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早稲田大学生協より
加入手続きと保障制度
についてのご案内

早稲田大学へご入学なさる皆様へ
Welcome to Waseda University.

Waseda Univ. Coop
●How to join Coop

●Information of Coop mutual insurances
●The Japanese language version provided here 
shall take precedence over the English version hereof



早稲田大学生協は
加入して利用しましょう

早稲田大学の教職員・学生が出資し運営する非営利団体です

●出資金 50口15,000円をお願いします（1口300円）

（早稲田大学ご卒業時に返還されます）
（在学期間が1年未満の方は10口3,000円）

●学部新入生の９0％の方が
加入されています。

●教科書・書籍が10％引きになります。
●大学生協の共済・保険に加入できます。



Let’s join WASEDA Co-op!
An Nonprofit organization made up and operated 

by students and faculty members who study or 

work at Waseda university.

●Membership fee 15,000 yen (Total amount will 

be returned when graduate.)
(Programs less than one year can join with 
3,000 yen)
●Almost all undergraduate students joined.
●Get 10% off for textbook and book 
purchasing.
● There are 12 Co-op Shops on Waseda
Campus.



みなさんに質問です
Question time!

質問１ Question 1
保険に入っていますか？
Are you covered by insurance?

質問２ Question 2
加入している場合
保障内容は知っていますか？
Do you know what can be 
covered by your insurance?

挙手して下さい
Please raise 
your hand.

挙手して下さい
Please raise 
your hand.



質問３Question 3
加入している保険で
日本で何かあった時に保障さ
れますか？
Can your insurance covers you 
outside your country?

挙手して下さい
Please raise 
your hand.

“どの国でも”“どの場面でも”

ケガ・病気になり、事故は起こります

“Any country” “Any situation”

Injury, sickness, or accidents happen.

みなさんに質問です
Question time!



こんな事がありました・・・

早稲田大学の留学生の方が

・雨の中自転車に乗り、転んで捻挫 をして
7日間以上通院をしました。

・自転車走行中に車にぶつかり

７0万円ほどの支払いを請求されました。

誰にでも起こりうる事
なのです



Accidents some international 
students experienced:

・ Hospitalization for more than a week 
due to bicycle accident while going to 
school.

・Traffic accident with a car by bicycle 
which required a 700,000 reparation fee.

It could happen to anyone.



国民健康保険があるから

大丈夫って思っていませんか？
ケガ・病気の治療費の30％負担という事は

10,000円の治療費は3,000円負担
100,000円の治療費は30,000円負担

ケガで通院、病気・ケガで入院した
時、大学生協の学生総合共済より給
付を受ければ負担が軽くなります



You might think it’s fine because you have

National Health Insurance.

But!

You must pay 30% of the medical 
expense of injury and sickness

Must pay 30,000yen for 100,000yen of medical expense

Lessen financial burden if you get 
health benefits offered by Life 
mutual insurance of Univ. Co-op



早稲田大学生協は

24時間365日
日本国内・帰国中保障の
学生総合共済（生命共済）や学生賠償
責任保険の加入をおすすめします。

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.



転倒して打撲骨折！

大学生協の
学生総合共済とは

●1年間14,400円の掛金で
もしもの自分のケガ・病気に備える

肺・腸炎で入院！

＜おすすめポイント＞
学内の生協窓口で給付申請が可能。

1か月あたり
1,200円

入院・手術・通院・固定具
32万円の給付

入院 14万円の給付



Fell  and  get  bruise or 
fracture.

Life mutual insurance 
of Univ. Co-op

Pay only 1,200 yen per month for…

Hospitalization due to pneumonia 
or enteritis.

＜Recommend point＞
Available to apply for payment at the 
counter of Co-op on campus.

Provide 320 thousand yen for 
hospitalization・surgery・go to 

hospital・plaster

Provide payment of 140 
thousand for hospitalization.



あわせておすすめする保険

学生賠償責任保険とは

＊他人に対する賠償責任
１事故最高3億円まで保障

＊示談交渉サービス付き
（国内のみ。名誉毀（き）損・プライバシー侵害事故を除く）
※詳しい保障内容については、学生総合共済パンフレットをご覧ください。

自転車走行中、道路右から
子供が飛び出してきて接触
しケガをさせた。

支払保険金
1,531,513円

1年間1,800円、１か月あたり150円の保険料で



Liability Insurance for Students 

＊Liability for compensation
(maximum three hundred million yen for an accident)

＊ Settlement negotiation 
service included

(Only in Japan. Exclude defamation and privacy intrusion)

Accidentally hurt someone 
when riding bicycle.

Payment of insurance 
claim

1,531,513 yen

1,800 yen for 1years (150 yen per month)



生協・共済加入手続き方法

①加入申込書に記入

②出資金50口15,000円(10口3,000円）

（卒業時に返還）

④加入申込書と出資金・掛金・
保険料を17号館2階組合員
サービスセンターへ提出
（学生証か入学許可証をご提示下さい）

③共済・保険加入希望の場合は
掛金・保険料



How to join Co-op?

①Fill in the application form
②Membership fee15,000 yen

Total amount will be returned when graduate.

③For Mutual Insurance and Liability 
Insurance are insurance premium 
④Submit the application for and investment 
fund to Service Center on the second floor of 
bldg.17

（Please show your student ID card ）



ご清聴
ありがとうございました。

Enjoy your Waseda life     
with the Coop!


