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皆様、ご入学おめでとうございます。

早稲田大学〇〇学部 〇年の〇〇と申します。よ
ろしくお願いいたします。

本日は「早稲田大学生協の加入手続きと保障制
度について」ご説明いたします。

（ここに記載する内容は英語は参考表記であり、日
本語が優先となります）

（The Japanese language version provided here 
shall take precedence over the English version 

hereof.)



2

生協は加入して利用しましょう。
新しく組合員になる方からは出資金として50口
15,000円をお願いしています。
又在学期間が１年未満の方は出資金10口3,000円
です。
出資金は卒業時に全額返還いたします。

レジで組合員証をご提示いただくと教科書、書籍
が10％引きになります。
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Let’s join WASEDA Co‐op!
The membership fee for joining co‐op is 15000 yen 
But if your program is less than one year, you can 
join with 3000 yen
No matter it is 15000 or 300 yen, the total amount 
of money will be refunded when you graduate.
If you are a member of WASEDA Co‐op, you can get 
discount for buying textbooks and books.



Question one
Are you covered by insurance?
Please raise your hand if you are.

Question two
Do you know what can be covered by your insurance?
Please raise your hand if you know
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Question three
Can your insurance cover you even outside your country?
Raise your hand if you know

Whether you have insurance or not,
Injury, sickness or accidents will still happen in any country and any situation.
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早稲田大学の留学生の方の出来事です

・雨の中自転車に乗り、転んで捻挫 をして7日間以上通院しました。

・自転車走行中に車にぶつかり修理代７0万円ほどの支払いを請求されまし
た。

「日本だから」、「留学は短期だから」ケガ・病気にならず、事故は起らな
いという事はありません！
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Here are some experiences that international students in Waseda had:

Hospitalization for more than a week due to bicycle accident while 
going to school.
Running into a car with your bicycle required a 700,000 reparation fee.

Accident, injury or sickness can’t be expected and it could happen to anyone.
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I think everybody here are having Nation Health Insurance offered by Japanese 
Government.
So you might think it’s fine because you already have an insurance in Japan.
But do you know that you be covered Nation Health Insurance ,you must pay 30 
percent of the total medical expense of injury or sickness.
For instance, in the case of a 10,000yen medical expense, you must pay 3,000yen for 
you
In the case of a 100,000 yen medical expense, you must pay 30,000yen of it.

Here, you can lesson financial burden if you get health benefits offered by Life 
mutual insurance of Univ. Co-op.
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Co-op of Waseda University recommend students to get mutual insurance 
and personal liability insurance for students in all times whether you 
are in Japan or not, even while traveling or if you went back to your 
country.
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大学生協の学生総合共済は国民健康保険とは違い、任意でご加入頂く保障です。

しかし、ケガ・病気など留学中のリスクに備ええる為に共済への加入をおすすめし
ます。
1年間14,400円。1か月あたり1,200円でケガ・病気に備える事ができます。
生協の窓口で担当者に直接話をして、相談や給付申請ができるのがポイントです。
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About the Life mutual insurance of Univ. Co-op we talked about

You only have to pay 1,200 yen per month, equal 14,400yen per year
It is highly recommended to join this to prepare for unexpected injury or 
sickness when you are studying aboard 
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大学生協の学生賠償責任保険も共済と同様任意でご加入頂く保険です。

しかし、高額になる事も多い他人への賠償に備える為に学生賠償責任保険への加
入をおすすめします。

1年間1,800円、１か月あたり150円で１事故最高3億円まで保障します。
日本国内の事故の際は示談交渉サービスが付いています。
日本語に不慣れな方も、安心できますね。
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You can also join the Liability Insurance for Students.
In some situation, you may have to pay high compensation for others. So it is 
also recommended to join liability insurance for students
Pay 1,800 yen for 1 years, only  150 yen per month
In addition, it also includes settlement negotiation service
So you don’t have to worry if you’re not confident in speaking Japanese
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生協の加入手続き書類は、本日お渡しした手続
き書類に入っています。

加入申込書にご記入、出資金等合計金額をご持
参の上、17号館2Ｆ組合員サービスセンターま
で続きにいらして下さい。
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The guidance book of how to join Co-op is 
in the envelope distributed today.
Fill the application form, bring the membership 
fee and we’ll be there for you at the service 
center on the second floor of building 17.
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ご清聴ありがとうございました。

Thank you for listening and enjoy your Waseda
life with Co-op!


