

1口から最大15口まで

4

加入できます
就学費用
保障保険（19W）＊1 ＊2

１年目の保険料

（2028年卒業予定の方）

3,870円

（1口）

※2年目からは口座振替

水廻りのトラブル（水道凍結、
トイレ詰ま
り）、伴のトラブル、
自転車のパンク…など

日常生活のトラブルに備える
24時間365日いつでも電話で
相談できます

「❼食堂パス」
をお申込みされない方へおすすめいたします。
三田洞キャンパス食堂での昼食代のお支払いに、キャッシュレス
決済ができるので便利です。

2 学生総合共済
1 生協加入出資金 ＋ 3 学生賠償責任保険 ＋
4 就学費用保障保険

5
6

学生生活
110番 ＊2 ＊3

６年間の会費

生協組合員カード
入学前チャージ

5 学生生活110番
6 生協電子マネー（事前チャージ）

２口加入

２口加入

7,740円

7,740円

23,940円

16,200円

30,640円

22,900円

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

71,110円

49,200円

77,810円

70,070円

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
「ちょっと困った」
を解決

おすすめ

安心プラン

自分自身の病気やケガを
24時間365日・国内外問わず保障

病気・ケガでの入院、
事故（ケガ）
通院など

14,170円
※卒業まで一括払い

10,000円
生協への
払込金額

上記払込金額の合計にプラスして「Webシステム利用料（500円）」を申し受けます。

＋

Q 他の保険や共済に加入しているので

Q 賃貸アパートで一人暮らしを始めますが、

A

「学生賠償責任保険 一人暮らし特約あり」
を含んだ「一人暮らしをさ
れる方」向けプランが、火災・水もれによる借家人賠償責任保障・家
財保障をカバーしますので、
「一人暮らしをされる方」からプランをお選びく
ださい。ただ、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の
場合は、二重に「一人暮らし特約あり」に加入する必要はありません。

学生総合共済は不要では？

学生総合共済は24時間365日、国内外を問わず病気やケガに
対して保障をします。
また、ほかの保険や共済から保険金や共
済金が支払われた場合でも給付申請をしていただけます。
「 卒業ま
での学業継続」を第一に考えた保障内容を同封のパンフレットでご
確認いただき、ぜひ加入をご検討ください。

上のプランに火災保険は入っていますか？

A

＊1「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。
お手続き前にコープ共済センター（0120-16-9431）
までご連絡ください。
「学生賠償責任保険」
・
「就学費用保障保険」は、大学生協の学生組合員が加入できます。
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お問い合わせ

岐阜大学消費生活協同組合

一人暮らしをされる方

電話 058-230-1166

平日(月)〜(金) 11:00-16:00

安心プラン・標準プラン以外のお申し込みや︑共済・保険を自分で選択し て加入いただくプランです︒
加入手続き時のプラン選択画面で﹁選択プラン﹂をお選びください︒

岐阜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（脱退）時に返還します。

安心して大学生活をお過ごしいただく
ための

全ての新入学生に
加入をおすすめします！

選 択 プラン

大学生の生活にあった
安心プラン・標準プランを
おすすめします。

毎年、多くの方に
選ばれている保障充実プラン！

プラン加入の手続き方法は24〜27ページへ

7
2

＋

＋

１年間分の一括前払い

食堂パス（食堂年間定額利用）
4 また 5 に ついての詳細は

別途、同封のパンフレットや右記のホームページにてご確認ください。

＋

三田洞キャンパスプラン

生協食堂でのお食事が年間159日食べられて安心。

3

＋

77,500円
大学生協共済
kyosai.univcoop.or.jp

学生生活110番
www.univcoop.or.jp/gakusei110

＊2「就学費用保障保険」の1口あたりの保険料と、
「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。
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。
＊3「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、

安心プラン・標準プランをおすすめします。 岐阜薬科大学６年間在学の方向け プランごとの払込金額
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手続き前の準備
前準備

１

手続きを始める前に必ずお読みください。

手続きを下記に沿ってすすめましょう
前準備

以下の①②の準備をします。

２

① 登録のためのメールを受け取るための準備
1時間以内！

●メールアドレス登録をしてから１時間以内に手続きを開始してください。

サイトにアクセス
岐阜大学生協
岐阜薬科大学合格者向け
新入生応援サイト

前準備

３

ログインします

前準備

岐阜薬科大学 新入生

●メールアドレス登録には @univcoop.or.jp からのメール受信ができるように受信設定をお願いいたします。

４

下のボタンをタップします

学生本人のＩＤで
ログインした

保護者のＩＤで
ログインした

▼
そのまま
下記のボタンを選ぶ

▼
学生ご本人の名前を
選んでから
下記のボタンを選ぶ

迷惑メール設定・フィルター設定等で上記メールアドレスからの
メール受信ができるようにしてください。

↓をクリックorタップします

設定方法は右記サイトからご確認いただけます。

docomo

au

softbank

岐大生協
▶ 加入Webシステム
の画面が表示

icloud

●手続き開始から完了までに、30分程度のお時間がかかります。時間に余裕をもって手続きをしてください。
手続き中に中断されますと、再開することができなくなります。
同じメールアドレスで登録する場合

エラーになった場合

１

⇒ 明朝6時以降に再度お申込みください。
⇒ 異なるメールアドレスを使用し、お申込みください。

すぐにお申込みをする場合

システム

② ２年目以後に掛金・保険料を引き落とすための金融機関口座を登録する準備

システム

１

学生総合共済、学生賠償責任保険、就学費用保障保険の２年目以降の掛金・保険料の引き落とし口座の登録は、各金融機関のシステム
ご利用可能時間が決まっています。
またご本人確認に必要な項目が異なります。
必ずご確認の上、
手続きを開始してください。

ご案内をお読みください
加入Webシステムご利用上の
ご注意等を確認ください。

システム

へ

確認事項を読みチェックします

２

各項目をご確認いた
だき、□ にチェック
を入れてください。

◎金融機関ごとに手続きに必要な項目が異なります。ご用意してお手続きを開始してください。

主な金融機関 （2021年5月現在）

ご用意してお手続きを
開始してください。

ご利用可能な時間ですか？
ご確認ください。

システム

ご利用可能時間

３

取扱チャネル

金融機関名

PC

ご利用対象者・口座

モバ
イル

本人確認・口座確認に必要な項目
●

三菱ＵＦＪ銀行

○

○

普通預金口座のキャッシュカードを保有して
いる個人のお客様

●

●

○

○

みずほダイレクトをご契約のお客様

○

×

普通預金口座のキャッシュカードを保有して
いる個人のお客様

みずほ銀行

りそな銀行

みずほダイレクトの
「お客さま番号」
「ログインパスワード」
●

三井住友銀行

○

○

普 通 預 金 口 座、当 座 預 金 口 座 のキャッシュ
カードを保有している個人のお客様
マイゲートをご契約のお客様（普通預金・当座
預金）
※埼玉りそな銀行のお客様はご利用いただけません

○

×

○

総合口座をお持ちでゆうちょダイレクト
（イン
ターネットサービス、モバイルサービス）をお
申込みのお客様

○

通常貯金口座（キャッシュカード利用者に限
る）保有者

ゆうちょ銀行
○

●
●

キャッシュカードの暗証番号
生年月日
通帳最終記帳残高

生年月日
キャッシュカードの暗証番号
（推測されやすい暗証番号（生年月日、電話番号、同一
数字、連続数字 等）はご利用できません）

24時間
（土曜日22時〜翌日曜日8時、
第1・第4土曜日3時〜5時は休止）

●
●

生年月日
キャッシュカードの暗証番号

0時5分〜23時55分
（1/1および1/4は0時15分〜23時55分。
1・4・7・10月の最終火曜日1時〜6時は休止）

□ 加入プランはお決まりですか？
□ 口座振替登録に必要な項目はご確認いただけましたか？
□ 口座振替に使用する口座の金融機関は利用可能な時間かご確認いただけましたか？
岐阜大学消費生活協同組合

４

電話 058-230-1166

平日(月)〜(金) 11:00-16:00

ご準備が
整いましたら
次のページへ

お申込用URLが「システム❸」で入力したメールアドレス宛に届きます

届いたメールのURLをクリックします。
メール受信後、
１時間以内にクリックしてください。

ゆうちょダイレクトの「お客さま番号」
「ログインパス 0時5分〜23時55分
（第1・第3月曜日0時〜6時30分、12/31
ワード」
23時55分〜1/4 6時30分は休止）

お手続きをスムーズに行うために、手続きを始める前に下記の３点をご確認ください。

お問い合わせ

システム

24時間
（毎月第1月曜日2時〜6時、
毎月第2土曜日23時〜翌日曜日8時
は休止）

※ 一部の信用組合、農業協同組合等、ご利用いただけない金融機関があります。
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手続きされる方のメールアドレスを入力してください。
（ご扶養者様のメールアドレスでも構いません。）

マイゲートの「ログインID」
「ログインパスワード」

●

この画面に入力いただいたメールアドレスへ、
お申込用ＵＲＬを電子メールでお送りします。

24時間
（第2土曜日21時〜翌日曜日7時は休止）

キャッシュカードの暗証番号、
または、SMBCダイレクト
24時間
の「契約者番号（会員番号、お客さま番号）」
「第一認証」
（日曜日21時〜翌月曜日7時は休止）

●

普通預金口座のキャッシュカードを保有して
いる個人のお客様

○

キャッシュカードの暗証番号
通帳最終記帳残高あるいは三菱UFJダイレクトの
ワンタイムパスワード
生年月日

手続きをされる方のメールアドレスを入力します

加入者情報・ご扶養者情報を入力します（基本情報入力）
システム 「学生情報」欄は、●学生区分「学部生」 ●入学区分「新入生」 ●所属「９．岐阜薬科大学 薬学科」をお選びください。

５

入力ミス・変換ミスにお気を付けください。
※ご扶養者様住所は、書類を確実に受け取れるようにご登録ください。
契約関係書類の送付先となります。
日本国内で、書類を確実に受け取れる住所をご登録ください。
ご扶養者様が海外赴任・単身赴任等の場合も、ご扶養者様の留守宅などの
日本国内住所をご登録ください。

次のページへ続く
パソコン・スマートフォンでの手続き方法
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システム

６

加入するプランを選び、告知事項に回答します（加入プラン選択）
■「安心プラン」
「標準プラン」をおすすめしています。
■ 一人暮らしをされる方で、貸主指定の保険に加入するなどにより「学生賠償責任保険
（一人暮らし特約あり）」をご希望されない方は、画面に表示されています
③学生賠償責任保険「一人暮らし特約あり」を「一人暮らし特約なし」にご変更いただき、
手続きをおすすめください。
■ 就学費用保障保険の加入口数を、この画面で変更いただけます。
■ 上記以外をご希望される場合は、画面下側「選択プランはこちら」をお選びください。

完了

コンビニエンスストアにてお支払いいただいたら、手続きは完了です
「岐阜大学生協 Web 手続き完了のお知らせ」
のメールが
届いたら、お手続きが完了しております。
メール本文中に「加入受付確認証」を表示するための
Web サイトの URL が記載されます。
生協組合員カードを受け取るまでは
「仮組合員証」として
教科書を購入する時などに生協スタッフへご提示ください。

注

２年目以降の共済掛金・保険料の自動引き落とし用の金融機関口座を登録します
システム

※「安心プラン」
「標準プラン」などで、学生総合共済・学生賠償責任保険・就学費用保障保険をお申込みいただいた方は、
初年度のお支払いの前に、２年目以降の掛金・保険料の引き落とし金融機関口座のご登録をお願いいたします。

７

ここから先は、
各金融機関の
サイトへ移動します。
画面の指示に従い登録をしてください。

各サイトの指示に従い手続き
を進めてください。

口座番号等の情報を入力してください。→

大学生協では入力された暗証番号・口座残高を取得することはありません。

システム

８

入力内容を確認します

口座登録が終わると「申し込みフォーム」に戻ります。

９

支払いをするコンビニエンスストアチェーンを選ぶ（Webでの手続きはここまで）
■ ご希望のコンビニチェーンを選択し、画面の指示にしたがって進めてください。
（コンビニチェーン各社によって、支払いの手順が異なります。）
■ 生協出資金、
１年目の共済掛金・保険料、卒業予定年までの学生生活110番会費、
生協組合員カードの入学前チャージ、食堂パス代金など、この手続きにてお申込み
いただいたもののお支払いは「コンビニ払い」にてお支払いをお願いいたします。

｢システム❾｣で選んだコンビニチェーンのお店で、
お手続き日を含む６日以内にお支払いください。
※ ❾の手続きをした日を含み７日目以後は、❾の情報がシステム上自動で消えるため、
お手数ですが、
「前準備❷」からふたたびお手続きをお願いいたします。
同じメールアドレスで、ふたたびお手続きができます。

エラーになった場合

同じメールアドレスで登録する場合

すぐにお申込みをする場合
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コンビニで支払を済まされると「岐阜大学生協Web手続き
完了のお知らせ」のメールが届きます。

「お支払い方法のお知らせ」のメールだけでは、お手続きは
完了しておりません。必ずコンビニでお支払いください。

生協組合員カードのお受け取り日時と場所
４月の１回生ガイダンス後にお渡し予定です。
3月24日(木)までに加入手続きとコンビニ払いをしていただいた方
は、４月入学式前後に岐阜薬科大学三田洞キャンパスにて行われる
予定の「１回生ガイダンス（日程は大学からの案内にてご確認くだ
さい）」終了後にお渡し予定です（感染症の状況で変更になる場合
は、当生協より電子メールやホームページにてお知らせいたします）。
3月25日(金)以後に申込み手続きをされた場合は、コンビニ払い
完了の８日後以後に、岐阜薬科大学三田洞キャンパス食堂にて、
食堂営業時間内（11:30-13:00）にお受け取りください。

加入受付確認証

「共済証書」
「保険加入者証」の送付について
●「共済証書」
「保険加入者証」は、お申込みが完了し内容に不備がな
ければ、おおむね２週間程度で扶養者様住所へお送りします。
2022年1月までにお申込みの方は、２月以降順次お送りします。
●学生賠償責任保険（一人暮らし特約あり）をお申込みの方で、アパート
の契約等で必要な方は「加入確認書」を発行し、お送りすることができ
ます。下記までお電話くださいますようお願いいたします。
（コープ共済センター 0120-16-9431）
●「学生生活110番 会員証」は、４月以降に、順次、ご扶養者様住所へ
お送りします。

■ 内容を変更する箇所があれば「修正」をタップまたはクリックします。
■ 問題がなければ「初回決済方法選択へ」をタップまたはクリックします。

システム

※「岐阜大学生協お支払い方法のお知らせ」というメールが、
26ページ「システム❾」の手続きをすると届きます。

お問い合わせ

岐阜大学消費生活協同組合

⇒ 明朝6時以降に再度お申込みください。
⇒

電話 058-230-1166

異なるメールアドレスを使用し、
お申込みください。
平日(月)〜(金) 11:00-16:00

加入Web手続きについてよくいただく質問と、そのご回答
25ページシステム❸で入力するメールアドレ
スは、学生本人のですか？ 親のですか？

本登録用のURLをお送りするためのメールアドレスですので、
いま、手続きのために入力をされている方に届くアドレスです。

スマートフォンで手続き中「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
できません」とエラーが出て進められません。

ボタンを複数回押したことで、起こったと考えられます。スマートフォン
を再起動させたのち、最初から手続きをお願いします（古いデータが
残ってしまっている可能性があるため、再起動をお願いします）。

利用する金融機関の口座振替設定の際に、
キャッシュカードの暗証番号の入力が求め
られました。なぜ必要なのですか？

銀行のサイトに移行しています。
ご利用金融機関によっては「なりすまし」ができないようにセキュリティの
ために、口座確認に必要な項目として暗証番号の入力を求めているもので
す。ご理解をお願いいたします。大学生協に暗証番号の情報は流れません。

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がわからな
いので、引き落とされるかどうかが不安です。

口座振替手続きが完了して「収納機関へ通知」を押すと「入力内容確
認」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
の口座振替手続きを、２回以上行ったので、
二重に引き落としされてしまいませんか？

２年目以降の共済掛金・保険料の引き落としは、口座登録を２回以上
何回行ったとしても、その年相当分の１回しか引き落としを行いません。
二重に引き落とされることはありませんのでご安心ください。

Ｗｅｂで加入手続きを完了しました。
追加したい共済・保険がある場合は、Ｗｅｂ
で手続きができますか？

掛金・保険料の払込後にWebで追加ができます。
「岐阜大学生協Web手続き完了のお知らせ」メールに、追加申込用の
URLを表示していますので、そこからお手続きください。

Ｗｅｂで加入手続きを完了しました。
２年目以降の共済掛金・保険料の振替口座を
変更したいです。

Webでの手続きはそのままで、書類（振替口座登録・変更届）にてお手
続きいただきます。下記までお電話ください。
（コープ共済センター 0120-16-9431）

決済完了後に申し込んだものを変更したいの
ですが、どのようにすればいいですか？

共済、保険の変更は、コープ共済センター（0120-16-9431）、もしくは、
岐阜大学生協（058-230-1166）へお申し出ください。共済、保険以外の
変更は、岐阜大学生協へお電話ください。

パソコン・スマートフォンでの手続き方法
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