■新社会人コースに加入できる
地域の生協一覧 2022 年1月現在
新社会人コースのご加入には、出資金をお支払いいただき、
お住まいの地域の生協の組合員となることが必要です。
北海道
生活協同組合コープさっぽろ
生活クラブ生活協同組合
（北海道）
室蘭工業大学生活協同組合

新潟県
生活協同組合コープにいがた
生活協同組合コープクルコ
生活協同組合パルシステム新潟ときめき

青森県
生活協同組合コープあおもり
青森県民生活協同組合
青森県庁消費生活協同組合
生活クラブ生活協同組合(青森）

富山県
生活協同組合CO･OPとやま
富山県生活協同組合

岩手県
いわて生活協同組合
生活クラブ生活協同組合(岩手）
岩手県学校生活協同組合
宮城県
みやぎ生活協同組合
生活協同組合あいコープみやぎ
秋田県
生活協同組合コープあきた
山形県
生活協同組合共立社
生活クラブやまがた生活協同組合
福島県
みやぎ生活協同組合･コープふくしま
生活協同組合コープあいづ
生活協同組合パルシステム福島
生活協同組合あいコープふくしま
生活クラブふくしま生活協同組合
茨城県
いばらきコープ生活協同組合
生活協同組合パルシステム茨城 栃木
生活クラブ生活協同組合(茨城）
常総生活協同組合
よつ葉生活協同組合
栃木県
とちぎコープ生活協同組合
よつ葉生活協同組合
生活協同組合パルシステム茨城 栃木
生活クラブ生活協同組合(栃木）
群馬県
生活協同組合コープぐんま
生活協同組合パルシステム群馬
よつ葉生活協同組合
生活クラブ生活協同組合(群馬）
埼玉県
生活協同組合コープみらい
生活協同組合パルシステム埼玉
生活クラブ生活協同組合(埼玉）
東都生活協同組合
埼玉県勤労者生活協同組合
千葉県
生活協同組合コープみらい
生活協同組合パルシステム千葉
生活クラブ生活協同組合(千葉）
なのはな生活協同組合
東都生活協同組合
東京都
生活協同組合コープみらい
生活協同組合パルシステム東京
東都生活協同組合
生活クラブ生活協同組合(東京）
自然派くらぶ生活協同組合
なのはな生活協同組合
神奈川県
生活協同組合ユーコープ
生活協同組合パルシステム神奈川
生活クラブ生活協同組合(神奈川）
生活協同組合うらがCO-OP
富士フイルム生活協同組合
福祉クラブ生活協同組合
東都生活協同組合
生活協同組合ナチュラルコープヨコハマ
全日本海員生活協同組合

石川県
生活協同組合コープいしかわ
福井県
福井県民生活協同組合
山梨県
生活協同組合ユーコープ
生活協同組合パルシステム山梨
生活クラブ生活協同組合(山梨）
長野県
生活協同組合コープながの
生活クラブ生活協同組合(長野）
生活協同組合パルシステム山梨
長野県庁生活協同組合
岐阜県
生活協同組合コープぎふ
生活協同組合ぷちとまと
岐阜県学校生活協同組合
静岡県
生活協同組合ユーコープ
生活協同組合パルシステム静岡
生活クラブ生活協同組合(静岡）
あいち生活協同組合
愛知県
生活協同組合コープあいち
あいち生活協同組合
一宮生活協同組合
かりや愛知中央生活協同組合
トヨタ生活協同組合
生活クラブ生活協同組合(愛知）

奈良県
市民生活協同組合ならコープ
生活協同組合コープ自然派奈良
生活クラブ生活協同組合(奈良）
和歌山県
わかやま市民生活協同組合
生活協同組合コープ自然派おおさか
泉南生活協同組合
鳥取県
鳥取県生活協同組合
グリーンコープ生活協同組合とっとり
島根県
生活協同組合しまね
グリーンコープ生活協同組合(島根）
島根県学校生活協同組合
岡山県
生活協同組合おかやまコープ
グリーンコープ生活協同組合おかやま
三井造船生活協同組合
広島県
生活協同組合ひろしま
グリーンコープ生活協同組合ひろしま
竹原生活協同組合
日立造船因島生活協同組合
山口県
生活協同組合コープやまぐち
グリーンコープやまぐち生活協同組合
山口県学校生活協同組合
徳島県
生活協同組合とくしま生協
生活協同組合コープ自然派しこく
徳島県学校生活協同組合
香川県
生活協同組合コープかがわ
生活協同組合コープ自然派しこく
愛媛県
生活協同組合コープえひめ
生活協同組合コープ自然派しこく
日立造船因島生活協同組合

三重県
生活協同組合コープみえ

高知県
こうち生活協同組合
生活協同組合コープ自然派しこく
高知県学校生活協同組合

滋賀県
生活協同組合コープしが
生活クラブ生活協同組合(滋賀）
生活協同組合コープ自然派京都

福岡県
エフコープ生活協同組合
グリーンコープ生活協同組合ふくおか
福岡県民火災共済生活協同組合

京都府
京都生活協同組合
生活協同組合コープ自然派京都
生活協同組合生活クラブ京都エル・コープ
生活協同組合コープこうべ
京都市民共済生活協同組合

佐賀県
コープさが生活協同組合
グリーンコープ生活協同組合さが

大阪府
大阪いずみ市民生活協同組合
生活協同組合おおさかパルコープ
生活協同組合コープこうべ
大阪よどがわ市民生活協同組合
生活協同組合コープ自然派おおさか
生活協同組合エスコープ大阪
生活クラブ生活協同組合大阪
大阪市民共済生活協同組合
グリーンコープ生活協同組合おおさか
泉南生活協同組合
大阪学校生活協同組合
兵庫県
生活協同組合コープこうべ
生活協同組合コープ自然派兵庫
生活クラブ生活協同組合都市生活
姫路市民共済生活協同組合
尼崎市民共済生活協同組合
西宮市民共済生活協同組合
神戸市民生活協同組合

長崎県
生活協同組合ララコープ
グリーンコープ生活協同組合(長崎）
熊本県
生活協同組合くまもと
グリーンコープ生活協同組合くまもと
大分県
生活協同組合コープおおいた
グリーンコープ生活協同組合おおいた
日田市民生活協同組合
宮崎県
生活協同組合コープみやざき
グリーンコープ生活協同組合みやざき
鹿児島県
生活協同組合コープかごしま
グリーンコープかごしま生活協同組合
沖縄県
生活協同組合コープおきなわ
沖縄県学校生活協同組合
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パンフレット Ⅱ
卒業などで大学に在籍されない方／学生組合員ではなくなる方

CO･OP学生総合共済

新社会人コースのご案内

学生総合共済に
加入の卒業者の
みなさま限定
のご案内です！
！

ご卒業おめでとうございます。
このたびコープ共済連と共同で事業を始めることを機に、学生総合共済に加入していただいた
卒業生等限定の「新社会人コース」
が実現します。
月々1，
200 円の掛金で、入院、ケガ通院などの若い世代におすすめの保障を続けることが
できますので、ぜひ、この機会にご加入をご検討ください。

勤務先や居住先が決まってから
保障を開始したい方

保障は途切れず継続したい方
★保障開始

★保障開始

2022年4月1日から

2022年4月1日以降の
申込日の翌日から

【資料請求・申出締切日：2月28日】 【資料請求・申出締切日：8月31日】
◇3月末までに地域の生協
（コープ）
の組合
員加入と、新社会人コースの加入申込書
を提出いただくことが必要です。

◇掛金の振替は、2022年7月からとなりま
す。4月から8月までの掛金(計6,000円）
は､7月以降の初回振替日にまとめてご
請求となります。

◇202２年4月1日〜9月30日までにお住
まいの地域の生協（コープ）の組合員加
入と、新社会人コースの加入申込書を提
出いただくことが必要です。

◇掛金の振替は、2022年7月以降となり、
地域の生協（コープ）の振替スケジュー
ルに基づき、4月以降の掛金を複数月分
まとめてご請求となります。

※申込時点において、ご家族が地域の生協の組合員である場合はご家族の組合員資格で新社会人コースの加入手続きをい
ただけます。社会人になり親元を離れて経済的にも独立した場合などは、加入後に社会人になった本人が契約者となって、
お住まいの地域の生協で新たに組合員になっていただくことが必要です。
※２０２２年４月以降に現在ご加入の契約が満期を迎える方は、新社会人コースとの保障の重複期間が生じる場合があります。

上記パターンより選択いただき、締切日までに以下の専用資料請求サイトより
資料をお申し込みいただくか、コープ共済センターまでお問合せください。

※同封の「継続申込書」ではお申し込みできません。

専用資料請求サイト
ダミー
契約引受団体／日本コープ共済生活協同組合連合会

コープ共済センター 新社会人コース専用窓口

0120-６９-9431

受付時間／9:00ー17:00
（月〜金） 9:00ー16:00
（土）
日、
祝日、
年末年始は休業です。
D−２１１３２３

【ＣＯ・ＯＰ共済ニュース】

親子 の 物語

月掛金：1,200 円
掛金払込方法：月払／口座振替
加入できる年齢（発効日の年齢）：満 29 歳まで 保障期間：満 30 歳の満期日まで

保障内容

②

病気入院・事故（ケガ）入院

（1 日目から 360 日分）

事故（ケガ）通院

＊1

（事故日から 180 日以内

1 日目から 90 日分）

手術

（共済事業規約に定める支払対象手術を受けた場合）

長期入院

（270 日以上連続した入院）

そのとき︑わたしは
ホッとするのかな？
寂しいのかな？

新社会人コースは、病気・ケガによる入院も、ケガによる通院も、
今と近い保障額です。
C0･0P 共済
キャラクター
コーすけ

学生総合共済
キャラクター
タヌロー

1 回の手術につき
50,000 円

60 万円

障害の程度に応じて金額が変わります
最高 600 万円

（事故日から 2 年以内の所定の後遺障害状態）

死亡

（病気・事故を問わず）

親扶養者死亡・親扶養者重度障害＊3

保障を早く子どもにバトンタッチしたい方も､しばらく掛金を払って
あげてもいいかなという方も、お子さまの安心が３０歳まで続きます。

日額 2,000 円

事故後遺障害

事故死亡

1，
200 円で 30 歳まで安心

日額 10,000 円

障害の程度に応じて金額が変わります
最高 600 万円

（事故日から 2 年以内）

新社会人コースは月掛金

共済金額

重度後遺障害＊2

（病気・事故問わず）

今からそんなことを
考えたりしています︒

三十歳をめどに？

④

今後も病気やケガには備えてほ
しいけど︑まだ経済的には大変︒
新社会人コースに加入しても︑
しばらくは私が掛金を払おうと
思います︒でも︑それをいつ娘
にバトンタッチしたらいいのか︑
悩みどころです︒

娘が大学に入学して 学生総合
共済に加入していました︒

結婚をめどに？

③

娘はこの四月から社会人に
なります︒

①

■新社会人コースB1200コースの保障表

扶養者事故死亡・扶養者事故重度障害＊3

（事故日から 2 年以内）

100 万円
上記にプラス 50 万円

5 万円
50 万円

＊1 医師の指示により固定具を装着した場合、ケガ通院共済金10日分が通院日数に加算される場合があります。
＊2 労働者災害補償保険法施行規則の障害等級表の１級、２級、３級の状態。
＊3 労働者災害補償保険法施行規則の障害等級表の１級、２級、３級の②③④の状態

■新社会人コースのポイント
１

お手頃な掛金で、月払いだから家計に優しい！

２

学生総合共済と近い保障内容。入院､ケガ通院など若い世代におすすめの保障！

３

30歳まで続けられ､30歳満期後も健康状態に関わらず CO・OP 共済へ継続可能なので､ずっと安心！

※CO･OP 共済の詳しい保障内容は、商品パンフレットをご覧ください。
※CO･OP 共済に加入するには、出資金をお支払いいただき、地域の生協（コープ）の組合員になることが必要です。
生活協同組合（生協 )は、お店や宅配などでくらしに貢献しています。
契約引受団体 /日本コープ共済生活協同組合連合会

