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2020年度2020年度 重 要新入生・保護者のみなさまへ　必ずご覧ください。

東洋大学生活協同組合
https://toyocoop.jp

お問合せ先（メ－ル）

このパンフレットと
一緒にご覧ください

生協・共済等 加入手続きは4月29日（水）までにお済ませください
※掛金・保険料は2020年4月29日までに払込んだ場合の金額です。
※期日を過ぎても申込みはできますが金額が変更になりますので、必ずお問い合わせください。

1 2 3
加入
手続きは

4つのステップ

Web申込＋コンビニ払い
生協HPで

フォームに入力
加入申込書の

返送
（共済・保険に申込みの場合） 4 組合員証の

引換
コンビニで
お支払い

■生協加入 ■生命共済 
■学生賠償責任保険（一人暮らし特約なし・あり）
■就学費用保障保険　■学生生活110番

 

大学生には大学生協の保障制度

あわせておすすめする保険のご案内

東洋大学生活協同組合 個人情報保護方針・定款は、
生協のホ－ムペ－ジに全文掲載しています。是非ご覧ください。 https://toyocoop.jp/

■ 個人情報保護方針・定款

東洋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。

■ 学生総合共済普及活動にあたって

厚生労働大臣認可

生協加入のみ Web申込＋現金店頭払い
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申込みフォームへアクセス

まずは、東洋大学生協ホームページの
「生協・共済」バナーからアクセスしてください。

生協加入のページでは、「生協加入手続へ」をクリック

https://toyocoop.jp/
東洋大生協 検 索

WEB利用登録に続いて、
生協加入申込みを行ってください。

「ご利用規約」と「with naviご利用規約」に
ご同意頂き、WEB利用登録を行ってください。

Web申込みフォームに入力

MYページから
生協加入申込書を印刷してください。

生協加入申込書の印刷

「印刷した生協加入申込書」と出資金10口10,000円を各キャンパスの
加入窓口へご持参ください。組合員証とお引換いたします。

加入窓口にて現金払い

承認番号 20-3109-01-20200312

組合員証

東洋大学生活協同組合

学部 学科

学籍番号

氏名

年　　月　　日発行
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Mail : info@toyocoop.jp
※お問合せの際には、氏名・連絡先（電話番号）および件名に「生協・共済加入について」と明記をお願いいたします。

理事長ご挨拶

東洋大学生活協同組合

理事長 紀　葉 子
（社会学部 社会学科 教授）

　みなさん、こんにちは。
　受験勉強から解放されると大学生活に向けて準備を進めることになりますね。大学生になると、中学、高校の生徒で
あった時よりもずっと自律的に振る舞うことが求められるようになります。決められた時間割に沿って学習するのではな
く、自分で時間割を組み立てて主体的に学ぶことから大学生としての授業が始まるように自由の範囲が広がります。自
由という言葉に決まりごとが多い高校生活から解き放たれてときめく胸に不安の棘がちくりと刺さることもあるのでは
ないでしょうか。「大学生活に必要なもの、ちゃんと揃っているかな？」　そんなみなさんの不安の解消のお役に立てる
のが東洋大学生活協同組合（生協）です。
　スマートフォンというデバイスとともに成長してきたみなさんにとってパソコンは不要に思われるかもしれませんが、
学生生活、就職活動、その先の就労環境においてパソコン操作が求められる場面は少なくありません。大学生活に必
要な機能を備えたパソコンを推奨させていただいていおります。また、教科書をはじめとする書籍やレポート作成等で
必要となる文具類の販売を通してみなさんの学修を支えるとともに、TOEICやTOEFLをはじめとした各種資格試験の
申し込みや運転免許を取得するための教習所、卒業式の晴れ着である袴のレンタルの窓口も生協が担っています。みな
さんの大学生活全般に寄り添いながら生き生きと輝くためのお手伝いをさせて頂く生協でありたいと創意工夫を重ね
ています。
　また大学生協の保障制度として生命共済だけでなく、学生賠償責任保険や就学費用保障保険など、トータルで学生
生活をサポートしています。
　生協は学生、教員、職員の出資によって運営されています。みなさんから入学時にお預かりする出資金は卒業時にお
返しいたしますので、入学準備期間は何かと物入りとは存じますが、生協に加入して、大学生活を支える輪として手を
繋いでゆきましょう。

生 協 加 入
学 生 総 合 共 済

※京北高校からの内部進学生の方は
　Web申込みをご利用いただけません。
　生協窓口までお問い合わせください。
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大学生活と高校までとでは違います。
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。
でも、もし病気になって入院したら？
もしケガをしてしまったら？
もし扶養者が亡くなってしまったら？
そんなときのために大学生活をまもるため
の保障が必要です。

大学生になったら、やりたいことがいっぱい！

※2017年・2018年 大学生協連「学生生活実態調査」データより

アルバイト
全国平均で

がしている
74.1％

サークル
全国平均で

が加入している
67.4％

免許
全国平均で

が入学後取得している
73.0％

留学
全国平均で

が入学後経験している
47.0％

学業
１日の勉強時間の平均

298.3分

サークル
活動

調査
レポート

留　学

一人暮らし

自　炊

勉　強 車の運転

就　活

旅　行

実　習
アルバイト

インターン
シップ

出　資 利　用
生協は学生・院生・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・プレイガイドなどの事業
をおこなっています。生協は一人ひとりの
出資と参加で成り立っています。

出資金は
10口 10,000円を
  お願いしています。
卒業時に全額返還いたします。

教科書購入ご入学から
ご卒業まで
サポート

文具・日用品
パン・お弁当
おにぎり

運転免許
語学留学
海外旅行

資格スクール
TOEIC
キャリアアップ

生協食堂
食事のご提供

10％OFF

振袖・袴も
ご案内します

パソコン購入

ご卒業
出資金を
返還いたします。

ご入学
生協加入　出資金
10口 10,000円

学生総合共済へのご加入を
おすすめします。 大手スーツ専門店と提携しています

ので割引クーポンで購入できます。

教科書・専門書から雑誌、
文庫・一般書まで10％割引
で購入できます。

東洋大学生協は、消費生活協同組合法に基づき、1974年に設立された学生・院生・教職員のための福利厚
生組織です。ご加入時に出資金をお預かりし、その出資金により運営しております。
大学と連携して「教科書販売」をはじめ大学生活での「学び」「健康的な食生活」「資格取得やキャリア
アップ」等や入学準備のサポートを行っています。

生協をご利用いただくためには、生協加入手続き等を行っていただくことが必要です。
出資金は卒業時に全額返還いたします。
ご入学後、教科書等のご利用がはじまりますので、加入の手続きはお早めにお願いいたします。

朝霞食堂 →

↓ 川越食堂

●大学生活のサポートは
　　　　東洋大生協におまかせください。

生協のしくみ

入学準備のスタートは東洋大生協への 加入から
生協は組合員の出資金で運営されています

生協加入（生協出資金）1
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加入プランをお選びください

少ない掛金と保険料で充実の保障！！
（生協出資金・学生総合共済(生命共済)・学生賠償責任保険・就学費用保障保険・学生生活110番）

自分の病気やケガだけではなく、事故等で他人に迷
惑をかけて賠償責任が発生した場合にも保障します。
毎年多くの方に選ばれており、すべての東洋大生に
おすすめするプランです。

基本プランに加えて、扶養者に万が一のことがあった時で
も学資費用を保障し、学生生活のさまざまな悩み・トラブ
ルに対して相談・各種機関の窓口紹介、トラブル出動サ
ポートを提供する「学生生活110番」のついたプランです。

基本プラン基本プラン プレミアムプランプレミアムプラン

※学生総合共済（生命共済）および学生賠償責任保険・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。
※一人暮らしされる方には、「学生賠償責任保険」の「一人暮らし特約あり」（19HK）の加入をおすすめしています。火災や盗
難、水もれによる階下の人の家財への賠償も保障されます。実家から通学の方は「一人暮らし特約」に加入することはできま
せん。
※学生総合共済およびあわせておすすめする保険の掛金・保険料は、１年間分です。掛金・保険料を口座振替することにより
契約は卒業予定年まで自動継続します。なお、「就学費用保障保険」は卒業までの期間が短くなるにしたがい保険料は少な
くなります。2年目以降の保険料につきましては「学生総合共済パンフレット」をご覧ください。

※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。
※4月1日以降に加入申込みの場合は、払込日の翌日から保障開始となります。

東洋大生協のおすすめプラン ①入院は１日目から200日まで保障
②国内・海外を問わず保障
③こころの病による
　　　　　入院も保障
④学内の生協で給付申請

生命共済（BF）

学生生活110番

学生賠償責任保険
　　　　　　　　　　　　　　　（19H）

１年間の掛金
14,400円

１年間の保険料

1,800円

１年間の保険料

8,500円

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。

他の保障制度とくらべてください！

就学費用保障保険
　　　　　　　　　　　　　 （19W）

１年目の保険料2024年
卒業予定

1口 2,600円

4年間一括払い

会費 9,450円

扶養者が死亡したり、ケガで重度後遺障がいを負って扶養できなくなった後
に負担した学資費用（実費）を保障します。1年間最高25万円までの保障（1口
加入の場合）ですが、口数を増やして（15口まで）手厚くすることもできます。
※2年目以降は保険料は少なくなります。

学生生活の賠償事故を幅広く保障します。企業へのインターンシップに
行く際にも安心な保障です。1ヶ月あたり150円で1事故最高３億円まで
保障。とくに、高額な賠償を請求されるおそれのある「自転車事故」に備
えて、自転車通学の方はぜひ加入をおすすめします！

学生賠償責任保険に加えて、賃貸借契約に必要な「借家人賠償責任保
障」をはじめ「家財保障」「盗難保障」が付いている、一人暮らしの方に
おすすめの保障です。

学生生活のさまざまな悩み・トラブルに対して相談・各種機関の窓口紹介、トラブル出動サポートを
提供しています。一人暮らしの方はもちろん、ご家族と一緒にお住まいの自宅生も安心です。

学生賠償責任保険
＋ 一人暮らし特約（19HK）

※学生生活110番は、大学生協の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)がサービスを提供します。

他の保険から支払わられても、「生命共済」
は減額されずに給付されます。すでに加入さ
れているものに加えて加入いただくことで、
さらに手厚い備えをすることができます。

他保険が
ある場合

すでに
加入されている

1年間14,400円（1か月あたり1,200円）と
少ない掛金のため、保障が充実しているの
に、経済的なご負担を抑えることができます。

●充実の保障なのに掛金が少ない！
自分のリスク 学生総合共済 生命共済

1年間の掛金
掛金は年払い 14,400円

他人への
賠償責任のリスク

1年間の保険料 1,800円

学生賠償責任保険
一人暮らし特約なし（19H）

1年間の保険料
保険料は年払い保険料は年払い 8,500円
一人暮らし特約あり（19HK）24時間365日

国内外でのケガや
病気に備えます。

他人に対する賠償事故を保障
します。示談交渉サービスも
ついているので安心です。

すでに加入されている他の保険・共済があっても、

「生命共済」への加入をおすすめします！
●掛金がムダにならない！そ

の
わ
け
は…

すべての東洋大生におすすめする保障
大学生活を安心して継続できるよう、必要な保障をおすすめしています。

国際学部 ／ 情報連携学部 ／
ライフデザイン学部（人間環境デザイン） ／ 理工学部
総合情報学部 ／ 生命科学部 ／ 食環境科学部  

◎上記（生協への払込総合計）以外に “コンビニ決済手数料 500円”がかかります。

文学部 ／ 経済  学部 ／ 経営学部 ／ 法学部
社会学部 ／ 国  際観光学部
ライフデザイン  学部（生活支援・健康スポーツ）

一人暮らしの方 それ以外の方実家から通学の方

1口   2,600円／2口   5,200円
3口   7,800円／4口 10,400円

or

基 本
プラン
基 本
プラン

プレミアム
プラン
プレミアム
プラン

基 本
プラン
基 本
プラン

プレミアム
プラン
プレミアム
プラン

組み合わせ
プラン
組み合わせ
プラン

AA BB CC DD EE

9,450円

26,600円26,600円16,200円16,200円

14,400円

1,800円

10,400円
（4口）

10,000円
（10口）

14,400円

1,800円 1,800円

10,000円
（10口）

9,450円

33,300円33,300円22,900円22,900円

14,400円

10,400円
（4口）

10,000円
（10口）

14,400円

8,500円 8,500円

10,000円
（10口）

9,450円

円円

14,400円

8,500円

10,000円
（10口）

26,200円26,200円
（16,200円）（16,200円） （36,050円）（36,050円）

46,050円46,050円

◎上記（生協への払込総合計）以外に“コンビニ決済手数料 500円”がかかります。

実家から通学の方

基 本
プラン
基 本
プラン

プレミアム
プラン
プレミアム
プラン

FF GG

9,450円

29,200円29,200円16,200円16,200円

14,400円

1,800円

13,000円
（5口）

10,000円
（10口）

14,400円

1,800円

10,000円
（10口）

26,200円26,200円
（16,200円）（16,200円） （38,650円）（38,650円）

48,650円48,650円32,900円32,900円
（22,900円）（22,900円） （42,750円）（42,750円）

52,750円52,750円
（　　　　円）（　　　　円）

円円

一人暮らしの方 それ以外の方

1口   2,600円／2口   5,200円
3口   7,800円／4口 10,400円
5口 13,000円

or

基 本
プラン
基 本
プラン

プレミアム
プラン
プレミアム
プラン

組み合わせ
プラン
組み合わせ
プラン

HH II JJ

1,800円

9,450円

35,900円35,900円22,900円22,900円

14,400円

13,000円
（5口）

10,000円
（10口）

14,400円

8,500円 8,500円

10,000円
（10口）

9,450円

円円

14,400円

8,500円

10,000円
（10口）

32,900円32,900円
（22,900円）（22,900円） （45,350円）（45,350円）

55,350円55,350円
（　　　　円）（　　　　円）

円円

加入プラン

１年間の掛金
２年目からは口座振替

１年間の保険料
２年目からは口座振替

１年間の保険料
２年目からは口座振替アパートや大学寮などで一人暮らしの方のみがご加入いただけます。

学資費用の必要に応じて
最大15口まで加入できます。

実家から通学の方、または、一人暮らしの方で他の火災保険に加入済みの方がご加入いただけます。

生協への払込総合計

共済掛金・保険料計（②＋③＋④）

就学費用保障保険（19W）

学生生活110番

学生賠償
責任保険
示談交渉サービス付

一人暮らし特約あり（19HK）

一人暮らし特約なし（19H）

学生総合共済 生命共済（BF）

生協加入出資金 ご卒業時に返還いたします

卒業予定年までの
一括払い

２年目からは口座振替

2024年卒業予定で
4年間在学の方の1年目の保険料

※1

すでに生協にご加入済みの方は不要です。

※1

※1  1口あたりの保険料・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をご確認ください。

学生本人の病気やケガを国内・海外を問わず
24時間365日保障します。

扶養者に「万が一」のことがあっても
学業を継続するための学資費用を保障します。

他人に迷惑をかけた場合の賠償責任を幅広く保障します。

他人への賠償責任と合わせて、火災・水もれなどでの
家財損害や盗難などの場合に保障します。

住まいや自転車での「今、困った」を解決するサービスです。

（　 ）内は生協にご加入済みの方の払込総合計です。
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東洋大生の病気・ケガ

※2018年度までの保障制度により支払われた給付事例です。
　2020年度は保障内容が異なります。「2020年度版 大学生協の学生総合共済」パンフレットをご覧ください。

全国では昨年１年間で大学生に44,656件、約34億484万円（生命共済）が給付されました。

東洋大学生の病気・ケガ等の給付状況

給付を受けた東洋大生の声「たすけあいアンケート」より

4年間で東洋大生に
1,923件、1億5,942.4万円の給付がありました。

1,923件
1億5,942.4万円

共済担当者よりひとこと・・・

※2015年4月～2018年3月

こんなにたくさん！？
学生生活に潜むリスクのいろいろ。

学生総合共済の支払事例

6：30  自宅で病気
朝起きたら呼吸が苦しかった。自然気胸

※下記支払事例は2019年度に支払われた事例です。2018年度までと2019年度の保障制度により支払われた事例が混在しています。
※2020年度は保障内容が異なります。保障内容については「2020年度版 大学生協の学生総合共済」パンフレットをご覧ください。

入院６日、手術１回

110,000円支　払
共済金

入院31日

310,000円支　払
共済金

8：30  自転車で通学中にケガ
自転車で通学中、正面から来た自転車と衝突。
左鎖骨骨折・左目の上と頬の裂傷

通院14日、固定具使用あり

48,000円

21：00  夜に病気
就活が始まり疲れが出て風邪をひき
高熱が出た。肺炎

入院２日

20,000円

支　払
共済金

2：00  こころの病
ストレスや不安が少しずつ大きくなって食欲が
なくなっていった。夜も眠れない状況が続いた。
睡眠障害・食欲不振・不安症状

こころの早期対応保障

10,000円支　払
共済金

入院４日

40,000円支　払
共済金

11：00  授業中のケガ
授業でバスケをしていた時、相手の足に乗ってしまい
足首を捻った。左足首靭帯損傷

通院３日

6,000円支　払
共済金

14：00  授業中のケガ
課題製作中、カッターで指を切った。
左手人差し指・親指切り傷

通院４日

8,000円支　払
共済金

18：00  友人宅でケガ
友人宅でカレーを作っていて
鍋をひっくり返した。右手首の火傷

通院４日

8,000円支　払
共済金

20：00  アルバイト中のケガ
スイミングスクールのアルバイト中、
ドアを引いた際、足の親指の爪が剥がれた。

通院１日

2,000円支　払
共済金

支　払
共済金

23：00  夜に病気
授業の課題や研究に加え、アルバイトやサークル活動等で忙しく
高熱が出た。急性咽頭炎

入院９日

90,000円支　払
共済金

17：00  スポーツ中のケガ
サッカーの試合で走行中、膝を捻った。
左膝前十字靱帯断裂

入院22日、手術１回、通院19日、
固定具使用あり

350,000円支　払
共済金

帰省中の病気
帰省中、風邪からの過剰なアレルギー反応。
IGA血管炎

入院50日、手術１回

550,000円支　払
共済金

長期休暇中のケガ
北海道でスノーボードしている時、
立木に衝突。左大腿骨骨幹部骨折

海外旅行中のケガ
タイ旅行中、歩道で転倒し擦傷。
その後高熱が出て患部が腫れた。
右足膝下内側擦傷

生協加入とあわせて「安心」への備えを
健康で安心な大学生活をおくるための保障制度

学生総合共済（生命共済）2 BF

病気入院
411件  47,470,000円

病気手術
211件  11,250,000円

事故入院
146件  16,550,000円

事故手術
127件  6,900,000円

父母扶養者死亡
70件  13,400,000円

扶養者事故死亡
47件  19,900,000円

本人死亡
3件  5,000,000円

後遺障がい
3件  7,020,000円

事故通院・固定具使用
905件  31,934,000円
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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。

共済加入者のための安心サポート 学生生活無料健康相談テレホン

※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。

看護師・保健師・管理栄養士ヘルスアドバイザー

臨床心理士などメンタルヘルス

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・歯科

専門の相談員がお答えします

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、生活をしている上で困ったことの解決をお
手伝いします。

保護者の方も
ご利用できます

無料

24時間
365日

学生総合共済は定額保障になっています。入院費用のほか、身の回り品やタクシー代など医
療費以外にもさまざまな費用がかかります。また、アルバイトに行けないため収入面にも影
響します。

相談や申請は簡単？

こころの病で入院された場合、入院が長期化し、大学に復帰できずに退学するケースが
少なくありません。
こころの病の重篤化を防ぐために、早期対応の保障を設けました。

学内にある生協本部事務室でご本人が相談・申請できますので、授業のない空き時間にお
越しください。
必要書類や記入方法について丁寧にご説明いたしますので、学生本人でも申請が簡単です。

その他のサービスは？
学生生活無料健康相談テレホンを設置しています。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。
24時間365日対応しておりますので、対面では相談しにくい内容でも時間帯に関係なく
安心してご利用いただけます。

■生命共済
毎日を健康に過ごせることが1番ですが、健康に自信がある方も予期せぬ事態に遭うことも
あります。大学生活は今までより行動範囲が広がり、環境も変わります。それに伴ってリスク
も格段に増します。
給付を受けた方の多くが、「まさか自分が･･･」とおっしゃられています。

■学生賠償責任保険
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、実験や実習中に発生した
加害事故、インターンシップ中やアルバイト中の賠償事故に対応しています。

■学生賠償責任保険（一人暮らし特約あり）
火災、破裂、水もれ時だけでなく、被保険者の過失により借用住宅を破損し、貸主に対する
法律上の賠償責任を負った場合に保障します。
借家人賠償責任保障の示談交渉サービス付のため、安心です。

■学生生活110番

学生生活のさまざまな悩み・トラブルに
対して相談・各種機関の窓口紹介、トラ
ブル出動サポートを提供しています。

保護者の方が同居されている場合、学生
本人が対応しなければならないことは少
なくなりますが、実家から通学されてい
る方でも保護者の方不在時や、経年劣
化による水回りトラブルなどの際に、ご
利用いただいております。

■就学費用保障保険
大学に納付する授業料、実験・実習費、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代（口数に関わらず
年間10万円程度）などです。

学部よって納付金が異なりますでの、入学金を除く納付金を目安におすすめ口数を
設定しました。

文学部／経済学部／経営学部／法学部／
社会学部／国際観光学部／
ライフデザイン学部（生活支援・健康スポーツ）

国際学部／情報連携学部／
ライフデザイン学部（人間環境デザイン）／
理工学部／総合情報学部／生命科学部／
食環境科学部　　

イブニングコース

自転車事故の賠償で1億円を超える判例や2億円を超える係争事例も発生しています。
もしもの際に高額な賠償が必要になったとしても学業継続ができるよう限度額を設定
しました。

被害者との示談交渉は精神的にも大変大きな負担となります。国内での賠償事故の際、
被保険者に代わって保険会社が被害者と折衝し解決します。

学生本人とって保護者の方が同居されている安心感は絶大ですが、病気やケガ、他人への
賠償責任などのリスクは、一人暮らしの方と変わりません。

学生総合共済は病気やケガに手厚い大学生向きの保障内容となっています。他の保険か
ら保険金が支払われた場合でも、学生総合共済（生命共済）の共済金は減額されません。
他の保険と合わせてより手厚い保険となります。
学生総合共済は学業継続への影響が大きな長期入院（地震・津波や危険なスポーツによ
るケガ、精神疾患による入院含む）や扶養者の万が一の場合の保障もあります。

100万円前後のため４口

120～130万円前後のため５口

50万円程度のため２口

給付を受けた東洋大生の声 ＞＞
「たすけあいアンケート」より　　　

給付を受けた東洋大生の声 ＞＞
「たすけあいアンケート」より　　　

こころの病への保障は必要？

入院保障は実費の方がいいのでは？

他の保険に入っているから大丈夫。

実家だから大丈夫。

健康だから大丈夫。

自宅生でも必要？

どんな時に保障されるの？

賠償責任保障で3億円も必要？

示談交渉は大変？

借家人賠償責任保障って何？

学資費用の保障とは？

おすすめ口数は？

サービス内容は？

よくある質問 ？
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イブニングコース
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100万円前後のため４口

120～130万円前後のため５口

50万円程度のため２口

給付を受けた東洋大生の声 ＞＞
「たすけあいアンケート」より　　　

給付を受けた東洋大生の声 ＞＞
「たすけあいアンケート」より　　　

こころの病への保障は必要？

入院保障は実費の方がいいのでは？

他の保険に入っているから大丈夫。

実家だから大丈夫。

健康だから大丈夫。

自宅生でも必要？

どんな時に保障されるの？

賠償責任保障で3億円も必要？

示談交渉は大変？

借家人賠償責任保障って何？

学資費用の保障とは？

おすすめ口数は？

サービス内容は？

よくある質問 ？
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コンビニでお支払完了後に生協より
印刷した加入申込書をお送りします。
到着後、預金口座振替依頼書にご
記入・捺印の上、同封の返信封筒に
てお送りください。

1 プランを選ぶ 実家から通学の方
● 基本プラン
● プレミアムプラン

● 基本プラン
● プレミアムプラン

一人暮らしの方

2 Web+コンビニ払い
次の方は　  のWeb申込をご利用いただけません。
生協にお問い合わせください。注意

生協加入のみ（Web申込＋現金店頭払い）
の方は、P12をご覧ください。

生協・共済・保険 加入
Web申込＋コンビニ払い

生協加入のみ
Web申込＋コンビニ払い

5加入申込書の返送 5お支払い後について

コンビニでお支払完了後、組合員証引換証の
印刷手順を行ってください。
※コンビニでお支払後の領収書は大切に保管してくだ
さい。コンビニ領収書は生協加入受付所にて組合
員証と交換で必要になります。

郵 送

見本

※実際の書類と違う場合があります。

※コンビニでお支払後の領収書は
大切に保管してください。コン
ビニ領収書は生協加入受付所に
て組合員証と交換で必要になり
ます。

①共済・保険をお申し込みの方 ②左記以外の方

「新入生応援サイト2020」でご自身が設定したメールアドレス、パスワードを
入力し、ログインしてください。

クリックして、組合員証引換証を印刷

「印刷した組合員証引換証」と「コンビニ払
いの領収証」を加入窓口へご持参ください。

組合員証とお引換いたします。
教科書購入の際に、組合員証のご呈示が必
要になります。
組合員証が無いと割引を受けられませんの
で、教科書購入前に引換手続きをオススメ
いたします。

6
6-1
組合員証の引換え（コンビニにてお支払い後）

※教科書購入時にも組合員証呈示が必要ですので、手続きもれがないよう
　早めにご加入をお願いします。

※Web等で申し込みが出来ない方は加入受付場所にお越しください。

組合員証

東洋大学生活協同組合

学部 学科

学籍番号

氏名

年　　月　　日発行

6-2

6-3

https://toyocoop.jp/admission/
ここを
クリック！
ここを
クリック！

ここを
クリック！
ここを
クリック！

3申込みフォームに入力まずは、東洋大生協ホームページの新入生サポートバナーから、
Web生協・共済申込フォームへアクセスして入力してください。

4コンビニ支払いWeb申込時に選択したコンビニでお支払いください。
各コンビニで支払い方法が違いますので、詳しくはWeb申込フォームでご確認ください。
※お支払い金額にはコンビニ決済手数料500円が含まれます。

ここをクリック！

新入生応援サイトの
ページが開きます

新入生・推薦生・受験生の方

2020

2020

お申込み後、72時間以内に
お支払いください。

■35歳以上の方、在学中に35歳になる方、院生・留学生・編入生の方、扶養を受けない方

Mail：info@toyocoop.jpお問い合わせ

https://toyocoop.jp/
東洋大生協 検 索

加入手続き方法

ここに入力！ここに入力！

※京北高校からの内部進学生の方はWeb申込みをご利用いただけません。生協窓口までお問い合わせください。
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2020年度2020年度 重 要新入生・保護者のみなさまへ　必ずご覧ください。

東洋大学生活協同組合
https://toyocoop.jp

お問合せ先（メ－ル）

このパンフレットと
一緒にご覧ください

生協・共済等 加入手続きは4月29日（水）までにお済ませください
※掛金・保険料は2020年4月29日までに払込んだ場合の金額です。
※期日を過ぎても申込みはできますが金額が変更になりますので、必ずお問い合わせください。

1 2 3
加入
手続きは

4つのステップ

Web申込＋コンビニ払い
生協HPで

フォームに入力
加入申込書の

返送
（共済・保険に申込みの場合） 4 組合員証の

引換
コンビニで
お支払い

■生協加入 ■生命共済 
■学生賠償責任保険（一人暮らし特約なし・あり）
■就学費用保障保険　■学生生活110番

 

大学生には大学生協の保障制度

あわせておすすめする保険のご案内

東洋大学生活協同組合 個人情報保護方針・定款は、
生協のホ－ムペ－ジに全文掲載しています。是非ご覧ください。 https://toyocoop.jp/

■ 個人情報保護方針・定款

東洋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。

■ 学生総合共済普及活動にあたって

厚生労働大臣認可

生協加入のみ Web申込＋現金店頭払い

1

2

3

4

申込みフォームへアクセス

まずは、東洋大学生協ホームページの
「生協・共済」バナーからアクセスしてください。

生協加入のページでは、「生協加入手続へ」をクリック

https://toyocoop.jp/
東洋大生協 検 索

WEB利用登録に続いて、
生協加入申込みを行ってください。

「ご利用規約」と「with naviご利用規約」に
ご同意頂き、WEB利用登録を行ってください。

Web申込みフォームに入力

MYページから
生協加入申込書を印刷してください。

生協加入申込書の印刷

「印刷した生協加入申込書」と出資金10口10,000円を各キャンパスの
加入窓口へご持参ください。組合員証とお引換いたします。

加入窓口にて現金払い

承認番号 20-3109-01-20200312

組合員証

東洋大学生活協同組合

学部 学科

学籍番号

氏名

年　　月　　日発行

ここを
クリック！
ここを
クリック！

ここを
クリック！
ここを
クリック！

ここを
クリック！
ここを
クリック！

ここを
クリック！
ここを
クリック！

Mail : info@toyocoop.jp
※お問合せの際には、氏名・連絡先（電話番号）および件名に「生協・共済加入について」と明記をお願いいたします。

理事長ご挨拶

東洋大学生活協同組合

理事長 紀　葉 子
（社会学部 社会学科 教授）

　みなさん、こんにちは。
　受験勉強から解放されると大学生活に向けて準備を進めることになりますね。大学生になると、中学、高校の生徒で
あった時よりもずっと自律的に振る舞うことが求められるようになります。決められた時間割に沿って学習するのではな
く、自分で時間割を組み立てて主体的に学ぶことから大学生としての授業が始まるように自由の範囲が広がります。自
由という言葉に決まりごとが多い高校生活から解き放たれてときめく胸に不安の棘がちくりと刺さることもあるのでは
ないでしょうか。「大学生活に必要なもの、ちゃんと揃っているかな？」　そんなみなさんの不安の解消のお役に立てる
のが東洋大学生活協同組合（生協）です。
　スマートフォンというデバイスとともに成長してきたみなさんにとってパソコンは不要に思われるかもしれませんが、
学生生活、就職活動、その先の就労環境においてパソコン操作が求められる場面は少なくありません。大学生活に必
要な機能を備えたパソコンを推奨させていただいていおります。また、教科書をはじめとする書籍やレポート作成等で
必要となる文具類の販売を通してみなさんの学修を支えるとともに、TOEICやTOEFLをはじめとした各種資格試験の
申し込みや運転免許を取得するための教習所、卒業式の晴れ着である袴のレンタルの窓口も生協が担っています。みな
さんの大学生活全般に寄り添いながら生き生きと輝くためのお手伝いをさせて頂く生協でありたいと創意工夫を重ね
ています。
　また大学生協の保障制度として生命共済だけでなく、学生賠償責任保険や就学費用保障保険など、トータルで学生
生活をサポートしています。
　生協は学生、教員、職員の出資によって運営されています。みなさんから入学時にお預かりする出資金は卒業時にお
返しいたしますので、入学準備期間は何かと物入りとは存じますが、生協に加入して、大学生活を支える輪として手を
繋いでゆきましょう。

生 協 加 入
学 生 総 合 共 済

※京北高校からの内部進学生の方は
　Web申込みをご利用いただけません。
　生協窓口までお問い合わせください。


