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全国大学生協共済生活協同組合連合会 株式会社 大学生協保険サービス
取扱代理店

大学生協の学生総合共済のスマホ向けアプリ スマートフォン
専用サイト

大学生には大学生協の共済・保険

どなたでも無料でご利用いただけます
ダウンロードは

こちらから

新入生・保護者の皆さまへ

大学生協  共済 検 索

2017年度版

全国大学生協共済生活協同組合連合会

お問い合わせは

厚生労働大臣認可

学生どうしの
たすけあいの保障制度

大学生協の学生総合共済
生命共済 火災共済 学生賠償責任保険 扶養者死亡保障保険

タヌロー
学生総合共済の
マスコットです。

はケガでも病気でも生命共済
入院日額10,000円を200日まで保障

1ヵ月あたり約 1,067円（生命共済）
で学生本人の病気・ケガを保障

こころの病による入院も保障
学内の生協で手続き・相談が

できるから安心

各大学生協の窓口まで

加入資格や加入プランなどの
手続きに関することは

大学生協の共済・保険へのご加入を検討し、
保障内容について詳しくお知りになりたい方は
大学生協 共済・保険サポートダイヤルまで

【平日】9:40～17:30　【土曜】9:40～13:00

【日祝】休業　＊12/28（水）～1/4（水）】休業
受付
時間

受付
時間

【学生総合共済 取り扱い生協一覧】 
http://kyosai.univcoop.or.jp/faq/list.html
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加入手続きについてのお問い合わせは

大学生協 共済・保険サポートダイヤル 0120-335-770

【掛金】 【保険料】
（一括払保険料）

学生賠償責任
保険

保障
保険扶養者死亡

1,780円
3,120円
4,470円
5,800円
7,150円
8,070円

◆学生賠償責任保険および扶養者死亡保障保険の保険料は2017年4月29日までに加入の場合の保険料です。
学生賠償責任保険については30%の団体割引が適用されます。保険料はご加入いただいた被保険者の人数に従った割引率で決定されますので、募集の結果上記
と異なる保険料に変更される場合があります。この場合、保険料を割引率に応じた金額とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。（施設・生産物賠償責任
保険を除きます。）

930円
3,510円
7,570円
13,000円
19,640円
27,360円

卒業予定年
2018年卒業

（1年間のみ通学）
2019年卒業

（短大生・院生・編入生など）

2020年卒業
（高校生・博士課程など）

2021年卒業
（学部生／4年間）
2022年卒業

（高等専門学校生など）
2023年卒業

（医・歯・薬・獣医系の学生など）

（              ）

※生命共済の掛金は34歳までの方の掛金です。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、掛金・保障内容が異なります。お問い合
わせは下記へお願いします。
※生命共済および火災共済の1年目の掛金は、ゆうちょ銀行（郵便局）等でお払込みください。2年目以降の掛金支払いは口座振替となります。
※扶養者死亡保障保険は最大9口まで加入できます。
※学生賠償責任保険は、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、三井住友海上火災保険株式会社（幹事）と締結する団体契約の保険です。
※扶養者死亡保障保険は、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、共栄火災海上保険株式会社（幹事）と締結する団体契約の保険です。

一括払保険料
1口加入の場合

1年間

2年間

3年間

4年間

5年間

6年間

1年間

2年間

3年間

4年間

5年間

6年間

（1年間の掛金）生命共済
12,800円

（1年間の掛金）火災共済
円2,000

KW

AF

0120-335-770

大学生には大学生協の共済・保険

保障内容についてのお問い合わせは

2/11（土）～4/17（月）は
受付時間を延長します。
また、日曜・祝日も受付します。

【平日】 9:00～19:00
【土日祝】9:00～17:00

は生命共済生命共済

あわせておすすめする保険

※全国大学生協共済生活協同組合連合会のホームページ内「よくいただくご質問」もあわせてご覧ください。
http://kyosai.univcoop.or.jp/

大学生協だからできる少ない掛金＋保険料で充実した保障
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学生本人の病気・ケガに備えるなら…

1回につき

50,000円
600万円～
540万円

日額

2,000円
通院保障
通院のみ、または入院・通院あわせて5日以上の場合

（例えば、入院2日、通院3日など）
1日目から90日まで保障

●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・後遺障害・死亡（新規契約申込み後1年を経過
したものを除く）

●保障開始日より前に発生した事故によるケガの入院・通院など
※詳しくは、保障のあらまし「生命共済」をご覧ください。

下記のような場合、共済金はお支払いできません。

生命共済
掛金は年払い

 1年間の掛金 12,800円

1回につき

50,000円

火災共済 KW

掛金は年払い

 1年間の掛金  2,000円

事
故・ケ
ガ

本
人
の
死
亡
父
母・扶
養
者
の
死
亡

下記のような場合、共済金はお支払いできません。

他人への賠償に備えるなら…

●自動車・バイク（原付を含む）による第三者への賠償責任
●スポーツ（通常のルールの範囲）における参加者間の賠償

責任（法律上の賠償責任自体が発生しない場合）
●大学の管理責任下での賠償責任（法律上、学生個人に責任

がない場合）
●借用戸室の損壊について貸主に対する賠償責任 ……など

下記のような場合、保険金はお支払いできません。

16H責任
保険

日常生活個人賠償責任補償特約および受託品補償拡大型一部
変更特約付帯学生・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）・
共栄火災海上保険株式会社（非幹事）

学生賠償

※保険料について、卒業予定年が異なる場合等は
　P19をご覧ください。

まで
1,200万円

20万円
臨時費用
家財が全損（全焼・全壊）のとき臨時費用としてお支払い

盗難現金保障
借用戸室内の現金などが盗まれたときに保障 10万円

まで

加入者の借用戸室の敷地内に併設された専用の駐輪
場所に施錠保管していた被共済者所有の常用自転車
※専用の駐輪場所とは、貸主（大家）が認めた設置・管理する場所

15万円
まで

（自己負担5,000円）
※P8保障のあらまし参照。

3万円まで再取得価額

まで
50万円借用戸室内の家財が盗まれたり、壊されたり、

汚されたときに保障

水もれで、
自室の床を

ぬらしてしまった

部屋に泥棒が
入ってパソコンを
盗まれてしまった

日額

10,000円
入院保障
入院1日目から200日まで保障
こころの病気入院や女性特有の病気入院も保障
手術保障
検査・抜歯・視力回復術など対象に
ならないものもあります

日額

10,000円

200万円

一括または分割で 

500万円

20万円

病気・事故による死亡

父母扶養者死亡特約
病気・事故を問わず保障

100万円

扶養者事故死亡特約
事故による死亡のみ保障

一人暮らしで
栄養が偏ったり
不規則な生活で
肺炎に…

クラブ活動で
転倒して足を

骨折してしまった…

●欠陥、腐食、さび、かび、その他の自然の消耗などを原因とする借用戸
室の損壊・汚損

●通学途上で財布を盗まれたような借用戸室外での盗難事故、借用戸室
内であっても他人から預かっていた物の盗難事故など

●壁や床などをキズつけた場合や借用している設備等を壊した場合
●地震、噴火、これらによる津波の損害　
※詳しくは、保障のあらまし「火災共済」をご覧ください。

共済は少ない掛金で充実した保障共済は少ない掛金で充実した保障共済は少ない掛金で充実した保障共済は少ない掛金で充実した保障
●大学生協の学生組合員が加入できます。　●P7～P8の「保障のあらまし」も必ずご一読ください。●大学生協の学生組合員が加入できます。　●P7～P8の「保障のあらまし」も必ずご一読ください。

あわせておすすめする保険あわせておすすめする保険あわせておすすめする保険あわせておすすめする保険
●大学生協の学生組合員が加入できます。　●P9～P12の「制度のあらまし」も必ずご一読ください。●大学生協の学生組合員が加入できます。　●P9～P12の「制度のあらまし」も必ずご一読ください。

（1口加入の場合）

健康状態や職業・職種によって
加入の制限はありません。

過去の病歴や職業の告知はござ
いませんが、保障開始前に発病し
ていた病気や事故の後遺障害な
どが原因で亡くなられた場合は、
保険金のお支払いはできません。

実際に負担された
学資費用を

◆最大９口までご加入いただけます。学生ご本人の学資費用に応じて加入をご検討ください。

この保険はご加入に際して、扶養者の方の「健康状態についての告知」は不要としています。2017年3
月31日までに保険加入申込み（保険料払込み）された方の保障が開始されるのは2017年4月1日（保
険責任開始日）で、その保険責任開始日以降に発病した病気やケガによって扶養者の方が死亡（ケガの
場合は、重度後遺障害を含みます。）した場合に、ご加入者の学資費用を保険金額を上限にお支払いす
る保険です。したがいまして、保険責任開始日前に発病していた病気が原因で扶養者の方が死亡され
た場合は保険金をお支払いできません。ただし、扶養者の方が死亡した時がこの保険契約の保険責任
開始日からその日を含めて２年を経過した日の翌日以降である場合には、保険金をお支払いします。

始期前発病について（始期前発病とは、保険責任開始日前に発病した疾病をいいます。）

【保障のイメージ】
※4年間1口加入の場合
保障は2017年4月1日から始
まります。（3月31日までに加
入申込みをされた方）初年度に
扶養者がお亡くなりになられ
た場合は、お亡くなりになられ
た日の翌日以降に支払った学
資費用について、保障されます。

初 年 度 の 6 月 に 扶 養 者 が 死 亡した 場 合例

毎年38.7万円を上限に実際に負担された学資費用を保障
保 険 期 間

ケガによりご加入者が亡くなられた場合
ご加入者（被保険者）の法定相続人へお支払い

事故で重度後遺障害を
被った後に発生し、負担された
学資費用も保障します。

38万7,000円

学資費用とは
●在学期間中に大学

に納付する授業料・
実験・実習費など

●大学の講義に必須
である教科書・教材
などの購入費用

10万円

扶養者のもしもに備えるなら…

救援者・捜索救助費用
ご加入者（被保険者）が搭乗している航空機や船舶が遭難した場合や、保険期間
中に住宅外において被ったケガ、または保険期間中に発病し医師の治療を開始
した疾病を直接の原因として継続して3日以上入院した場合等に、100万円を限
度として救援者が負担した捜索救助費用や交通費、宿泊料等をお支払いします。

年間 最高

100万円まで

扶養者が病気や事故により亡くなられた後に発生し、
負担された学資費用を保障します。

扶養者死亡 16W

13,000円

保障
保険

学業費用補償特約・疾病による学業費用補償特約付帯こ
ども総合保険 
引受保険会社：共栄火災海上保険株式会社（幹事）・
損害保険ジャパン日本興亜株式会社（非幹事）・
東京海上日動火災保険株式会社（非幹事）

保険料は
卒業予定年まで

一括払い

※保険料について、卒業予定年が異なる場合等は
　P19をご覧ください。
※取り扱っていない大学生協もございます。

1年間 最高 

まで

●保障開始前に既に負担していた（払込みが終了した）学資費用
●扶養者が病気、事故※で亡くなられる前に既に負担していた学資費用
●扶養者が死亡した時に、ご加入者（被保険者）が扶養されていない場合
●扶養者が保険始期前に発病した病気や事故※により亡くなられた場合（注）
※事故の場合は、重度後遺障害を含みます。

（注）詳しくは右記「始期前発病について」をご覧ください。

下記のような場合、保険金はお支払いできません。

後期授業料など
38.7万円
まで保障

1年生
授業料など
38.7万円
まで保障

2年生
授業料など
38.7万円
まで保障

3年生
授業料など
38.7万円
まで保障

4年生

（1口加入の場合）

（1口加入の場合）

示談交渉サービス付き
（国内での賠償事故）

示談交渉サービスとは、この保険
の被保険者が加害者となったと
き、被害者の同意を得て被保険
者に代わって保険会社が被害者
と折衝し解決するサービスです。
※示談交渉をお引き受けできな
い場合もありますので、詳しくは
大学生協共済・保険サポートダイ
ヤルまでお問い合わせください。

○自転車で歩行者にぶつかりケガをさせた。
○スキーで衝突して相手が骨折し、入院した。
（相手が20日間以上入院された場合には、別
途、臨時費用保険金をお支払いします。）

○借用戸室で水もれを起こして、階下の人の家
財に損害を与えた。

○教育実習中、誤って生徒にケガをさせた。

○インターンシップ（就業体験）中、就業体験先
から借りたパソコンを床に落として壊した。

その他、臨時費用はP9、10参照
○サッカーの試合中、転倒時に相手の足を骨折させたた

め、見舞い時にお見舞品を渡した。

他人に対するお見舞い
（被害者のケガの程度によります）

ケガにより加入者本人が亡くなられた場合
加入者（被保険者）の法定相続人へお支払い

10万円

被害者1名につき 最高

（1事故につき最高100万円まで）

※P9参照

50万円まで

最高 1事故2億円まで

他人に対する賠償責任

他人から借用したものに
対する賠償責任

〈支払限度額または保険金額〉

正課の講義等で受託した
情報機器等の記録情報の事故は
500万円を限度とします。

年間 最高

500万円 まで
他人のプライバシー侵害や
名誉毀（き）損に対する賠償責任

日
常
生
活（
正
課
の
講
義
等
を
含
む
）に
お
け
る

賠
償
事
故﹇
国
内・
国
外
﹈

正
課
の
講
義
等
に
お
け
る
賠
償
事
故

（
人
格
権
侵
害
）・費
用
損
害﹇
国
内・
国
外
﹈

AF

※水もれによる階下の人の家財への賠償は火災共済では保障されないので「学生賠償責任保険」とぜひあわせてご加入ください。

一人暮らしの危険に備えるなら…

病 

気

後遺障害保障
病気による後遺障害は1～3級の
重度障害について保障

入院保障
入院1日目から200日まで保障

2日で 2,000円
固定具使用期間
入院日および通院日を除いた
固定日数2日を通院1日とみなします
手術保障
検査・傷口の縫合・抜歯など対象に
ならないものもあります

600万円～
24万円

後遺障害保障
事故による後遺障害は1～14級について保障

その他の死亡 
病気や不慮の事故以外の原因により亡くなられた場合

クラブ活動でケガをさせて
しまった友人のお見舞いに…

自転車で走行中、
歩行者と接触しケガを
させてしまった…

4年間の保険料

まで
300万円

盗
難
保
障

賠
償
保
障

家
財
の
火
災・水
ぬ
れ・風
水
害
な
ど

火災 破裂・爆発 水もれ 凍結による破裂
借家人賠償責任保障
加入者の過失により火災や給排水設備等から水もれ
事故を起こし借用戸室に損害を与え、貸主（大家）に
対し法律上の損害賠償責任を負担する場合に保障

家財の保障
火災・落雷・風水害などにより加入者の家財が損害を
受けた場合に保障
※修理可能なものは修理費用を保障します

火災 落雷 破裂・爆発 水ぬれ 風水害

盗難借用戸室修理費用保障
盗難で借用戸室の窓ガラスやカギを壊され、
修理代を負担しなければならないときに保障

病気やケガを24時間、学内外・国内・海外を問わず保障しま
す。地震・噴火・津波によるケガも保障。

アパート・寮などで一人暮らしをする学生の借家人賠償責任
保障と火災・盗難等による家財の損害を保障します。
※国内のみの保障です。 
※自宅や持家から通学される方はご契約いただけません。

4年間の保険料・1口加入
2017年4月29日までに加入の場合

保険料は
卒業予定年まで

一括払い

2017年4月29日までに加入の場合

5,800円

自転車盗難保障（原付は対象外）

盗難家財保障

扶養者が病気や事故で
亡くなられた場合学資費用を

保障

年間 最高

500万円 まで

医療関連実習等で発生した事故に伴う
感染予防措置・治療に要した費用

（感染事故損害防止費用）
○臨床実習中に患者に使用した注射針を
　誤って自分に刺して感染してしまい、
　他人への感染のおそれが発生したため、
　自身の感染の治療を行った。
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学生生活の様々なリスクに

で備えると保険保険共済
大学生協の

「加入していて良かった！」という声が、
 たくさん寄せられています！

加入者の Member’s Voice

●病気での給付 　　　    35,240,000円

●事故（ケガ）での給付    25,701,910円

声

「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、精神障害による入院含む）や扶養
者の万が一の場合の保障もあります。また、治療実費を保障するのではなく、入院等の事実に基づいた定額での保障です。入院・通
院した場合、食事代やタクシー代など医療費以外の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等、収入面での不安
も広がります。そんな万が一に備え「卒業までの学業継続」を第一に考えた学生どうしのたすけあい制度です。ぜひご加入ください。

Q ほかの保険に入っているので生命共済は必要ないのでは？
A 他の保険から保険金が支払われても、生命共済への給付申請はできます。

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。
※病院にかかってい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。

専門の相談員がお答えします

ヘルスアドバイザー

専門医

メンタルヘルス

看護師・保健師・栄養士

臨床心理士など

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

人間関係や進路に関わる問題など、臨床心理士らのカウンセラー
が、じっくり悩みを受けとめます。

からだの健康相談（1回15分程度）

こころの健康相談（1回30分以内）

健康状態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。

24時間
365日
無料

つのワケ

1 少ない掛金で充実した保障
1ヵ月あたり約1,067円
1ヵ月あたり約167円

生命共済
火災共済

“学生どうしのたすけあい”

7
学生生活無料健康相談
テレホン
24 時間 365 日、からだとこころの健康に関する
悩みや不安についてご相談いただけます。

詳しくは下記へ

共済いいね！ と言われる

学生にぴったりの保障内容

3 ●病気も事故も入院1日目から200日まで
　保障

●死亡よりも入院･事故通院・後遺障害への
　保障を充実

24時間365日、国内・海外を
問わず保障2 生命共済
●通学中・アルバイト中も　●留学中や就活中も
●危険なスポーツでも

病気や事故にあわない
ための予防活動4 ●食生活相談・栄養相談　●自転車事故防止活動

●「やめよう！イッキ飲み」キャンペ ーン  など

5
アパート・寮など、一人暮らしに
必要な保障 火災共済

※国内のみの保障 
※水もれによる階下の方の家財への賠償責任保
　障は学生賠償責任保険の加入が必要です。

●火災や水もれ事故を起こし貸主（大家）さんから
　損害賠償を請求されたとき

●火災、水ぬれ、盗難などで家財が損壊した時

学内で共済についての相談
や申請手続きができる6 ●事故受付の相談・給付申請手続きはあなたの
　大学の生協窓口で
※インターカレッジコープで加入された方は
　お電話で手続きできます。

2015年4月～5月に病気や事故（ケガ）にあい、
給付を受けた新入生（全国：2015年10月までに給付）

入学後もすぐ給付が発生しています

「たすけあう気持ち」を制度化したのが学生総合共済です。
全国大学生活協同組合連合会 学生委員長  加藤 有貴（山梨大学）

　学生総合共済は、同じ世代の大学生がお互いの大学生活４年間を安心して過ごせるよ

うにできた「学業継続のためのたすけあい」の制度です。入院した友達のお見舞いに行

くこと、松葉杖の友達を手助けすること。そんな想いやりの気持ちが制度となり、今で

は全国68.3万人以上の大学生が学生総合共済を利用しています。「安心して大学生活を

送れるように」「学業を継続できるように」、そのための保障制度だからこそ、より多く

の仲間でたすけあうことが出来ています。大学生活を充実させるために、お互いを想い

やる気持ちを形にした学生総合共済。あなたもぜひ加入してみませんか？

急性虫垂炎で入院
帰省中、ムカムカするなど胃部に違和感、吐
き気で市販の整腸剤、胃薬を服用も改善され
ず、徐々に痛みが出てきました。原因はわか
りません。暑さまけ、夏バテと思っていました。

「まさか自分が…」のまさ
かはありました。費用の負
担も大変だったので助か
ります。

スポーツ中の事故
スキー場でスノーボードをしている時転倒して左
腕を骨折しました。
まさかの骨折でギプスの期間も長くなり、バイト
にも 4 カ月行けませんでした。共済からこのよう

に手厚い保障が受けられ
るとは思っていなくてと
ても助かりました。あり
がとうございます。

他室からの火災被害
他室から出火、自室の焼失は免れましたが、煙や「す
す」によって家財の買い替えやクリーニングをしなけ

ればなりませんでした。
今回の事故を通じ、たくさ
んの人々に助けられて自
分が生きていることを痛感
いたしました。今回の恩は
絶対に忘れません。

日常生活中の事故
バス降車後に背中から自転車に追突され、脳震
盪・顔面打撲・擦過傷などのケガをしました。
念のために加入した共済でしたが、まさか事故
に遭うとは思いませんでした。
共済の大切さやありがたみをす
ごく実感しました、ありがとうご
ざいました。
おかげさまで安心して学校に行
くことができました。

自転車 乗車中事故
介護実習の帰りに自転車で走行中、傘がタ
イヤに引っ掛かり転倒しました。前歯が欠け、
顔にすり傷を負いました。
まさか自分がケガをするとは思ってい
なかったので、万が一のこともあるこ
とを想定して入っておくべきだと思い
ます。本当にありがとうございました。

統合失調症
大学病院に通院し治療を行い、快方に
向かっていましたが幻覚や幻聴が出現
したため、入院となりました。
急な入院だったので入院用品の準備に
困惑、親も看護の為の交通費がかさみ、
大変でした。精神科への長期入院で入
院費もかなり高額になり、共済に加入
していて本当によかったと思いました。

7

SUPIC
SUPIC（スピック）
とは大学生協がお
すすめしている保
険の、マスコット
キャラクターです。
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68.3万人以上の加入者が、 仲間どうしでたすけあいの輪を広げています

大学生活の1年間で、16人に1人が共済金の給付を受けています。
※発生確率は2014.10～2015.9の共済金支払実績から算出

1年間で33億6,237万円、43,036件の 給付がありました

生命共済 給付実績
(2015年4月～2016年3月)

病気入院
8,265件

病気手術
4,155件

事故通院
22,150件

父母扶養者死亡
1,164件

扶養者事故死亡 
123件本人死亡

131件

事故入院
3,012件

後遺障害
125件

事故手術
2,501件

総件数
41,626件

自転車運転中の事故支払
事例1
自転車走行中、後方より車が来たので、路肩に寄っ
た際転倒しました。肝臓損傷、左手打撲のケガを負い
ました。

92,000円入院9日間 通院1日

卵巣腫瘍支払
事例2
自覚症状は、立ったり座ったりするだけで卵巣のあた
りが痛い、と思ったのがきっかけでした。

130,000円入院8日間 手術1回

自然気胸支払
事例4
サークルでテニスをしているときに右胸痛を自覚しま
した。

実習中事故による骨折支払
事例5
実験室で準備をしている時、実験機器の重りを足の
上に落として左第 2 趾開放骨折しました。

強迫性障害支払
事例3
パニック障害を発症していましたが、大学の勉強が
忙しくなるにつれ、今度は強迫性障害も併発するよう
になってしまいました。

100,000円入院10日間
(2015年4月～2016年3月)

学生賠償責任保険 支払実績

扶養者死亡保障保険の
支払実績 2015年度（2015年4月～2016年3月）

255件
約1億7,957万円

合計件数

合計金額

（      ＋        ）生命共済 火災共済

火災共済 給付実績
(2015年4月～2016年3月)

家財
115件

自転車盗難
116件

借家人賠償
329件

盗難保障
(自転車以外)
145件

総件数
705件

支払
事例 3
他室での出火により、住んでいた階全部が焼けた。

支払共済金　220,284円

支払共済金　202,600円

夏休みに実家に帰郷して、アパートに戻った所、部屋が
荒らされていました。アパートの 3F でしたが、ベランダか
ら窓ガラスを割って部屋に侵入されました。

支払
事例 1 盗難／家財・現金・戸室修理 支払保険金　864,276円

自転車で通学途中、横から出てきた歩行者と接触して
しまいました。相手はケガを負い、身に着けていた物の
損傷もありました。

支払
事例 1 自転車事故 （対人・対物）

火災による家財損害

自転車に乗るなら、自分自身の
ケガと相手への賠償に備えて
学生総合共済

学生賠償責任保険
+ に加入しよう！

約5億5,998万円

1,143件
自転車事故

199件
水もれ事故

434件
その他

30件
針刺し

4件
アルバイト中

22件
歩行中

77件
運動中

23件
本人死亡

61件
受託品

2,051 件

内訳
（件数）

58件
正課授業中

合計件数

自転車事故
多発！！

160,000円入院11日間 手術1回

62,000円通院20日間 固定日数22日

デング熱支払
事例7
海外留学中に蚊を通して感染と診断されました。

100,000円

急性胃腸炎支払
事例6
当日の朝から体がだるく、お昼頃から倦怠感、吐き気、
微熱等もあり、夜には腹痛も発症、夜間当番病院へ
行ったところ、急性胃腸炎と診断されました。

20,000円入 院2日間

入 院10日間

3,120,031円

1,695,251円

火災共済

学生賠償責任保険

支払
事例 2 洗濯機からの水もれ

共済金の支払

保険金の支払

アルバイトで留守中に、洗濯機の上の突っ張り棚がはず
れ洗濯機のホースと蛇口に当たった事により水が出っ放
しになり階下まで水もれしました。階下の住人から家財
が水浸しの通報があったため発覚しました。

1,195,200円

3,737,465円

火災共済

学生賠償責任保険

支払
事例 2 給排水設備からの水もれ

共済金の支払

保険金の支払

洗濯機の蛇口とホースをつなげる部分が外れ、階下に水
もれが発生し、建物に損害が生じました。
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※新入生（編入学・院入学を含む）の新規契約者に限り、入学月の前月の１日又は新規契約の申込みを承諾した日の翌日のいずれか遅い日から発効日の前日まで
の期間に火災共済の保障の対象となる事故が発生した場合には、共済期間中の事由とみなし、該当する共済金、費用を支払います。また、その期間における階
下への水もれなど、学生生活における、他人に対する賠償事故への備えもございます。（詳しくは、「大学生協の学生総合共済ホームページ」をご覧ください。）

盗
難
保
障

お支払いする共済金共済金をお支払いする場合 共済金をお支払いできない主な場合

火災共済保障のあらまし生命共済保障のあらまし
共済金をお支払いできない主な場合

（＊１）「不慮の事故」とは、急激かつ偶然な外因による事故、および「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
 法律」第６条第２項、第３項および第4項に定める感染症をいいます。

（＊2）「盗難事故」とは強盗もしくは窃盗または、それらの未遂をいいます。
（＊3）「ストーカー行為による損害」とは、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」に定める行為等により、借用戸室内の被共済者が所有する

財物（現金を含む）の損害、および借用戸室の破損、汚損、またはき損による損害をいい、「盗難事故」に含めます。
（＊4）「専用の駐輪場所」とは、借用戸室がある建物の敷地内に併設され、借用戸室の貸主が設置、管理し、居住者の駐輪を認めた場所のことをいいます。
（＊5）「原動機付自転車」とは、「道路運送車両法施行規則」に定める排気量１２５ｃｃ以下の二輪車および５０ｃｃ以下の三輪以上の車両とします。
※「契約者」、「被共済者」、「扶養者」の解説は、「学生総合共済の重要事項説明書」をご参照ください。

用語の解説

お支払いする共済金共済金をお支払いする場合

病
気  

入
院
保
障

病気入院保障共済金額に入院日数を乗じて病
気入院保障共済金を支払います。
※入院日数は、入院した日から医師が認定した退

院日までとします。
●病気入院保障共済金の支払は１事由の病気

につき200日限度です。ただし、同一事由によ
る入院が限度日数を超える場合、限度日数の
翌日から起算して160日を経過した後の入院に
ついては、新たに200日を限度とする病気入院
保障共済金を支払います。

●共済期間外の入院。
●契約のお申込み時に発病していた病気、告知

を行っていた病気による入院（新規契約申込
み後1年を経過したものを除く）。

●契約者の故意。
●被共済者の故意、重大な過失、犯罪行為、自

殺行為、私闘。
●頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）または腰

痛、背痛等で医学的他覚所見のないもの。
●健康保険および療養費の対象とならない入院。

契約のお申込み日の翌日以降に発病した病気を原因とし
て共済期間中に入院された場合、その共済期間中の入
院について病気入院保障共済金を支払います。

ご注意
●病気による通院は保障の対象ではありません。
●異なる病気により入院期間が重複する場合は、その

期間については重複して共済金を支払いません。
●病気による入院期間と事故による入院期間が重複

する場合は、重複して共済金を支払いません。

病
気 

後
遺
障
害
保
障

短期生命共済事業規約に定める別表第１「後
遺障害等級別支払割合表」の1級から3級の後
遺障害が生じた場合は、その等級に応じて「病
気重度後遺障害保障共済金額」の100%から
90%を支払います。

●共済期間外に生じた病気重度後遺障害。
●契約のお申込み時に発病していた病気、告知

を行っていた病気による後遺障害（新規契約
申込み後1年を経過したものを除く）。

●契約者の故意。
●被共済者の故意、重大な過失、犯罪行為、自

殺行為、私闘。

契約のお申込み日の翌日以降に発病した病気を原因
として共済期間中に後遺障害が生じた場合、病気重
度後遺障害保障共済金を支払います。

ご注意
●ご契約時にすでに後遺障害の状態にあった被共済

者が、共済期間中に同一部位に加重して障害を
負った場合は、所定の金額を後遺障害保障共済金
より差し引いて支払います。

事
故  

入
院
保
障

共済期間中に発生した不慮の事故（＊1）を直接の原因
としてケガをし、事故の日から180日以内に入院された
場合は、共済期間中の入院に対して、事故入院保障
共済金を支払います。

ご注意
●異なる事故により入院期間が重複する場合は、その

期間については重複して共済金を支払いません。
●病気による入院期間と事故による入院期間が重複

する場合は、重複して共済金を支払いません。

●共済期間外に発生した不慮の事故（＊1）によ
る入院。

●契約者の故意。
●被共済者の故意、重大な過失、犯罪行為、自

殺行為、私闘。
●無免許、無資格運転、酒気帯び若しくは薬物

依存等による運転、最高速度違反、信号無
視、遮断中踏切内進入により生じたもの。

●頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）または腰
痛、背痛等で医学的他覚所見のないもの。

●健康保険および療養費の対象とならない入院。

事故入院保障共済金額に入院日数を乗じて事
故入院保障共済金を支払います。
※入院日数は、入院した日から医師が認定した退

院日までとします。
●事故入院保障共済金の支払は、1事由の事故

につき事故日から180日以内の入院開始に対
し200日限度です。

●事故日から360日を経過し、かつ事故入院支払
限度日数200日を超えての入院については、病
気入院とみなし新たに200日を限度とする病気
入院保障共済金を支払います。

手
術
保
障

手術1回につき、手術保障共済金額を支払います。
●次の場合は複数の手術を受けたときでも、1回

の手術とみなします。
①複数回実施する手術を1回（一連）の手術と

して医療機関が算定する場合。
②同日に複数の手術が実施された場合。

病気入院保障共済金および事故入院保障共済金のお
支払いの対象となる入院期間中に、その入院の原因と
なった病気やケガの治療を目的として、全国大学生協共
済生活協同組合連合会が「手術一覧表」に定める手術を
受けた場合は、手術保障共済金額を支払います。なお、通
院による手術であっても、お支払いできる場合があります。

●短期生命共済事業規約に定める別表第３「手
術一覧表」以外の手術（具体例：検査、視力回
復術、傷口の縫合、抜歯など歯・歯周組織の処
置、プレート除去等）。

●事故入院保障共済金をお支払いしない入院
期間中に行った手術。

●支払対象入院期間中に行った手術であっても、
病気やケガの治療を直接の目的としない手術。

本
人
の
死
亡
保
障

死亡保障共済金を支払います。
●病気や不慮の事故（＊1）以外の原因（自殺の

場合）により共済期間中に亡くなられた場合、
死亡保障共済金額の2分の1の金額を支払い
ます。

●契約のお申込み時に発病していた病気、告知
を行っていた病気により亡くなられた場合（新
規契約申込み後1年を経過したものを除く）。

●契約者の故意。
●共済金受取人の故意、重大な過失。
●被共済者の犯罪行為、私闘。
●無免許、無資格運転、酒気帯び若しくは薬物依

存等による運転、最高速度違反、運転中の信号
無視、遮断中踏切内進入により生じたもの。

契約のお申込み日の翌日以降に発病した病気を原因
として共済期間中に亡くなられた場合、または共済期
間中に発生した不慮の事故（＊1）を直接の原因として、
共済期間中若しくは事故の日から360日以内に亡くな
られた場合は、死亡保障共済金を支払います。

ご注意
●すでに後遺障害保障共済金のお支払いがされている

場合は、死亡保障共済金の額から、すでにお支払いし
た後遺障害保障共済金の額を差し引いた額を死亡保
障共済金として支払います。

父
母
扶
養
者

死
亡
保
障

該当者1名につき父母扶養者死亡特約共済金
額を支払います。

父母（配偶者の父母を除きます。）または扶養者が共
済期間中に亡くなられた場合は、1名ごとに父母扶養
者死亡特約共済金額を支払います。

●共済期間外の父母、扶養者の死亡。
●被共済者の故意、重大な過失。
●共済金受取人の故意、重大な過失。
●契約者、被共済者、共済金受取人、扶養者の犯罪行為。

扶
養
者
事
故

死
亡
保
障

扶養者事故死亡特約共済金額として500万円を
一括または分割して支払います。
なお、この特約での共済金のお支払いは、１人の
被共済者に対して、すべての生命共済契約の共
済期間を通じて１回限りです。

契約により登録された扶養者（以下、扶養者といいます。)が、
共済期間中に発生した不慮の事故（＊1）を直接の原因とし
て、事故の日から360日以内かつ共済期間中に亡くなられ
た場合は、扶養者事故死亡特約共済金額を支払います。

ご注意 下記の場合は保障の対象となりません。
●不慮の事故      （＊1）以外の原因により扶養者が亡くなられた場合。
●病気により扶養者が亡くなられた場合。

●共済期間外に発生した不慮の事故（＊1）によ
り扶養者が亡くなられた場合。

●契約者、被共済者の故意。
●扶養者の故意、重大な過失、自殺行為、私闘。
●共済金受取人の故意、重大な過失。
●契約者、被共済者、共済金受取人、扶養者の犯

罪行為。

事
故  

通
院
保
障

事故通院保障共済金額に通院日数を乗じて事
故通院保障共済金を支払います。
ただし、同一事由かつ1回の事故について90日を
限度とします。
●通院日数は、平常の生活または業務に支障がな

い程度に治ったときまでとします。
●同一日に複数回の通院があっても通院日数は

１日です。
●限度日数90日には固定算定日数を含みます。

共済期間中に発生した不慮の事故（＊1）を直接の原因
としてケガをし、事故の日から180日以内に入院または
通院を開始され、通院のみの日数または入院と通院の
合計日数が5日以上になった場合は、事故の日から
360日以内の通院について、1日目から事故通院保障
共済金を支払います。

ご注意
●固定具を用いる治療は、入院日および通院日を除く

固定日数２日を通院１日と算定します。
●脱臼、骨折、打撲、捻挫に限り、柔道整復師の施術

を通院と認めます。
●医師の指示がある場合に限り、鍼灸師等の施術を

通院と認めます。

●前項の事故入院保障の「共済金をお支払い
できない主な場合」と同一内容です。

●入院期間中の通院および入院、通院日の固
定具の使用については、事故通院保障共済
金を支払いません。また、以下に該当する固定
具については、事故通院保障共済金を支払
いません。

・手術により内固定、創外固定したとき
・固定具を手指のうち第Ⅲ指、第Ⅳ指または第

Ⅴ指のみに装着したとき
・固定具を足指、鼻、歯のみに装着したとき

事
故 

後
遺
障
害
保
障

短期生命共済事業規約に定める別表第1「後遺
障害等級別支払割合表」の1級から14級の後遺
障害が生じた場合は、その等級に応じて「事故後
遺障害保障共済金額」の100%から4%を支払い
ます。

●共済期間外に発生した不慮の事故（＊1）によ
る後遺障害。

●契約者の故意。
●被共済者の故意、重大な過失、犯罪行為、自殺行

為、私闘。
●無免許、無資格運転、酒気帯び若しくは薬物依

存等による運転、最高速度違反、運転中の信
号無視、遮断中踏切内進入により生じたもの。

共済期間中に発生した不慮の事故（＊1）を直接の原因と
してケガをし、事故の日から360日以内に後遺障害が生じ
た場合は、事故後遺障害保障共済金を支払います。

ご注意
●事故の日から360日を超えてもなお治療が必要な場

合には、事故の日から361日目における医師の診断
により後遺障害の程度を認定して、事故後遺障害
保障共済金を支払います。

賠
償
保
障

●共済期間中に被共済者の過失により火災、破裂／爆
発、給排水設備等からの水もれ、水ぬれ事故を起こし、
借用戸室に損害を与え、貸主（大家）に対して法律上
の損害賠償責任を負う場合に、借家人賠償責任保障
共済金を支払います。

●水道管の凍結破裂による漏水等の事故は、被共済者
にその責任があると認められる場合のみ、共済金を支
払います。

損害賠償金額を支払います。
※1回の事故につき借家人賠償責任保障

共済金額が限度となります。
＊貸主との間に訴訟等が必要となった場

合、全国大学生協共済生活協同組合連
合会から書面により同意を得た訴訟費
用等については、上記の損害賠償金と
は別にその費用を支払います。

＊他の共済や保険の契約がある場合、被
害額をそれらの共済等と按分した額を支
払います。

●契約者の故意。
●被共済者の故意、心神喪失、指図。
●改築、増築、取り壊し等の工事。
●被共済者と貸主との間で、損害賠償に関する特

別の約定がある場合、その約定により加重され
た賠償責任。

●貸主に借用戸室を引き渡した後に発見された借
用戸室の損壊等。

●台風、旋風、暴風、暴風雨等の風災、ひょう災、
豪雪、雪崩等の雪災。

●地震、噴火、またはこれらによる津波。
●借用戸室の欠陥、腐食、さび、かび、その他の自

然消耗、老朽化等。
●火災、破裂爆発（凍結による破裂を含む）、給排

水設備からの水もれ以外の原因による借用戸
室の破損、汚損、毀損による損害

借
家
人
賠
償
責
任
保
障

家
財
の
火
災
、水
ぬ
れ
、風
水
害
な
ど

損害額（再取得価額）を支払います。
※ただし、火災保障共済金額が限度となり

ます。また、修理、クリーニングが可能なも
のはその実費となります。

●家財が全損（全焼、全壊）と当会が認定
したときは、臨時費用共済金として1回の
事故につき、20万円を支払います。

●損害の発生および拡大の防止に必要、
かつ有益な費用を損害防止費用として
支払います。

●損害が第三者の行為によるもので、損害
賠償を受けた場合は、その賠償額を差し
引いたうえで、共済金を支払います。

●共済期間中に発生した火災、落雷、破裂／爆発、建物
の外部からの人為的災害、給排水設備等や被共済者
以外の者が占有する他の部屋からの漏水、放水、溢水
による水ぬれ、風水害等の自然災害によって、借用戸
室内に収容されている被共済者の所有する家財が損
害を受けた場合に、火災保障共済金を支払います。

●火災保障共済金の対象となる家財は、被共済者の借
用戸室、借用戸室と同一の建物区画内に所在し、被
共済者の所有する家財に限ります。
ご注意 次のものは家財保障の家財に含みません。

①通貨、有価証券、預貯金証書、ＡＴＭカード、クレジット
カード等②定期券、航空券、パスポート等③稿本、設計
書、図案等④貴金属、宝石、書画骨董等⑤船舶および
自動車（自動車には自動二輪車および自動三輪車を含
みます。◆原動機付自転車（＊5）は家財保障の対象家財
です。）⑥動物および植物

●契約者、被共済者の故意、重大な過失、法令違反。
●家財の使用若しくは管理を委託された者、または

被共済者の親族の故意。
●火災等、風水害等の際の紛失、盗難。
●戦争、外国の武力行使内乱等の事変によって

発生した火災、風水害等による損害。
●地震、噴火、またはこれらによる津波、火災、風水

害等による損害。

家
財
の
保
障

損害額（再取得価額）を支払います。
※ただし、盗難家財保障共済金額を限度と

します。
●自転車盗難損害については、損害額（再

取得価額）から5,000円を差し引いた額
を支払います。ただし、損害額（再取得価
額）は、3万円を限度とします。

例）損害額（再取得価額）が35,000円の
場合、再取得価額は3万円が最高限度
額となります。お支払いする共済金は、損
害額（再取得価額）30,000円－5,000
円（自己負担）＝25,000円

●契約者、または被共済者の故意、重大な過失。
●共済の目的物の使用または管理を委託された者、

または被共済者の親族の故意。ただし、その者が
被共済者に共済金を取得させる目的でなかった
場合を除きます。

●盗難事故発生の時点で借用戸室内に収容され
ていなかった家財の損害。

●被共済者の所有でないものの損害。
●火災等、風水害等の際の盗難。
●地震、噴火、津波の際の盗難。
●地震、噴火、津波の際の紛失
●戦争、武力の行使、革命、内乱等の事変、暴動、

騒じょう等の際の盗難 。
●紛失。
●借用戸室の敷地内に併設された専用の駐輪場

所以外での自転車の盗難。
●盗取された家財が共済金を支払う前に回収されたとき 

●共済期間中に発生した盗難事故（＊2）により、借用戸
室の中の被共済者所有の家財が盗取、き損、汚損さ
れた損害について盗難家財保障共済金を支払います。

※ストーカー行為による損害（＊3）を含みます。
●借用戸室の敷地内に併設された専用の駐輪場所（＊4）

に施錠保管された常用している被共済者所有の自
転車（原動機付自転車（＊5）は保障対象外です。また、
自転車を構成する部品や車体購入後に装着した部
品のみの盗難は保障対象外です。）が盗取されたとき
は、その損害の一部について盗難家財保障共済金
を支払います。
ご注意

●所轄警察署への盗難の届出が必要です。
●次のものは盗難家財保障の家財に含みません。

家財の保障の「次のものは家財保障の家財に含みま
せん」と同一内容です。

盗
難
家
財
保
障

損害額を支払います。　
※ただし、盗難現金保障共済金額を限度と

します。

●盗難家財保障の「共済金をお支払いできない主
な場合」と同一内容です。

※「自転車の盗難」は除く
●盗取された現金が共済金を支払う前に回収され

たとき
●地震、噴火、津波の際の盗難

●共済期間中に発生した盗難事故（＊2）により、借用戸
室の中の被共済者が所有する通貨または預貯金証
書が盗取された場合の損害について盗難現金保障
共済金を支払います。

※ストーカー行為による損害（＊3）を含みます。
ご注意

●所轄警察署への盗難の届出が必要です。
●預貯金証書の盗難は、預貯金口座から現金が引き出さ

れた場合に限ります。◆預貯金先への届出が必要です。

盗
難
現
金
保
障

損害額を支払います。
※ただし、盗難借用戸室修理費用保障共

済金額を限度とします。

●借用戸室以外の修理費用。
●火災等、風水害等による損害の修理費用。
●地震、噴火、津波による損害の修理費用。
●戦争、武力の行使、革命、内乱等の事変、暴動、

騒じょう等による損害の修理費用。
●貸主に借用戸室を引き渡した後に発見された借

用戸室の損壊等の修理費用。
●借用戸室の欠陥、腐食、さび、かび、その他の自

然の消耗等。

盗
難
借
用
戸
室
修
理
費
用
保
障

●共済期間中に発生した盗難事故（＊2）により、借用戸室が破
損、汚損、き損し、賃貸借契約にもとづいて貸主（大家）から
請求され、ご自身の費用で修理する場合、その修理費用につ
いて盗難借用戸室修理費用保障共済金を支払います。

※ストーカー行為による損害（＊3）を含みます。
ご注意

●所轄警察署への盗難の届出が必要です。
●盗難事故（＊2）以外の原因による借用戸室の破損、汚

損またはき損による損害は保障対象外です。
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学生賠償責任保険 日常生活個人賠償責任補償特約および受託品補償拡大型一部変更特約付帯学生・
こども総合保険、施設・生産物賠償責任保険 制度のあらまし

ご加入者（被保険者）となれる方1

保険期間2

この制度で被保険者（保障の対象者）となれる方の範囲は、全国大学生協共済生活協同組合連合会の会員の組合員であり、保険期間の末日において満２３歳未
満の方または学校教育法に定める学校（大学・専門学校等）の学生・生徒の方（入学手続きを終え、組合員となられた方を含みます。）に限ります。

新入学生の方が2017年3月31日までに加入申込み（保険料払込み）された場合は、2017年4月1日午前0時からご卒業予定年（2018年、2019年、2020年、2021
年、2022年、2023年）の4月1日午後4時までとなります。中途加入される場合、保険料払込日の翌日午前0時からご卒業予定年の4月1日午後4時までとなります。

保障内容（ケガによる死亡）3

◆保険金をお支払いしない主な場合
保険金の種類 保険金をお支払いしない主な場合

傷害
保険金

死亡
保険金

など

●保険契約者、被保険者、被保険者の親権者・後見人または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※●自殺行為、犯罪
行為または闘争行為によるケガ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ●脳疾患、病気または心
神喪失によるケガ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ●外科的手術その他の医療処置によるケガ（ただし、引受保険会社が保険金を支払
うべきケガの治療※によるものである場合には、保険金をお支払いします。）●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ（テロ行為によるケガは、条件
付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。）●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ●原因がい
かなるときでも、頸（けい）部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの●入浴中の
溺水※（ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします。）●原因がいかなるときでも、誤嚥（え
ん）※によって生じた肺炎●P10の「保障対象外となる運動等」を行っている間のケガ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ

（注）細菌性食中毒およびウイルス性中毒は、保障の対象にはなりません。

◆保険金をお支払いする場合

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 死亡保険金額（注）

傷害
保険金

死亡
保険金

保険期間中のケガ※のため、事故の発生からその日を含めて
180日以内に死亡された場合

死亡保険金額（注）の全額を死亡保険金受取人（定めなかった
場合は被保険者の法定相続人）にお支払いします。 10万円

（注）この死亡保険金には後遺障害保険金対象外特約がセットされるため後遺障害保険金はありません。死亡保険金額は正式には死亡・後遺障害保険金額といいますが、
　　この保険では便宜的に死亡保険金額としています。

☆下記は職種級別A・学生の場合です。

保障内容（賠償事故の場合）4

（1）日常生活（正課の講義等（★）を含む）における賠償事故（以下の（2）の場合を除く）
◆保険金をお支払いする場合

保険金の種類 保険金をお支払いする場合

日常生活個人賠償責任
保険金
＊ 日常生活個人賠償
　責任補償特約
＊ 日常生活個人賠償
　責任補償特約の
　一部変更に関する
　特約（受託品補償
　拡大型）セット

日常生活個人賠償責任
保険金（臨時費用）
＊ 日常生活個人賠償責任補償特約
＊ 日常生活個人賠償責任補償
　特約の一部変更に関する特約
　（受託品補償拡大型）セット

次のいずれかの事由により、法律上の損害賠償責任を負われた場合
①保険期間中の次の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物（＊1）を壊したりしたこと。

ア．住宅（＊2）の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
イ．被保険者の日常生活に起因する偶然な事故

②受託品（＊3）の損壊、紛失または盗取（＊4）（住宅（＊5）内保管中または本人によって一時的に住宅（＊5）外で管理している間に限ります。）
（＊１）情報機器等に記録された情報を含みます。
（＊２）本人の居住の用に供される住宅をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。
（＊３）「受託品」とは、本人が日本国内において他人から借りた、または預かった財物（＊1）・レンタル用品等で、本人が管理するものをい

います。ただし、P10の「保障対象外となる主な『受託品』」を除きます。
（＊４）上記②に掲げる事由に対して保険金を支払うのは、被保険者が、受託品（＊3）につき正当な権利を有する者に対して損害賠償責

任を負担することによって被った損害に限ります。
（＊５）本人の居住の用に供される住宅をいい、敷地を含みます。
（注）被保険者の範囲は、次のとおりです。
ア．本人、イ．親権者およびその他の法定の監督義務者、ウ．配偶者、エ．本人・親権者・配偶者と同居の本人・配偶者の親族（６親等内

の血族および３親等内の姻族）、オ．本人・親権者・配偶者と別居の本人・配偶者の未婚の子

上記の事故により、他人の生命または身体を害し、法律上の損害賠償責任を負担する場合であって、被害者が次のいずれかに該当したとき。
①事故の直接の結果として死亡した場合
②事故の直接の結果として病院または診療所に２０日以上入院※した場合
（注）被保険者の範囲は、次のとおりです。
ア．本人、イ．親権者およびその他の法定の監督義務者、ウ．配偶者、エ．本人・親権者・配偶者と同居の本人・配偶者の親族（６親等内

の血族および３親等内の姻族）、オ．本人・親権者・配偶者と別居の本人・配偶者の未婚の子

（2）正課の講義等における賠償事故（人格権侵害）・費用損害（感染事故損害防止費用）
保険金の種類 保険金をお支払いする場合

人格権侵害賠償責任保険金
＊施設所有（管理）者賠償責任
  保険・生産物賠償責任保険
  ＋学生賠償責任補償特約

正課の講義等において次のいずれかに該当する不当な行為により被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合
（a）不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀（き）損
（b） 口頭、文書、図画、映像その他これらに類する表示行為による名誉毀（き）損またはプライバシーの侵害
（注）被保険者（保険契約により保障を受けられる方）の範囲：ご加入者

（★）正課の講義等の範囲：●正課の講義／大学等（＊）が授業として取り扱う講義、実験、実習、演習等をいいます。（臨床実習、看護実習等の医療関連実習も含みま
す。）●学校行事／大学等（＊）が教育活動の一環として主催する行事をいいます。（正課の講義以外の大学が主催する行事を含みます。）●教育実習／教育職員
免許法（昭和24年法律第147号）第5条第1項の別表第1、別表第2または別表第2の2に定める単位習得のために行う教育職員免許法施行規則第6条第5欄
に掲げる教育実習をいいます。●特例実習／小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律（平成9年法律第90
号）第2条に定める、特別支援学校または社会福祉施設その他の施設で文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して定めるものにおいて行われる、障害者、高齢者
等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験をいいます。●インターンシップ／加入者（被保険者）が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業
体験を行うことをいいます。（アルバイトは含みません。）●正課の講義、学校行事に準じるボランティア活動／正課の講義・学校行事に準じて加入者（被保険者）が
行うボランティア活動をいいます。（部活動、サークル活動として行うボランティア活動は含みません。）

 （＊）学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づく大学、大学院、短期大学、高等専門学校およびこれと同等の教育機関をいいます。

感染事故損害防止費用保険金
＊施設所有（管理）者賠償責任
　保険・生産物賠償責任保険
  ＋学生賠償責任補償特約

正課の講義等における事故により、第三者の身体に感染による障害が発生またはそのおそれがある場合において、被保険者が感染事
故損害防止費用（感染の予防または治療のために、引受保険会社の同意を得て支出した費用）を負担した場合

（注）被保険者の範囲：前記人格権侵害賠償責任保険金（注）に同じ

※他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、保険金が差し引かれることがあります。

◆保険金のお支払額
保険金の種類 保険金のお支払額

日常生活個人賠償責任
保険金
＊ 日常生活個人賠償
　責任補償特約
＊ 日常生活個人賠償
　責任補償特約の
　一部変更に関する
　特約（受託品補償
　拡大型）セット

人格権侵害賠償責任
保険金
＊施設所有（管理）者賠償責任
  保険・生産物賠償責任保険
  ＋学生賠償責任補償特約

感染事故損害防止費用保険金
＊施設所有（管理）者賠償責任
  保険・生産物賠償責任保険
  ＋学生賠償責任補償特約

日常生活個人賠償責任
保険金（臨時費用）
＊ 日常生活個人賠償責任補償特約
＊ 日常生活個人賠償責任補償
　特約の一部変更に関する特約
　（受託品補償拡大型）セット

損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額（判決による遅延損害金を含みます。）および訴訟費用（＊）等をお支払いします。
（＊）引受保険会社の書面による同意が必要となります。
（注１）法律上の損害賠償責任の額および判決による遅延損害金のお支払額は、１回の事故につき、日常生活個人賠償責任保険金額

が限度となります。ただし、情報機器等に記録された情報のみの事故については、１回の事故につき、５００万円が限度となります。
（注２）損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。
（注３）日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同

意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活個人賠償責任保険金額を明らかに超える場合、
正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交
渉を行うことができませんのでご注意ください。

（注４）保障内容が同様の保険契約（異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。）が他にある場合、保障の重
複が生じることがあります。保障内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。

損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額（判決による遅延損害金を含みます。）および訴訟費用（＊）等をお支払いします。
（＊）引受保険会社の書面による同意が必要となります。
（注１）保険金のお支払額は、各保険年度（保険期間中に到来する4月1日から翌年3月31日までの1年ごとのことをいいます。）につき、

500万円が限度となります。
（注２）損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。

被保険者が負担した感染事故損害防止費用（感染の予防または治療のために、引受保険会社の同意を得て支出した費用）をお支払いします。
（注１）保険金のお支払額は、各保険年度（保険期間中に到来する4月1日から翌年3月31日までの1年ごとのことをいいます。）につき、

500万円が限度となります。
（注２）損害防止費用の支払額の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。

被保険者が臨時に必要とする費用をお支払いします。
（注１）保険金のお支払額は、１回の事故によって生命または身体を害した被害者１名につき、次の額が限度となります。

上記「保険金をお支払いする場合」の①の場合…１０万円限度
上記「保険金をお支払いする場合」の②の場合…　２万円限度

（注２）保障内容が同様の保険契約（異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。）が他にある場合、保障の重
複が生じることがあります。保障内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。

正課の講義等における賠償事故（人格権侵害）・費用損害日常生活（正課の講義等を含む）における賠償事故
①保険契約者または被保険者の故意による損害②被保険者の職務遂行（アルバイトおよびインターンシップを除きます。）に直接起因する損害賠償責任（仕事上の損害賠償責任）③被保険者の使用人(家
事使用人を除きます。）が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任④第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任⑤被保険者と同居する親族※に対する損害賠償
責任⑥他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任（「保険金をお支払いする場合」の②による損害賠償責任には適用しません。）⑦心神喪失に起因する損害賠償責任⑧被保険者ま
たは被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任⑨自動車等※の車両（ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。）、船舶、航空機、銃器、職務のために使用する動産または不動産の所有、
使用または管理に起因する損害賠償責任⑩戦争、その他の変乱※、暴動による損害⑪地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害⑫核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害賠償責任

受託品に関する賠償事故
上記①、③～⑫に加え、以下のとおり。
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による受託品の損害●自動車等の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用し
ての運転中の事故による受託品の損害●公権力の行使（差し押え・没収・破壊等）による受託品の損害●受託品に生じた自然
発火または自然爆発●偶然な外来の事故に直接起因しない受託品の電気的事故・機械的事故（故障等）による損害●自然消
耗、性質による蒸れ・腐敗・さび・かび・変色、ねずみ食い、虫食い、欠陥による受託品の損害●屋根、扉、窓、通風筒等から入る
雨、雪または雹（ひょう）による損壊による受託品の損害●引き渡し後に発見された受託品の損壊による損害賠償責任●受託品
を使用不能にしたことによる損害賠償責任（収益減少等）●通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したことまたは本来の
用途以外に受託品を使用したことに起因する損害賠償責任●別記の「保障対象外となる主な『受託品』」の損害

上記①、③～⑥、⑩～⑫に加え、以下のとおり。
●自動車、施設外における船舶または車両の所
有、使用または管理に起因する賠償責任●保険
期間開始前に既に感染していた感染症にかかる
治療、検査費用●排水または排気（煙を含みま
す。）に起因する賠償責任●大学が負担すべき被
保険者（加入者）の管理責任にかかわる賠償事故

◆保険金をお支払いしない主な場合

など

◎保障対象外となる運動等…山岳登はん（＊1）、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機（＊2）操縦（＊3）、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機（＊4）搭
乗、ジャイロプレーン搭乗　その他これらに類する危険な運動
◎保障対象外となる主な「受託品」…通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、稿本（本などの原稿）、設計書、図案、証書、帳簿、貴金属、宝石、書画、骨董（とう）、彫刻、
美術品、自動車（被牽（けん）引車を含みます。）・原動機付自転車・船舶（ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。）・航空機およびこれらの付属品、自転車・サーフボー
ド・ウインドサーフィン・ラジコン模型およびこれらの付属品、携帯電話（ＰＨＳを含みます。）等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品、ラップトップまたはノート型のパソ
コン・携帯ゲーム機・電子手帳・電子辞書・電子書籍等の携帯式電子機器およびこれらの付属品、携帯オーディオプレーヤー等の携帯式音響機器およびこれらの付属品、
携帯レコーダー等の携帯式録音機器およびこれらの付属品、銃砲、刀剣、上記の「保障対象外となる運動等」を行っている間のその運動等のための用具、動物・植物等の
生物、建物（畳、建具、浴槽、流し、ガス台、調理台、棚および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。）、門、塀・垣、物置、車庫その他の付属建物
 など

（注）正課の講義等において、その目的にしたがって使用している自動車（被牽（けん）引車を含みます。また、道路以外の場所においてのみ運行の用に供するものおよび農
耕作業の用に供する目的として製作された小型特殊自動車に限ります。）、原動機付自転車（道路以外の場所においてのみ運行の用に供するものに限ります。）、自転
車、ラジコン模型、携帯電話（ＰＨＳを含みます。）等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品、ラップトップまたはノート型のパソコン・携帯ゲーム機・電子手帳・電
子辞書・電子書籍等の携帯式電子機器およびこれらの付属品、携帯オーディオプレーヤー等の携帯式音響機器およびこれらの付属品、携帯レコーダー等の携帯式
録音機器およびこれらの付属品、山岳登はん（＊1）を行っている間のその運動等のための用具は保障されます。

（＊１）ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング（フリークライミングを含みます。）をいいます。
（＊２）グライダーおよび飛行船を除きます。
（＊３）職務として操縦する場合を除きます。
（＊4）モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機（パラプレーン等をいいます。）を除きます。

※印を付した用語については、P11の〈※印の用語のご説明〉をご覧ください。（各欄の初出時のみ※印を付しています。）
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扶養者の疾病による死亡 扶養者の事故による死亡・重度後遺障害

発病日の
確認に
ついて

ご加入者（被保険者）の扶養者が保険期間中に疾病を発病し、その直接の結果として死亡されたことや、扶養者が急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、その直接の結果として死
亡されたことまたは所定の重度の後遺障害【注1】に認定されたことによって、ご加入者（被保険者）を扶養できない状態となった場合に、支払対象期間（扶養できない状態となった日の翌日
から卒業予定年月まで）中に毎年必要となる学資費用（支払対象期間中に発生した学資費用のうち、ご加入者〈被保険者〉が実際に負担した費用）に対して保険金をお支払いします。

保障内容（扶養者死亡等の場合の学資費用）

保険金を
お支払い
する場合

保険金を
お支払い
できない
主な場合

保険期間中に疾病を発病し、その直接の結果として死亡された場合

【2017年4月1日以降に加入申込みされた方の注意事項】

●お客様に関する情報の取扱いについて

扶養者死亡保障保険制度のあらまし

4

（1）お支払いする保険金
ご加入者（被保険者）が搭乗している航空機や船舶が遭難した場合や、保険期間中に住宅外において被ったケガ、または保険期間中に発病し医師の治療を開始した疾病を直接の
原因として継続して3日以上入院した場合等に、100万円を限度として救援者が負担した捜索救助費用や交通費、宿泊料等をお支払いします。

［注1］複数回お支払い事由が発生した場合でも、同一年度に生じた事故に対して100万円が限度となります。
［注2］他の保険または共済契約から保険金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。

（2）保険金をお支払いできない主な場合
●ご加入者（被保険者）や保険金受取人の故意または重大な過失による事故●ご加入者（被保険者）の自殺行為・犯罪行為・闘争行為による事故●ご加入者（被保険者）が無資
格運転・酒気帯び運転・麻薬等を使用しての運転中に生じた事故●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故●妊娠・出産・流産による事故●ピッケルなどの登山用具を
使用する山岳登はんなどの危険な運動を行っている間の事故

保障内容（救援者・捜索救助費用）5

ご加入者（被保険者）となれる方1
全国大学生協共済生活協同組合連合会の会員の組合員であり、
保険期間の満了日において、満23歳未満であるか、学校教育法に
定める学校（大学・専門学校など）の学生の方となります。

保険期間2
新入学生の方が2017年3月31日までに加入申込み（保険料払込み）された場合は、2017年4月1日午前0時か
らご卒業予定年（2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年）の4月1日午後4時までとなりま
す。中途加入される場合、保険料払込日の翌日午前0時からご卒業予定年の4月1日午後4時までとなります。

保障内容（ケガによる死亡）3
①お支払いする保険金：死亡保険金　急激かつ偶然な外来の事故【注】によりご加入者（被保険者）本人がケガをされ、その結果、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場

合、10万円をご加入者（被保険者）の法定相続人にお支払いします。
②保険金をお支払いできない主な場合：●ご加入者（被保険者）や保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ●自殺行為・犯罪行為・闘争行為によるケガ●無資格運転・酒気帯

び運転によるケガ●山岳登はん・スカイダイビング・ハンググライダー搭乗などの危険な運動中のケガ ……など
※地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因で亡くなられた場合は保険金支払の対象になります。

【注】急激かつ偶然な外来の事故とは下記3項目を全て満たす場合をいいます。 ○急激性＝突発的に発生し、事故からケガまでの間に時間的間隔がないこと ○偶然性＝事故発生が予
知できない、意思に基づかないもの ○外来性＝身体の外部からの作用によるもの 〈前記3項目に該当しない例〉日焼け、熱中症、低温やけど、しもやけ、くつずれ、アレルギー性皮膚炎、疲
労骨折・骨粗しょう症による骨折、腱鞘炎、慢性の関節炎、肩凝り、テニス肘、野球肩、慢性疲労、筋肉痛（反復性の原因によるもの）、疾病などは「急激かつ偶然な外来の事故によるケ
ガ」に該当しないため、保険金支払の対象となりません。

①扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失（たとえば歩行中に疾病により意識を喪
失し転倒をしたために障害を被った場合など） ②扶養者に対する刑の執行 ③扶養
者が無資格または酒気帯びもしくは麻薬などの使用により正常な運転ができないお
それのある状態で自動車等を運転している間に生じた事故

①扶養不能状態の原因となった疾病の発病が保険責任の開始期より前である場合。
ただし、扶養者の死亡した時がこの保険契約の保険期間の初日からその日を含めて2年
を経過した日の翌日以降である場合には、保険金をお支払いします。 ②麻薬、あへん、大
麻または覚せい剤、シンナー等の使用（治療を目的として医師が用いた場合を除く） 

学業費用補償特約および疾病による学業費用補償特約には、進学費用保険金の規定がありますが、扶養者死亡保障保険では進学費用補償対象外特約の付帯により、進学費用保
険金を保障の対象外としています。「扶養者」とは加入者を扶養している方で加入者の親権者※かつ加入者の生活費および学業費用の全部または一部を継続的に負担して、加入者の
生計を主に支えている方をいい、加入者証記載の方をいいます。 ※親権者とは、未成年者（満20歳未満の方）かつ、婚姻をしたことがない方に対して親権を行う方をいいます。また、加入
者が成年に達した場合は親権者であることを要件としません。

【注1】「重度の後遺障害」とは、次のような状態をいいます。 ①両眼が失明したとき ②咀しゃくおよび言語の機能を廃したとき ③神経系統の機能または精神の著しい障害を残し、常に介
護を要するとき など 【注2】この保険と同一の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約に加入されている場合は、お支払額が異なる場合があります。【注3】急激かつ偶然な外来
の事故とは下記3項目をすべて満たす場合をいいます。○急激性＝突発的に発生し、事故からケガまでの間に時間的間隔がないこと ○偶然性＝事故発生が予知できない、意思に基づ
かないもの ○外来性＝身体の外部からの作用によるもの 〈前記3項目に該当しない例〉日焼け、熱中症、低温やけど、しもやけ、くつずれ、アレルギー性皮膚炎、疲労骨折・骨粗しょう症
による骨折、腱鞘炎、慢性の関節炎、肩凝り、テニス肘、野球肩、慢性疲労、筋肉痛（反復性の原因によるもの）、疾病などは「急激かつ偶然な外来の事故によるケガ」に該当しないため、
保険金支払の対象となりません。

2017年4月1日以降に加入申込み（保険料払込み）された場合は、保険
料払込日の翌日から保障が開始されます。その保障開始日前に発病して
いた病気が原因で扶養者の方が死亡した場合、保障開始日からその日を
含めて2年を経過した日の翌日以降であれば、保険金をお支払いします。

この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引
受保険会社のグループのそれぞれの会社が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提
携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。ただし、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）の利用目的は、保険業法施行
規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務
委託先（保険代理店を含む）、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。詳細は、三井住友海上ホームページ

（http://www.ms-ins.com/）または共栄火災ホームページ（http://www.kyoeikasai.co.jp/）をご覧ください。

①扶養者の故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③妊娠、出産、早産または流産 ④戦争、暴動等（テロ行為を除く） ⑤核燃料物質もしくは核燃料物
質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性による事故 ⑥扶養者が扶養不能状態となった時に、扶養者が加入者（被保険者）を扶養していない場合

ご加入者（被保険者）の扶養者が下記の直接の原因により加入者を扶養できない状態となった場合に支払対象期間中に毎年必要となる学資費用を、年間38.7万円を
限度に実際に負担された費用についてお支払いします。（1口加入の場合）【注2】

急激かつ偶然な外来の事故【注3】によりケガをされ、その結果、事故の日からその日を
含めて180日以内に死亡または所定の重度の後遺障害を負われた場合

ケガの場合は、ケガをした日が保険責任開始日以後であれば保険金支払の対象になりますが、
病気の場合は、いつ、病気になったか確定するのは困難なため、保険責任開始日前の発病に該
当するか否かは、死亡時の担当医師と保険責任開始日前に診察した医師に対して診断内容を
確認します。必要に応じて顧問医や弁護士等、第三者の意見を確認した上で判断いたします。

など

などなど

このパンフレットは、学生賠償責任保険・扶養者死亡保障保険の概要を説明したものです。詳しくは、取扱代理店または三井住友海上・共栄火災にご照会ください。
なお、ご加入の際は学生賠償責任保険の「重要事項説明書」または扶養者死亡保障保険の「重要事項説明書」を必ずご一読ください。

お
問
い
合
わ
せ
は

A1624400E0402-20160609
共栄火災海上保険株式会社（幹事）
〒105-8604  東京都港区新橋1-18-6

引受
保険会社

営業時間／平日（月～金曜日）10：00～17：00　〒166-0003 東京都杉並区高円寺南1-12-4  大学生協高円寺会館
株式会社 大学生協保険サービス取扱

代理店

三井住友海上火災保険株式会社（幹事）
〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-11-1

学生賠償責任保険 扶養者死亡保障保険A16-101267

学業費用補償特約・疾病による学業費用補償特約付帯こども総合保険保障内容（見舞費用）5
◆保険金をお支払いする場合
保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額
傷害見舞費用
保険金
＊ 傷害見舞
　費用補償
　特約

保険期間中の被保険者の行為による偶然な
事故により他人が被ったケガ※について、損害
賠償金を支払うことなく、慣習として弔慰金や
入院見舞金等を支払われた場合および見舞
品を購入された場合

（注１）引受保険会社の同意を得て支払われた
費用に限ります。

（注２）被保険者の範囲は、次のとおりです。な
お、ア．およびウ．からオ．までの方が責任
無能力者である場合は、親権者・法定
監督義務者・監督義務者に代わって責
任無能力者を監督する方（責任無能力
者の６親等内の血族、配偶者※および３
親等内の姻族に限ります。）を被保険
者とします。ア．本人、イ．親権者およびそ
の他の法定の監督義務者、ウ．配偶者、
エ．本人・親権者・配偶者と同居の本人・
配偶者の親族（６親等内の血族および
３親等内の姻族）、オ．本人・親権者・配偶
者と別居の本人・配偶者の未婚※の子

被害者１名につき次の金額を限度として、実際に負担された額をお支払いします。ただし、１回の事
故について、１００万円がお支払いの限度となります。
①被害者が事故の発生の日からその日を含めて１８０日以内に死亡した場合
　５０万円（＊1）

②被害者に事故の発生の日からその日を含めて１８０日以内に後遺障害※が生じた場合
　５０万円の１００％～４％（傷害保険金の後遺障害等級表に応じた割合）
③被害者が事故によるケガ※の治療※のため入院※した場合

ア．入院期間３１日以上の場合 １００，０００円
イ．入院期間１５日以上３０日以内の場合 ５０，０００円
ウ．入院期間８日以上１４日以内の場合 ３０，０００円
エ．入院期間７日以内の場合 １５，０００円

④被害者が事故によるケガの治療のため通院※した場合（＊2）

ア．通院日数３１日以上の場合 ５０，０００円
イ．通院日数１５日以上３０日以内の場合 ３０，０００円
ウ．通院日数８日以上１４日以内の場合 ２０，０００円
エ．通院日数７日以内の場合 １０，０００円

（＊１）既にお支払いした後遺障害見舞費用保険金がある場合は、５０万円から既にお支払いし
た金額を差し引いた残額となります。

（＊２）通院されない場合で、骨折、脱臼、靱（じん）帯損傷等のケガを被った所定の部位※を固定するために
医師※の指示によりギプス等※を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。

（注）保障内容が同様の保険契約（異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約
を含みます。）が他にあると保障の重複が生じることがあります。保障内容の差異や保険金
額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。

◆保険金をお支払いしない場合
保険金の種類 保険金をお支払いしない主な場合
傷害見舞費用
保険金
＊ 傷害見舞
　費用補償
　特約

●保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による費用●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打によるケガ※●被保険者の職務遂行に起
因するケガ●被保険者と同居する親族※が被ったケガ●被保険者の使用人（家事使用人を除きます。）が業務中に被ったケガ●自動車等※の車両、船舶、航空機、
銃器の所有、使用または管理に起因するケガ●戦争、その他の変乱※、暴動による費用（テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約に
より、保険金の支払対象となります。）●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による費用●核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用●原因がいかな
るときでも、頸（けい）部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの●入浴中の溺水※（ただし、急激かつ
偶然な外来の事故によってその身体に被ったケガによって生じた場合を除きます。）●原因がいかなるときでも、誤嚥（えん）※によって生じた肺炎

・ 学生賠償責任保険の「制度のあらまし」「重要事項説明書」にある「保障」は、約款上の表記は「補償」です。このパンフレットでは便宜上「保障」としています。

●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこ
と」を意味します。「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。「外来」とは、
「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。「傷害」には、身体外部から有毒ガスまた
は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状（＊）を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。①細菌性食中毒 ②ウイ
ルス性食中毒（＊）継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。●「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査
等により認められる異常所見をいいます。●「医師」とは、被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。●「競技等」とは、競技、競争、興行（＊）または試
運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。（＊）いずれもそのための練習を含みます。●「治療」とは、医師※が必要であると認
め、医師が行う治療をいいます。●「頸（けい）部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。●「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他こ
れらに類するもの（硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸（け
い）椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。）をいいます。●「ケガを被った所定の部位」とは、次のいずれかの部位（指、顔面等は含まれません。）をいいま
す。・長管骨（上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。）または脊柱・長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分（中手骨、
中足骨およびそれらより指先側は含まれません）。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合に限ります。・肋骨・胸骨（鎖骨、肩甲骨は含まれません。）。た
だし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被害者の身体に残された症状が
将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被害者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付ける
に足りる医学的他覚所見※のないものを除きます。●「誤嚥（えん）」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。●「自動車等」とは、自動車または原
動機付自転車をいいます。●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第６５条（酒気帯び運転等の禁止）第１項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをい
います。●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート（水上オートバイを含みます。）、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。●「親族」とは、6親
等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をい
います。●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療※を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のた
めのものは含みません。●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の
管理下において治療に専念することをいいます。●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情（内縁関係）にある
方を含みます。●「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。

〈特約について〉○天災危険補償特約がセットされているため、地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ※の場合も、傷害保険金をお支払いします。
○すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」に
ついては、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその
主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。

〈※印の用語のご説明〉

（注）被保険者の範囲に関する特約（傷害見舞費用補償特約用）がセットされているため、傷害見舞費用補償特約における被保険者の範囲は、本人ならびに本人の親権
者およびその他の法定の監督義務者とします。
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１．学生総合共済のしくみ
　【生命共済】

●保障対象者（以下「被共済者」といいます。）の病気や事故による入院・手術・後遺障害・
死亡および事故通院を保障する基本契約と、被共済者の父母または扶養者の死亡なら
びに被共済者の扶養者の事故死亡を保障する特約を組み合わせた生命共済です。

　【火災共済】
●借用戸室内における被共済者が所有する家財の火災・落雷・破裂/爆発・水ぬれ・風水害等による

損害を保障する火災保障と、盗難による損害を保障する盗難保障、被共済者の過失によって火災・
破裂/爆発・給排水設備等からの水もれ・水ぬれ事故を起こし借用戸室に損害を与え、貸主に対し
て法律上の賠償責任を負うとき保障する借家人賠償責任保障を組み合わせた火災共済です。

２．共済期間
　【生命共済、火災共済共通】

●共済期間は効力の発生する日から１年間です。
●継続する契約の共済期間は、現在ご加入の共済契約の満了日の翌日午前０時から１年間です。
●新入生の共済期間は、後記Ⅱ．注意喚起情報「４．契約の成立日と効力の発生

日について」の①、②、③のいずれかに該当する日から１年間です。
３．自動継続

●この契約の共済期間は１年間ですが、契約者が契約の継続停止を申し出ない限り、
「満了する契約」と同一内容の継続契約の申込みが毎年あったとみなし、契約者が預
金口座振替依頼書に記載した金融機関口座から継続契約の掛金を振替えて、卒業
予定年の契約満了日まで保障を継続します。制度改定があった場合は、上記『「満了す
る契約」と同一内容の』の部分を、『「改定後の制度内容」での』と読み替えます。

●この「みなし申込」と「掛金の口座振替」により契約を継続することを自動継続と呼びます。
４．共済掛金の支払い方法
　【生命共済、火災共済共通】

●共済掛金は１年間の共済期間に対し年１回払いです。
●初年度（入学時を含む）の共済掛金は、入学する大学の生協が指定する方法でお支払いください。
●２年目から卒業予定年までの共済掛金は、あらかじめ契約者が指定した金融

機関からの口座振替でのお支払いです。
５．契約者（共済に加入の申込みをする人をいいます。）
　【生命共済、火災共済共通】

●共済に加入の申込みをする人（契約者）は、大学生協共済連の会員である大
学生協の組合員、または組合員と同一の世帯に属する人です。

６．被共済者（共済の保障対象になる人をいいます。）
●生命共済・火災共済の細則に定める学生で、次の各号のいずれかに該当する人、申込

書で登録した方１名です。
①契約者　②契約者の配偶者　③契約者と生計を共にする前記①②以外の２親等以
内の親族　④契約者の配偶者と生計を共にする契約者の配偶者の２親等以内の親族

７．扶養者（加入申込書に「扶養者」として登録する人の要件）
●扶養者は、生命共済の被共済者の学費および生活費を負担していることが要

件ですが、必ずしも親族である必要はありません。
８．契約の制限および引受条件
　【生命共済、火災共済共通】

●被共済者１人につき、生命共済、火災共済にそれぞれ一つ契約できます。
●大学生協共済連が設定する契約の型以外の契約はできません。

　【生命共済】
●契約の型：基本契約A型＋特約F型の組み合わせによる「AF型」と基本契約

M型＋特約F型の組み合わせによる「MF型」の２種類があります。
 ・基本契約A型とM型では被共済者の保障金額が異なります。
 ・特約「F型」は被共済者の扶養者事故死亡に関する特約です。

●この契約における被共済者の「年齢」は、新規契約および継続契約の保障開
始日における満年齢をいいます。

●学生総合共済パンフレット記載の生命共済掛金額は、３５歳未満の被共済者
を対象とした金額です。 新規契約の保障開始日において３５歳以上の被共済
者、および２年目以降の継続契約の保障開始日において３５歳以上の被共済
者は生命共済掛金額が異なりますので、大学生協の共済窓口または共済・保
険サポートダイヤルにお問い合わせのうえ、ご契約ください。

●経済的に自立している被共済者（扶養を受けない人）、および扶養者のいない被共済
者は、特約F型（扶養者事故死亡特約）を付帯しないA型またはM型の契約となります。

●扶養者事故死亡特約の共済金の支払いは、１人の被共済者に対して、すべ
ての生命共済契約の共済期間を通じて１回限りです。したがって、この特約で
の支払を受けた被共済者が、契約を継続または再契約する場合には、特約F
型（扶養者事故死亡特約）を付帯しないA型またはM型での契約となります。

●共済期間中に卒業や退学などにより大学生協の学生組合員で無くなった場
合でも、契約の満了日まで保障を続けることができます。
ただし、中途解約を希望されるときは大学生協の共済窓口または共済・保険サ
ポートダイヤルまでお申し出ください。

　【火災共済】
●契約の型：KW型の１種類のみです。
●この契約は「不動産賃貸借契約の入居者本人」を被共済者とする契約です。

なお、借用戸室は日本国内に存在することを要します。
●共済期間中に卒業、退学などにより戸室を借用しなくなった場合、解約手続きにつ

いて大学生協の共済窓口または共済・保険サポートダイヤルまでお申し出ください。
９．保障内容
　【生命共済】　

基本契約：死亡保障、後遺障害保障、入院保障、手術保障、事故通院保障
特　　約：父母扶養者死亡特約、扶養者事故死亡特約

　【火災共済】　
基本契約：火災保障、盗難保障（家財・現金・盗難借用戸室修理費用）、借家人
　　　　 賠償責任保障

※この火災共済の他に同種の共済（保険）契約があり、それぞれの契約から支
払われる共済金（保険金）の合計が損害額を超えるときは、損害額を超えない
ように調整して支払われる場合があります。

※新入生（編入学・院入学を含む）の新規契約者に限り、入学月の前月の１日又
は新規契約の申込みを承諾した日の翌日のいずれか遅い日から発効日の前日
までの期間に火災共済の保障の対象となる事故が発生した場合には、共済
期間中の事由とみなし、該当する共済金、費用を支払います。

10．満期返戻金、割戻金
　【生命共済、火災共済共通】

●この契約に満期返戻金はありません。
●年度の決算において剰余が生じ総会で議決された場合、９月末決算時点で有

効な契約に対し割戻金を支払う場合があります。なお、割戻金は共済契約の
最終終了時（卒業年）まで据え置きいたします。

11．共済金の受取人
●共済金の受取人は契約者（この共済に加入の申込みをする人）です。
●被共済者と同一人である契約者が死亡したときの共済金受取人は、下記の

人で、その順位は下記の①から⑤の順序とします。さらに、②から⑤における順
位はそれぞれの記載順序とします。
①契約者の配偶者　②契約者が死亡した当時、契約者と生計を共にしてい
た、契約者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹　③契約者が死亡した当時、契
約者と生計を共にしていた、契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉
妹　④上記②に該当しない契約者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹　⑤上
記③に該当しない契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
ただし、上記にかかわらず、契約者は死亡保障共済金の受取人を事前に指定
することができます。

12．共済証書等の送付
●共済証書（生命共済は控除証明書を含む）や継続契約のご案内等は、加入

申込書に記載した扶養者住所に送付します（日本国内に限ります）。

１．契約の申込みの撤回（クーリングオフ）について
　【生命共済、火災共済共通】

●新規契約に限り、契約申込者は、申込日（掛金支払日）から大学生協共済連の
８営業日以内に、書面により申込みの撤回ができます。申込みの撤回をするときは、
大学生協の共済窓口または共済・保険サポートダイヤルまでお申し出ください。

２．加入申込書および告知事項の記入について（契約時の告知事項）
　【生命共済】

●「加入申込書」（告知事項に該当するときの告知書を含みます。）は大学生協
共済連と契約を締結するための重要書類です。記載事項は事実を表記し、契
約者と被共済者が異なるときは被共済者の事実を充分確認のうえ、契約者自
身が記入してください。

●「生命共済健康状態に関する告知事項」には正確にお答えください。回答が事
実と異なると契約が解除されたり共済金をお支払いできない場合があります。

●「生命共済健康状態に関する告知事項」のいずれかの事項に該当する場合は、その
病名および発病日または手術予定日についての告知が必要となります。
なお、「告知書に記載した病気」、「告知書に記載しなかったが契約申込み前に発
病していたと診断された病気」が原因での共済金は支払いません。
ただし、申込日（掛金支払日）から１年を経過した後の前記の病気を原因とする死亡
や後遺障害、入院、手術については共済金をお支払いできる場合があります。
詳細は大学生協の共済窓口または共済・保険サポートダイヤルまでお問い合わせください。

　【火災共済】
●この共済の他に、同種の共済契約や保険契約の有無を「加入申込書」に告

知してください。他の共済契約や保険契約が存在するときは、「契約概要の９．
保障内容」の項をご覧ください。

３．契約内容の変更等について（契約後の通知事項）
●契約後に次の事項に変更が生じたときは、必ず大学生協の共済窓口または

共済・保険サポートダイヤルに通知してください。
　【生命共済、火災共済共通】

①被共済者の扶養者の氏名、住所　②契約者の氏名、住所　③被共済者の氏名、
住所（被共済者の変更はできません）　④共済掛金の振替金融機関口座　⑤契約
者または被共済者の通学する大学、学校　⑥卒業予定年　⑦被共済者の「区分」

　【火災共済のみ】
●この共済の他に同種の共済や保険の契約を締結するとき

４．契約の成立日と効力の発生日について
　【生命共済、火災共済共通】

●大学生協共済連が契約の申込みを承諾した場合には、契約はその申込日に
成立したものとします。

●効力の発生には「契約申込書の提出」と「共済掛金支払」の双方が必要です。共
済契約の効力は、「契約申込書提出日」または「初回掛金支払日」のいずれか遅
い日の翌日午前０時に発生します。ただし、それらの日よりも遅い日を発効日として指
定する契約については、その指定発効日の午前０時に効力が発生します。

●新入生の場合の効力発生日は、契約申込日と共済掛金支払日との関係によ
り、次のとおりとします。

①契約申込日と共済掛金支払日が２０１7年３月３１日以前の場合
……２０１7年４月１日午前０時

②契約申込日は２０１7年３月３１日以前であるが、共済掛金支払日が２０１7年
　４月１日以降の場合 　　　　　　　　……共済掛金支払日の翌日午前０時
③契約申込日と共済掛金支払日が２０１7年４月１日以降の場合

……契約申込日、または共済掛金支払日のいずれか遅い日の翌日午前０時
５．継続契約の掛金払込猶予期間と継続契約の不成立について
　※詳しくは、大学生協共済連ホームページをご覧ください。

　【生命共済、火災共済共通】
●自動継続する契約の共済掛金が預金口座の残高不足等で振替不能となっ

た場合、初回口座振替日の翌日から３ヶ月間の払込猶予期間があります。
ただし、この期間内に入金がない場合は、満了した契約の満了日を以って契約
が終了し、継続契約は成立せず「保障のない状態」となります。

●口座振替月の前月末日までに口座振替依頼書のご提出がない場合は、継続
契約の掛金支払猶予期間はありません。

６．共済金をお支払いできない主な場合について
※詳しくは学生総合共済パンフレットP7、P8または大学生協共済連ホームページをご覧ください。

　【生命共済】
①契約者、被共済者の故意によるとき（自殺は除きます。）　②被共済者、当該
扶養者の私闘、犯罪行為によるとき　③頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）、
腰痛、背痛等で医学的他覚所見がないとき　④無資格、無免許、酒気帯び、薬
物依存での運転や信号無視、最高速度違反、遮断中の踏切内進入によるケガ

　【火災共済】
①契約者、被共済者の故意によるとき　②地震、噴火、これらによる津波、火災、風水害
等　③戦争、内乱等によって発生した火災、風水害、盗難　④紛失　⑤貸主と特別な
約定により加重された賠償責任　⑥借用戸室内に存在しなかった家財、現金の盗難　
⑦借用戸室の欠陥、腐食、さび、かび等の自然の消耗　⑧借用戸室を貸主に引き渡した
後に発見された借用戸室の損壊に起因する賠償責任

　【生命共済・火災共済共通】
　●契約締結の際または共済金請求の際に詐欺行為をした場合
７．共済金額を増額、減額した場合のお支払いについて
　【生命共済】

●入院・通院期間中に、共済金額に増減がある場合、契約変更後の入院・通院期間につ
いては、変更前の共済金額と変更後の共済金額のいずれか少ない額で支払います。

８．共済金の分割、繰り延べ、削減について
　【生命共済】

●戦争その他の非常な出来事、地震、津波、噴火、その他これらに類する天災な
どの非常時には、総会の議決を経て共済金を分割・繰り延べて支払い、または
金額を削減する場合があります。　　

９．時効について
　【生命共済、火災共済共通】

●契約者・被共済者・共済金受取人が共済金の請求を、支払事由の発生した
翌日から３年間怠ったときは時効により消滅します。

●契約者が共済掛金の返還・解約返戻掛金の請求を、返還・請求事由の発生
した翌日から３年間怠ったときは時効により消滅します。

10．解約と解約返戻金について
　【生命共済、火災共済共通】

●契約を解約するときは、大学生協の共済窓口または共済・保険サポートダイヤ
ルへ連絡のうえ、所定の書類を提出してください。解約日は、所定の書類が大
学生協共済連（または大学生協の共済窓口）に届いた日または解約希望日の
いずれか遅い日です。

●解約にあたって未経過共済期間がある場合は、所定の算式によって解約返
戻金を支払います。ただし、既経過共済期間中に共済金の支払事由が生じた
場合は、解約返戻金は支払いません。

11．契約が無効となる場合について
　【生命共済、火災共済共通】

①契約者、被共済者が契約の資格・条件を充足しなかったとき　②基本契約および特約
の共済金の限度額を超えて契約したとき、その最高限度を超えた部分　③申込みの際、
被共済者の同意を得ていなかったとき　④契約者の意思によらず契約が申込まれたとき

　【生命共済】
①被共済者が効力の発生日（保障開始日）の前日までに亡くなられていたとき

　【火災共済】
①借用戸室の賃貸借契約が存在しないとき　②借用戸室や家財に損害が生じ
ていることを、契約時点で契約者または被共済者が知っていたとき

12．契約が解除となる場合について
　【生命共済、火災共済共通】

●告知義務違反による解除
契約者または被共済者が、契約締結の際に故意または重大な過失により、告知事項ま
たは危険の測定に関る重要な事実を隠したり、または事実でないことを記載した場合。

●重大事由による解除
契約者、被共済者または共済金受取人が、①故意に共済金支払事由を発生さ
せ、または発生させようとしたとき ②共済金請求に関して詐欺行為を行い、また
は行おうとしたとき ③他の共済契約等との重複により、被共済者の共済金等の
合計額が著しく過大となり、たすけあいの制度としての目的を超える、または逸脱
すると大学生協共済連が判断したとき ④大学生協共済連の信頼を損ない、契
約の存続を不適当と判断された場合。

※解除が共済金支払事由発生後であっても共済金を支払いません。また、すで
に共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。

13．元受団体ならびに共済契約に関する苦情・相談について
●大学生協共済連ならびに共済の契約または共済金の支払に関する苦情・相談

ならびに異議申立ては下記の相談窓口（０１２０-３３５-７７０）でお受けいたします。
●契約者、被共済者または共済金受取人は、契約または共済金の支払に関して

大学生協共済連の決定に不服があるときは、大学生協共済連の「異議申立
てに関する審査委員会」に対して異議の申立てを行うことができます。

14．万一事故が発生した場合には
事故や病気が発生した場合には、すみやかに大学生協の共済窓口または共済・
保険サポートダイヤルまでご通知ください。

15．中立的な外部機関による紛争解決について
●上記による大学生協共済連との間で問題を解決できない場合は、（社）日本共

済協会 共済相談所にご相談いただくか、解決の申立てを行うことができます。
個人情報の取り扱いについて 

【利用目的】
大学生協共済連（以降、当会と記載）が共済契約の締結・維持管理ならびに共
済金支払等に際して取得した個人情報は、当会ならびに当会の会員である大
学生協および全国大学生協連（※）が共済事業と生活協同組合事業に関する
各種調査・サービス・イベント等の案内などをするために利用することがあります。
また、健全な共済事業運営のため、医師等に対して告知内容・共済金請求内
容に関する事実確認を行うことがあります。
※全国大学生協連とは、大学生協が加盟する生活協同組合の連合会で正式

名称は「全国大学生活協同組合連合会」と称します。
【共同利用】
当会が保険契約者となる団体契約（学生賠償責任保険・扶養者死亡保障保険）に
関して取得した個人情報は、当会ならびに当会の会員である大学生協および引受保
険会社、および保険代理店である株式会社大学生協保険サービスにおいて、契約の
締結・維持管理・保険金の支払および各種案内・サービスなどのために利用します。

【第三者提供】
当会および当会の会員である大学生協は、当会の会員である大学生協・全国大学生協
連・被共済者が所属する大学に、「学生総合共済」ならびに当会が保険契約者となる「団
体契約」の加入状況および共済金・保険金の支払い状況などを提供することがあります。

【個人情報の保護】については各々のホームページをご覧ください。
全国大学生協共済生活協同組合連合会  http://kyosai.univcoop.or.jp/
三井住友海上火災保険株式会社  http://www.ms-ins.com/
共栄火災海上保険株式会社  http://www.kyoeikasai.co.jp/
東京海上日動火災保険株式会社  http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/
損害保険ジャパン日本興亜株式会社  http://www.sjnk.co.jp/
株式会社大学生協保険サービス  http://hoken.univcoop.or.jp/

元受団体：全国大学生協共済生活協同組合連合会
ご相談窓口：共済・保険サポートダイヤル　0120-335-770
受付時間：平日9:40～17:30　土曜日9:40～13:00

契約概要（特に重要なことがら）Ⅰ

注意喚起情報（特に注意を要することがら）Ⅱ

学生賠償責任保険 日常生活個人賠償責任補償特約および受託品補償拡大型一部変更特約付帯学生・
こども総合保険、施設・生産物賠償責任保険 重要事項説明書

●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に、被保険
者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚
起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くだ
さいますようお願いいたします。お申込みいただく際には、ご加入の内容がお客
さまのご意向に沿っていることをご確認ください。●申込人と被保険者（保障
の対象者）が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方
にも必ずご説明ください。●この書面はご加入に関するすべての内容を記載し
ているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約（特別約款
を含みます。以下同様とします。）等によって定まります。ご不明な点について
は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。●取扱代理
店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領
収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。
したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約につきまし
ては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明
日常生活個人賠償責任補償特約および受託品補償拡大型一部変更特約付帯学生・

こども総合保険、施設・生産物賠償責任保険

重要事項のご説明

【契約概要のご説明】
商品の仕組みおよび引受条件等1

●この保険は全国大学生協共済生活協同組合連合会（以下「大学生協共
済連」）が保険契約者となる団体契約です。
（1）商品の仕組み

この保険は、被保険者（保障の対象者）が事故によるケガで亡くなられた場合や被保険
者が法律上の損害賠償責任を負われた場合等に保険金をお支払いします。なお、被保
険者としてご加入いただける方（＊1）および被保険者の範囲は次のとおりとなります。

(＊1)大学生協の学生総合共済P9「ご加入者（被保険者）となれる方」をご参照
ください。

①大学②大学院③短期大学④高等学校⑤高等
専門学校⑥特別支援学校の高等部⑦専修学校

（専門課程、高等課程、一般課程）⑧各種学校
ただし⑦、⑧については教育基本法に定める義務教
育を修了した方およびこれに相当する方に限ります。

全国大学生協共済生活協同組合連合会の会
員の組合員であり、保険期間の末日において満
23歳未満の方または学校教育法に定める次の
学校の学生・生徒の方（入学手続を終え、組合
員となられた方を含みます｡）に限ります。（＊2）

①本人②親権者およびその他の法定の監督義務
者③配偶者④本人・親権者・配偶者と同居の本人・
配偶者の親族（6親等内の血族および3親等内の
姻族）⑤本人・親権者・配偶者と別居の本人・配偶
者の未婚の子。

（注）同居・別居の別および続柄は、損害の原因と
なった事故発生時におけるものをいいます。住
民票上は同居となっていても実態が別居の場
合は、ここでいう同居には該当しません。

対象となる学校教育法
に定める学校

被保険者として
ご加入いただける方

被保険者
の範囲

加入申込書の被保険者氏名の欄に記載の方（本人）下記以外

賠償責任
保険金

（日常生活
個人賠償責任
補償特約）

重要事項説明書はご契約にあたり「特に重要なことがら」を「契約概要」に、ご契約者にとって「特に
注意を要することがら」を「注意喚起情報」に記載していますので、ご契約の前に必ずお読みください。
ご不明な点がございましたら、大学生協の共済窓口または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】の相談窓口：共済・保険サポートダイヤルまでお問い合わせください。

学生総合共済
（新規契約用）重要事項説明書

13 14



＜代理請求人について＞（学生・こども総合保険のみ）
●高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求

できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場
合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にす
る配偶者（＊）等（以下「代理請求人」といいます。詳細は（注）をご参照ください。）
が保険金を請求できることがあります。詳細は取扱代理店または引受保険会社ま
でお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方
にも必ずご説明ください。

（注）①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者（＊）」　　　
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求

できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする３親等内の親族」　　　

③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金
を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者（＊）」または「上記②以外の３親等内の親族」

（＊）法律上の配偶者に限ります。
●お客さまのご加入内容が登録されることがあります。（学生・こども総合保険のみ）

損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険
金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のあ
る保険契約について、一般社団法人日本損害保険協会が運営する契約内容
登録制度への登録を実施しております。

●ご加入いただいた後にお届けする学生賠償責任保険加入者証は、内容をご確
認のうえ、大切に保管してください。

●法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を保障する契約の対
象となる賠償事故の示談交渉については、事前に引受保険会社へご相談くださ
い。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、
賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがあります
のでご注意ください。

＜示談交渉サービス＞（学生・こども総合保険のみ）
日本国内において発生した、賠償責任条項の対象となる賠償事故（受託品の破
損、紛失または盗取を除きます。）について被保険者のお申出があり、かつ被保険
者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉を
お引受いたします。また、日本国内において発生した賠償事故（受託品の破損、紛
失または盗取を除きます。）で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の
損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。
＜示談交渉を行うことができない主な場合＞
○1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が賠償責
任条項で定める保険金額を明らかに超える場合○相手の方が引受保険会社との
交渉に同意されない場合○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が
引受保険会社への協力を拒んだ場合○被保険者に対する損害賠償請求に関す
る訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合○施設所有（管理）者・生産物賠償
責任保険の対象となる賠償事故の場合

保険料の払込猶予期間等の取扱い5
保険料は、パンフレット等記載の方法により払込みください。パンフレット等記載
の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできな
いことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。

失効について（学生・こども総合保険のみ）6
ご加入後に、被保険者（＊）が死亡された場合には、この保険契約は失効となり
ます。なお、死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失
効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。

（＊）傷害条項における被保険者をいいます。

解約と解約返れい金7
ご加入を中途で脱退（解約）される場合は、取扱代理店または引受保険会社に
速やかにお申出ください。
•脱退（解約）日から満期日までの期間に応じ
て、解約返れい金を返還させていただきます。
ただし、解約返れい金は原則として未経過
期間分よりも少なくなります。

•始期日から脱退（解約）日までの期間に応じ
て払込みいただくべき保険料について、追
加のご請求をさせていただくことがあります。

未経過期間

始期日 解約日

保険期間

満期日

保険会社破綻時等の取扱い8
＜経営破綻した場合等の保険契約者の保護について＞
•引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状
況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払
いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
•引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、
「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。この
保険は「損害保険契約者保護機構」の保障対象となっておりますので、引受
保険会社が破綻した場合でも、次のとおり保障されます。

＜保険期間が１年以内の場合＞（学生・こども総合保険のみ）
保険金、解約返れい金等は８０％まで保障されます。ただし、破綻前に発生した
事故および破綻時から３か月までに発生した事故による保険金は１００％保障されます。
＜保険期間が１年超の場合＞（学生・こども総合保険のみ）
保険金、解約返れい金等は９０％まで保障されます。ただし、保険期間が5年を
超える場合で、主務大臣が定める率より高い予定利率を適用している保険契
約については、90%より補償割合が引き下がる場合があります。なお、破綻前
に発生した事故による保険金は１００％保障されます。
＜施設・生産物賠償責任保険＞
保険金や解約返れい金は80%まで保障されます。ただし、破綻前に発生した事
故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%保障され
ます。

個人情報の取扱いについて9
P12をご参照ください。

その他ご注意いただきたいこと
＜保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡＞
●保険金をお支払いする場合に該当したときは、取扱代理店または引受保険会社まで

ご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金
をお支払いする場合に該当した日から３０日以内にご連絡がない場合、もしくは知って
いる事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社
はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。

＜保険金支払いの履行期＞

三井住友海上火災保険株式会社（幹事会社）
共栄火災海上保険株式会社

 通保険約款・特約等の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されてお
りますのでご確認ください。

（2）重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、
または生じさせようとしたこと。②保険金の請求について詐欺を行い、または
行おうとしたこと。③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると
認められたこと。④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額
が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれが
あること。⑤上記のほか、①～④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、
保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。

（1）保険金をお支払いしない主な場合
 パンフレットをご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普

●引受保険会社は、保険金請求に必要な書類（＊１）をご提出いただいてからその日
を含めて３０日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認（＊２）を終
えて保険金をお支払いします。（＊３）

（＊１）保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」
をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が
保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。

（＊２）保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有
無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支
払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。

（＊３）必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照
会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された
被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通
保険約款・特約等に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、
引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険
者または保険金を受け取るべき方に通知します。

＜保険金のご請求時にご提出いただく書類＞
●被保険者または保険金を受け取るべき方（これらの方の代理人を含みます。）が保険金

の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。
ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。

【ご提出いただく書類】
以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
○引受保険会社所定の保険金請求書○引受保険会社所定の同意書○事故
原因・損害状況に関する資料○被保険者またはその代理人の保険金請求であ
ることを確認するための資料（住民票、健康保険証（写）等）○引受保険会社所
定の診断書○診療状況申告書○公の機関（やむを得ない場合は第三者）等の
事故証明書○死亡診断書○他から支払われる損害賠償金・保険金、給付金等
の額を確認する書類○損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書
類○引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する
書類およびその他これらに類する書類

事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願
いすることがあります。
■保険金請求権については時効（3年）がありますのでご注意ください。保険金請求権

の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約等でご確認ください。
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について

保険法に基づく先取特権（他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利）を有しま
す。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。

＜共同保険のご説明＞
この保険契約は共同保険に関する特約に基づく共同保険契約です。引受保険会
社は、それぞれの引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保
険契約上の責任を負います。また、三井住友海上は、幹事保険会社として他の引
受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。引受保険会社は次のとお
りです。なお、それぞれの会社の引受割合は決定しだいご案内します。

＜ご契約の引受範囲＞

＜ご契約の引受範
囲外＞

下記以外の職業

農林業作業者、漁業作業者、採鉱・採石作業者、自動車
運転者（助手含む）、建設作業者、木・竹・草・つる製品製
造作業者および以下の「特別危険な職業」（これらと同
程度またはそれ以上の危険な職業を含みます。）
オートテスター（テストライダー）、オートバイ競争選手、自動
車競争選手、自転車競争選手（競輪選手）、モーターボー
ト（水上オートバイを含みます。）競争選手、猛獣取扱者
（動物園の飼育係を含みます。）、プロボクサー、プロレス
ラー、ローラーゲーム選手（レフリーを含みます。）、力士  等

（3）その他の注意事項

■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、遅滞なくご通知いた
だく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案
内ができないことになります。また、下記に該当する場合もご契約内容
の変更手続が必要となりますので取扱代理店または引受保険会社まで
ご連絡ください。
●学校の種類の変更

■傷害条項の被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいず
れかに該当するときは、傷害条項の被保険者は保険契約者にこの保
険契約（＊）の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこ
の保険契約（＊）を解約しなければなりません。
①この保険契約（＊）の傷害条項の被保険者となることについて、同意し

ていなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当

する行為があった場合
•引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じ
させ、または生じさせようとしたこと。
•保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。

③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その
他の反社会的勢力に該当する場合

④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大
となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。

⑤②～④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契
約（＊）の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合

⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保
険契約（＊）の傷害条項の被保険者となることについて同意した事情
に著しい変更があった場合

また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができま
す。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。

（＊）保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。

■保障重複
次表の特約などのご加入にあたっては、保障内容が同様の保険契約

（学生・こども総合保険以外の保険契約にセットされる特約や引受保険
会社以外の保険契約を含みます。）が他にある場合、保障が重複するこ
とがあります。保障が重複すると、対象となる事故について、どちらの保
険契約からでも保障されますが、いずれか一方の保険契約からは保険
金が支払われない場合があります。保障内容の差異や保険金額をご確
認いただき、加入の要否をご判断いただいたうえで、ご加入ください。（注）

（注）1契約のみご加入した場合、ご加入を解約したときや、家族状況の
変化（同居から別居への変更等）により被保険者が保障の対象外
となったときなどは、保障がなくなることがあります。ご注意ください。

＜保障が重複する可能性のある主な特約等＞

•死亡保険金は、特に死亡保険金受取人を定めなかった
場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。

（注）死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める
場合、被保険者の同意を確認するための署名などをい
ただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が
異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約さ
れていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契
約後に死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険
者の同意を確認するための署名などをいただきます。

保
険
金
受
取
人

死亡
保険金

上記以外 •普通保険約款・特約等に定めております。

今回ご加入いただく保障

学生・こども総合保険
日常生活個人賠償責任補償特約

自動車保険
日常生活賠償特約

保障の重複が生じる他の
保険契約の例

保障の開始時期3
新入学生の方が2017年3月31日までに加入申込み（保険料払込み）された
場合は、2017年4月1日午前0時から、また中途加入される場合、保険料払込
日の翌日午前0時からとなります。保険料は、パンフレット等記載の方法により
払込みください。パンフレット等記載の方法により保険料を払込みいただけな
い場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。

保険金をお支払いしない主な場合（主な免責事由）等4

■保険金受取人について

保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0120-632-277（無料）
受付時間　平日▶9：00～20：00 土日・祝日▶9：00～17：00

（年末・年始は休業させていただきます。）（海外からはご利用いただけません。）

指定紛争解決機関
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機
関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険
協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会　そんぽADRセンター
0570-022-808〔ナビダイヤル（有料）〕
受付時間　平日▶9：15～17：00（12/30～1/4を除く。）
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。

（http://www.sonpo.or.jp/）

(＊2)１.各省庁が教育施設として設置している税務大学校・航空大学校・自治大学校・
防衛大学校等の各種大学に在籍する学生・生徒の方は対象となりません。

 ２.入学手続を終えた方とは、入学に必要な書類を学校に提出のうえ、入学金およ
びその他の費用を納入し、学校の定める所定の手続を完了した方をいいます。

【注意喚起情報のご説明】

保険料2
保険料は保険金額・保険期間等によって決定されます。詳細は取扱代理店ま
たは引受保険会社までお問い合わせください。お客さまが実際にご加入いただ
く保険料につきましては、パンフレット等にてご確認ください。

（2）保障内容
保険金をお支払いする場合はパンフレットに記載の「学生賠償責任保険
制度のあらまし」のとおりです。
詳細は普通保険約款・特約等に基づきます。
①保険金をお支払いする場合（支払事由）と保険金のお支払額

パンフレットをご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合（主な免責事由）

パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約等の
「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。

（3）セットできる主な特約およびその概要
パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約
等に基づきます。

（4）保険期間
この保険の保険期間は、1～6年間です。お客さまが実際にご加入いただ
く保険期間については、加入申込書の保険期間欄にてご確認ください。

（5）引受条件
●ご契約の引受範囲および引受範囲外の職業・職務につきましては、
【注意喚起情報のご説明】の「2．（２）ご加入後における注意事項（通
知義務等）」＜ご契約の引受範囲＞＜ご契約の引受範囲外＞をご参
照ください。

●ご加入いただく保険金額（支払限度額を含みます。以下同様としま
す。）につきましては、次の点にご注意ください。お客さまが実際にご加
入いただく保険金額につきましては、パンフレット等の保険金額欄およ
び加入申込書、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
•保険金額は被保険者（保障の対象者）の方の年令・年収などに照ら
して適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受で
きない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おき
ください。

保険料の払込方法3
パンフレットをご参照ください。保険料の払込方法はご加入と同時に、全額を
払い込む一時払いとなります。保険料払込方法は、お手続きをされる生協所定
の方法によりお支払ください。

解約返れい金の有無5
ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過で
あった期間の保険料を解約返れい金として返還いたします。始期日から解約日
までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請
求をさせていただく場合があります。【注意喚起情報のご説明】の「７．解約と解
約返れい金」をご参照ください。

満期返れい金・契約者配当金4
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。

ご契約申込みの撤回等（クーリングオフ）1
この保険は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る団
体契約であることからクーリングオフの対象となりません。

三井住友海上へのご連絡、指定紛争解決機関へのご連絡はP16をご覧ください。

告知義務・通知義務等2
（1）ご加入時における注意事項（告知義務－加入申込書の記入上の注意

事項）
被保険者（保障の対象者）には、ご加入時に危険に関する重要な事項
として引受保険会社が告知を求めたもの（告知事項）について事実を正
確に告知いただく義務（告知義務）があり、取扱代理店には告知受領権
があります（取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社
に告知いただいたものとなります。）。加入申込書に記載された内容のう
ち、★印などの印がついている項目が告知事項です（告知事項の項目は
加入申込書でご確認ください。）。この項目が、事実と異なっている場合、
または事実を記入しなかった場合には、ご加入を解除し、保険金をお支
払いできないことがありますので、加入申込書の記入内容を必ずご確認
ください。
次の事項について十分ご注意ください。
①被保険者の「職業・職務」　②他の保険契約等（＊）に関する情報

（＊）同種の危険を保障する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、
普通傷害保険、賠償責任保険等をいい、いずれも積立保険を含みま
す。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等
を含みます。

（２）ご加入後における注意事項（通知義務等）
ご加入後、被保険者に次に掲げる事実が発生した場合には、遅滞なく取
扱代理店または引受保険会社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契
約を解除し保険金をお支払いできないことや、保険金を削減してお支払い
することがありますので、十分ご注意ください。
①職業・職務を変更した場合 ②新たに職業に就いた場合 ③職業をやめ

た場合また、①または②のいずれかにおいて、下記の＜ご契約の引受範囲
外＞に該当した場合は、ご契約を解約いただくか、引受保険会社からご契
約を解除します。
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ご加入時にご注意いただきたいこと1
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致
の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保する
ため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保
険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協
会に登録された契約情報等により確認を行っております。確認内容は、上記目
的以外には用いません。ご不明な点は共栄火災までご照会ください。

お客さまに関する情報の取扱いについて2
この保険のご加入にあたり、大学生協共済連にご提供されました個人情報に
つきましては、引受保険会社に提供されます。
引受保険会社における情報のお取扱いについて
（1）情報の利用目的について

引受保険会社は、大学生協共済連から提供された情報につきまして、保
険制度の健全な運営とサービスの提供等のため、次の目的の達成に必要
な範囲内において利用いたします。
①保険契約の引受、保険金の支払その他の保険契約の履行および付帯

サービスの提供
②保険事故の調査（医療機関・当事者等の関係先に対する照会等を含みます。）
③引受保険会社、引受保険会社のグループ会社およびこれらの提携先

共同保険のご説明12
複数の保険会社による共同保険契約につきましては、各引受保険会社は、それぞれ
の引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。ま
た、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。なお、各引受保険
会社の引受割合につきましては、取扱代理店または共栄火災にご照会ください。

代理請求制度13
この保険では、被保険者が高度障害状態等の事情により保険金を請求でき
ない場合で、かつ、被保険者に法定代理人等がいない場合に代理請求制度
を利用できます。被保険者と同居する配偶者の方等が、その事情を示す書類
により共栄火災に申請いただき、共栄火災の承認を得ることで、被保険者の
代理請求人として保険金を請求することができます。
万が一の場合に備えて、ご家族の方にも保険に加入していること、および加
入している保険の概要（保険会社名、お支払いする保険金の種類など）をお
伝えいただきますようお願いいたします。

その他ご注意いただきたいこと

ご加入内容の確認事項 ～団体契約をお申込みいただく前に～
以下の確認事項は、今回お申込みいただく保障が「ご希望にそった内容になって
いること」「加入申込書に正しく記載されていること」を確認させていただくためのも
のです。お手数ですが、加入申込書にご記入された内容を再度ご確認のうえ、お申
込みくださいますようお願いいたします。
【ご確認いただきたい事項】
1. ご加入内容が以下の点でお客さまのご意向に合致しているか、よくご確認ください。

①保障の内容（お支払いする保険金、保険金をお支払いする場合、保険金を
お支払いできない主な場合など）やセットされる特約の内容　

②保険金額（ご契約金額・加入口数・保険料）
③保険期間（ご契約期間）　
④被保険者（保障を受けられる方）の範囲　

2. 加入申込書の記載内容（「ご加入者（被保険者）・扶養者のお名前」、「ご加入
者（被保険者）の生年月日」、「ご加入者（被保険者）のご職業等」）に誤りがな
いかご確認ください。

3. 本重要事項のご説明に記載された内容にご不明な点がないかご確認ください。

承認番号　A1624400E0402-20160609

保険に関するお問い合わせ・ご相談は

商品・契約内容に関するお問い合わせ、各種お手続き、保険料のお見積りは、取
扱代理店または共栄火災営業店にご連絡ください。なお、商品・サービスに関する
一般的なお問い合わせ・ご相談は、共栄火災カスタマーセンターでも承ります。
共栄火災カスタマーセンター　0120-719-112（通話料無料）
受付時間：平日▶9：00～18：00

指定紛争解決機関

共栄火災は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決
機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結し
ています。共栄火災との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日
本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会　そんぽADRセンター
0570-022-808〔ナビダイヤル（有料）〕
受付時間　平日▶9：15～17：00（12/30～1/4を除く。）
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。

（http://www.sonpo.or.jp/）

大学生協
共済・保険サポートダイヤル ０１２０-335-770
●共済・保険へのご加入を検討されている方
●ご加入後の契約内容の変更・追加・解約等

【平日】9:40～17:30　【土曜】9:40～13:00 【日祝】休業受付時間

【平日】9:40～17:30 【土曜】9:40～13:00 【日祝】休業受付時間

生命
共済

火災
共済

学賠
保険

扶保
保険

学賠
保険

扶保
保険

●生命共済・火災共済の病気や事故・ケガ等の
　連絡・共済金請求

生命
共済

火災
共済

【24時間365日対応】受付時間

●学生賠償責任保険・扶養者死亡保障保険の
　事故連絡・保険金請求

ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご
加入される前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願いします。本書面はご契
約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、パンフ
レット等をご参照ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または共栄火災海
上保険株式会社（以下「共栄火災」といいます。）までお問い合わせください。
※ご加入者以外にこの保険の保障を受けられる方がいらっしゃる場合には、その方に

もここに記載していることがらをお伝えください。

契約概要のご説明

ご加入に際してご加入者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事
項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、
お申込みくださるようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載して
いるものではありません。詳細については、パンフレット等をご参照ください。また、ご不明
な点については、取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。
※ご加入者以外にこの保険の保障を受けられる方がいらっしゃる場合には、その方に

もここに記載していることがらをお伝えください。

注意喚起情報のご説明

商品の仕組みおよび引受条件等1
（1）団体契約の仕組み

この保険は、全国大学生協共済生活協同組合連合会（以下「大学生協共済
連」といいます。）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）とする団体契約です。契約者である大学生協共済連
が各被保険者の負担する保険料をとりまとめ、一括して保険会社に支払います。
※この保険は、学生総合共済ではなく、共栄火災を引受幹事保険会社と

する保険商品です。したがいまして、解約される場合は、共済と保険それ
ぞれお手続きが必要となります。

（2）商品の仕組み
パンフレットをご参照ください。

（3）保障内容
以下につきましては、パンフレットに記載の「扶養者死亡保障保険制度の
あらまし」をご参照ください。
①お支払いする保険金
②保険金をお支払いできない主な場合

（4）保険期間（保険のご契約期間）
パンフレットに記載の「扶養者死亡保障保険制度のあらまし」をご参照ください。

（5）引受条件（ご契約金額等）
ご契約金額の設定につきましては、パンフレット等でご確認ください。

クーリングオフ制度1
この保険は、クーリングオフの対象ではありません。ご加入の際は、ご契約内容
を十分にご確認ください。
告知義務・通知義務等2
（1）ご加入時における注意事項（加入申込書の記載上の注意事項）

①ご加入者（被保険者）には、保険契約の締結に際し、引受保険会社が重要
な事項として告知を求めた事項（以下「告知事項」といいます。）にご回答い
ただく義務（告知義務）があります。告知事項について事実と異なる記載を
された場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、
すでに発生している事故について保険金をお支払いできないことがあります。

保険料2
保険料につきましては、パンフレット等でご確認ください。

保険料の払込方法について3
保険料の払込方法はご加入と同時に、全額を払い込む一時払となります。保
険料払込方法は、お手続きをされる生協所定の方法によりお支払いください。

満期返れい金・契約者配当金4
この保険には満期返れい金・契約者配当金はございません。

保険責任の開始日時3
保険責任は保険期間の初日の午前0時に開始します。

保険金をお支払いできない主な場合4
パンフレットの「保険金をお支払いできない主な場合」をご参照ください。

保険契約の無効・取消し5
（1）ご加入者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法

に取得させる目的をもって保険に加入された場合は、保険は無効となります。
（2）ご加入者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫に

よって保険に加入された場合は、保険の取消しをさせていただきます。

万一事故が発生した場合には9
（1）事故が発生した場合には、すみやかに代理店または共栄火災にご通知ください。な

お、ご通知が遅れますと保険金を削減して支払う場合がありますのでご注意ください。
（2）事故が発生した場合は、保険金の請求書、ケガ・損害の程度を証明する書類をご提

出いただきます。また、必要に応じて、詳しい事故の原因・発生状況、事故とケガ・損
害の関係、保険契約の有効性等の確認のために必要な書類をご提出いただくこと
があります。具体的な必要書類につきましては、保険金請求時にご案内いたします。

（3）保険金請求権については、時効（3年）がありますのでご注意ください。

保険契約等の失効（終了）6
ご契約後に次の事由が生じた場合には学業費用補償特約および疾病による
学業費用補償特約は失効（終了）となります。
・被保険者が独立して生計を営むようになったときや特定の個人に扶養されなく
なったとき

・共栄火災が保険金（学資費用保険金）をお支払いしたとき

重大事由による保険契約の解除7
ご加入後に次の事由が生じた場合には、保険を解除することがあります。また、
その場合、保険金もお支払いできません。
①ご加入者、被保険者または保険金を受け取るべき方が引受保険会社に保険金

を支払わせることを目的としてケガを生じさせたことまたは生じさせようとしたこと
②保険金の請求に関し、被保険者または保険金を受け取るべき方に詐欺行

為があったことまたは詐欺行為を行おうとしたこと
③ご加入者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その

他の反社会的勢力に該当すると認められること
④他の保険契約との重複によって、保険金額の合計額が著しく過大であって、

保険制度の目的に反するおそれがあること
⑤上記①～④のほか、ご加入者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、

保険の存続を困難とする上記と同等の重大な事由を生じさせたこと

脱退時の返れい金8
この団体契約から脱退される場合は、パンフレット等に記載の連絡先までご連
絡ください。なお、脱退に際しては、脱退時の条件によって、既に払込みいただ
いた保険料の一部を返れい金としてお支払いする場合がございます。詳しくは
取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。

保険会社破綻時の取扱い10
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払い
が一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会
社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の保
障対象となり、保険期間によってそれぞれ以下のとおり保障されます。
＜保険期間が1年以内の場合＞

保険金、返れい金等は原則として80％（破綻保険会社の支払停止から3か月間が経
過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100％）まで保障されます。

＜保険期間が1年超の場合＞
保険金、返れい金等は原則として90％まで保障されます。ただし、引受保険
会社の経営が破綻した時点で保険料等の算出の基礎となる予定利率が金
融庁の定める基準利率を過去5年間常に超えていた場合、保障割合は
90％を下回ります。

扶養者死亡保障保険 学業費用補償特約・疾病による学業費用補償特約付帯こども総合保険重要事項説明書

企業等の保険商品・各種サービスの提供・案内
（2）情報の第三者提供について

引受保険会社は、大学生協共済連から提供された情報につきまして、保険
制度の健全な運営のため、個人情報の保護に関する法律その他の法令
等に規定されている場合のほか、次の場合について第三者に提供します。
①本保険契約に関し、上記（1）情報の利用目的の達成に必要な範囲内

において、業務委託先（保険代理店を含みます。）、医師、面接士、調査
会社、他の保険会社、金融機関等に対して提供する場合

②保険契約の適正な引受、保険金の適正な支払および不適切な保険金
の請求等を防止するため、損害保険会社等の間において、保険契約、保
険事故、保険金請求または保険金支払等に関する情報を交換する場合

③再保険契約の締結または再保険金の受領等のため、再保険取引先に
対して再保険契約上必要な情報を提供する場合

（3）共同利用について
引受保険会社は、大学生協共済連から提供された情報につきまして、次
の場合について共同利用します。
①保険契約の適正な引受、保険金の適正な支払および不適切な保険金の

請求等を防止するため、保険契約に関する情報を一般社団法人日本損害
保険協会に登録のうえ、損害保険会社等の間において共同利用する場合

②引受保険会社と引受保険会社のグループ会社およびこれらの提携先
企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために個人情報を共
同利用する場合

※引受保険会社と引受保険会社のグループ会社およびこれらの提携先企
業等につきましては、引受保険会社各社のホームページをご参照ください。

なお、個人情報全般に関する詳細内容は、引受保険会社各社のホームページ
をご覧ください。
共栄火災海上保険株式会社　http://www.kyoeikasai.co.jp/
東京海上日動火災保険株式会社　http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/
損害保険ジャパン日本興亜株式会社　http://www.sjnk.co.jp/

２．加入申込書への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項
目です。内容をよくご確認いただき、加入申込書に正しくご記入いただきますよう
お願い申し上げます。
記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。

保障重複に関するご注意11
次表の特約等のご加入にあたっては、保障内容が同様の保険（傷害保険以
外の保険にセットされる特約や共栄火災以外の保険を含みます。）が他にある
場合、保障が重複することがあります。
保障が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険からでも保
障されますが、いずれか一方の保険からは保険金が支払われない場合がありま
す。保障内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いた
だいたうえで、ご加入ください。（注）

（注）1保険のみに特約をセットした場合、保険を解約したときや、家族状況の変
化（同居から別居への変更等）により被保険者が保障の対象外になったときな
どは、特約の保障がなくなることがあります。ご注意ください。

〈保障が重複する可能性のある主な特約（保障）〉
今回ご加入いただく保障

学業費用補償特約
疾病による学業費用補償特約
救援者費用等補償特約
（疾病補償追加型）

保障の重複が生じる他の保険の例
こども総合保険／学業費用補償特約

こども総合保険／疾病による学業費用補償特約
安心生活総合補償保険（普傷型）／救援者費用等補償特約／

学生賠償責任保険／救援者費用等補償特約（疾病補償追加型）

この保険では加入申込書に★印が付された次の項目が告知事項となり
ますので、ご注意ください。
○被保険者の職業・職種　
○被保険者の生年月日　
○他の保険契約

②死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。
③被保険者は、保険期間の満了日において満23歳未満であるか、学校

教育法に定める学校（大学・専門学校など）の学生である方に限ります。
④学業費用補償特約および疾病による学業費用補償特約における扶

養者は、原則として、被保険者の親権者であり、かつ、被保険者の生活
費等の全部または一部を負担して、被保険者の生計を主に支えている
方をご指定ください。

（2）ご加入後における留意事項（通知義務）
ご加入者（被保険者）には保険契約の締結後に、告知事項のうちの一部
の事項に変更が生じた場合に、遅滞なくご通知いただく義務（通知義務）
があります。変更が生じた場合には、すみやかに取扱代理店または共栄火
災にご通知ください。ご通知がない場合には、変更後に生じた事故による
被保険者のケガについては、保険金が削減されることがあります。
この保険では加入申込書に☆印が付された次の項目がご通知いただく事
項（通知事項）となりますので、ご注意ください。
○被保険者の職業・職種（新たに職業に就かれる場合を含みます。）

（3）その他ご注意いただきたいこと
次のような場合には、在学される大学生協窓口または大学生協共済連ま
でご連絡ください。
○契約申込者（学生）の氏名が変更になったとき
○卒業予定年が変更になったとき
○扶養者の住所・氏名が変更になったとき
○退学をしたとき
○生協を脱退したとき

皆さまがご確認ください。

• 加入申込書の「生年月日」または「年令」欄、「性別」欄は正しくご記入いただ
いていますか？

• 加入申込書の「職業・職務」欄（「職種級別」欄を含みます。）は正しくご記入
いただいていますか？または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご
確認いただきましたか？

• 加入申込書の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか？
＊ご加入いただく保険商品の加入申込書によっては、上記の欄がない場合が

あります。上記のうち欄がないものについてのご確認は不要となります。

ご加入内容確認事項

１．保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていること
をパンフレット・重要事項のご説明でご確認ください。万一、ご希望に合致し
ない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。
「重要事項のご説明」に記載の、補償が重複する可能性のある特約等について
は、ご加入の要否をご確認ください。
•保険金のお支払事由（主契約、セットしている特約を含みます。） •保険金額

（ご契約金額） •保険期間（保険のご契約期間） •保険料 ・保険料払込方法

本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご
提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であること、ご
加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認さ
せていただくためのものです。お手数ですが、以下の各質問項目について、再
度ご確認いただきますようお願い申し上げます。なお、ご加入にあたりご不明な
点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の取扱代理店または引受保険
会社までお問い合わせください。

ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。
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