
保護者の方と一緒にご覧ください

スマホ・パソコン

2019のご案内
Web申込 コンビニ払い

Web申込

加入手続きは下記の期日までにお済ませください
期日を過ぎてしまった場合でもお手続きは可能ですが、手続き完了まで時間がかかることがあります。

期日までのお手続きにご協力ください。

▍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
▍生協電子マネー

重要

生協・共済・保険等加入手続き方法
パソコン・スマホで簡単申込！　「Web申込＋コンビニ払い」

京都工繊大生協

TEL:075-781-5359
ホームページでも入学準備サイトを開設
http://kit.u-coop.net/

京都工芸繊維大学生活協同組合
［営業時間］平日 10:00～17:00　土日祝日休業  
ただし、春休み期間中は平日 11:00～17:00　土日祝日休業

承認番号　19-6507-01-20181025

AO・編入合格生 前期合格生 後期合格生

1/31（木） 3/18（月） 3/25（月）

このパンフレットと一緒にご覧ください

申込書の受取・郵送3

申込書を返信用封筒に
入れて投函ください。

申込み
手続き完了！

32018

2019 2023

京都工芸繊維大学生活協同組合
京都工芸繊維大学

京都工芸繊維大学

工芸科学部
15

工繊　太郎
2001

123456

1234567891011

京都市北区●●町 000000-0000

コウセン タロウ

コウセン タスケ
工繊　太輔

京都市北区●●町 000000-0000

工繊　太郎
コウセン タロウ

32018 14

※�生命共済、学生賠償
責任保険・就学費用
保障保険に加入され
ない場合は金融機関
情報は記入不要です。

金融機関情報を記入し、
押印してください。

加入申込書が正確に印刷されていることを確認して、
必要事項をご記入の上、返信用封筒にて郵送ください。

❶申込書

❷�返信用封筒 ❸仮組合員証

生協組合員カー
ドがお手元に届く
までこちらをお持
ちください。

Web申込みフォームに必要事項を入力  コンビニ払い2

送信されてきたメールの
URL より申込フォームへア
クセスし、
❶�学生情報
❷�扶養者情報
❸�入学後の住所
をご入力ください。

京都工芸繊維大学生協

❶   氏名やご住所など  
「必要事項」の入力

❸   告知事項  
申込書についての
確認の入力

❹   お支払いコンビニを選択

「ご自宅で印刷が可能な方」
はこちらをお選びください。
注 �ご登録のメールアドレスへご自宅
で印刷いただく用紙をお送りいたしま
す。（メール添付のURLからPDFを
ダウンロードいただきます。）ご不安
な方は、Bをお選びください。

「ご自宅で印刷できない方」
はこちらをお選びください。

コンビニ支払い番号が
発行されます。

❺ コンビニ支払い
Web 申込み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
支払い方法が異なります。Web 申込み時にご確認ください。

40口：20,000円

就学費用保障保険をお申込みいただく場合、
安心プランまたはその他プランからお選びく
ださい。

※� 電子マネーチャージ �とは…組合員カードの電子マ
ネーを予めお預かりいたします（詳しくは「生協加入
のご案内2019」P.17をご覧ください）。昨年は7割
以上の新入生がご利用されました。予め、電子マネー
チャージをされると入学後の食堂利用、教科書購入
などがスムーズです。
※�留学生・編入生の方、35歳以上の方、在学中に35
歳になる方、扶養を受けていない方は、生協窓口に
お問合せください。
※�学生総合共済（生命共済）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。
※��「学生生活110番」は共済・
保険とは別のサービスです。
※�上記プラン以外の組み合わ
せでお申し込みいただくこと
も可能です。

入居されるマンションの契約を確認しよう
学生賠償責任保険「一人暮らし特約あり」（19HK）・
学生生活110番は、契約されるマンションで用意さ
れている火災保険や管理サービス等をご確認いただ
き必要ない方は「学生賠償責任保険�19H」をご選
択ください。

ミールシステムをお
申込みの方は、プラ
ンをご選択ください。

❷   加入プランを選択

京都工芸繊維大学生協

新入学・新生活応援情報ページhttp://kit.u-coop.net/
京都工芸繊維大学生協

パソコン
スマホ
から

京都工芸繊維大学生協ホームページへ1

同意事項のチェックと
メールアドレスの登録

メール・郵送で
送付される
手続き用紙



基本プラン 安心プラン 基本プラン 安心プラン

生協出資金
充実した大学生活を支える、京都工芸繊維大学生協への加入出資金。

40口

20,000円 ● ● ● ●

学生総合共済�BF �生命共済
学生本人の病気での入院・ケガでの入通院などを国内・海外を問わず365日・24時
間保障します。こころの病による入院も保障します。

（1年間の共済掛金）

14,400円
※2年目からは口座振替

● ● ● ●

（1年間の保険料）

1,800円
※2年目からは口座振替

● ● ━ ━

（1年間の保険料）

8,500円
※2年目からは口座振替

━ ━ △※1 △※1

就学費用保障保険�19W
扶養者の「万が一」でも学業を継続するための「学資費用」を保障。学資費用の必要
に応じて最大15口まで加入できます。

（1年目の保険料）3口7,800円
※1口　2,600円

※2年目からは口座振替
━ ● ━ ●

学生生活110番
住まいや自転車での「今、困った」を解決するサービスです。24時間365日のコール
センター設置、水まわりや鍵、自転車トラブルには緊急で駆けつけます。

（4年間一括払い）

9,250円
※卒業予定年まで一括払い

━ △※2 △※2 △※2

生協電子マネー
教科書購入や食堂など、生協のお店で使える電子マネー。
貯まったポイントは電子マネーとして還元され使うことができます。

（事前チャージ）

50,000円 ● ● ● ●

小　計 86,200円 103,250円 102,150円 109,950円

取扱手数料 500円 ● ● ● ●

払込金額の合計 86,700円 103,750円 102,650円 110,450円

8

京都工芸繊維大学生のためのおすすめ加入プランと払込金額内訳

自宅生 自宅外生

卒業時に
返還します

1年間の
共済掛金

1年間の
保険料

4～ 5月に、
教科書購入や食堂で
使うための電子マネー

卒業予定年までの会費

基本プラン 安心プラン
学生自身の 4 年間の“もしも”に備える保障制度と、安心・便利な「電子マネー」を合わ
せた工繊大生の基本プランです。

理系大学ならではの実習・実験の“もしも„と、忙しく不規則な大学生活のリスクに備えて。

「基本プラン」にさらに充
実の保障をプラス。扶養
者の万が一があった時の
学業継続を保障します。

生協加入出資金 生命共済 学生賠償責任保険

1

2

4

5

6

学生賠償責任保険� 19H �
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。インターンシップや
教育実習、アルバイト中にも対応しています。

一人暮らし特約あり�19HK
他人への賠償責任とあわせて、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。賃貸マンションや寮でひとり暮らしをされる方が対象です。

3

※1   必要に応じて学生賠償責任保険「一人暮らし特約あり」（19HK）は、学生賠償責任保険（19H）に変更することができます。
※2   △はプランにつける、つけないの選択ができます。表示金額はプランにつけた金額となります。� �

学生賠償責任保険「一人暮らしの特約あり」「学生生活110番」は、契約されるマンションで用意されている火災保険や管理サービス等によって保障・サー
ビスが重なる場合があります。ご確認ください。（必要のない場合は、「自宅生」の基本プラン・安心プランをご参考ください。）

■�学生総合共済（生命共済）および学生賠償責任保険・就学費用保障保険の掛金・保険料は1年間分です。掛金・保険料は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。
■学生生活110番は共済・保険とは別のサービスです。会費は卒業予定年まで一括払いです。
■35歳以上の方・在学中に35歳となる方・留学生および扶養を受けていない方は、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。
■保障開始日および保障期間は、パンフレット「大学生協の学生総合共済」に掲載の重要事項説明書にてご確認ください。

大学の“学生研究災害傷害保険”と重複するのでは?
事由により重複しない場合があります。� �
補償内容をご確認ください。

「学生研究災害傷害保険」では主に正課中・学校行事中・大学公認の課外活
動中の事故を対象としています。学生生活24時間365日、国内外問わず
保障の生命共済にご加入いただくことで、より幅広いリスク、大学生特有
のリスクに備えることをおすすめします。また、生命共済は、他の保険か
ら保険金が支払われた場合でも共済金の減額することはありません。

他の保険に入っているから不要かも?
この機会に大学生のための保障へ� �
見直し検討をおすすめします。

「こども向け保険」には、お子様が18歳～ 20歳で満期となるケースが少
なくありません。満期後うっかり放置されれば危険な「無保障」状態にな
ります。また、継続後の保障内容は大人向けの条件になってしまいます。
この機会に大学生のための保障制度「学生総合共済」への加入見直しをお
すすめします。

Q Q
A A

学生総合共済そこが知りたい Q & A

以下の方はWeb申込をご利用いただけません。該当する方は当生協までご連絡ください。
院生・留学生・編入生の方、扶養を受けていない方、35 歳以上の方、在学中に 35 歳になる方


