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組合員証（ICカード）は、以下の日程で、学内でお渡しいたします。必ず期間中にお受け取りにお越しください。
【日程】
　●第1次期日（3/18）までにお申込みの方→2022年3月28日（月）～4月15日（金）
　●第2次期日（3/31）までにお申込みの方→2022年4月11日（月）～4月22日（金）
　●第3次期日（4/ 8）までにお申込みの方→2022年4月18日（月）～4月28日（木）
【場所・時間】
　・場　　所 ： 豊中キャンパス豊中福利会館4階ホール
　※第3次期日の方は、豊中福利会館4階生協事務所でお渡しいたします。
　・受付時間 ： 10：00～17：00　※土・日・祝日休業
【持参いただくもの】
　・コンビニでお支払いされた領収書（レシート）をご持参ください。
　※お渡し会場が混雑した場合は、入場制限を行う場合がございます。
　※第1次期日の方は、できるだけ3月中のお受け取りにご協力をお願いいたします。 

大 阪大学生活協同組合
新入生サポートセンター 0120-001-959 06‒6841‒3377

お気軽にお問い合わせください！

E-mail：fre.gakubu@osaka-univ.coop
スマートフォンの方は
こちらの2次元バーコード
をご利用ください。

大阪大学生協  受験生・新入生応援サイト2022 阪大生協 入学準備 検 索

（携帯電話からはご利用いただけません）

PC・プリンター／PC講座
電子辞書／辞書コンテンツ
英語教材　　　　　　等

お申込みは、別冊「各種教材申込マニュアル」
をご覧ください。
※別のサイトからお申込みいただきます
※生協・共済加入のID・パスワードとは異なります。
　詳しくは各種教材申込マニュアルをご覧ください。

2022

3/18金
2022

3/31木 2022

4/8金

承認番号 22-6679-04-20220105



加入プランをお選びください

学生総合共済は、学生組合員で発効日の年齢が満34歳以下の方がご加入できます。
※「留学生・扶養を受けていない方」は掛金・保障内容が異なりますので、コープ共済センターへ
お問い合わせください。 コープ共済センター 0120－16－9431

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の保障
と、扶養者に「万が一」のことがあったときも
学業継続を支援するプランです。

「安心プラン」から「就学費用保障保険」を
除いたプランです。すでに扶養者に十分な保
障がある方はこちらをお選びください。

加入手続きはWebからお願いします加入手続きはWebからお願いします

「学生総合共済」 「学生生活110番」

●「学生総合共済」パンフレットも必ずお読みください。また、パンフレットに記載されています「重要事項説明書」
「契約意向確認書」を必ず確認の上、お申込みください。

●ご利用にはシステム利用料（500円）がかかります。
●下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、生協までお問い合わせ
ください。
●インターネット環境がない方は、「加入申込書＋ゆうちょ銀行（郵便局）払込」でもお手続きできます。
●コンビニ払いは総額30万円以上の場合は、１回でお支払いいただけません。お手数ですが、「ミールプラン」ま
たは「生協電子マネー」を追加お申込として2回にわけてお申込み、お支払いください。

加入手続きが早い！
コンビニ支払なので24時間OK！
加入申込書の送付が不要で便利です！

！ ご注意ください！

●直接であると間接であるとを問わず、被共済者が、新規契約の発効日の前日以前においてすで
に罹患していた病気を原因として、新規契約の発効日から発効日を含んで1年以内に入院を開
始したときなど。
※「学生総合共済」パンフレット内の「重要事項説明書」「保障（制度）のあらまし」も必ずご一読くだ
さい。

下記のような場合、共済金はお支払いできません。

A : （1,100円）202,000円  or  B : （550円）111,000円

（G1200コース）

2026年卒業予定で4年間在籍、または、
2028年卒業予定で6年間在籍の方の

1年目の保険料（2口）※2

2026年 2028年

生協の食堂利用定期システムです。
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加入手続きの流れ
STEP
0
STEP
0

～手続きを始める前に
　　　必ずお読みください～

学生総合共済、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登録は、各金融機関のシ
ステムご利用可能時間が決まっています。またご本人確認に必要な項目が異なります。必ずご確認の上、手続きを開始してください。

●手続き完了には30分程度のお時間がかかります。時間に余裕をもって手続きをしてください。
また手続き中に中断すると再開することができなくなります。

迷惑メール設定・フィルター設定等で上記メールアドレスからの
メール受信ができるようにしてください。

主な金融機関

docomo au softbank

手続き前の準備

●メールアドレス登録をしてから1時間以内に手続きを開始する必要があります。

②引き落とし口座の登録準備

①メールアドレス設定準備

●メールアドレス登録には「 @univcoop.or.jp 」からのメール受信が必要になります。

取扱チャネル

PC モバ
イル

三菱UFJ銀行

みずほ銀行

三井住友銀行

りそな銀行

ゆうちょ銀行

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

×

○

○

普通預金口座のキャッシュカードを保有して
いる個人のお客様

みずほダイレクトをご契約のお客様

普通預金口座のキャッシュカードを保有して
いる個人のお客様

普通預金口座、当座預金口座のキャッシュ
カードを保有している個人のお客様

マイゲートをご契約のお客様（普通預金・当
座預金）
※埼玉りそな銀行のお客様はご利用いただけません

普通預金口座のキャッシュカードを保有して
いる個人のお客様

総合口座をお持ちでゆうちょダイレクト（イ
ンターネットサービス、モバイルサービス）を
お申込みのお客様

通常貯金口座（キャッシュカード利用者に限
る）保有者

●キャッシュカードの暗証番号
●通帳最終記帳残高あるいは三菱UFJダイレクトの
ワンタイムパスワード

●生年月日

みずほダイレクトの「お客さま番号」「ログインパス
ワード」

●キャッシュカードの暗証番号
●生年月日
●通帳最終記帳残高

キャッシュカードの暗証番号、または、SMBCダイレクト
の「契約者番号（会員番号、お客さま番号）」「第一認証」

マイゲートの「ログインID」「ログインパスワード」

●生年月日
●キャッシュカードの暗証番号
（推測されやすい暗証番号（生年月日、電話番号、同一
数字、連続数字 等）はご利用できません）

ゆうちょダイレクトの「お客さま番号」「ログインパス
ワード」

●生年月日
●キャッシュカードの暗証番号

24時間
（第2土曜日21時～翌日曜日7時は
休止）

24時間
（土曜日22時～翌日曜日8時、第1・第
4土曜日3時～5時は休止）

24時間
（日曜日21時～翌月曜日7時は休止）

24時間
（毎月第1月曜日2時～6時、毎月第2
土曜日23時～翌日曜日8時は休止）

0時5分～23時55分
（第1・第3月曜日0時～6時30分、
12/31　23時55分～1/4　6時
30分は休止）
0時5分～23時55分
（1/1および1/4は0時15分～23時
55分。1・4・7・10月の最終火曜日1
時～6時は休止）

金融機関名 ご利用対象者・口座 本人確認・口座確認に必要な項目 ご利用可能時間

エラーになった場合

1時間以内！1時間以内！

設定の仕方は右記サイトからご確認いただけます。

ご利用可能な時間ですか？
ご確認ください。

ご用意してお手続きを
開始してください。

スムーズなお手続きのためのチェックリスト
ご準備が
整いましたら
次のページへ

ご準備が
整いましたら
次のページへ

□ 加入プランはお決まりですか？
□ 口座振替登録に必要な項目はご確認いただけましたか？
□ 口座振替に使用する口座の金融機関は利用可能な時間かご確認いただけましたか？

◎金融機関ごとに手続きに必要な項目が異なります。ご用意してお手続きを開始してください。

同じメールアドレスで登録する場合

すぐにお申込みをする場合

⇒ 明朝6時以降に再度お申込みください。

⇒ 異なるメールアドレスを使用し、お申込みください。

※ 一部の信用組合、農業協同組合等、ご利用いただけない金融機関があります。

（2021年5月現在）

紙の用紙で口座振替登録をする場合に
は、コープ共済連から2月以降順次、口
座登録用紙が送付されます。
届き次第、お早めにご返送ください。

（6ページに2次元コードも掲載しています。スマートフォンからでもお手続きいただけます。）

阪大生協　入学準備
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加入手続きの流れ

「ミニマムプラン」

エラーになった場合 同じメールアドレスで登録する場合

すぐにお申込みをする場合

⇒ 明朝6時以降に再度お申し込みください。

⇒ 異なるメールアドレスを使用し、お申し込みください。

※1時間以内に手続き開始できなかった方は、明朝6時以降にSTEP１から手続きしてください。

口座番号等の情報を入力してください。→

画面の指示に従い登録をしてください。

阪大生協　入学準備
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　●第3次期日（4/ 8）までにお申込みの方→2022年4月18日（月）～4月28日（木）
【場所・時間】
　・場　　所 ： 豊中キャンパス豊中福利会館4階ホール
　※第3次期日の方は、豊中福利会館4階生協事務所でお渡しいたします。
　・受付時間 ： 10：00～17：00　※土・日・祝日休業
【持参いただくもの】
　・コンビニでお支払いされた領収書（レシート）をご持参ください。
　※お渡し会場が混雑した場合は、入場制限を行う場合がございます。
　※第1次期日の方は、できるだけ3月中のお受け取りにご協力をお願いいたします。 

大阪大学生活協同組合
新入生サポートセンター 0120-001-959 06‒6841‒3377

お気軽にお問い合わせください！

E-mail：fre.gakubu@osaka-univ.coop
スマートフォンの方は
こちらの2次元バーコード
をご利用ください。

大阪大学生協  受験生・新入生応援サイト2022 阪大生協 入学準備 検 索

（携帯電話からはご利用いただけません）

PC・プリンター／PC講座
電子辞書／辞書コンテンツ
英語教材　　　　　　等

お申込みは、別冊「各種教材申込マニュアル」
をご覧ください。
※別のサイトからお申込みいただきます
※生協・共済加入のID・パスワードとは異なります。
　詳しくは各種教材申込マニュアルをご覧ください。

2022

3/18金
2022

3/31木 2022

4/8金
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