
立 命 館 生 協・共 済

加入手続きのご案内
＜附属中学・高等学校＞

2 0 2 2 年 度

立命館生活協同組合
0 1 2 0 - 4 6 5 - 0 9 8

入学準備相談フリーダイヤル

お 問 い
合わせは

重 要 保護者の皆様 必ずお読みいただき お手続きください

お申し込み手続き

HPで
加入登録

24

コンビニで
お支払い

組合員
カードGet

学校内また大学内の生協のお店では、組合員カードをご呈示ください。
組合員価格でお店が利用できます。

中学校入学

高等学校入学

1月31日（月） 23：59

一次 2月28日（月） 23：59

二次 3月27日（日） 23：59

加入期日※コンビニ支払い完了 組合員カードの発送について

コンビニ支払い完了

発　送

お届け

※カード作成期間約10日間

※普通郵便にて発送。
郵便事情でお届け
が遅くなる場合が
あります

● 高等学校にご入学の方で、中学入学時にすでに生協加入されている方は、
お手続きの必要はありません
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購買は授業や課外活動に役立つものをそろえています

立命館生協の使命

「みんな」でつくり、「みんな」で支える、「みんな」のための立命館生協
「みんな」とは立命館生協すべての組合員を意味し、学園構成員を表しています。
立命館生協は相互扶助に基づき、民主的な運営を通して組合員の学園生活の文化的・経済的な状況を改善し、
また向上し続けることを「使命」とします。組合員一人ひとりの気づきや思いをつむぎ実現していきます。

50周年記念
キャラクター
こーぷん

立命館生協に加入しよう

〈ご注意ください〉 
※  すでに兄弟、姉妹が下記の学校に在籍され、生協に加入され
ている場合も改めてお手続きください。

　  立命館大学／立命館アジア太平洋大学／立命館中学・高等学
校／立命館宇治中学・高等学校／立命館守山中学・高等学校

※  高等学校ご入学の方で、中学入学時にすでに加入されている
方は、お手続きの必要はありません。

生協に加入しましょう

をお願いしています。16口 8,000円（一口500円）

出資金は立命館生協は、組合員の出資金で運営されています。
生協店舗やサービスをご利用いただくにあたっては、組合員になることが「消
費生活協同組合法」により定められています。入学手続きと合わせて、期日
までにお手続きください。なお出資金は、卒業時に返還します。お早めのお
手続きをお願いします。
店頭表示価格は組合員価格となっております。レジ精算時に組合員カードの
呈示をお願いしています。呈示がない場合は、組合員価格でご利用いただけ
ません。5％割り増しになります。
※詳しくは立命館生協定款 https://www.ritsco-op.jp/about/association.html をご覧ください。

組合員
（立命館大学・附属中高）

出資・利用
提 供

生協ショップ・食堂
商品・メニュー・サービス

大学・附属中高の中で利用され、大学・附属中高の中で還元されるシステム
剰余が外部に流出せず、すべて組合員のために使われます。

その活用方法は、組合員の代表である総代会、理事会で決められます。

還　元
書籍割引、ポイントの
還元、文具通常20％
OFF…。
日常的な還元。

還　元
「利用感謝企画」の実施、
食堂の改装など利用しや
すい環境の整備、新入生
歓迎企画の開催など

利用によって生まれた剰余

文具はメーカー定価より20％OFF
鉛筆・シャープペンをはじめ、ノート・ルーズリーフやファ
イルなどを提供。授業の合間にご購入いただけ便利です。

取扱
品目

文具・日用品・機器・書籍・学校指定商品・
立命館オリジナルグッズ・一部食品　等

食堂「食と健康」に取り組んでいます
ランチ・主菜・副菜<小鉢>・麺類・丼類など幅広く取り揃えています。
◆自分で食べるものを選ぶカフェテリア方式
　各自トレーにお好みのメニューをおとりください。
◆安全な食材を使用しています
　材料名と原産地情報を立命館生協のHPにて紹介しています。

レシートでは栄養価を表示しています
エネルギー・たんぱく質・カルシウム・野菜量・塩分の表示と三群点数法で栄養素別に
赤黄緑で色分けし、量も点数で表示しています（1点＝80kcal）

感染拡大防止のためのルールと対策　ルールを守ってご利用ください。ご理解・ご協力をお願いいたします。

食堂利用

のルール

体調不良時は
利用しない

ご来店時は
マスク・消毒

店内では
間隔をあける

支払いは
電子マネー

５ 食堂
（座席飛沫防止パネル）

の様子



お問い合わせ　立命館生活協同組合　　　0120-465-098（または ☎ 075-465-8280） 3

加入手続きはWEBから

手続きを始める前に

共済もあわせてお申し込みされる方

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
迷惑メール設定、フィルター設定等のご確認をお願いします。

2年目以降の共済掛金の引落口座登録を「WEBで登録」される
場合は、金融機関ごとの必要項目を事前に確認ください
各金融機関ごとに本人確認必要項目や利用可能時間が異なります。以下よりご確認ください。

ご利用可能な金融機関については加入Webシステムのなかで
ご案内しておりますので、そちらをご覧ください。
※「申込用紙（郵送）」での引落口座登録も選択できます。

学生総合共済 1年間の掛金 14,400円

入学前チャージ 10,000円

生協加入 出資金　16口 8,000円
（1口 500円）生協・共済加入手続き方法

学校の購買・食堂は生協が運営をしております。生協をご利用いただくに
あたっては、まずは組合員加入をしていただくようお願いいたします。また、
安心・安全な学校生活を送るためにあわせて共済加入についてもおすすめ
いたします。

WEB登録ができない方、お近くに指定のコンビニがない方、
WEB申込フォームで表示のプラン以外でお手続きを希望の方
は、加入申込書+ゆうちょ銀行（郵便局）での手続きが可能です。
別途加入申込書を送付致します。お電話で資料請求ください。

平日：10:00-17:00　土日祝年末年始：閉店
フリーダイヤル：0120-465-098

ＷＥＢ＋コンビニ払いでの手続きを希望されない方

立命館生協
衣笠センター

STEP 1 　メールアドレスを登録する

●支払い後の仮組合員証について
コンビニ払込確認後「立命館生協WEB手続き完了のお知らせ」メールが届きます。組合員カー
ドがお手元に届くまでの間に生協店舗を利用される場合は、送付されたメールの中のURLより「加
入受付確認証（仮組合員証）」を表示し印刷してお持ちください。現金でのお支払いにはなります
が、組合員価格でご利用いただけます。
●追加申込について
コンビニ払込確認後「立命館生協WEB手続き完了のお知らせ」メールが届きます。追加でお申
込される場合は、送付されたメールの中のURLからお手続きいただけます。

STEP 2 　必須項目の入力

1.   加入WEBシステム同意項目・サイトポリシーを確認してチェック
を入れてください

2.   メールアドレスを入力し登録ください
このメールアドレスへお申込用URLをお送りします。手続きをされる方のメー
ルアドレスを入力してください。（扶養者様のメールアドレスで構いません。）

「ご加入手続き用URLのお知らせ」メールが届きます

メール受信後、1時間以内に
クリックしてください
※  1時間以内に手続き開始できなかった
方は、STEP①から手続きしてください。
※ 手続きを開始してから、登録途中でブ
ラウザを閉じたり、一定時間画面操
作がされなかった場合、明朝6:00以
降にはじめからやり直しになります。
STEP①から再度お手続きいただくこ
とがございます。

届いたメールのURLをクリックします。

生協加入申込みはこちら

附属中学高校へ入学の方

WEB加入申込みはこちら

お申込み前のご確認へ

をクリック

をクリック

をクリック

をクリック

STEP 4 　コンビニでのお支払い
1. メール「お支払い方法のお知らせ」が届きます
お申込み内容（お支払い内容）、コンビニでのお支払い方法はこちらからも 
ご確認いただけます。お申込みから6日以内にお支払いください。
2.   「立命館生協WEB手続き完了のお知らせ」メールが届いたらお手続き完了 

STEP 3 　お支払い方法の選択
1. 入力内容確認をし、「初回決算方法選択へ」をクリック
2. コンビニ払いをクリック
コンビニを選択し、指示にしたがって進めてください。ご希望のコンビニをクリック
すると支払い手順と、支払い手続き時に必要なお客様番号等がご確認いただけます。

さあ、始めましょう

スマホからも
アクセスできます。

立命館生協

https://www.ritsco-op.jp/enter/
まずは立命館生協ホームページへアクセス

扶養者様住所について
　契約関係書類の送付先となります。日本
国内で、書類を確
実に受け取れる住
所をご登録くださ
い。扶養者様が海
外赴任・単身赴任
等の場合も、扶養
者様の留守宅等の
日本国内住所をご
登録ください。

加入者情報、ご扶養者様情報
を入力します。

1.基本情報入力 2.加入プランを確認

2年目以降の共済掛金・保険料の
引き落とし口座登録
学生総合共済お申込みの方は、2年目以降の掛金
の引き落とし口座の登録を行います。

WEBで
登録する

申込用紙
（郵送）で
登録する

（後日郵送で申込用紙が
送付されます　　　　）
いずれかを選択してください

（G1200コース）
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共済に加入しよう

「ご自身のケガや病気」にそなえる ～ケガや病気を24時間、学内外・国内外でも保障～

※学生組合員で発効日の年齢が満34歳以下の方が加入できます。

病気もケガも保障する学生総合共済。 
ぜひあわせてご加入ください。

学生総合共済には満期返戻金はありません。掛金をできる限り
低く抑え、多くの学生に加入していただきたいと考えているか
らです。共済の掛金はご卒業まで給付を受けることがなくても、
病気やケガにあいながらも頑張る学生の一助となっています。

加入されている保険の保障内容をご確認ください。学生
総合共済は、病気も事故（ケガ）も入院1日目から保障があ
ります。他の保険から保険金が支払われた場合でも共済
の給付を減額することはありません。

1年ごとの加入とのことですが、
2年目からはどうすればいいの？●Q 親の保険に入っているので、 

共済に加入しなくていいですか？●Q
「加入申込書＋郵便局での  
 お手続きの場合」
2年目からは口座振替で行います。
ご加入時に「預金口座振替依頼書」
をご提出いただき、2年目からは卒
業予定年まで自動継続になります。

●A
共済の掛金は掛け捨てですか？●Q
より多くの学生の皆さんに加入をして 
もらえるよう、掛け捨て方式により掛金を
少なくしています。

●A ●A

ご入学時（初年度）は、生協加入とあわせて
払込みください。

学生総合共済
掛金は
年払い

1年間の掛金

厚生労働省認可

14,400円

詳しい保障内容や加入・契約に関する重要事項説
明書は、同封の専用パンフレットに掲載していま
す。必ず一緒にご覧ください。
 契約引受団体
全国大学生協共済生活協同組合連合会
日本コープ共済生活協同組合連合会
学生総合共済は、全国大学生協共済生活協同組合
連合会と日本コープ共済生活協同組合連合会の共
同引受となります。

ここがポイント！

◦   ケガによる通院は、 
1日目から90日分保障

◦   入院は病気でもケガでも 
1日目から360日分保障

◦   精神疾患の診療を受けたとき、 
こころの早期対応保障

◦   重度後遺障害を負って復学した場合、 
学業復帰支援臨時費用を保障

◦   扶養者が亡くなられた場合、 
扶養者事故死亡・扶養者事故重度障害 
などで保障

●保障内容
学生本人のケガや病気の保障に扶養者の死亡保障をプラス

G1200コース

24時間365日、学内外国内外問わず保障します！
持病がある方でも加入できます

同封のこちらの
パンフレットを
一緒にご覧ください

病
気
・
ケ
ガ

入院
1日目から360日分

日額 10,000円

長期入院
270日以上連続した入院
（1回の入院について1回のみ）

60万円

手術
共済事業規約に定める支払い対象手術を受
けた場合
入院・通院の支払限度日数を超えた後の手
術も対象

1回の手術につき
50,000円

学業復帰支援臨時費用
重度後遺障害を負って復学した場合

共済期間（1年）につき1回
100万円

重度後遺障害
病気・事故問わず重度後遺障害となった場合
＊障害の程度に応じて金額が変わります。

最高 600万円

ケ
ガ

通院
事故日から180日以内、1日目から90日分
（固定具保障を含みます）
固定具を装着した場合、10日分の通院が 
あったものとみなします。

日額 2,000円
（固定具保障）1事故につき 

定額 20,000円

事故後遺障害
事故日から2年以内の所定の後遺障害状態
＊障害の程度に応じて金額が変わります。

最高 600万円

こ
こ
ろ
こころの早期対応保障
精神疾患の診療を受けたとき

共済期間（1年）につき1回
10,000円

本
人
の
死
亡

死亡
学生本人が死亡した場合
（病気・事故問わず）

100万円

事故死亡
学生本人が事故により死亡した場合
（事故日から2年以内）

上記にプラス 50万円

親
扶
養
者
の
死
亡

親扶養者死亡・親扶養者重度障害
病気・事故問わず親・扶養者が死亡または
重度障害となった場合

50万円

扶養者事故死亡・扶養者事故重度障害
扶養者が事故により死亡または事故により
重度障害となった場合
お支払い後に変更された扶養者も対象
（事故日から2年以内）

500万円

＋
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給付をうけた方からの
共済おすすめの言葉・感謝の言葉

立命館中高生の給付事例（抜粋）

区分 分類 内容 入院
日数

手術
回数

通院
回数

給付金額
（円）

中
高 病気 コロナに感染 6 60,000

中
高 病気 新型コロナ陽性で入院

（ホテル療養） 9 1 92,000

中
高 病気 腸捻転 15 1 200,000

中
高

授業・部活中
のケガ

学校内で行われた球技大会
（ハンドボール）で他の生徒
と接触し右肩を脱臼

13 26,000

中
高

授業・部活中
のケガ 陸上競技の大会で転倒 21 42,000

中
高

授業・部活中
のケガ

部活活動中、足を踏まれ、
足の指を骨折 7 14,000

中
高

授業・部活中
のケガ

硬式テニスの部活でのラリー
練習の時に、相手のボールを
打った際、右ひじを痛めた

6 12,000

中
高

授業・部活中
のケガ

スキー場でスノーボードで
滑走中、停止に失敗して後
ろに転倒した

1 2,000

中
高

授業・部活中
のケガ

高校のグランドでサッカー
の練習中にボールが足に当
たりケガをした

52 104,000

中
高

授業・部活中
のケガ

体育でのマット運動の際、
側転時に左ひじをひねり、
左肘円回内筋損傷と診断

14 28,000

中
高

自転車事故に
よるケガ

夕刻、自転車にて走行中、
障害物にあたり転倒、左肩
強打

4 8,000

肺炎　入院14日
給付金額　140,000円
コロナ禍でアルバイトもできずカツカツの生活
の中、入院することになりました。多額の入院費
だったため、共済に入っていて良かったと思いま
した。本当に助かりました。

こころの早期対応保障
給付金額　10,000円
心の病気はいつ、だれもが、患う病気です。正直、
自分には関係がないと思っていました。少しの悩
みでも、一人で悩まず誰か話せる人に相談するか、
病院へ行って相談する等、早期の対応が大事です。
（中略）とにかく一人で悩まないでほしいです。

慢性扁桃炎　
入院17日／手術1回　
給付金額　220,000円
扁桃摘出手術を受け、高額な入院費用がかかって
しまいましたが、学生総合共済に入っていたおか
げで助かりました。ありがとうございます。

スポーツ事故（ラクロス）　通院1日
給付金額　2,000円
部活中の事故で病院に行くのは治療費を考える
とやめようと思いましたが、共済のおかげで治療
することができました。本当に皆様ありがとうご
ざいました。

専門の相談員がお答えします

※学生生活無料健康相談テレホンの連絡先とご利用方法は、共済証書送付時にご案内します。
※病院にかかっていなくても受けられるサポートとして、多くの学生・保護者に支持されているサービスです。
※ 応急処置・近所の病院の紹介・急に具合が悪くなったとき夜間でも受診できる病院の紹介のご相談に応
じます。

ヘルスアドバイザー 看護師・保健師・管理栄養士 内科・整形外科・精神科・皮膚科・
眼科・泌尿器科・婦人科・耳鼻科・
歯科

専門医
臨床心理士などメンタルヘルス

からだとこころの健康相談
からだとこころに関する悩みに専門の相談員がお答えします。対面で
は相談しにくい内容でも時間帯に関係なく安心して利用できます。

くらしの相談
一人暮らしで困ったことやストーカーのトラブルなど、
生活をしている上で困ったことの解決をお手伝いします。

秘プライ

バシ
ーは守ります！

プ
ライバシーは守り

ます
！

2020年度（全国）
相談件数
からだの
健康相談 553件
こころの
健康相談 669件

保護者の方も
ご利用
できます

こころの悩み、暮らしの悩み、コロナ禍の悩み…ご相談ください
学生総合共済加入者のための
安心サポート  学生生活無料健康相談テレホン

24時間365日
無 料

※ 給付事例は、2021年度までの保障内容により支払われた事例です。2022年度は保障内容が
異なります。詳しくは「学生総合共済」パンフレットをご覧ください。



お問い合わせ　立命館生活協同組合　　　0120-465-098（または ☎ 075-465-8280）6

加入後に届く組合員カードは
校内必携の便利カード！
4月からの学校生活をスムーズに！

組合員
カード機能
生協電子
マネー

生協店舗のご利用は、電子マネーが便利でお得です。
電子マネーへのチャージ（加金）は加入手続きと合わせてお済ませください。

電子マネーチャージのしくみ

電子マネーの追加チャージも生協マイページから

電子マネーは立命館生協の購買、食堂で使えます

電子マネーチャージ
10,000円を
申込みすると

電子マネーとして
10,100円まで
利用可能

お得!!

「組合員カード規則」は右記URLよりご確認ください
https://www.ritsco-op.jp/meal/cardkisoku.html

電子マネーチャージのしくみ

電子マネーチャージ
（入金）方法

学内の生協店舗レジで
電子マネーチャージ受け取り
（10,100円）
組合員カードが届きましたらチャージ
金額をお受け取りください。

生協加入手続きと同時に、電子
マネーチャージのお支払い

この時点ではカードには電子マネーが
チャージされていない状態です。
生協加入手続き日によって、組合員カー
ド発送日が違います。

組合員カード発送

おすすめポイント その3おすすめポイント その2おすすめポイント その1
購入履歴をWEBで
確認できて、
保護者様も安心 ！

ポイントが電子マネー
として使えてお得 ！

組合員カード到着後、立命館生協
ホームページから登録しよう！
「生協マイページ」とは、組合員ご本人はもちろ
ん、保護者の方もWEBで利用状況をご確認い
ただける専用ページです。お子様の生活状況も
確認できて安心です！

生協マイページ
500ポイント

=

500円で
自動的に

電子マネーにチャージ

電子マネー決済で
ポイントが付与されます。
食堂   100円で2ポイント
購買の食品   100円で0.5ポイント
文具   100円で0.3ポイント
現金支払いだとポイント付与されません

組合員カードを紛失した場合、
生協マイページから利用停止できます

小銭不要で混雑時の食堂・購買でも
支払いがスムーズに！

Pi

 1. 事前チャージ
　　事前チャージは、残高が少なくなった際にお近くのコンビニからチャージできる仕組みです。
　　コンビニ入金後、約１週間で生協のお店のレジで受け取ることができます。

【申し込み方法】
② 「事前チャージ申込み」
を選択

④ 確定後、決済代行会社「SMBCファイナ
ンス」ページへ推移します。コンビニを
ご選択ください。

⑤ 発行された番号を持参の上、選択した
コンビニでお支払いください。

③ チャージ金額と
電話番号を入力

①生協マイページにログイン
　右上をタッチ

チャージ金額
5,000～ 49,000円
の範囲で
入金できます。
※ 半角英数文字でご
入力ください。

お申込電話番号
コンビニでのご入金
時に必要になる
場合があります。

感染症対策のため
事前チャージして
お使いください
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生協マイページの見方

生協マイページ登録方法
ログイン画面

【ログインID】
　組合員本人
　　→組合員番号（12ケタ）
　保護者様
　　→組合員番号p
　　　（12ケタの数字の後ろに
　　　  英数小文字のp）
【パスワード】
　生年月日（8ケタ）
　　※例19900531
　入力後【ログイン】をタップ！

追加情報入力ページが表示されます。
ID/パスワードをこの画面で変更ができます。

※ 変更後のID/パスワードはお忘れないよう
お気を付けください。

前日までの
電子マネー残高と

ポイント

その月の利用状況がまとめ
て確認できます。

ICプリペイド
利用状況

入 学 前 チ ャ ー ジ（ 振 込
チャージ）でご入金いただ
いた金額で、組合員カード
にチャージを受け取ってい
ない場合はここに金額が表
示されます。

未受取
プリペイド残高

ここをクリックすると、購
入商品・価格、購入時間な
どが、全購入履歴・食の履
歴・学びの履歴・入金履歴
などがご覧いただけます。

購入・入金履歴

マイページ登録でいただい
た「メールアドレス」の変更
ができます。

登録情報の
確認・変更



22-6503-01-20211122

コープ共済センター 9:00～18:00　月～土（祝日含む）

立命館生協
衣笠センター

平　日10:00～ 17:00
土日祝休み0120-465-098TEL.

0120-16-9431TEL.

学生総合共済の共済証書は 扶養者住所に郵送されます
（2022年1月までにお申し込みの方は、2月以降順次お送りします。）
証書発行にお時間をいただく場合がございますが、証書が未着でも給付申請はできますのでご連絡ください。

病気や事故にあったら

お問い合わせ先

立命館守山
中学校・高等学校

購買部（TEL）

077-582-9281
食　堂（TEL）

077-582-9280

立命館宇治
中学校・高等学校

購買部（TEL）

0774-44-4026
食　堂（TEL）

0774-44-4072

立命館
中学校・高等学校

購買部（TEL）

075-959-1128
食　堂（TEL）

075-959-1127

ホームページに掲載しています。ご覧ください。
●立命館生協「個人情報保護方針」「学生総合共済普及活動にあたって」
　https://www.ritsco-op.jp/about/privacy.html
●立命館生協定款
　https://www.ritsco-op.jp/about/association.html

立命館生協の事業概要

学生総合共済
給付状況

（2020年4月～2021年3月末）

給付件数／のべ 1,644件
　  病気入院、事故入院、事故通院
等への給付件数の合計
給付金額／ 11,195万円

組合員数　53,031名　 出 資 金　692,156千円

名 称 立命館生活協同組合

創 立 1962年6月14日（創立総会 :1962年2月15日）

理 事 長 加國 尚志（立命館大学文学部教授）

役 員 教職員理事11名、院生理事1名、学生理事9名
員外理事3名、教職員監事4名、学生監事3名

組合員数 53,031名（2021年2月末現在）

出 資 金 692,156千円（2021年2月末現在）

従業員数 152名（換算人員数／年・2000時間で1名に換算）

年 間 利
用 高 

2,990,907千円 （2020年度）
【内購買部／ 1,144,075千円、食堂部／ 384,462
千円、書籍／ 661,822千円、旅行サービス／
799,967千円、その他／ 581千円】

事業規模
2021年2月末現在
（単位1,000円）

全体
2,990,907

書籍
661,822

旅行サービス
799,967

その他　581

購買
1,144,075

食堂
384,462


