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加入・共済・保険のご案内加入・共済・保険のご案内
大学生協の大学生協の

承認番号 21－3701－01－20200825

学生生活をより楽しく有意義にお送り頂く為に

2021年度版

重 要

ホームページにもお役立ち情報満載！
今すぐアクセス！ https://tic.coop/fresh/ 検 索大学生協　東京インカレ

生活協同組合 東京インターカレッジコープ
〒150－0001 東京都渋谷区神宮前6－24－4　TEL：03－3486－6611
営業時間：平日11：00～16：00　土曜・日曜・祝日は閉店となります。

加入手続きは下記の期日までにお済ませください。加入手続きは下記の期日までにお済ませください。

～4月23日（金）～3月26日（金）
2021年 2021年2021年

～1月29日（金）

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。
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。

※４月30日（金）以降は、金額が異なります。東京インター
カレッジコープまでご連絡のうえ、お手続きください。

安心して学園生活をスタートするためにも、入学前に
手続きを済ませることをおすすめします。

安心して学園生活をスタートするためにも、上記期日ま
でに手続きを済ませることをおすすめします。

2020年内にご入学が決まった方2020年内にご入学が決まった方

１ 加入プランを確認

２

● 基本プラン
● 安心プラン

● 基本プラン
● 安心プラン

自宅外生
（一人暮らし）

Web申込時にクレジットカードで
お支払い手続きをしてください。

お申込みは

https://tic.coop/fresh/
東京インターカレッジコープ 新入生

申込みフォームに入力

Web申込時に選択したコンビニでお支払いください。

「東京インターカレッジコープ 新入生応援サイト」にアクセスして
手順に沿って必要事項を入力してください。

※各コンビニで支払い方法が異なります。
「インカレお支払い方法のお知らせ」と
いうメールがまず届きます。詳しくは
メールにあるURLでご確認ください。コ
ンビニでの振込確認後、あらためて「入
金確認のご連絡メール」が届きます。

※コンビニによっては入金確認までのタ
イムラグが発生する場合もあります。

組合員証が郵送で届きます。
後日後日

生命共済、学生賠償責任保険、
　　　　　就学費用保障保険をお申込みの方 学生生活110番をお申込みの方

東京インターカレッジコープより順次郵送致します。

2次期日2次期日1次期日1次期日早期期日早期期日

理事長  小泉 哲夫
生活協同組合
東京インターカレッジコープ

（立教大学名誉教授）

生活協同組合 東京インターカレッジコープへのお誘い
　現在、全国で200を超える大学生協が学園単位で設立され、学生と教職員の勉学、教育と研究を支えています。大学の構成員が
必要とする商品とサービスをできる限り安い価格で提供することが中心の事業体ですが、さらに入学から卒業までの学生生活を有
意義に過ごすことができるように様々な活動を行なっています。
　しかし、すべての学園に大学生協が設立されているわけではありません。生活協同組合東京インターカレッジコープ（略称　東
京インカレコープ）は、東京都内の大学、短期大学と専門学校の学生と教職員が、生協が設立されていなくても学園の枠を超えて
生協のサービスを利用できるようにすることを目的として、1993年に設立されました。現在1.9万人を超える組合員を有する組織に
発展しました。
　東京インカレコープは、一般の大学生協が大学構内に店舗を持っていることに比べ、組合員が生協を利用するうえで不便である
ことは否めません。しかし、東京インカレコープからの情報提供と組合員の利用の仕方に工夫を図り、その不便さを解消することに
努めてきました。
　皆さんも東京インカレコープに加入して、この未来を拓く活動に参加しませんか。

３ステップ３ステップかんたん

すべての新入生に「基本プラン」への加入をおすすめしています
「基本プラン」とは学園生活のリスクに備えた保障・サービスのプランです。
安心して学業を続けていただけるよう、すべての新入生に「基本プラン」への加入をお願いしています。

（おすすめプランと払込金額内訳はP10～11をご覧ください。）

大学院生・留学生・編入生・35歳以上の方は、下記のURLまでお問合せください。
東京インターカレッジコープ お問い合わせ：https://shop.tic.coop/contact/

加入手続きが
早い！

24時間OK！

申込書の記入が不要なので

かんたん！

ここがおすすめ

ここがおすすめ

ここがおすすめ

コンビニ or クレジット支払なので

３ コンビニでお支払い クレジットカードで
　　     　お支払い

※ご扶養者様名義の
　カードでもお支払い
　いただけます。

（組合員番号はWEBサイトのMYページからご確認頂けます）

また生命共済、学生賠償責任保険、就学費用保障保険の2年目以降の掛金・保険料の引き落とし口座のご
指定が必要ですので、ご確認の上、申請書類のご返送をお願い致します。

3月～5月は新規加入が多い為、
お届けまでお時間を頂いており
ます。ご了承ください。

自 宅 生
（実家から通学）

全国大学生協共済生活協同組合連合会より証書類が郵送されます。
お問合せ：0120-335-770　平日9：40～17：30（土曜13：00）
　　　　　　　　　　　　　　　　※日祝および12/28～1/4は休業

ジャパンベストレスキューシステム株式会社より「会員証」が
郵送されますので、届きましたら大切に保管してください。
お問合せコールセンター：0120-555-560　24時間365日対応

おすすめ おすすめ

保護者の方と一緒にご覧ください
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●生活協同組合 東京インターカレッジコープとは？
　全国大学生活協同組合連合会には、2019年12月末日現在205の大学生協、6のインターカレッジコープが加盟しておりますが、全ての学園
に大学生協があるわけではありません。そこで、学園内に生協がなくても、生協のサービスを利用したいという願いに応えるべく、生活協同組
合 東京インターカレッジコープ（以下、東京インターカレッジコープ）は1993年に設立され、東京都より認可を受けました。今年で創立28年目
を迎え、組合員数も19,000名を超えております。病気やケガに備えての共済事業や、学生生活には欠かせないパソコン・ソフトウェアのほか、
運転免許や旅行、資格から就職活動支援などのサービス事業、専門書や雑誌などの書籍事業など、幅広く様々な場面に対応した事業を展開し
ています。
　出資頂き、当生協の組合員になることで、大学生協のサービス・商品を組合員割引価格で卒業までご利用頂けます。出資金は、学校卒業時
の出資金返還手続きで返還いたします。

出　資 利　用

生 協
みなさんの出資金が生協店舗
などの運営資金となります。

生協のサービスを利用、
生協企画に参加ができます。

生協店舗などの事業活動
自主的な組合員活動を通して
勉学・研究・学園生活を
サポートします。

生協の最高議決機関である「総代会」を開き、組合員の中から選出された総代が
生協の年間活動予算の決定や役員（理事・監事）の選出などを行います。

運営

出資金は学校卒業時に返還いたします。

「こうしてほしい」
組合員さんの
要望にお応え
しています。

「こんな商品を
　おいてほしいな」
みなさんの声を
大切にしています。

● 東京都内在住で近県の生協のない大学・短大・専門職大学・専門学校の学生・院生・教職員の方
● 下記の東京都内で生協のない大学・短大・専門職大学・専門学校の学生・院生・教職員の方

● 加入対象校 一覧（https : //tic. coop/join/school. html）

東京インターカレッジコープは以下の方がご加入になれます。

下記の学園以外の方も対象となる場合がございますので、詳しくはお問い合わせください。
生協のある大学（学園）を卒業され、生協のない大学（学園）へ進学される方もお問い合わせください。

4年制大学・大学校

■ ア～カ行
青山学院大学
亜細亜大学
上野学園大学
大妻女子大学
嘉悦大学
学習院女子大学
学習院大学
川村学園女子大学
北里大学
共立女子大学
杏林大学
国立音楽大学
恵泉女学園大学
国際医療福祉大学

東京赤坂キャンパス
国際基督教大学
国士舘大学
こども教育宝仙大学
駒沢女子大学
駒澤大学

■ サ行
サイバー大学
産業能率大学
実践女子大学
順天堂大学
城西国際大学
城西大学
上智大学
昭和女子大学

昭和薬科大学
女子栄養大学
女子美術大学
白百合女子大学
杉野服飾大学
成蹊大学
成城大学
聖心女子大学
清泉女子大学
聖路加国際大学
専修大学
創価大学

■ タ行
第一工業大学

東京上野キャンパス
大正大学
高千穂大学
宝塚大学

東京新宿キャンパス
拓殖大学
玉川大学
多摩大学
多摩美術大学
帝京科学大学
帝京大学
帝京平成大学
デジタルハリウッド大学
テンプル大学

ジャパンキャンパス
東海大学
東京有明医療大学
東京医科大学

東京医療学院大学
東京医療保健大学
東京音楽大学
東京家政学院大学
東京家政大学
東京工科大学
東京国際大学
東京歯科大学
東京慈恵会医科大学
東京純心大学
東京女子医科大学
東京女子体育大学
東京女子大学
東京神学大学
東京聖栄大学
東京成徳大学
東京造形大学
東京通信大学
東京都市大学
東京福祉大学
東京富士大学
東京未来大学
東邦音楽大学
桐朋学園大学
東邦大学 大森キャンパス
東洋学園大学

■ ナ行
二松學舎大学
日本医科大学
日本経済大学

東京渋谷キャンパス
日本歯科大学

日本女子体育大学
日本体育大学
日本大学
日本文化大学
日本薬科大学

■ ハ～ラ行
ビジネス・ブレークスル－大学
文化学園大学
文京学院大学
北京語言大学東京校
武蔵野音楽大学
武蔵野大学
武蔵野美術大学
明治大学
明星大学
目白大学
ヤマザキ動物看護大学
立教大学
立正大学
ルーテル学院大学

■ 大学校
国立看護大学校
職業能カ開発総合大学校

大学院大学

大原大学院大学
グロービス経営大学院東京校
国際仏教学大学院大学
事業構想大学院大学
社会情報大学院大学

大学院大学至善館
政策研究大学院大学
ハリウッド大学院大学
文化ファッション大学院大学

短期大学

■ ア～カ行
愛国学園短期大学
有明教育芸術短期大学
上野学園大学短期大学部
大妻女子大学短期大学部
共立女子短期大学
国際短期大学
駒沢女子短期大学

■ サ行
実践女子大学短期大学部
自由が丘産能短期大学
淑徳大学短期大学部
城西短期大学
女子栄養大学短期大学部
女子美術大学短期大学部
杉野服飾大学短期大学部
星美学園短期大学
創価女子短期大学

■ タ行
鶴川女子短期大学
帝京大学短期大学
帝京短期大学
貞静学園短期大学
戸板女子短期大学

東京家政大学短期大学部
東京交通短期大学
東京歯科大学短期大学
東京女子体育短期大学
東京成徳短期大学
東京立正短期大学
東邦音楽短期大学
桐朋学園芸術短期大学

■ ナ～ラ行
新渡戸文化短期大学
日本歯科大学東京短期大学
文化学園大学短期大学部
目白大学短期大学部
山野美容芸術短期大学
レイクランド大学
ジャパン・キャンパス

専門職大学

国際ファッション専門職大学
情報経営イノベーション専門職大学
他、東京都内にある専門職大学

都内の専門学校

エコール 辻 東京
中央医療技術専門学校
東京教育専門学校

など、
約350校の専門学校に
在学・在勤の方も対象
となります。

4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

1年生 2年生 3年生 4年生

リフト乗り放題＆
レンタル無料プランも充実！

新入生の組合員の約55％が共済のお申込を
きっかけで当生協へ加入されています。学生
生活において、病気・ケガへの備えや、自転
車通学・インターンシップなど他人に対する
賠償責任保険のニーズが高いです。

大学生協は多くの教習所と提携しており、一
般価格より安くお申込が出来ます。多くの方
が1,2年生の内に免許を取得しています。また、
早期合格された方は、入学前の時間があるう
ちから通われています。

オンライン講義などで、パソコンは必須です。
保障・サポート体制が充実したパソコンを提
案しております。修理時の代替機貸出サービ
スや、年に１回の無料点検会などは大学生協
ならではとなっております。

各種セミナーや
　　　　講座を開催。

4年間保証付き！
ウイルス対策も万全！

大学生協で申込めば、
◎一般よりも技能教習が
　優先的に取れる！　
◎基本教習費用が
　大学生協価格で！

少ない掛金で充実した保障の
学生総合共済に加入すれば、
病気やケガによる入院・
事故通院などを保障。

衣装選び・着こなしは、
プロのスタッフがサポート！
詳しくは、ダイレクト
メールにてご案内。

単なる観光だけではない
旅に参加して、自分の可能
性や目標を探してみよう！

就活用便利グッズや就活
本なども扱って
おります。

清潔感と好印象で内定獲得！
組合員の方は、特別ご優待付き！
　　5～20％割引

企業別の個別ブースはも
ちろん、就活支援のエキ
スパートによる講演も実施。

大学生協
オリジナルパックで、
早期割引・友達割引を付
ければ、さらにお得！

テーマのある旅

生協オリジナル
パソコン・
電子辞書 購入

運転免許取得

階段で転倒！
全治1ヶ月のケガ。

アクシデント
発生

スキー＆
スノーボード

組合員割引でさらにお得に！
滑って遊んで楽しもう！

資格取得

資格スクールの受講料が
　　5％割引等

公務員や会計士の
　　　　　資格が人気。
大学生協で申込めば、

資格取得

資格スクールの受講料が
　　5％割引等

公務員や会計士の
　　　　　資格が人気。
大学生協で申込めば、

国内旅行
学生に人気の
北海道・沖縄に行こう！　
組合員限定学割で
　  旅を満喫しよう！

成人式に向けて申込
振袖レンタル

英語力の現在地を
知ろう！

初心者の方も安心して
　　　  語学が学べます！
異文化体験で自分を再発見！

就職活動スタート

もちろん就活本は
10％割引

ゼミ合宿

リクルート
　　　スーツ

大学生協主催
合同会社説明会

就職支援講座

就職活動を乗り切るための
スキルと心構えを徹底指導！

卒業式用
袴レンタル
袴 ＋ 着付け ＋
ヘアアレンジ ＋ 記念写真

卒業旅行

卒業式当日
袴レンタル着付け

学生だけのびっくりプライス！
組合員割引＆
　  早期申込割引あり！

出資金返還
脱退手続きの上、
出資金をお返しします。

 研修費＋滞在費＋航空券 
セットになって手続きも簡単！

海外語学研修海外語学研修

会議室や体育館など
施設も充実。
研究発表にピッタリの
宿が見つかります！

会議室や体育館など
　　　　　施設も充実。
研究発表にピッタリの
宿が見つかります！

学生に人気の
ヨーロッパを中心に
ピックアップ！
学生生活最後の想い出を
創ろう！

学生に人気の
ヨーロッパを中心に
ピックアップ！
学生生活最後の想い出を
創ろう！

スコアが伸びたかを
チェック！

TOEIC○R Listening &
Reading IP Test
TOEIC○R Listening &
Reading IP Test

TOEIC○R Listening &
Reading IP Test
TOEIC○R Listening &
Reading IP Test

期間中の「もしも」に備えて、
学生賠償責任保険に加入
をしているか、確認しよう！

インターンシップ

※生協より脱退手続き・
　出資金返還案内が届きます。

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）

協同の力で
学園生活をより良くしよう！

1
ひとりの出資金がみんなのために使われます。大学生協は学
生・教職員の協力で成り立っています。

学生の福利厚生を充実させるためにも、
ぜひご加入くださいますようお願いいた
します。

東京インターカレッジコープ加入の東京インターカレッジコープ加入の ポイントポイント
共済の申込み共済の申込み

詳しくは６ページ 詳しくは４ページ 詳しくは５ページ

教習所が安い教習所が安い パソコンの購入パソコンの購入

大学生協を上手に利用して、
楽しく有意義な学生生活を送りましょう。
大学生協を上手に利用して、
楽しく有意義な学生生活を送りましょう。

11 22 33
3大3大
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●生活協同組合 東京インターカレッジコープとは？
　全国大学生活協同組合連合会には、2019年12月末日現在205の大学生協、6のインターカレッジコープが加盟しておりますが、全ての学園
に大学生協があるわけではありません。そこで、学園内に生協がなくても、生協のサービスを利用したいという願いに応えるべく、生活協同組
合 東京インターカレッジコープ（以下、東京インターカレッジコープ）は1993年に設立され、東京都より認可を受けました。今年で創立28年目
を迎え、組合員数も19,000名を超えております。病気やケガに備えての共済事業や、学生生活には欠かせないパソコン・ソフトウェアのほか、
運転免許や旅行、資格から就職活動支援などのサービス事業、専門書や雑誌などの書籍事業など、幅広く様々な場面に対応した事業を展開し
ています。
　出資頂き、当生協の組合員になることで、大学生協のサービス・商品を組合員割引価格で卒業までご利用頂けます。出資金は、学校卒業時
の出資金返還手続きで返還いたします。

出　資 利　用

生 協
みなさんの出資金が生協店舗
などの運営資金となります。

生協のサービスを利用、
生協企画に参加ができます。

生協店舗などの事業活動
自主的な組合員活動を通して
勉学・研究・学園生活を
サポートします。

生協の最高議決機関である「総代会」を開き、組合員の中から選出された総代が
生協の年間活動予算の決定や役員（理事・監事）の選出などを行います。

運営

出資金は学校卒業時に返還いたします。

「こうしてほしい」
組合員さんの
要望にお応え
しています。

「こんな商品を
　おいてほしいな」
みなさんの声を
大切にしています。

● 東京都内在住で近県の生協のない大学・短大・専門職大学・専門学校の学生・院生・教職員の方
● 下記の東京都内で生協のない大学・短大・専門職大学・専門学校の学生・院生・教職員の方

● 加入対象校 一覧（https : //tic. coop/join/school. html）

東京インターカレッジコープは以下の方がご加入になれます。

下記の学園以外の方も対象となる場合がございますので、詳しくはお問い合わせください。
生協のある大学（学園）を卒業され、生協のない大学（学園）へ進学される方もお問い合わせください。

4年制大学・大学校

■ ア～カ行
青山学院大学
亜細亜大学
上野学園大学
大妻女子大学
嘉悦大学
学習院女子大学
学習院大学
川村学園女子大学
北里大学
共立女子大学
杏林大学
国立音楽大学
恵泉女学園大学
国際医療福祉大学

東京赤坂キャンパス
国際基督教大学
国士舘大学
こども教育宝仙大学
駒沢女子大学
駒澤大学

■ サ行
サイバー大学
産業能率大学
実践女子大学
順天堂大学
城西国際大学
城西大学
上智大学
昭和女子大学

昭和薬科大学
女子栄養大学
女子美術大学
白百合女子大学
杉野服飾大学
成蹊大学
成城大学
聖心女子大学
清泉女子大学
聖路加国際大学
専修大学
創価大学

■ タ行
第一工業大学

東京上野キャンパス
大正大学
高千穂大学
宝塚大学

東京新宿キャンパス
拓殖大学
玉川大学
多摩大学
多摩美術大学
帝京科学大学
帝京大学
帝京平成大学
デジタルハリウッド大学
テンプル大学

ジャパンキャンパス
東海大学
東京有明医療大学
東京医科大学

東京医療学院大学
東京医療保健大学
東京音楽大学
東京家政学院大学
東京家政大学
東京工科大学
東京国際大学
東京歯科大学
東京慈恵会医科大学
東京純心大学
東京女子医科大学
東京女子体育大学
東京女子大学
東京神学大学
東京聖栄大学
東京成徳大学
東京造形大学
東京通信大学
東京都市大学
東京福祉大学
東京富士大学
東京未来大学
東邦音楽大学
桐朋学園大学
東邦大学 大森キャンパス
東洋学園大学

■ ナ行
二松學舎大学
日本医科大学
日本経済大学

東京渋谷キャンパス
日本歯科大学

日本女子体育大学
日本体育大学
日本大学
日本文化大学
日本薬科大学

■ ハ～ラ行
ビジネス・ブレークスル－大学
文化学園大学
文京学院大学
北京語言大学東京校
武蔵野音楽大学
武蔵野大学
武蔵野美術大学
明治大学
明星大学
目白大学
ヤマザキ動物看護大学
立教大学
立正大学
ルーテル学院大学

■ 大学校
国立看護大学校
職業能カ開発総合大学校

大学院大学

大原大学院大学
グロービス経営大学院東京校
国際仏教学大学院大学
事業構想大学院大学
社会情報大学院大学

大学院大学至善館
政策研究大学院大学
ハリウッド大学院大学
文化ファッション大学院大学

短 期 大 学

■ ア～カ行
愛国学園短期大学
有明教育芸術短期大学
上野学園大学短期大学部
大妻女子大学短期大学部
共立女子短期大学
国際短期大学
駒沢女子短期大学

■ サ行
実践女子大学短期大学部
自由が丘産能短期大学
淑徳大学短期大学部
城西短期大学
女子栄養大学短期大学部
女子美術大学短期大学部
杉野服飾大学短期大学部
星美学園短期大学
創価女子短期大学

■ タ行
鶴川女子短期大学
帝京大学短期大学
帝京短期大学
貞静学園短期大学
戸板女子短期大学

東京家政大学短期大学部
東京交通短期大学
東京歯科大学短期大学
東京女子体育短期大学
東京成徳短期大学
東京立正短期大学
東邦音楽短期大学
桐朋学園芸術短期大学

■ ナ～ラ行
新渡戸文化短期大学
日本歯科大学東京短期大学
文化学園大学短期大学部
目白大学短期大学部
山野美容芸術短期大学
レイクランド大学
ジャパン・キャンパス

専門職大学

国際ファッション専門職大学
情報経営イノベーション専門職大学
他、東京都内にある専門職大学

都内の専門学校

エコール 辻 東京
中央医療技術専門学校
東京教育専門学校

など、
約350校の専門学校に
在学・在勤の方も対象
となります。

4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

1年生 2年生 3年生 4年生

リフト乗り放題＆
レンタル無料プランも充実！

新入生の組合員の約55％が共済のお申込を
きっかけで当生協へ加入されています。学生
生活において、病気・ケガへの備えや、自転
車通学・インターンシップなど他人に対する
賠償責任保険のニーズが高いです。

大学生協は多くの教習所と提携しており、一
般価格より安くお申込が出来ます。多くの方
が1,2年生の内に免許を取得しています。また、
早期合格された方は、入学前の時間があるう
ちから通われています。

オンライン講義などで、パソコンは必須です。
保障・サポート体制が充実したパソコンを提
案しております。修理時の代替機貸出サービ
スや、年に１回の無料点検会などは大学生協
ならではとなっております。

各種セミナーや
　　　　講座を開催。

4年間保証付き！
ウイルス対策も万全！

大学生協で申込めば、
◎一般よりも技能教習が
　優先的に取れる！　
◎基本教習費用が
　大学生協価格で！

少ない掛金で充実した保障の
学生総合共済に加入すれば、
病気やケガによる入院・
事故通院などを保障。

衣装選び・着こなしは、
プロのスタッフがサポート！
詳しくは、ダイレクト
メールにてご案内。

単なる観光だけではない
旅に参加して、自分の可能
性や目標を探してみよう！

就活用便利グッズや就活
本なども扱って
おります。

清潔感と好印象で内定獲得！
組合員の方は、特別ご優待付き！
　　5～20％割引

企業別の個別ブースはも
ちろん、就活支援のエキ
スパートによる講演も実施。

大学生協
オリジナルパックで、
早期割引・友達割引を付
ければ、さらにお得！

テーマのある旅

生協オリジナル
パソコン・
電子辞書 購入

運転免許取得

階段で転倒！
全治1ヶ月のケガ。

アクシデント
発生

スキー＆
スノーボード

組合員割引でさらにお得に！
滑って遊んで楽しもう！

資格取得

資格スクールの受講料が
　　5％割引等

公務員や会計士の
　　　　　資格が人気。
大学生協で申込めば、

資格取得

資格スクールの受講料が
　　5％割引等

公務員や会計士の
　　　　　資格が人気。
大学生協で申込めば、

国内旅行
学生に人気の
北海道・沖縄に行こう！　
組合員限定学割で
　  旅を満喫しよう！

成人式に向けて申込
振袖レンタル

英語力の現在地を
知ろう！

初心者の方も安心して
　　　  語学が学べます！
異文化体験で自分を再発見！

就職活動スタート

もちろん就活本は
10％割引

ゼミ合宿

リクルート
　　　スーツ

大学生協主催
合同会社説明会

就職支援講座

就職活動を乗り切るための
スキルと心構えを徹底指導！

卒業式用
袴レンタル
袴 ＋ 着付け ＋
ヘアアレンジ ＋ 記念写真

卒業旅行

卒業式当日
袴レンタル着付け

学生だけのびっくりプライス！
組合員割引＆
　  早期申込割引あり！

出資金返還
脱退手続きの上、
出資金をお返しします。

 研修費＋滞在費＋航空券 
セットになって手続きも簡単！

海外語学研修海外語学研修

会議室や体育館など
施設も充実。
研究発表にピッタリの
宿が見つかります！

会議室や体育館など
　　　　　施設も充実。
研究発表にピッタリの
宿が見つかります！

学生に人気の
ヨーロッパを中心に
ピックアップ！
学生生活最後の想い出を
創ろう！

学生に人気の
ヨーロッパを中心に
ピックアップ！
学生生活最後の想い出を
創ろう！

スコアが伸びたかを
チェック！

TOEIC○R Listening &
Reading IP Test
TOEIC○R Listening &
Reading IP Test

TOEIC○R Listening &
Reading IP Test
TOEIC○R Listening &
Reading IP Test

期間中の「もしも」に備えて、
学生賠償責任保険に加入
をしているか、確認しよう！

インターンシップ

※生協より脱退手続き・
　出資金返還案内が届きます。

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）

協同の力で
学園生活をより良くしよう！

1
ひとりの出資金がみんなのために使われます。大学生協は学
生・教職員の協力で成り立っています。

学生の福利厚生を充実させるためにも、
ぜひご加入くださいますようお願いいた
します。

東京インターカレッジコープ加入の東京インターカレッジコープ加入の ポイントポイント
共済の申込み共済の申込み

詳しくは６ページ 詳しくは４ページ 詳しくは５ページ

教習所が安い教習所が安い パソコンの購入パソコンの購入

大学生協を上手に利用して、
楽しく有意義な学生生活を送りましょう。
大学生協を上手に利用して、
楽しく有意義な学生生活を送りましょう。

11 22 33
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修 理

貸し出し
大学生協

大学生協の商品・サービスのご案内

大学生協の免許プランで安くお得に免許取得大学生協の免許プランで安くお得に免許取得

その他にも多数の学生向けサービスがありますその他にも多数の学生向けサービスがあります

大学生協の新入生パソコンは充実サポート大学生協の新入生パソコンは充実サポート

修理中の　　  代替機サービスがあるのは生協パソコンだけ

スクール・資格講座
TAC・Wセミナー・大原・東京アカデミー等

就職活動支援
インターン情報、オンライン合同説明会
OfferBox、マイナビ、面接講座など

レンタカー
安心の免責保障料込み料金でお得！
トヨタ、タイムズ、日産、ニッポン等

海外語学研修・留学
大学生協がトータルでサポート！

ディズニー・ユース・カレッジ・プログラム等

テーマのある旅
本物から学ぶ刺激的なツアー

異文化体験・平和環境・教育ボランティア

情報機器・書籍
大学生協のオンラインストア

PC周辺機器・ソフト・和書・洋書

コンビニや自動車学校へ直接申し込むよりお安くご利用頂けます。提携校はすべて「実地試験免除」
公安委員会指定教習所なので安心です。
詳しくはWEBサイト（https://tic.coop/menkyo/）をご覧ください。

コンビニや自動車学校へ直接申し込むよりお安くご利用頂けます。提携校はすべて「実地試験免除」
公安委員会指定教習所なので安心です。
詳しくはWEBサイト（https://tic.coop/menkyo/）をご覧ください。

大学生協では、メーカー保証、動産保証、修理期間中の無料代替機サービス等が充実した商品を
ご提案しています。
詳しくはWEBサイト（https: //t ic .coop/pc/）をご覧ください。※11月頃サイトオープン予定

大学生協では、メーカー保証、動産保証、修理期間中の無料代替機サービス等が充実した商品を
ご提案しています。
詳しくはWEBサイト（https: //t ic .coop/pc/）をご覧ください。※11月頃サイトオープン予定

首都圏地区80校、北関東・甲信越地区53校
の通学制教習所と提携。
技能教習の予約が一般入校よりも多く取れ、
教習をスムーズに進めることが出来ます。技
能検定料は合格するまで何度受けても追加
技能検定料がかかりません。

首都圏地区80校、北関東・甲信越地区53校
の通学制教習所と提携。
技能教習の予約が一般入校よりも多く取れ、
教習をスムーズに進めることが出来ます。技
能検定料は合格するまで何度受けても追加
技能検定料がかかりません。

東日本47校＋西日本56校の
合宿制教習所と提携。
東日本47校＋西日本56校の
合宿制教習所と提携。

2020年のコロナ禍以来、多くの学校でZoom等を利用したオンライン授業の導入がより一
層加速しました。パソコンが授業参加に手放せないからこそ、万が一に備えた保証や動産
保証、故障した時のサポート体制が重要視されます。

量販店では追加料金が発生する、延長保証サービスや動産保証が既に盛り込まれた商品を
毎年提案しております。

2020年のコロナ禍以来、多くの学校でZoom等を利用したオンライン授業の導入がより一
層加速しました。パソコンが授業参加に手放せないからこそ、万が一に備えた保証や動産
保証、故障した時のサポート体制が重要視されます。

量販店では追加料金が発生する、延長保証サービスや動産保証が既に盛り込まれた商品を
毎年提案しております。

大学生協の新入生パソコンをお求め頂いた方限定の特典として、
修理中の代替機を無料でお貸出しするサービスがございます。
代替機の台数には限りがございますが、修理の際に代替機の貸
出希望申請を頂くことで、ご利用頂くことが出来ます。
※全ての代替機が貸出中の場合には、順番での対応となります。

ご自身のパソコンの修理が完了した旨の連絡を受けたら、
貸出機の返却後、修理完了品を発送させて頂きます。

大学生協の取り扱い商品のご注文、サービス
のお申込み、パンフレットなどの資料請求は
WEBサイトよりお願い致します。

送料無料にて、発送いたします。

お得な料金システム

国内旅行総合保険付きで安心

毎年1万人以上の利用実績

学園生活に必 要な情報・商品をご入学準備からご卒業まで提供しています！

※以下は2020年度の参考資料です。最新の情報はWEBサイトをご覧ください。

※上記は2020年度の内容です。詳しくはWEBサイトをご覧ください。※上記は2020年度の内容です。詳しくはWEBサイトをご覧ください。

※画像は2020年度のものです※画像は2020年度のものです

https://tic.coop/https://tic.coop/

無料

メーカー保証4年

 動産保証4年（もしくは同等サービス）

 セキュリティ対策ソフト付き（Windowsのみ）

修理中　無料代替機サービス

年1回　無料パソコン点検会

無料電話サポート　1年間

詳しくはWEBサイトをご覧ください
講座受講料５％割引等組合員特典
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修 理

貸し出し
大学生協

大学生協の商品・サービスのご案内

大学生協の免許プランで安くお得に免許取得大学生協の免許プランで安くお得に免許取得

その他にも多数の学生向けサービスがありますその他にも多数の学生向けサービスがあります

大学生協の新入生パソコンは充実サポート大学生協の新入生パソコンは充実サポート

修理中の　　  代替機サービスがあるのは生協パソコンだけ

スクール・資格講座
TAC・Wセミナー・大原・東京アカデミー等

就職活動支援
インターン情報、オンライン合同説明会
OfferBox、マイナビ、面接講座など

レンタカー
安心の免責保障料込み料金でお得！
トヨタ、タイムズ、日産、ニッポン等

海外語学研修・留学
大学生協がトータルでサポート！

ディズニー・ユース・カレッジ・プログラム等
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PC周辺機器・ソフト・和書・洋書

コンビニや自動車学校へ直接申し込むよりお安くご利用頂けます。提携校はすべて「実地試験免除」
公安委員会指定教習所なので安心です。
詳しくはWEBサイト（https://tic.coop/menkyo/）をご覧ください。

コンビニや自動車学校へ直接申し込むよりお安くご利用頂けます。提携校はすべて「実地試験免除」
公安委員会指定教習所なので安心です。
詳しくはWEBサイト（https://tic.coop/menkyo/）をご覧ください。

大学生協では、メーカー保証、動産保証、修理期間中の無料代替機サービス等が充実した商品を
ご提案しています。
詳しくはWEBサイト（https: //t ic .coop/pc/）をご覧ください。※11月頃サイトオープン予定

大学生協では、メーカー保証、動産保証、修理期間中の無料代替機サービス等が充実した商品を
ご提案しています。
詳しくはWEBサイト（https: //t ic .coop/pc/）をご覧ください。※11月頃サイトオープン予定

首都圏地区80校、北関東・甲信越地区53校
の通学制教習所と提携。
技能教習の予約が一般入校よりも多く取れ、
教習をスムーズに進めることが出来ます。技
能検定料は合格するまで何度受けても追加
技能検定料がかかりません。

首都圏地区80校、北関東・甲信越地区53校
の通学制教習所と提携。
技能教習の予約が一般入校よりも多く取れ、
教習をスムーズに進めることが出来ます。技
能検定料は合格するまで何度受けても追加
技能検定料がかかりません。

東日本47校＋西日本56校の
合宿制教習所と提携。
東日本47校＋西日本56校の
合宿制教習所と提携。

2020年のコロナ禍以来、多くの学校でZoom等を利用したオンライン授業の導入がより一
層加速しました。パソコンが授業参加に手放せないからこそ、万が一に備えた保証や動産
保証、故障した時のサポート体制が重要視されます。

量販店では追加料金が発生する、延長保証サービスや動産保証が既に盛り込まれた商品を
毎年提案しております。

2020年のコロナ禍以来、多くの学校でZoom等を利用したオンライン授業の導入がより一
層加速しました。パソコンが授業参加に手放せないからこそ、万が一に備えた保証や動産
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https://tic.coop/https://tic.coop/
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年1回　無料パソコン点検会

無料電話サポート　1年間

詳しくはWEBサイトをご覧ください
講座受講料５％割引等組合員特典
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学生賠償責任保険・就学費用保障保険は、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。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。

学生総合共済・おすすめする保険について

学園生活は高校までと違います。
学校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学園生活を継続するための保障
が必要です。

高校までと違う学園生活。充実した学園生活のためには、
不安をなくして積極的に活動できる“支え”が必要です！

サークル
活動

レポート

創作活動

一人暮らし

自　炊

勉　強 車の運転

就　活

旅　行

練　習
アルバイト

インターン
シップ

大学生協がおすすめする「共済」「保険」は、
学園生活のリスクに対応した保障・サービス内容になっています。

24時間365日「病気やケガ」に備
えた保障を充実しています

24時間365日いつでも電話で
相談できます

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

「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

扶養者の方に万一のことがあっても
学業を続けるための保障です

生命共済

学生賠償責任保険
（一人暮らし特約あり） (19HK)

学生賠償責任保険
(19H)

就学費用保障保険

学生生活110番

学生の給付は・・・
病気での入院、

ケガによる通院が多い・・・

学生は・・・
日常生活中の事故などで
加害者になることも・・・

学園在学中に突然
扶養者を亡くされ

学業が続けられなくなり・・・

日常生活の
「ちょっと困った」を解決

学生の一人暮らしは
不注意のアクシデントが多い・・・

2

3

3

4

5

学生総合共済に関する詳しい内容は
「大学生協の学生総合共済」パンフレットをご確認ください。

「基本プラン」への加入をおすすめしています
「基本プラン」とは学園生活のリスクに備えた保障・サービスのプランです。
豊かな学園生活や学園生活のチャレンジの土台にあるのは、こころとからだの健康と学業の継続です。健康で安全に学園生活を過ご
せるような準備、もしものことがあっても対応できるような環境づくりは忘れずに行っていただきたいものです。
安心して学業を続けていただけるよう、すべての新入生に「基本プラン」への加入をお願いしています。

すべての
新入生に

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 学生総合共済のマスコット
「タヌロー」

大学生のからだもこころも
　  24時間365日保障します。

（2016年４月～2020年３月）

東京インターカレッジコープでは、
過去４年間で1,679件、
135,752,000円が給付されました。

● 病気入院 418件 58,560,000円
● 病気手術 230件 11,850,000円
● 事故入院 134件 15,180,000円
● 事故手術 102件 5,300,000円
● 事故通院 715件 21,402,000円
　 （固定具含む）

● 特定傷害固定具 13件 260,000円
● 後遺障がい 6件 7,980,000円
● こころの早期対応 12件 120,000円
● 本人死亡 4件 6,000,000円
● 父母扶養者死亡・扶養者事故死亡 
 45件 9,100,000円

計1,679件  135,752,000円

慣れないオンライン授業の大学生活での給付事例も発生しています。

東京インターカレッジコープの病気・ケガ等の給付状況
（2016年4月～2020年3月  生命共済の給付実績）

（2018年度以前の保障制度による実績も含まれています。）

《給付件数》
1,679件
《給付金額》
約1億3,575万円

●給付を受けた全国の学生の声 ～たすけあいアンケートより～
左膝関節炎

通院 5日 10,000円

こころの
早期対応保障

10,000円

双極性障がい
入院 62日 620,000円

自転車運転中のケガ
通院 3日 6,000円

給付金額

腎盂腎炎
入院 6日 60,000円給付金額

給付金額

給付金額

給付金額

生 協 加 入

学生賠償責任保険  　 ＋ 　  一人暮らし特約

出資して組合員になる

生 命 共 済
自分自身のケガや病気の「もしも」

に備える

賠償事故の「もしも」＋ 一人暮らしの「もしも」に備える

足のケガでしたのでタクシーなどの交通費が予想以上にか
かり、共済金のおかげで助かりました。ありがとうございま

病気になるとは、一切、思っておりませんでした。
共済に入っていたので、助かります。よろしくお願いしま

自転車で事故をしたので、通院費だけではなく、自転車の修理代もかかりました。
共済に加入していて本当に良かったし、たすけあいの制
度ってステキだなと改めて感じました。

この病気になるまで、メンタルの強さだけには自信があり、高校３年間皆勤賞をとった私がこ
ういう状態になっていることが、未だに、自分自身でも信じられず、誰でも、いつでもなり得る
ことであると思いました。今は、不安な毎日ですが、なんとか、卒業を目指して頑張っています。
支えてくれている、全国の学生のみなさんのおかげで、すごく
助かります。

初めての一人暮らしの中、コロナによる自粛生活や慣れ
ないオンライン講義などのストレスで体調が悪くなった

　　　　　　　本人死亡　4件
　こころの早期対応　12件
　　後遺障がい　6件
特定傷害固定具　13件

　　　　　　　本人死亡　4件
　こころの早期対応　12件
　　後遺障がい　6件
特定傷害固定具　13件

事故通院　715件
（固定具含む）
事故通院　715件
（固定具含む）

事故手術　102件 事故入院　134件

病気手術　230件

病気入院　418件

父母扶養者死亡・扶養者事故死亡　45件

詳しい保障内容につきましては
「学生総合共済」パンフレットで
ご確認ください。
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他人の身体や他人の財物などに対する賠償責任保障

学生賠償責任保険3
学業継続を支援する保障

就学費用保障保険4
（示談交渉サービス付：国内での賠償事故のみ）

示談交渉サービス付（国内での賠償事故）
一人暮らし特約

なし・ありどちらにも
示談交渉がついています。
一人暮らし特約ありでは
貸主（大家）さんとの
交渉もします。

学生賠償責任保険は、日常生活、正課の講義、インターン
シップ中等における賠償事故を保障する保険です。

学生賠償責任保険
（一人暮らし特約なし）

19H

詳しい保障内容につきましては
「学生総合共済」パンフレットで
ご確認ください。

詳しい保障内容につきましては
「学生総合共済」パンフレットで
ご確認ください。

●実家通学の方
●アパート、寮などにお住まい（予定）で、「お住まい」等を取り巻く
リスクに備える一人暮らしのための保障が不要な方

●国内・国外の保障です。

多くの企業がインターンシップ受入期間中の賠償責任保険への加入を求めますが、「学生賠償責任保険」に加入していれば問題なし！ 
生協窓口で、「確認書」の発行をしていますので、企業への提出書類も学内でバッチリ揃えられます。

●アパート、寮などにお住まい（予定）で、「お住まい」等を取り巻く
リスクに備える一人暮らしのための保障が必要な方

●国内のみの保障です。
●「賃貸借契約」があること
　が必要ですが、入居前でも
　加入できます。
●一人暮らし特約のみの
　加入はできません。

学生賠償責任保険　
一人暮らし特約あり
（住まいの火災などの保障）

学生賠償責任保険にお部屋の保障をセット

19HK一人暮らし
寮生の方

学生賠償責任保険
（一人暮らし特約なし） 1,800円

学生賠償責任保険
（一人暮らし特約あり） 8,500円

3,870円2,600円2025年卒業 2027年卒業2021年4月29日までに払込んだ場合
※最大15口までご加入いただけます。

1年目の保険料（1口加入の場合）

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

費用を保障します

インターンシップ中や
アルバイト中、さらに海外での

インターンシップも安心！

賠償事故も
保障します

自転車乗車中に他人をケガさせたり
他人の財物を壊した場合など、

1事故最高

3億円まで保障します

19H

借家人賠償責任保障は
水もれ等による、借用住宅への
賠償事故を保障します
（示談交渉サービス付）

家財保障、盗難保障では
火災や水ぬれによる家財の損害、

家財や現金・自転車等の
盗難にも対応します

1事故最高
借家人賠償責任保障は

1,000万円まで
保障します

扶養者が病気やケガで死亡したり、ケガで重度後遺障がいを負って、
学生本人が扶養者に扶養されなくなった場合の学資費用をサポート。

ポイント1ポイント1 19H ポイント2ポイント2 19H ポイント3ポイント3

ポイント4ポイント4 ポイント5ポイント5 ポイント6ポイント619HK 19HK 19HK
一人
暮らし
特約  （注）

一人
暮らし
特約  （注）

一人
暮らし
特約  （注）

※大学生協の学生組合員が加入できます。 ※大学生協の学生組合員が加入できます。

19HK
19H

19HK
19H

19W

※学生総合共済の生命共済には、500万円の扶養者事故死亡保障がありますが、学資費用をサポートする保険としておすすめいたします。

2021年4月29日までに払込んだ場合
1年間の保険料

2021年4月29日までに払込んだ場合
1年間の保険料

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、相手方および被保険者の
同意を得られた場合、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。

（注）「一人暮らし特約」とは、賠償事故の解決に関する特約付借家人賠償責任補償（オールリスク）特約、借用住宅修理費用補償（大学生協用）特約、保険の対象および損害額の上限変更に関する特約付
住宅内生活用動産補償(大学生協用)特約、疾病補償特約付救援者費用等補償（入院ワイド型）特約等を指します。

様々な悩みを
相談していただけるサポートです。

etc.

紛  失 盗  難

病院案内 就  労

突然のトラブルを助けるサービス

※共済・保険とは別のサービスです。

学生生活110番5

大学4年間の学費平均はどれくらい？ご参考

サポート
内容 水まわり

自 動 車 バ イ クガ ラ ス

カ  ギ 自 転 車

トラブル発生時に
  出動するサポートです。

詳しい保障内容につきましては
上記パンフレットでご確認くだ
さい。14,170円9,450円4年タイプ 6年タイプ会費は卒業予定年まで一括払い

会費（新規加入）

学生の皆様の様々な悩み・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24時間・365日提供しています。
一人暮らしの方はもちろん、実家から通学の方も、学生もご家族も、安
心してご利用いただけます。学生生活110番は安心して楽しい学生生活を、入学
から卒業までサポートいたします。

学資費用の
保障とは

◎1口加入の場合、上記の学資費用（実費）を卒業予定年まで1年間最高25万円まで保障します。
　 加入口数は、学部等に応じてお選びください。

ご自身の学校・学部等の学資費
用負担に合わせて、加入すれば
安心です。

●大学に納付する授業料、実験・実習費など
●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・下宿代
 （口数に関わらず年間10万円限度）

生活相談電話サポートトラブル出動サポート

大学授業料や教科書・教材等のほか、
「通学定期代・一人暮らしの賃借料」
　　　　　　　　　　　　　も対象です！

平成29年度
文部科学省調査より

私立
文 系 396万円

（年間約100万円）

4口相当の加入がおすすめです 6口相当の加入がおすすめです

私立
理 系 539万円

（年間約135万円）

私立
医歯系 2,337万円

（年間約585万円）

15口（上限）相当の加入がおすすめです
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他人の身体や他人の財物などに対する賠償責任保障

学生賠償責任保険3
学業継続を支援する保障

就学費用保障保険4
（示談交渉サービス付：国内での賠償事故のみ）

示談交渉サービス付（国内での賠償事故）
一人暮らし特約

なし・ありどちらにも
示談交渉がついています。
一人暮らし特約ありでは
貸主（大家）さんとの
交渉もします。

学生賠償責任保険は、日常生活、正課の講義、インターン
シップ中等における賠償事故を保障する保険です。

学生賠償責任保険
（一人暮らし特約なし）

19H

詳しい保障内容につきましては
「学生総合共済」パンフレットで
ご確認ください。

詳しい保障内容につきましては
「学生総合共済」パンフレットで
ご確認ください。

●実家通学の方
●アパート、寮などにお住まい（予定）で、「お住まい」等を取り巻く
リスクに備える一人暮らしのための保障が不要な方

●国内・国外の保障です。

多くの企業がインターンシップ受入期間中の賠償責任保険への加入を求めますが、「学生賠償責任保険」に加入していれば問題なし！ 
生協窓口で、「確認書」の発行をしていますので、企業への提出書類も学内でバッチリ揃えられます。

●アパート、寮などにお住まい（予定）で、「お住まい」等を取り巻く
リスクに備える一人暮らしのための保障が必要な方

●国内のみの保障です。
●「賃貸借契約」があること
　が必要ですが、入居前でも
　加入できます。
●一人暮らし特約のみの
　加入はできません。

学生賠償責任保険　
一人暮らし特約あり
（住まいの火災などの保障）

学生賠償責任保険にお部屋の保障をセット

19HK一人暮らし
寮生の方

学生賠償責任保険
（一人暮らし特約なし） 1,800円

学生賠償責任保険
（一人暮らし特約あり） 8,500円

3,870円2,600円2025年卒業 2027年卒業2021年4月29日までに払込んだ場合
※最大15口までご加入いただけます。

1年目の保険料（1口加入の場合）

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

費用を保障します

インターンシップ中や
アルバイト中、さらに海外での

インターンシップも安心！

賠償事故も
保障します

自転車乗車中に他人をケガさせたり
他人の財物を壊した場合など、

1事故最高

3億円まで保障します

19H

借家人賠償責任保障は
水もれ等による、借用住宅への
賠償事故を保障します
（示談交渉サービス付）

家財保障、盗難保障では
火災や水ぬれによる家財の損害、

家財や現金・自転車等の
盗難にも対応します

1事故最高
借家人賠償責任保障は

1,000万円まで
保障します

扶養者が病気やケガで死亡したり、ケガで重度後遺障がいを負って、
学生本人が扶養者に扶養されなくなった場合の学資費用をサポート。

ポイント1ポイント1 19H ポイント2ポイント2 19H ポイント3ポイント3

ポイント4ポイント4 ポイント5ポイント5 ポイント6ポイント619HK 19HK 19HK
一人
暮らし
特約  （注）

一人
暮らし
特約  （注）

一人
暮らし
特約  （注）

※大学生協の学生組合員が加入できます。 ※大学生協の学生組合員が加入できます。

19HK
19H

19HK
19H

19W

※学生総合共済の生命共済には、500万円の扶養者事故死亡保障がありますが、学資費用をサポートする保険としておすすめいたします。

2021年4月29日までに払込んだ場合
1年間の保険料

2021年4月29日までに払込んだ場合
1年間の保険料

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、相手方および被保険者の
同意を得られた場合、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。

（注）「一人暮らし特約」とは、賠償事故の解決に関する特約付借家人賠償責任補償（オールリスク）特約、借用住宅修理費用補償（大学生協用）特約、保険の対象および損害額の上限変更に関する特約付
住宅内生活用動産補償(大学生協用)特約、疾病補償特約付救援者費用等補償（入院ワイド型）特約等を指します。

様々な悩みを
相談していただけるサポートです。

etc.

紛  失 盗  難

病院案内 就  労

突然のトラブルを助けるサービス

※共済・保険とは別のサービスです。

学生生活110番5

大学4年間の学費平均はどれくらい？ご参考

サポート
内容 水まわり

自 動 車 バ イ クガ ラ ス

カ  ギ 自 転 車

トラブル発生時に
  出動するサポートです。

詳しい保障内容につきましては
上記パンフレットでご確認くだ
さい。14,170円9,450円4年タイプ 6年タイプ会費は卒業予定年まで一括払い

会費（新規加入）

学生の皆様の様々な悩み・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24時間・365日提供しています。
一人暮らしの方はもちろん、実家から通学の方も、学生もご家族も、安
心してご利用いただけます。学生生活110番は安心して楽しい学生生活を、入学
から卒業までサポートいたします。

学資費用の
保障とは

◎1口加入の場合、上記の学資費用（実費）を卒業予定年まで1年間最高25万円まで保障します。
　 加入口数は、学部等に応じてお選びください。

ご自身の学校・学部等の学資費
用負担に合わせて、加入すれば
安心です。

●大学に納付する授業料、実験・実習費など
●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・下宿代
 （口数に関わらず年間10万円限度）

生活相談電話サポートトラブル出動サポート

大学授業料や教科書・教材等のほか、
「通学定期代・一人暮らしの賃借料」
　　　　　　　　　　　　　も対象です！

平成29年度
文部科学省調査より

私立
文 系 396万円

（年間約100万円）

4口相当の加入がおすすめです 6口相当の加入がおすすめです

私立
理 系 539万円

（年間約135万円）

私立
医歯系 2,337万円

（年間約585万円）

15口（上限）相当の加入がおすすめです



1110

学園生活におすすめの
保障が含まれる

安心して学園生活を
お過ごしいただくための「基本プラン」 「安心プラン」生協が

おすすめする
生協が

おすすめする

学生総合共済・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ご加入できます。

生活協同組合 東京インターカレッジコープの定款・個人情報取扱いにつきましては、Webをご覧ください。（https : // tic. coop）

■よくいただくご質問
Ｑ．ほかの保険や共済に入っているので、学生総合共済（生命共済）は必要ないのでは？
Ａ．保障内容をご確認いただき、ぜひ学生総合共済（生命共済）へのご加入をおすすめします。
　　学生総合共済（生命共済）は24時間365日、国内外を問わず保障します。
ほかの保険や共済から保険金や共済金が支払われた場合でも、学生総合共済（生命共済）への給付申請をしていただけます。
「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、精神障害による入院を含む）や扶養者の万が
一の場合に保障されます。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となります。長期入院中でもアパートの家
賃は発生します。アルバイトを長期間休まざるを得ない場合、経済的な不安が高まります。そんな場合に備えて「卒業までの学業継続」を第一に考え
た保障内容を、いま一度、同封いたしました「学生総合共済」パンフレットにてご確認ください。

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」に基づく当生協の「勧誘方針」です。

学生総合共済普及活動にあたって
生活協同組合 東京インターカレッジコープでは、学生総合共済普及活動にあたり、かねてから大切にしてきた次の事項を遵守し、組合員の立場にたった活動に努めます。

■アパート（住まい）契約と学生賠償責任保険（一人暮らし特約あり）ご加入について
●大学生協で住まい（アパート・下宿など）を契約された方は、一部例外の物件を除き「学生賠償責任保険（一人暮らし特約あり）」「学生生活110番」が
含まれるプランにご加入くださいますようお願いしています。
●契約された住まいの管理者が指定する火災保険に加入済の場合は、加えて二重に「一人暮らし特約あり」にご加入いただく必要はございません。
●大学寮に入られる方も「学生賠償責任保険（一人暮らし特約あり）」が含まれるプランにご加入くださいますようお願いいたします。
●自宅生（実家から通学）で、ご入学後に一人暮らしをはじめられた場合には、学年の途中からでも「一人暮らし特約あり」にご加入いただけます。

※1）「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式会社がサービスを提供しております。
　     大学生協の組合員が加入できます。
※2）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。

※上記プラン以外をご希望の場合はWebよりプラン内容を変更してお手続きいただくか、上記URLまでお問合せください。

新入生の方が2021年3月31日までに契約のお申込み（掛金・保険料払込）をされた場合は2021年4月1日午前0時から、
2021年4月1日以降に契約のお申込み（掛金・保険料払込）をされた場合は、掛金・保険料払込日の翌日午前０時からとなります。

自分の病気やケガだけではなく、
他人に迷惑をかけて賠償責任が発
生した場合など、学園生活におすす
めの保障が含まれるプランです。

生協加入
出資金は
ご卒業時
に返還

学生におすすめな保障の「基本プラ
ン」に、「就学費用保障保険」を４口
にして扶養者に万が一のことがあっ
たとき学校・学部に合わせた保障で
学業継続を支援するプランです。

自宅生（実家から通学） 自宅外生（　　　　　）

１年間の保険料
２年目からは口座振替

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

卒業予定年までの
 一括払い※2

就学費用保障保険（19W）
学資費用の必要に応じて最大15口まで加入できます

学生生活110番 ※１

生協への払込総合計

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）

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。

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。

生協加入出資金

学生総合共済 生命共済 （BF）

共済掛金・保険料計

ご卒業時に返還いたします 5,000円

14,400円

1,800円

－－－－－ 　

－－－－－ 　

21,700円

（１口）

－－－－－ 　

16,200円

基本プラン 安心プラン 基本プラン 安心プラン

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サポートします。

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。

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。

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。

住まいや自転車等での「今、困った」を解決する
サービスです。

アパート・大学寮
などで一人暮らし

5,000円

14,400円

1,800円

－－－－－ 　

10,400円

9,450円

500円500円 500円500円

41,550円

（１口）

（４口）

26,600円

－－－－－ 　

5,000円

14,400円

－－－－－ 　

8,500円

－－－－－ 　

28,400円

（１口）

22,900円
（４口）

5,000円
（１口）

33,300円

14,400円

－－－－－ 　

8,500円

10,400円

48,250円

9,450円

2025年卒業予定で4年間在学の方の
 1年目の保険料※2

２年目からは口座振替

新入生へのおすすめプランと払込金額内訳

Web申込みシステム利用料

1

2

3

4

5

大学院生・留学生・編入生・35歳以上の方は、下記のURLまでお問合せください。

上記プランの掛金・保険料等は4月29日までにお支払いされる場合の金額となっております。
4月30日以降は契約期間が短くなる為、金額が変わります。お申込み前に、申込みWEBサイトにてご確認ください。

東京インターカレッジコープ お問い合わせ：https://shop.tic.coop/contact/

ご注意

４年就学の場合

生協加入
出資金は
ご卒業時
に返還

保障開始日について
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加入・共済・保険のご案内加入・共済・保険のご案内
大学生協の大学生協の

承認番号 21－3701－01－20200825

学生生活をより楽しく有意義にお送り頂く為に

2021年度版

重 要

ホームページにもお役立ち情報満載！
今すぐアクセス！ https://tic.coop/fresh/ 検 索大学生協　東京インカレ

生活協同組合 東京インターカレッジコープ
〒150－0001 東京都渋谷区神宮前6－24－4　TEL：03－3486－6611
営業時間：平日11：00～16：00　土曜・日曜・祝日は閉店となります。

加入手続きは下記の期日までにお済ませください。加入手続きは下記の期日までにお済ませください。

～4月23日（金）～3月26日（金）
2021年 2021年2021年

～1月29日（金）

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。
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。

※４月30日（金）以降は、金額が異なります。東京インター
カレッジコープまでご連絡のうえ、お手続きください。

安心して学園生活をスタートするためにも、入学前に
手続きを済ませることをおすすめします。

安心して学園生活をスタートするためにも、上記期日ま
でに手続きを済ませることをおすすめします。

2020年内にご入学が決まった方2020年内にご入学が決まった方

１ 加入プランを確認

２

● 基本プラン
● 安心プラン

● 基本プラン
● 安心プラン

自宅外生
（一人暮らし）

Web申込時にクレジットカードで
お支払い手続きをしてください。

お申込みは

https://tic.coop/fresh/
東京インターカレッジコープ 新入生

申込みフォームに入力

Web申込時に選択したコンビニでお支払いください。

「東京インターカレッジコープ 新入生応援サイト」にアクセスして
手順に沿って必要事項を入力してください。

※各コンビニで支払い方法が異なります。
「インカレお支払い方法のお知らせ」と
いうメールがまず届きます。詳しくは
メールにあるURLでご確認ください。コ
ンビニでの振込確認後、あらためて「入
金確認のご連絡メール」が届きます。

※コンビニによっては入金確認までのタ
イムラグが発生する場合もあります。

組合員証が郵送で届きます。
後日後日

生命共済、学生賠償責任保険、
　　　　　就学費用保障保険をお申込みの方 学生生活110番をお申込みの方

東京インターカレッジコープより順次郵送致します。

2次期日2次期日1次期日1次期日早期期日早期期日

理事長  小泉 哲夫
生活協同組合
東京インターカレッジコープ

（立教大学名誉教授）

生活協同組合 東京インターカレッジコープへのお誘い
　現在、全国で200を超える大学生協が学園単位で設立され、学生と教職員の勉学、教育と研究を支えています。大学の構成員が
必要とする商品とサービスをできる限り安い価格で提供することが中心の事業体ですが、さらに入学から卒業までの学生生活を有
意義に過ごすことができるように様々な活動を行なっています。
　しかし、すべての学園に大学生協が設立されているわけではありません。生活協同組合東京インターカレッジコープ（略称　東
京インカレコープ）は、東京都内の大学、短期大学と専門学校の学生と教職員が、生協が設立されていなくても学園の枠を超えて
生協のサービスを利用できるようにすることを目的として、1993年に設立されました。現在1.9万人を超える組合員を有する組織に
発展しました。
　東京インカレコープは、一般の大学生協が大学構内に店舗を持っていることに比べ、組合員が生協を利用するうえで不便である
ことは否めません。しかし、東京インカレコープからの情報提供と組合員の利用の仕方に工夫を図り、その不便さを解消することに
努めてきました。
　皆さんも東京インカレコープに加入して、この未来を拓く活動に参加しませんか。

３ステップ３ステップかんたん

すべての新入生に「基本プラン」への加入をおすすめしています
「基本プラン」とは学園生活のリスクに備えた保障・サービスのプランです。
安心して学業を続けていただけるよう、すべての新入生に「基本プラン」への加入をお願いしています。

（おすすめプランと払込金額内訳はP10～11をご覧ください。）

大学院生・留学生・編入生・35歳以上の方は、下記のURLまでお問合せください。
東京インターカレッジコープ お問い合わせ：https://shop.tic.coop/contact/

加入手続きが
早い！

24時間OK！

申込書の記入が不要なので

かんたん！

ここがおすすめ

ここがおすすめ

ここがおすすめ

コンビニ or クレジット支払なので

３ コンビニでお支払い クレジットカードで
　　     　お支払い

※ご扶養者様名義の
　カードでもお支払い
　いただけます。

（組合員番号はWEBサイトのMYページからご確認頂けます）

また生命共済、学生賠償責任保険、就学費用保障保険の2年目以降の掛金・保険料の引き落とし口座のご
指定が必要ですので、ご確認の上、申請書類のご返送をお願い致します。

3月～5月は新規加入が多い為、
お届けまでお時間を頂いており
ます。ご了承ください。

自 宅 生
（実家から通学）

全国大学生協共済生活協同組合連合会より証書類が郵送されます。
お問合せ：0120-335-770　平日9：40～17：30（土曜13：00）
　　　　　　　　　　　　　　　　※日祝および12/28～1/4は休業

ジャパンベストレスキューシステム株式会社より「会員証」が
郵送されますので、届きましたら大切に保管してください。
お問合せコールセンター：0120-555-560　24時間365日対応

おすすめ おすすめ

保護者の方と一緒にご覧ください


