"Next year, contract renewal・mutual aid
premiums" account transfer of Guidance
If you have a change in the contract
contents and are following 1-5, please
contact the mutual aid counter of university
cooperative "Mutual Insurance and
Insurance support telephone" or aﬃliated
student association aﬃliated immediately.
"Mutual Insurance and Insurance support
telephone number"
0120-335-770 (Weekdays: 9:40-17:30 /
Saturdays: 9:40-13:00)
But it is only in Japanese.Please call with a
friends who can speak Japanese.

「次年度、契約更新･共済掛金」口座振替のご案内
大学生協の学生総合共済にご加入いただきまして誠にありがとうございます。
ご契約いただいております共済（生命・火災）は、２年目以降の掛金を口座振替により払い込み
（年払い）いただくことにより卒業予定年まで自動的に継続いたします。
「口座振替内容」の通り、次年度の共済掛金を口座振替させていただきます。
ご登録いただいた下記の口座に振替日前日までに請求金額（共済掛金）をご用意ください。
※お振替出来なかった場合、初回振替日を含め計４回３か月後まで毎月27日に振替を実施します。
４回目
（最終）
振替日までに新年度分の共済掛金が弊会に入金いただけない場合は、共済契約が
失効しますのでご注意ください。
●ご契約内容に変更がある方で次の①〜⑤に該当する方は、至急、大学生協 共済･保険サポート
ダイヤルまたは所属する大学生協の共済窓口へご連絡ください。
①
②
③
④
⑤

住所変更・その他のご案内は
下記のURLをご参照ください。

※契約者は契約の発効日（保障開始日）において
所属する生協の組合員でなければなりません。

Please check

ご確認ください

1. Change of bank transfer account
2. Changing or canceling contract contents,
suspension of automatic continuation
3. The person whose graduation planned
year has changed
4. If you are not a student due to
graduation / withdrawal etc
5. Is leave the University Co-op If you are
not a union member
*The contractor must be a member of the
co-op that belongs at the eﬀective date of
the contract (coverage start date).

※

掛金振替口座のご変更
ご契約内容の変更または解約、自動継続の停止
留学等で、ご卒業予定年が変更になった方
卒業・退学などで学生ではない方
大学生協を脱退され組合員でない方

URL:http://kyosai.univcoop.or.jp/procedure/index.html

全国大学生協共済生活協同組合連合会

口座振替内容

◆前月10日以降にいただいたご変更依頼は口座情報に反映されていない場合がございます
のでご容赦ください。
◆下記の口座情報は、弊会で承っている情報です。個人情報につき弊会から金融機関への
登録内容の確認・照会はできませんのでご登録の金融機関へお問い合わせください。
☆印の項目は、通知事項となっています。変更があった場合には、ご連絡お願いします。
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Thank you very much for joining "UNIV.CO-OP's
KYOSAI".
Student mutual insurance (life・ﬁre) you have
contracted will automatically continue until the
graduation plan year by paying the premium after
the second year by direct debit (annual payment).
As described in "Account transfer detail", we will
transfer the mutual aid premiums for the next
ﬁscal year.
Please prepare the invoice amount (mutual aid
premiums) by the day before the transfer date to
the following account you registered.
*If you can not make the transfer, we will make a
transfer on the 27th of every month until a total of
4 times 3 months after including the ﬁrst transfer
date. Please note that mutual aid premiums will
expire if the mutual aid deposit for the new ﬁscal
year can not be credited to University
Co-operatives Mutual Aid Federation by the 4th
(ﬁnal) transfer date.
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（個人情報保護のため、口座番号は一部を省略しています。）

Account transfer Guidance

◆Please forgive the change request

received on or after the 10th of the previous

month because it may not be reﬂected in the
account information.

◆The following account information is

acquired by co-op. We can not conﬁrm or

inquire about registered contents from us to

ﬁnancial institutions for personal information.
Please contact the ﬁnancial institution for
registered details.

