
新入生の皆さん、保護者の皆様ご入学おめでとうございます。私たち
が切望するのは皆さんが、「大人へと成熟」し「大人」として、社会へ巣
立っていってくれることです。札幌大学には13の専攻がありますが、そ
こでは経済や経営、法律、文化等々、様々な専門的な知識を吸収できま
す。また女子短期大学部では、ビジネス関連の専門知識を習得することが
できます。そうした専門的な知見は、皆さんの未来において、大きな武器
となることでしょう。そして大人へと成熟して社会の平和と安全を優先し
た人間に育ってくれることを期待しています。

札幌大学には学生と教職員、事務職員の出資によって運営されている
札幌大学生協があり授業に必要な教科書や書籍の販売、日常生活に必要な
パンやおにぎりなどの食品や文房具の販売、また安全な食材を使用しバラ
ンスの取れた食事を提供する食堂、アパートや下宿などの斡旋などのサー
ビスを通じて皆さんの学生生活をサポートしています。 

また生協では「学生総合共済」「学生賠償責任保険」を提案していま
す。学生総合共済は、大学生協に加入する全国の学生によるたすけあいの
制度です。学生生活においては、実にいろいろなことに遭遇します。ケガ
や病気、想定外の事態に追い込まれることもあり不測の事態への備えが必
要です。生協、学生総合共済に加入して安心した学生生活を送ってくださ
い。

最後になりますが、これからの皆さんの学生生活が素晴らしいものと
なることを祈念し私からの歓迎の挨拶とさせていただきます。 

・札幌大学生活協同組合

生協加入手続きのご案内重要

札幌大学生協へ加入のおすすめ
札幌大学
札幌大学女子短期大学部 学長　鈴木　淳一

生協は、83％の新入生が加入・出資金は卒業時に全額返還します。

生協は、加入してからご利用ください
大学生協電子マネーでのお支払で教科書５％・食堂１％のポイント付与

共済給付実績186件　1,286万円（2017年４月～2018年３月）
全国で年間43,115件　32億6,717万円（生命共済のみ 2017年４月～2018年３月）

加入手続きは下記の期日までにお済ませください。

札幌大学生協

※期日を過ぎた場合生協窓口へお問い合わせください。　※推薦 D・センター D 合格の方は生協窓口へお問い合わせください。

特別・推薦合格の方

1月25日（金）
一般A・センター A合格の方

3月19日（火）

一般B・推薦B・C
センター B・C合格の方
3月27日（水）

TEL 011-852-1528　平日 9:30 ～ 17:00

https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/satsudai/



共済・保険等
合計金額

生命共済
BF

1年間の掛金

学生賠償
責任保険

19H
1年間の保険料

学生賠償責任保険
一人暮らし特約

19HK
1年間の保険料

就学費用
保障保険

19W
1年目の保険料

学生生活
110番

 卒業予定年まで 
一括支払い会費

□実家通学
16,200円
短大生　16,200円

14,400円 1,800円 －
－

－
－

－
－

□一人暮らし
32,150円
短大生　28,450円

14,400円 －
－

8,500円 －
－

9,250円
短大生　5,550円

共済・保険等
合計金額

生命共済
BF

1年間の掛金

学生賠償
責任保険

19H
1年間の保険料

学生賠償責任保険
一人暮らし特約

19HK
1年間の保険料

就学費用
保障保険

19W
1年目の保険料

学生生活
110番

 卒業予定年まで 
一括支払い会費

□実家通学
26,600円
短大生　21,000円

14,400円 1,800円 －
－

10,400円
（４口）

短大生　4,800円

－
－

□一人暮らし
42,550円
短大生　33,250円

14,400円 －
－

8,500円 10,400円
（４口）

短大生　4,800円

9,250円
短大生　5,550円

大学生協　共済

基本プラン

大学生協
電子マネー 30,000円

プレミア
＋3% 900 円

■ 新入生の83％が加入しています
10口20,000円をお願いしております

（出資金は卒業時に全額返還いたします）生協出資金

2 つのおすすめプランをご用意しました。

生協加入のメリット
学生総合共済とあわせてお
勧めする保険に加入できます

自動車免許
が割引価格で申し込めます

ミールカード
を申し込めます

組合員証（SUCA サユカ）

パン・おにぎり・飲料
などの食品が1％ポイント

教科書 5％ポイント（期間限定）
書籍 3％ポイント

学生生活のもしものときに
●通学中　　●授業中
●サークル   ●旅行中
●部活   　　●アルバイト
●インターンシップ

詳しい保障内容は共済のホーム
ページまたは同封のパンフレッ
トをご覧ください。

▼共済のWEBサイト
https://kyosai.univcoop.or.jp/

生協・共済の
加入について

※お手元に渡る「組合員証」には30,900円がチャージされます。

※「基本プラン」「安心プラン」以外の方は加入の「申込書払込用紙」よりご希望にあわせてお選びください。

生協出資金
10 口 20,000円 卒業時返還

払込総合計
学部生 短大生

実家通学 66,200円 66,200円
一人暮らし 82,150円 78,450円

安心プラン

大学生協
電子マネー 30,000円

プレミア
＋3% 900 円

※お手元に渡る「組合員証」には30,900円がチャージされます。

生協出資金
10 口 20,000円 卒業時返還

払込総合計
学部生 短大生

実家通学 76,600円 71,000円
一人暮らし 92,550円 83,250円

組 合 員 証 の お 渡
し は 購 買 特 設 コ 
ーナーで3/25 ～
29に行います
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生協に加入すると、組合員証を発行します。加入と同時の ( 電子マネー）チャー
ジには 3％のプレミアがついています。新学期には教科書購入で１～１. ５万円か
かります。電子マネーで教科書を購入すると 5％のポイントがつくので 8％お得
になります。その他にも食品や食堂利用で 1％のポイントがつくので生協の組合
員証を利用するのが断然お得です。その他の機能として年間学食パスポート「ミー
ルカード」を付加機能として追加することが出来ます。詳しいご案内は 12 月初
旬にお送りする年間食堂パスポート「ミールカード」カタログをご覧ください。

組合員証のお渡しは３月２５～２９日までは生協購買前特設コーナーでそれ以降は生協購買内事務室でお受取りください。引き
かえの際に web 申込の方は受付完了メールをプリントアウトしたものか、携帯のメールで確認します。郵便払込の方は払込控
えの仮組合員証をお持ちください。( もしない場合は身分を証明できるものをご持参ください）

■ 入学時の大学生協電子マネーには３％のプレミアがついています
大学生協
電子マネー

■ 全国約72.2万人が加入し、4万3千件を超える給付実績となっています

在学中保障 学生総合共済は「学生どうしのたすけあい制度」です
（札幌大学生協では４年間で約4,496万円の給付がありました。）

大学生になると行動範囲も広がります。学生生活を取り巻くさまざまなリスク、ケガや病気や事故にあう危険性も
多くなります。大学生が安心してキャンパスライフを送るために「学生総合共済」「学生賠償責任保険（一人暮ら
し特約）」「就学費用保障保険」の加入をおすすめいたします。

入学時のチャージ（３万円）は教科書+店舗利用で２ヶ月分の費用
（店頭でのチャージはいつでも出来ますがプレミアがつくのは年数回・次回は６, ９月予定）

大学生は…
病気での入院ケガによ
る通院が多い

大学生は…
日常生活の事故などで
加害者になってしうま
うことも

大学在学中に突然ご扶養
者をなくされ学業を断念
してしまう生徒もいます

学生生活ではちょっと
した「困った」「どうし
よう…」と思うことが
多々あります。

生命共済
▶詳しくはパンフレット 3 ～ 4 ページ

学生賠償責任保険
▶詳しくはパンフレット 5 ～ 6 ページ

学生賠償責任保険
一人暮らし特約

▶詳しくはパンフレット 5 ～ 6 ページ

就学費用保障保険
▶詳しくはパンフレット 3 ～ 4 ページ

学生生活 110 番

学業継続のための保障を充
実させています

「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

他人への賠償責任保障と火
災・風水害・盗難等による 
家財損害の保障、借家人賠
償責任保障等があります

扶養者の方に万が一のこと
があっても学業を続けるた
めの保障です

24時間365日いつでも電
話相談できます

大学生の一人暮らしは…
不注意のアクシデント
が多い

保障の詳細は下記をご覧ください

札大生協組合員証

※「学生生活 110 番」は共済、保険とは別のサービスです。
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札幌大学生協 https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/satsudai/juken/

メールアドレス登録

お申込用URLをメールで受信

基本情報入力

加入プラン選択

お申込み前のご確認ご案内STEP
１

STEP
６

STEP
５

STEP
４

STEP
３

STEP
2

バナーにタッチ 加入ページ

各項目をご確認いた
だき、□にチェック
を入れてください。

このメールアドレスへお申込用URLをお送り
します。手続きをなさ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。）

届いたメールのURLをクリックします。

加入者情報、ご扶養者様情報を入力します。

ご希望のプランをご選択ください。

メール受信後、１時間以内にクリックしてください。
※１時間以内に手続き開始できなかった方は、翌日の午前７時以降に

STEP３メールアドレス登録から再度入力してください。当日中に手続き
をしたい場合は他のメールアドレスで登録をしてください。

※ご扶養者様住所について
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
者様の留守宅等の日本国内住所をご登録ください。

※『基本プラン』『安心プラン』以外をご希望の方は、生協へお問合わせ
ください。

※一人暮らしで「学生賠償責任保険一人暮らし特約」をご希望でない方
も、生協へお問合わせください。

＋

ネットで申し込み  コンビニ支払い または クレジットカード決済
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※学生総合共済、学生賠償責任保険、就学費用保障保険お申込みの方は、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口座の設定を行うことになります。

2年目以降の共済掛金・保険料の引き落とし口座設定

初年度のお支払い

入力内容確認STEP
8

STEP
９

STEP
７

金融機関を
選択してください。

口座番号等の情報を入力し
てください。

口座設定が終わると「申し込みフォーム」に戻ります。

ここから先は、各
金融機関のサイト
へ移動します。

各サイトの指示に従い手続きを
進めてください。

クレジットカード精算の場合

エラーで再度
お手続きされる場合

コンビニ払いの場合

内容を変更する箇所があれば「修正」をク
リックします。

問題がなければ「初回決済方法選択へ」を
クリックします。

生協出資金、1年目の共済掛金、保険料等
の支払い方法を「クレジット精算」または
「コンビニ払い」から選択します。

※クレジットカードの名義
人はご扶養者様の方で構
いません。

【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時以降にメールアドレス登録からやり直しとなります。

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。

・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。

※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。

OK

間違えると
先に進めません!注意！ （ ）

送信日より6日以
内にお支払いくだ
さい。
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Web加入 & ？

AQ
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。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）

A

A

A

Q

Q

Q

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。

クレジット精算の途中で止まってしまっ
た。もう一度手続きをすると二重払いにな
らないか不安だ。

コンビニ払いを選択して手続き完了した
が、クレジットカード払いに変更したい。

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。

完了メールが届いていなければ、決済は完了していませんので「二重
払い」になることはありません。安心して再手続きをしてください。

共済承認番号 19-1173-01-20180828

現在の登録情報は1週間保持されます。1週間後に未支払いの場合、デ
ータが自動的に削除されますので、1週間後に最初のメールアドレス
登録からやり直してください。もしすぐに手続きをやり直したい場合
は、異なるメールアドレスから手続きできます。

■Web申込みができない方は、同封の加入申込書でお申込み手続きをしてください。

加入
受付
確認証

申込み完了
GOAL

「札大生協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。

「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週間前後で「大学生協共済連」から扶養者様住所へお送りします。
一人暮らし特約お申込みの方で、アパートの契約等で必要な方は「共済証書」
に代わる「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。

大学生協共済・保険サポートダイヤル 0120-335-770
学生生活110番の会員証は４月以降順次ご扶養者様住所へお送りします。

組合員証に引き換えるまでの
仮組合証にあたる「加入受付
確認証」のWebサイトのURL
が記載されています。組合員
証に引き換える（P.３下段参
照）際に、スマートフォン画面
等にてご提示ください。

※コンビニ払いの場合、「札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「札大生協Web手続き完了
のお知らせ」のメールが届きます。

注

「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！

「共済証書」「保険加入者証」の送付について

加入申込書に必要事項記入 ゆうちょ銀行（郵便局）で払込  同封の封筒で郵送

■勧誘方針について
■学生総合共済普及活動にあたって
当生協では、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、その他関連法令等および約款を
遵守し、適正な活動に努めます。
2）保障内容、重要事項等を組合員に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、迅速かつ的確な共済金のお支払ができるよ
うに努めます。
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切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、今後の制度改革や普及活動に反映していくように努めます。

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。

■個人情報保護に関する基本方針及び個人情報の取扱について
　札幌大学生活協同組合個人情報保護方針・定款はホームページに全文記載しております。　https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/satsudai/

札幌大学生活協同組合　お問い合わせはお気軽にどうぞ　　TEL:011-852-1528
共済承認番号　19-1173-01-20180928


