
生協加入手続きのご案内

帯広畜産大学生活協同組合
TEL：０１５５-４８-２２８４

入学手続きとあわせて生協加入・学生総合共済の加入手続き
をお願いいたします。下記の期日までにお済ませください。

2019年度

2/8（金） 3/15（金） 3/25（月）

●生 協 加 入
●学生総合共済
●学生賠償責任保険

●就学費用保障保険

●学生生活１１０番

[重要]保護者の方と
必ずお読みください

この２つのパンフレットと一緒にご覧ください。

加入手続き関係のお問合せ受付時間： 平日 10：00～18：00

帯広畜産大学生活協同組合

担当/ 澤田 ・ 西

Web 申込+コンビ二 or クレジット支払がおすすめ加入
お申込は

3つのステップ 生協HPで
加入登録1 32

コンビニ又は

クレジットで
　お支払

ご入学後、
生協で組合
員証受取り

FAX 0155-48-2733
E-mail:coopprt@obihiro.ac.jp

今すぐチェック！
生協HPへJUMP

◆インターネット環境がない
方は、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◆

【推薦・編入】 【一般（前期）】 【一般（後期）】

注意）期日は事務手続きを円滑に進めるために設定しています。期日を過ぎても手続きはできますが、お時間がかかる場合があります。
　　　ご入学までに手続きが完了するよう、期間内での手続きにご協力をお願いいたします。

.ac.jp

　学生総合共済は、全国210大学生協、約72.2万人の仲間が、万が一のときも学業を継続できるよう
に、あらゆるリスクに備え加入をいただいています。大学生活にぴったり合った大学生のための保障
内容です。現在、ご加入済みの保険等があります場合でも併せてご加入ください。



 

 
  

 
 
 
 
 

 

　帯広畜産大学に入学されるみなさん，おめでとうございます。帯広畜産大学生活協
同組合（畜大生協）は帯広畜産大学で学び働いている学生や教職員の生活を支える
ために，学生や教職員が協同出資して運営している生活協同組合です。畜大生協は
入学したみなさんが毎日利用する生協食堂，生協店舗を運営するだけでなく，みな
さんの住居の情報，旅行，自動車免許や資格の取得など，さまざまなサービスを提供
して学生生活を支えていきます。生協を利用するためにはみなさんに組合員になって
いただく必要がありますが，組合員は単に生協のサービスを利用するだけでなく，
生協の運営にも参加し，生協のサービスを改善していくための大切な役割を担ってい
ます。このパンフレットをよく読んで生協の組合員となり，私たちといっしょに大学生活
をよりよいものにしていきましょう。

　1964年に設立された畜大生協は学内の学生・教職員が出資し合って運営する大
学生活協同組合です。生協は学生生活を支える食堂や店舗を運営するだけでなく，
在学中の病気やケガ，不慮の事態に備え，安心して学生生活を送ることができるよう
学生を援助する「共済」事業を全国の大学生協と合同で実施しています。これまで
多くの学生がこの「学生どうしのたすけあい」の制度により学生生活のピンチを乗り
切ってきました。また生協組合員証と一体化したICカードを活用して学生生活を支え
るサービスも展開しています。保護者のみなさまにおかれましてはこのパンフレットを
よくご確認いただいたうえで，お子様に生協への加入をお勧めいただくとともに，これ
らの各種サービスに加入いただきますようお願いいたします。

帯広畜産大学生活協同組合 理事長
（帯広畜産大学 人間科学研究部門 教授）
渡邊　芳之
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毎日の食事から教科書・パソコン・海外語学研修まで
協同の力でよりよい学生生活を実現しましょう。

キャンパスに協同の輪を広げよう



ご入学までに
ご準備いただきたいこと

ひとり暮らしをはじめる方
（自宅外生）

ご実家から通学される方
（自宅生）

生協加入
お部屋探し＆家具・家電選び

生協加入

学生総合共済（生命共済）
学生賠償責任保険・学生生活１１０番
就学費用保障保険に加入

学生総合共済（生命共済）
学生賠償責任保険・学生生活１１０番
就学費用保障保険に加入

電子マネー（チッカ）事前加金 電子マネー（チッカ）事前加金

つなぎ/白衣・長靴・パソコン
電子辞書・英語教材購入申込み

つなぎ/白衣・長靴・パソコン
電子辞書・英語教材購入申込み

入学式 【IC学生証配布】
（チッカ）

入学式 【IC学生証配布】
（チッカ)

教科書購入
（チッカ・電子マネー機能）

教科書購入
（チッカ・電子マネー機能）
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【チェックリスト】
教材の受渡しや電子マネー（チッカ）事前加金などに影響が出る
場合がありますので、期日までの申込み手続きをお願いします
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生協の利用には組合員加入手続きが必要です

●帯広畜産大学生協とは
　帯広畜産大学の学生・教職員の出資で運営される非営利目的の大学生協です。運営にあたる理事会は総代会で選出された学生・教員・
大学職員・生協職員で構成され、大学の委託を受け、学内の施設を利用して福利厚生事業を行っています。経営状況は年次の総代会で
公開されており、国立大学法人帯広畜産大学との建設的な協力関係の中で運営しています。

●出資金は20,000円、卒業時返還されます
　大学生協は利用する組合員の出資で運営されています。学内の食堂やお店は、出資して組合員になってから利用いただけます。加入は
強制ではありませんが、毎年、帯広畜産大学で生活する新入生の98％の人に加入していただいております。安定的な経営のためすべて
の新入生の方に、10口、20,000円の加入をお願いしております。なお、出資金は卒業時に全額返還いたします。

●組合員証
　出資金を支払いいただき生協に加入した組合員には「組合員証（出資
証書）」をお渡しします。この組合員証は日常的に生協を利用する際には
提示不要ですが、卒業時出資金返還を受ける際には必ず必要となります
ので、紛失しないよう大切に保管してください。

 
●普段のご利用は

　帯広畜産大学では、学生証がICカード化されており、学内福利厚生施設
で利用できる電子マネー「Chicca（チッカ）」機能が搭載されています。
毎日の生協利用でChicca(チッカ)を使うと、書籍のご利用で100円ごとに
5ポイント、パン・おにぎり・飲料やお菓子のご利用や食堂での食事の場
合100円ごとに1ポイントのポイントが貯まり、300ポイントになった時
点で300円分のお買い物が出来ます。

加入申込書は必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒にて郵送してください。
出資金、共済掛金、学生賠償責任保険・就学費用保障保険の保険料、学生生活110番会費は
同封の払込用紙でゆうちょ銀行（郵便局）よりお払込みください。

入学後は、毎日利用する福利厚生施設である1階のコンビニ/書籍の店舗、2階の食堂は、もちろん現金でも利用できますが、講義の
合間や昼休みにレジが集中するので、レジ通過速度UPのため電子マネーでのご利用をお願いしています。代金や釣り銭のやり取り
をなくす事で、スピーディーに利用でき、短い休み時間を効率的に使えるようになります。

卒業時出資金返還を受けるまで
大切に保管してください。

チッカ

の利用方法
Chicca（チッカ）事前加金

　あらかじめまとまったお金をカードに入れることを
「事前加金」といいます。方法はカンタン。生協のレジで
お金と学生証を出して「加金して」と言うだけです。1円
単位で最大99,999円まで好きな金額を加金出来るので、
例えば105円のジュースを買うとき、1万円札を出して、
「おつりは加金して」と言うのもOKです。

10,000

チッカ

プリペイド払い
　買い物するときは、レジでカードを機械にかざすだけ
です。使った分だけICチップに記憶された残高が減る
仕組みです。残高は毎回レシートに印字されるので、
少なくなったら、また加金します。
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帯広畜産大学　IC学生証機能

【チッカ】 学内電子マネー
全学生に、学内電子マネー機能
搭載のIC学生証が配布されます。
　帯広畜産大学では、学生証がICカード化されており、学内福利厚生
施設で利用できるプリペイド式電子マネー「Chicca（チッカ）」機能
が搭載されています。毎日の生協利用でChiccaを使うと、書籍の
ご利用で100円ごとに5ポイント、購買でのパン・おにぎり・飲料や
お菓子のご利用や食堂での食事の場合100円ごとに1ポイントのポイ
ントが貯まり、300ポイントになった時点で300円分のお買い物が
出来ます。

※生協加入前でも電子マネー利用は出来ますが、生協利用に伴うポイント還元等、組合員特典は一切受ける
　事が出来ません。入学後は、ほとんど全ての学生が毎日のように生協を利用することになりますので、
　加入しないとメリットに大きな差が出ます。入学前に生協加入手続きを済ませることをお勧めします。

●貯まったポイントでまたお買い物
教科書・専門誌・文庫本や雑誌
パン・おにぎり・飲料やお菓子
食 堂 で の 食 事

・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・

100円ごとに5ポイント
100円ごとに1ポイント
100円ごとに1ポイント

300ポイントで300円のお買い物ができる「ポイントサービス券」をお渡ししています。
（組合員のみのサービスです。非組合員にはポイントは蓄積されません。）

教科書購入と、4～8月頃までの飲食などの利用分として、
90,000円をあらかじめ払い込みください。

 （生協加入と同時に払い込みいただければ５％にあたる4,500円のプレミアがつきます）

【94,500円内訳】プレミア付き
教科書購入代金 25,000円

　大学の教科書は履修する科目によって一人ひとり違うので
2万円から5万円台まで様々ですが、1年生は平均すると
25,000円程度となります。

＋
当分の飲食や文具69,500円

　レポート用紙などの文具や食事・飲み物などです。食堂や
購買で利用される飲食代の平均は一人１回に約550円ですから
単純計算で125日、約6ヶ月分。回数が少なければ夏休みころ
までもつでしょう。もちろんお菓子や雑誌など何でもお買い物
できますので、もっと早くなくなるかもしれません。ミール
カードをお申込みの場合は一年間は余裕でキャンパスライフを
エンジョイできます。

　通常、在校生は都度店舗や食堂のレジで事前
加金をしますが、新学期は最も混雑するため、
新入生の皆さんにはあらかじめ入学前に当分の
事前加金の代金を払い込みいただくようお願い
しております。生協出資金とあわせて払い込み
いただければ5％分4,500円のプレミアがつい
て額面94,500円のIC事前加金となります。
　入学式の際、大学から学生証を受け取ります
ので以降は電子マネ-Chicca(チッカ)がご利用
いただけます。
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チッカの事前加金があれば
食堂・購買・書籍どこでも
利用できるので、計画的に

お金（出費）の用途がたてやすく
月々や日々の出費への心配や
不安も少なくてすみますね。

組合員対象の様々なサービスがあります
生協に加入して受けられる

●チッカ（電子マネー）のプレミア加金
新入学時に「５％プレミア」加金キャンペーンを行っています。
90,000円加金でプレミア4,500円分がついて94,500円ご利用
いただけます。

●学生総合共済等への加入
まさか自分が、と万が一に備え学生生活の安心・安全のために
学 生 総 合 共 済 ・ 学 生 賠 償 責 任 保 険 ・ 学 生 生 活 1 1 0 番 ・
就学費用保障保険へご加入いただけます。

●自動車学校は大学生協組合員価格
通常料金より割引の大学生協組合員価格で提携先の自動車学校へ
の入校申込みがいただけます。

●教科書購入時には５％ポイント還元
講義に必要な教科書の購入時もチッカ（電子マネー）でのお支払い
で５％ポイント還元の対象となります。

大学生協は組合員になって
　ご利用いただけます。
加入時の出資金は卒業時に
　全額返還になります。

●300ポイントで300円分の生協利用券発行
チッカ（電子マネー）利用で蓄積されたポイントが３００ポイント
に達した際にレジより３００円分の生協利用券が発行されます。

●日々の購買・書籍利用でもポイント還元
食堂での食事や購買では日々ご利用いただく商品（おにぎり・
お弁当・パン・ドリンク・デザート・菓子・食品）へポイント
１％還元。
また、書籍では教科書以外の専門誌や文庫本・雑誌などの書籍に
もポイント５％還元となります。
【チッカ（電子マネー）レジ精算時に自動的にポイント加算
されます】

●大学生活の利用場面にあわせたご案内の送付
例えば、就活準備には(証明写真・リクルートスーツ等）、
ご卒業の際には（卒業式はかま・卒業旅行・出資金返還等）
利用場面にあわせたご案内をしております。

●2019年度に予定しているサービスの一部ご案内です。

大学生協マイページに登録します
生協に加入したら

　ご加入の際に出資金と一緒にチッカ(電子マネー)のお支払いをお願いいたしました。チッカ(電子マネー)機能は生協でのお買い物の際、
事前に金額を加金しておきキャッシュレスで便利にお買い物できる機能ですが、入学時は特に教科書代や毎日の食事などに便利にご活用い
ただくことと思います。「大学生協マイページ」に登録しておくと、前日までの生協でのお買い物の履歴（チッカでの購入など）を確認す
ることができます。そしてこの機能は新入生ご本人だけではなく、保護者の方もお使いいただけます。保護者の方はお子様が

「昨日何を食べたのか」「野菜をちゃんと食べているか」「教科書はちゃんと購入したか」など
お買い物の履歴から確認することができます。

マイページで
できること

・電子マネーチッカの残高・ポイントが確認できます。

・電子マネーチッカの利用履歴が確認できます。

マイページの詳しい利用方法等は、以下のURLに
掲載されていますのでどうぞご覧ください

http://www.hokkaido.seikyou.
ne.jp/mypage/

●準備するもの
①生協加入いただいた方の組合員番号（12ケタ）
　　　【組合員証に組合員番号が記載されています】
②生協加入いただいた方の生年月日（西暦4桁+月2桁+日2桁）
③パソコンまたはスマホのＥｍａｉｌアドレス（本人登録の場合は
　本人のアドレス、保護者登録の場合は保護者のアドレス）

●登録手順
①「大学生協マイページ」で検索（ ＵＲＬ https://mp.seikyou.jp/mypage/Static.init.do ）　
　 このＵＲＬを表示させたらまずお気に入りに登録しましょう。
②画面内のＩＤ欄に組合員番号12桁（保護者の方は12桁の後に小文字のｐ）、パスワード欄に
　入学者の生年月日8桁を入力し、「ログイン」 をクリックします。
　登録画面に進むので、メールアドレス・お知らせメール送信先・ログインＩＤを入力して利用
　規約に同意し、登録内容確認ボタンをクリックして登録完了です。
　

　以上で登録作業は完了です。お気に入りに登録していたページを立ち上げＩＤとパスワードを
　入力してログインをクリックするとマイページが開きます。
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購買・書籍・サービスカウンター店
【福利厚生施設１階】

コンビニエンスストア
パンやおにぎり、飲み物やお菓子、文具、日用雑貨などの日常
生活に必要な商品を取り揃えています。

パソコン・家電製品など
パソコン周辺機器や消耗品、扇風機などの季節家電製品などを
組合員価格でご提供しています。

雑誌・文庫・専門書
大学の研究に関連した専門書はもちろん、雑誌や文庫も豊富に
品揃え。

お店にない本はご注文を
お店にない本は、カウンターで注文することできます。定期
購読を申込みすると割引になるものもあります。

自動車学校のお申込み
提携の各自動車学校へ生協組合員価格でお申込みいただけます。

学生総合共済・保険
身近な大学生協の窓口で、健康で安全な生活をバックアップします。

検定・資格取得のための通信教育・スクール
資格を取得するための講座や試験の申込み、また公務員講座や模試
試験の申込みを生協割引価格で取り扱っています。

食堂店=ミールカード　（詳しくはミールカード申込書をご覧下さい）
【福利厚生施設２階食堂】　 食生活をバックアップします！

安心・安全な食へのこだわり
「食事は美味しいだけではなく、体に安全なものを安心して食べたい」という
組合員の願いに応えるため、大学生協の食堂では食品採用基準（添加物基準
など）を定め、その基準をクリアした食材を使用しています。

全国の味をいつも通う学内の食堂で
　日々の豊富なメニューに加え、年に数回の特別メニュー企画も行っています。
全国ご当地企画「九州・沖縄フェア」「東海・北陸フェア」や北海道の味覚を
存分に味わえる「北海道フェア」など、いつも通っている大学の食堂で、各地の
味覚を堪能できます。

組み合わせ提案でのメニュー
　毎日通う大学での食事を大切にするため。様々なメニュー提案を行って
います。偏りのない食事をしていただけるように、野菜・サラダをプラスでき
る小鉢メニューや栄養バランスがとれる組み合わせの提案も行っています。

組み合わせ提案でのメニュー
　年間一括のお支払いで年間定期券のようにお得にご利用がいただける機能
となっています。１日の限度額が600円コースになります。是非ともミール
カードで食堂を御利用下さい。
　詳しくは同封のパンフレット「ミールカードのご案内」をご覧ください。

画像データは何れもメニュー例のイメージ画像です。



学生総合共済について
少ない掛金で学生生活の２４時間を卒業まで、病気も事故
（ケガ）も保障する「たすけあいの気持ち」をかたちにしています。　
※詳しい保障内容は同封のパンフレットを必ずご覧下さい。
※次のような場合、共済金はお支払できません。●契約申込時に発病していた病気、および告知していた病気による
入院・手術・後遺障がい・死亡（ただし新規契約申込後1年を経過したものを除く）　

学生総合共済　＜生命共済の保障内容＞　BF

生命共済をおすすめする５つのポイント

 
1 200  

10,000

 
1 90  

2,000

 
1  

5

 
 

1 2

 
 

1 1 10,000
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1年間の掛金

14,400円
※掛金は 2019年4月29日
までに払込んだ場合の
金額です。

日額 10,000円入院1日目から200 日まで保障
入院保障

病気

ケガ

父母・扶養者
の死亡

日帰り手術も対象となります
手術保障 1回の手術につき 50,000円

ケガによる通院を保障。1日目から90日まで
通院保障 日額 2,000円

ケガで手術をした場合を保障。日帰り手術も対象
手術保障 1回の手術につき 50,000円

重度後遺障がいを負って復学した場合
学業復帰支援臨時費用保障病気・ケガ 100万円
学生本人が死亡した場合（死亡原因は問いません）
死亡保障本人の死亡 100万円

扶養者が事故や病気で死亡またはケガで
重度後遺障がい状態になった場合

学業継続支援特約（扶養者のみ）
事故死亡 500万円

事故重度後遺障がい（1～3級）
500万円～450万円

病気死亡・その他死亡 30万円

ケガで固定具を装着した場合
特定傷害固定具保障 1事故について定額 20,000円

病気により重度後遺障がいとなった場合
重度後遺障がい保障（1～3級） 後遺障がいの等級に応じて

600万円～540万円
精神疾患の診療を受けたとき
こころの早期対応保障 （1共済期間に1回） 10,000円
入院1日目から200 日まで保障
入院保障 日額 10,000円

ケガによる後遺障がいとなった場合
後遺障がい保障（1～14級） 等級に応じて 600万円～24万円

父母・扶養者が死亡した場合
父母扶養者死亡特約 20万円

1ヶ月あたり

1,200円



少ない掛金で学生生活の２４時間を卒業まで、病気も事故
（ケガ）も保障する「たすけあいの気持ち」をかたちにしています。　
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就学費用保障保険　19W
※詳しい保障内容は同封のパンフレットを必ずご覧下さい。

扶養者が病気やケガで死亡したり、
ケガで重度後遺障がい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

※卒業までの期間が短くなるにしたがい保険料が少なくなります。
※地震・噴火またはこれらによる津波によるケガも対象となります。
※保険料は2019年4月29日までに払込んだ場合の金額です。　

就学費用保障保険の保障内容と保険料（一口加入の場合）※最大15口までご加入いただけます

 
2021年卒業予定年（別科）1年目保険料　1,200円
2025年卒業予定年（獣医）1年目保険料　3,870円
　 扶養者が扶養できなくなっても
学業継続を支援する保障です

学生賠償責任保険　19H・19HK（一人暮らし特約）
※詳しい保障内容は同封のパンフレットを必ずご覧下さい。

注意：（19HK）一人暮らし特約のみの加入はできません。

19HK
一人暮らし特約

 
 

 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

 

19HK
一人暮らし特約

19HK
一人暮らし特約

19H

19H

19H

1年間の保険料

2023年卒業予定の
1年目の保険料

1年間最高 25万円まで
（定期代・賃借料は口数にかかわらず年間10万円まで）授業料や教科書代などの費用（実費）を卒業まで

毎年保障します

学資費用の保障

1年間最高 10万円まで
（後遺障がいの程度に応じて金額が決まります）「急激かつ偶然な外来の事故」によるケガで後遺

障がいを負った場合に保障します

学生本人が後遺障がいを
負ったときの保障

2,600円（1口）

1年間の保険料

学生賠償責任保険
2019年4月29日までに
払込んだ場合

他人の身体や他人の財物等に対する
賠償責任保障19H

学生賠償責任保険
（学生・こども総合保険、施設・生産物賠償責任保険）
引受保険会社：三井住友海上火災保険株式会社（幹事）
取扱代理店：株式会社大学生協保険サービス

1事故最高 3億円まで日常生活での他人に対する賠償責任を保障
例）・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　など

個人賠償責任保障

ケガにより被保険者が所定の後遺障がいを負った場合を保障
後遺障がい保障 最高 10万円まで
事故により他人にケガを負わせた場合、損害賠償金を支払うこと
なく、保険会社の同意を得て慣習として支払った費用（弔慰金、
入院見舞金等の費用および見舞品の購入費用）を負担した場合を
保障

傷害見舞費用保障

正課の講義等における他人のプライバシー侵害や名誉毀(き)損に
対する損害賠償責任を負担した場合を保障

人格権侵害賠償責任保障
年間最高 500万円まで

正課の医療関連実習等で発生した事故に伴う感染予防措置・治療
の費用を負担した場合を保障

感染事故損害防止費用保障
年間最高 500万円まで

被害者1名につき最高 50万円まで
（上記は死亡見舞費用保険金の場合であ
り、費用の種類によって金額は異なりま
す。ただし１事故につき最高100万円まで
となります。）

（情報機器等の記録情報の事故は500万円
を限度とします。）

（示談交渉サービス付）

1,800円

1年間の保険料

2019年4月29日までに
払込んだ場合

学生賠償責任保険

一人暮らし特約

学生賠償責任保険 一人暮らし特約 19HK
（学生・こども総合保険）
引受保険会社：三井住友海上火災保険株式会社（幹事）　取扱代理店：株式会社大学生協保険サービス

被保険者の過失により、借用戸室を破損し、貸主に対する法律上
の賠償責任を負った場合を保障

借家人賠償責任保障

不測かつ突発的な事故で被保険者の戸室（敷地を含む）内の家財
などが破損・汚損した場合を保障

破損・汚損保障
火災・水ぬれなどによる戸室（敷地内を含む）内の家財の損害を保障
家財保障

戸室（敷地を含む）内の家財に損害を被ったときに生じる臨時費
用を保障

臨時費用

戸室（敷地を含む）内の家財や自転車が盗まれた場合の損害を保障
家財・自転車盗難保障

戸室（敷地を含む）内において現金などが盗まれた場合を保障
現金盗難保障

盗難に遭い窓ガラスや鍵を壊され、修理代を負担しなければなら
ない場合などを保障

借用住宅修理費用保障

借用住宅の水道管の凍結による破裂などの修理費用を保障
水道管修理費用保障

ケガや病気のため、3日以上入院した場合や、事故により生死が確
認できない場合等に、親族が現地に駆けつけるために支出した費
用等を保障

父母駆けつけ費用保障（救援者費用）

1事故最高1,000万円まで
(示談交渉サービス付)

1事故最高 50万円まで
1敷地内につき 10万円まで

1事故最高 50万円まで
（免責金額1万円）

1事故1敷地内ごとに最高
10万円まで

1事故最高 200万円まで

10万円まで

損害保険金の 10％
（1事故1敷地内ごとに最高20万円まで）

1事故最高 15万円まで
8,500円

おすすめポイント１
入学する大学・学部ごとに異なる学費に
合わせて柔軟に設計ができます。
（例：私立文系４口・国立理系３口など）

おすすめポイント２
大学授業料や教科書・教材等のほか、
通学定期代・賃貸料も対象です。

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

実験・実習中に発生した加害事故や
医療実習中に発生した事故による
感染の予防措置・治療の

費用を保障します

インターシップ中
または、アルバイト中の

賠償事故も保障します

借家人賠償責任保障は
1,000万円まで保障します

借家人賠償責任保障は水もれ等
による、借用戸室への損害賠償を
保障します

（示談交渉サービス付）

家財保障、盗難保障では
火災や水ぬれによる家財の損害、
家財や現金・自転車等の
盗難にも対応します



給付実績・畜大生の声

   
 2017 4 ~2018 3 ) 

5 1 100,000
5 50,000
8 80,000
3 30,000

11 22,000
3 90 1 260,000

10 36 2 5 278,000
1 4 18,000

72 144,000
6 60,000

5 10,000
9 18,000

＜帯広畜産大学生協・給付の一例＞
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共済マスコットキャラクター　タヌロー



帯広畜産大学・在校生保護者アンケートのご紹介
Q1 共済掛金、保障内容、給付申請の手続き、またはお子さんがケガや病気・事故などに遭われたときの
 ことで、お気づきの点をお聞かせ下さい

● 入学して間もなく手を怪我してしまい、何針か縫ったのですが、共済について手続きなどを本人が困ることなく
 助けていただきました。お陰様で無事に完治し遠くに暮らしている中で本当に有難かったです。

●　 事故発生時の手続きの仕方等、丁寧に対応して頂き有難く感じています。保障内容も掛金の金額や事故の程度に
 見合ったもので充分でした。

● 入学後、部活に入って練習しているときに手の指の骨を折り、早速生命共済にお世話になりました。他にも様々な
 場面で支えていただけるので大変心強いです。ありがとうございました。

● 入学して半年ほどで突然病気になってしまい、中部地方の実家近くの病院に急遽入院しました。アパートも
 そのまま借りており検査費用・治療費等かかり、精神面だけでなく金銭面もとても大変でした。学生総合共済に
 加入したことを思い出し、すぐに手続きさせていただきました。入院日数分の共済金は大変助かりました。

Q2 共済について、新入生の保護者の方々へおすすめの言葉などがありましたらお願いします

● 大学入学時は色々な出費があり少しでも出費を減らしたかったですが、今回思いがけない病気になってしまい、
 学生総合共済に加入していてとても助かりました。加入しておいて良かったと思いました。

● 親元を離れて初めての一人暮らしで、病気や事故の時は不安が大きいと思います。保障があることはもちろん、
 手続きが生協で出来ることや相談に乗ってもらう機会があることは大変有難いことです。

● もしも・いざ・・の時に本当に助かります。加入を迷っている方は、是非ともおすすめします。

● 学資保険が18歳満期で補償がなくなり、次にどうするか考えた時に、新たな保険も考えましたが子供も成人間近
 ですし、社会人になって自分で選んで保険に入ってもらえればと考え、在学中は生命共済にお世話になることに
 しました。お手軽な掛金で加入できる共済は学生にぴったりでした。子供が自分で給付の手続きができるのも
 魅力だと思います。

共済・保険と併せてぜひご加入ください

学生生活１１０番 24時間・365日駆けつけ/コールセンター
「学生生活１１０番」は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）がサービスを提供します。
※共済・保険とは別のサービスです。

キャンパスライフを24時間365日サポートします
●緊急駆けつけサービス
　（トラブル発生の際に24時間・365日緊急駆けつけサポート）
　

●安心サービス
　（様々な悩み・トラブルを24時間・365日お電話で相談を受け付けます）

【ご加入は生協の組合員の方のみとなります。生協組合員加入手続きと併せてご加入下さい】

学生生活の24時間をバックアップする5つのポイント
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詳しい内容は同封の
パンフレットをご覧ください



タヌロー

ることなく保障されます。

共済マスコット
キャラクター

よくあるご質問

Ｑ
学生教育研究災害傷害保険（学研災）に加入したので
生協の共済（保険）は入らなくても大丈夫ですか？

Ａ

生命共済は他の保険から保険金が支払われても、減額され

Ｑ
アパートを契約したら火災保険には必ず加入しなければ
なりませんか？

Ａ
はい。ただし、ご契約時に他の火災保険などに加入済の
場合には必要に応じてご検討下さい。

Ｑ 他の保険に入っているので2重加入は無駄では？

Ａ

ご加入の保険の保障内容をよくご確認ください。正課・学校
行事・通学中以外の保障はありますか？生協の学生総合
共済は24時間・365日を保障しています。

Ｑ 35歳以上ですが、加入できますか？

Ａ
35歳以上、または在学中に35歳になる方・扶養を受けて
いない方等は、帯広畜産大学生協にお問い合わせください。
また、留学生の方も同様、ご連絡をお願いします。
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おすすめプランの払込金額内訳

STEP
1
STEP
1

STEP
2
STEP
2

STEP
3
STEP
3

Web申込 コンビニ払い
  or クレジット払い

「帯広畜産大生協お支払い方法のお知らせ」というメール
がまず届きます。
コンビニでの払込確認後、あらためて「帯広畜産大生協
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」の段階では、まだお手続きは完
了していません。必ずコンビニで払い込みください！

「帯広畜産大生協Web手続き完了のお知らせ」のメールが届いたらお手続き完了です。
今回お申込みいただいた内容が記載されていますので、印刷をされるかメールを削除しないよう大切に保存してください。
また、このメールに組合員証がお手元に届くまでの仮組合員証にあたるWebサイトのURLが記載されています。
書籍購入時等にご提示ください。

https://join.univcoop.or.jp/z-web/kanyu/obichiku 帯広畜産大生協　新入生 検 索

※支払期限を過ぎてしまった場合、お手数ですがメールアドレスの登録からやり直してく
ださい。前回と同じメールアドレスでご登録いただけます。

クレジットカード精算の場合

コンビニ払いの場合

・生年月日はカード名義人の生年月日を入力してください。
・有効期限はカード記載の期限を入力してください。
・セキュリティコードはカードに記載されているもの
と一致しているかご確認ください。

間違えると先に進めません!
注意！ 注意！

■ エラー等で再度お手続きされる場合

お手続き方法 3ステップ！3ステップ！

Web申込フォームへアクセス、メールアドレスを登録する

加入手続きページで、必要項目の入力と設定、選択を行う

初年度のお支払い

① ご利用上の注意・同意項目を確認してチェックを入れてください。
② メールアドレス等を入力し登録してください。

③「ご加入手続き用URLのお知らせ」メールが届きます。すぐに

お手続き
完了

http://www.muf.bk.mufg.jp/collect/net_bank.html
下記以外のご利用可能金融機関の一覧は、以下のWEBサイトでご確認いただけます。

◎2年目以降の口座振替で、ご利用可能金融機関の一例

ゆうちょダイレクトは、第1・第3月曜日は0時～6時30分、
12/31の23時55分～1/4の6時30分は休止

24時間（日曜日21時～翌月曜日7時は休止）

24時間

24時間（第2土曜日21時～翌日曜日7時は休止）

簡 単簡 単

※手続き完了には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。
　また手続き中に中断すると再開することができなくなります。

帯広畜産大生協加入Webシステム
帯広畜産大生協ホームページの「受験生・新入生応援
サイト」からも申込フォームへアクセスできます。

PCメール（@fc.univcoop.or.jpからの
メール）が受信できるよう設定（迷惑
メール設定・フィルター設定等）のご確
認をしてください。

届いた「ご加入手続き用URLのお知らせ」メールに、お手続きページのURLをご案内しています。
メール受信後、1時間以内に記載のURLをクリックして進み、必要項目の入力と設定・選択を行ってください。

まずはWeb申込みフォームへアクセスしてください。

① 必要項目の入力
基本情報の入力と希望する加入プランの選択をします。

② 口座振替の設定
学生総合共済、学生賠償責任保険、就学費用保障保険の、2年目以降の口座
振替（引き落とし口座）を設定します。

金融機関名 本人確認・口座確認に必要な項目 ご利用可能時間

三菱東京
UFJ銀行

みずほ銀行

三井住友銀行

ゆうちょ銀行

● 生年月日、キャッシュカードの暗証番号
● 通帳最終記帳残高 または、
　三菱東京UFJダイレクトの契約番号、パスワード

● 生年月日、キャッシュカードの暗証番号
● 通帳最終記帳残高 または、
　 みずほダイレクトの「お客さま番号」「ログインパスワード」

● キャッシュカードの暗証番号 または、
　SMBCダイレクトの
　「契約者番号（会員番号、お客さま番号）」「第一認証」

● 生年月日、キャッシュカードの暗証番号
　または、ゆうちょダイレクトの「お客さま番号」
　「ログインパスワード」

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

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月の最終火曜日1時～6時は休止

※ご利用いただく金融機関によって、本人確認/口座確認に必要な項目や利用可能時間は異なります。

※しばらく待ってもメールが届かない場合は、受信設定のご確認をして再登録をしてください。

【メールアドレス登録後1時間以内の場合】
⇒受信メールのURLから再度加入Webシステムにアクセスし、基本情報の
入力からやり直しとなります。

【メールアドレス登録から1時間以上過ぎてしまった場合】
⇒翌日の午前7時以降にSTEP1（メールアドレス登録）からやり直しとなります。
（当日中に手続きを終了させたい場合は、他のメールアドレスで登録をしてください。）

ご希望のコンビニを選択し、指示にしたがって
進めてください。（コンビニ各社によって、支払いの手順が異なります。）

送信日より6日以内にお支払いください。
※クレジットカードの名義人はご扶養者様
で構いません。

生協出資金、1年目の共済掛金、保険料等の
初回決算方法を「クレジット精算」または「コ
ンビニ払い」から選択します。

途中から各金融機関のサイトへ移動しますので、
各サイトの指示に従い手続きを進めてください。
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STEP
1
STEP
1

STEP
2
STEP
2

STEP
3
STEP
3

Web申込 コンビニ払い
  or クレジット払い

「帯広畜産大生協お支払い方法のお知らせ」というメール
がまず届きます。
コンビニでの払込確認後、あらためて「帯広畜産大生協
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」の段階では、まだお手続きは完
了していません。必ずコンビニで払い込みください！

「帯広畜産大生協Web手続き完了のお知らせ」のメールが届いたらお手続き完了です。
今回お申込みいただいた内容が記載されていますので、印刷をされるかメールを削除しないよう大切に保存してください。
また、このメールに組合員証がお手元に届くまでの仮組合員証にあたるWebサイトのURLが記載されています。
書籍購入時等にご提示ください。

https://join.univcoop.or.jp/z-web/kanyu/obichiku 帯広畜産大生協　新入生 検 索

※支払期限を過ぎてしまった場合、お手数ですがメールアドレスの登録からやり直してく
ださい。前回と同じメールアドレスでご登録いただけます。

クレジットカード精算の場合

コンビニ払いの場合

・生年月日はカード名義人の生年月日を入力してください。
・有効期限はカード記載の期限を入力してください。
・セキュリティコードはカードに記載されているもの
と一致しているかご確認ください。

間違えると先に進めません!
注意！ 注意！

■ エラー等で再度お手続きされる場合

お手続き方法 3ステップ！3ステップ！

Web申込フォームへアクセス、メールアドレスを登録する

加入手続きページで、必要項目の入力と設定、選択を行う

初年度のお支払い

① ご利用上の注意・同意項目を確認してチェックを入れてください。
② メールアドレス等を入力し登録してください。

③「ご加入手続き用URLのお知らせ」メールが届きます。すぐに

お手続き
完了

http://www.muf.bk.mufg.jp/collect/net_bank.html
下記以外のご利用可能金融機関の一覧は、以下のWEBサイトでご確認いただけます。

◎2年目以降の口座振替で、ご利用可能金融機関の一例

ゆうちょダイレクトは、第1・第3月曜日は0時～6時30分、
12/31の23時55分～1/4の6時30分は休止

24時間（日曜日21時～翌月曜日7時は休止）

24時間

24時間（第2土曜日21時～翌日曜日7時は休止）

簡 単簡 単

※手続き完了には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。
　また手続き中に中断すると再開することができなくなります。

帯広畜産大生協加入Webシステム
帯広畜産大生協ホームページの「受験生・新入生応援
サイト」からも申込フォームへアクセスできます。

PCメール（@fc.univcoop.or.jpからの
メール）が受信できるよう設定（迷惑
メール設定・フィルター設定等）のご確
認をしてください。

届いた「ご加入手続き用URLのお知らせ」メールに、お手続きページのURLをご案内しています。
メール受信後、1時間以内に記載のURLをクリックして進み、必要項目の入力と設定・選択を行ってください。

まずはWeb申込みフォームへアクセスしてください。

① 必要項目の入力
基本情報の入力と希望する加入プランの選択をします。

② 口座振替の設定
学生総合共済、学生賠償責任保険、就学費用保障保険の、2年目以降の口座
振替（引き落とし口座）を設定します。

金融機関名 本人確認・口座確認に必要な項目 ご利用可能時間

三菱東京
UFJ銀行

みずほ銀行

三井住友銀行

ゆうちょ銀行

● 生年月日、キャッシュカードの暗証番号
● 通帳最終記帳残高 または、
　三菱東京UFJダイレクトの契約番号、パスワード

● 生年月日、キャッシュカードの暗証番号
● 通帳最終記帳残高 または、
　 みずほダイレクトの「お客さま番号」「ログインパスワード」

● キャッシュカードの暗証番号 または、
　SMBCダイレクトの
　「契約者番号（会員番号、お客さま番号）」「第一認証」

● 生年月日、キャッシュカードの暗証番号
　または、ゆうちょダイレクトの「お客さま番号」
　「ログインパスワード」

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

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月の最終火曜日1時～6時は休止

※ご利用いただく金融機関によって、本人確認/口座確認に必要な項目や利用可能時間は異なります。

※しばらく待ってもメールが届かない場合は、受信設定のご確認をして再登録をしてください。

【メールアドレス登録後1時間以内の場合】
⇒受信メールのURLから再度加入Webシステムにアクセスし、基本情報の
入力からやり直しとなります。

【メールアドレス登録から1時間以上過ぎてしまった場合】
⇒翌日の午前7時以降にSTEP1（メールアドレス登録）からやり直しとなります。
（当日中に手続きを終了させたい場合は、他のメールアドレスで登録をしてください。）

ご希望のコンビニを選択し、指示にしたがって
進めてください。（コンビニ各社によって、支払いの手順が異なります。）

送信日より6日以内にお支払いください。
※クレジットカードの名義人はご扶養者様
で構いません。

生協出資金、1年目の共済掛金、保険料等の
初回決算方法を「クレジット精算」または「コ
ンビニ払い」から選択します。

途中から各金融機関のサイトへ移動しますので、
各サイトの指示に従い手続きを進めてください。

インターネット環境のある方は

下記の手順でWeb加入を行って下さい
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ご自宅にインターネット環境のない方は

下記の手順で申込を行って下さい

1 記入する

2 郵便局で払込む

3 郵送する
切手
不要

※１

下記のチェック事項にて再度ご確認ください。
□ 共済・保険にご加入の方は「大学生協の学生総合共済」パンフレットに掲載された「重要事項説明書」を必ずお読みください。

□ 加入申込書へ必要事項をご記入ください。記入例は申込書の表紙裏面をご参照ください。（申込書は3枚複写になっており
 ますので、表紙（少し厚めの紙）以外ははがさずにそのまま黒のボールペン（楷書）で強めにご記入ください。）記入漏れが
 あると確認作業などで手続きに時間を要します。
　　　
□ 学生総合共済・学生賠償責任保険・就学費用保障保険の掛金・保険料は初年度分です。2年目からの掛金・保険料はご指定
 頂いたお口座より自動引落しにて卒業予定年まで自動継続しますので、お申込書下部の【預金口座振替依頼書も忘れずに
 ご記入ください。】

□ 郵便局にて出資金・必要掛金等を払込み下さい。（払込取扱票対応機ならATMでもお手続き可能です。）

□ 加入申込書の2枚目（右側）に郵便局の「振替払込受付証明書（お客さま用）」を透明のテープで貼り付けます。
 （ATMで払込みされた方は、「ご利用明細票」のコピーを貼り付けて下さい。）※1
　
□ 加入申込書1枚目・2枚目を同封の「生協・共済  加入申込書  返信専用」封筒に入れポストへ投函して下さい。
 （切手は不要です。）
● 　「振替払込請求書兼受領証」は正式な組合員証が渡されるまでの仮組合員証になりますので大切に保管してください。
●　共済証書・保険加入者証は、扶養者住所に郵送いたします。到着まで時間を要しますが証書が未着でも給付申請は可能ですのでご連絡ください。
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郵便局で
払込む

帯広畜産大学生協の個人情報保護方針
　

　帯広畜産大学生活協同組合は、組合が直接取得し利用する個人情報をその対象として、その保護・取り扱いに関する方針を以下のとおり定めます。 
 １．個人情報を、公正な手段で取得し、利用し、適正に管理します。 
 ２．個人情報を取得する際、個人情報の利用目的および提供についてお知らせし、利用目的の範囲内で取扱います。 
 ３．個人情報の保護に関する法令を遵守します。
 ４．法令の定める場合を除き、ご本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に対し開示、提供しません。 
 ５．個人情報を安全に管理するため、必要かつ適切な措置を講じます。 
 ６．個人情報の保護に関して、従業者の教育・啓発を図り、個人情報の安全管理対策を周知徹底します。 
 ７．ご本人から個人情報について開示、訂正、利用停止等の求めがあった場合には適切に対応します。 

個人情報保護に関する法律に基づく公表事項
　　

 １．個人情報取り扱い事業者名及びお問合せ窓口：帯広畜産大学生活協同組合 個人情報保護管理者 
 ２．個人情報の利用目的：生協の加入及び事業の利用等で提供いただいた個人情報は、以下の目的のために利用させていただきます。
　  (1) 出資金や組合員名簿の管理
　  (2) 定款に定められた事業の案内、受注、請求、代金決済、事故対応、アフターサービス及びこれに付随する業務 
　  (3) アンケート・キャンペーン・イベント等のご案内の送付
　  (4) 生協の基本会議や総代・役員選出に関わる事項、組合員企画等のため
　  (5) 保護者の方の個人情報については上記のほか、ご本人に連絡が取れず重要なお知らせができない場合の連絡のため 
 ３．個人情報の第三者への提供：次に掲げる場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供することはありません。
　  (1) ご本人の同意に基づき提供するとき（旅行事業、各種斡旋・取次の事業、Tuo カード 等をはじめとした各事業のお申込み等に取得する個人情報
  　  であって、取得の状況からみて当該個人情報をそれぞれの事業者に提供することが明らかである場合を含みます）
　  (2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難な場合なお、当生協は帯広畜産大学の福
        利厚生や生活支援業務の一部を担っていることから大学の福利厚生事業や学生生活支援業務の遂行に必要な範囲で帯広畜産大学に個人情
        報を提供することがあります。 
　  (3) 法令に基づく場合 
　  (4) 他の生協や会社等と共同利用する場合（この場合、各申込書等にその旨を明記します）
　  (5) 利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合たとえば、学生総合共済、団体保険、学生生活
        110番、卒業アルバムの作成等の事業は、
  (1)(4)(5)のいずれかに該当するものとして、その事業を実施するうえで必要となる組織等に必要な範囲の個人情報が提供されます。
 ４．開示等の請求に応じる手続き：当生協がご本人からお預かりしているご自身の個人情報について、開示、訂正、利用停止等をご要望される場合は、郵便又
      は電子メールでお問合せください。ご要望については、法令及び当組合所定の手続きに従い、請求者がご本人又は正当な代理人であることを確認させて
      いただいた上で合理的な範囲で対応させていただきます。 利用目的の通知及び個人情報の開示につきましては、手数料をいただく場合があります。 

　個人情報のお問い合せ・相談窓口（苦情等） 帯広畜産大学生活協同組合 個人情報保護管理者 〒080-0834 帯広市稲田町西 2 線 11 番地 
　なお、個人情報のお問合せ・各種ご請求等にあたっては、必ずお名前、ご住所、電話番号等の連絡先をご記入の上、郵送にてご依頼ください。 
　２００４年 ３ 月 制定 ２００８年１１ 月 一部改定 ２０１４年１１月 改訂
　個人情報保護方針・定款については帯広畜産大学生協ホームページに全文掲載しております。 http://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/obichiku

学生総合共済普及活動にあたって
　当組合では、学生総合共済普及活動にあたり、かねてから大切にしてきた次の事項を遵守し、組合員の立場にた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。
　※定款は「帯広畜産大学生活協同組合」のホームページでご確認ください。



〒080-0834　北海道帯広市稲田町西2線11番地

帯広畜産大学生活協同組合
 

TEL　0155-48-2284

承認番号：19-1176-01-20181112


