
あなたが乗っている自転車。
きちんと整備されていますか？

自転車事故を起こさないため
にも、点検、整備された自転車
にのりましょう！

自転車出張修理

東京大学消費生活協同組合
協力 全国大学生協連・ジャパンベストレスキュー株式会社

自転車
点検修理いたします

日時 2017年5月12日（金）
2017年5月26日（金）
10：00-17：00（予定） ※雨天中止

場所 生協第二購買部前ATM裏

料金 後払い 現金のみ

要事前受付 各日30台まで
https://webform.adm.u-tokyo.ac.jp/Forms/repairbicycle/

修理料金（例） ：税込
・パンク修理 1,300円～
・チューブ交換 2,700円～
・チェーン調整 1,300円～
・カギ破損および交換 1,900円～

自転車に乗るなら4つの確認を！

自分がケガをしたときの保障は大丈夫？

1 自分のケガの保障

大学生協の「学生総合共済(生命共済）」
は、学生生活24時間をサポート。
病気・ケガでの入院は1日目から、ケガで
の通院は5日以上で1日めから保障があり
ます。
東大生協の学生組合員が加入できます。
詳しくは、東大生協組合員センターにて

2 他人への賠償責任
他人にケガをさせてしまった。車にキズをつけてしまった。
・・・そんな場合の賠償責任保険、加入していますか？

大学生協の「学生賠償責任保険」は、自
転車事故のほか、日常生活での他人に
対する賠償責任を保障する保険です。
東大生協の学生組合員が加入できます。
詳しくは、東大生協組合員センターにて

3 自転車ほか さまざまな悩み・トラブル 4 本郷キャンパスは登録必要

本郷・弥生・浅野キャンパスでは、構内の自転車駐輪に登
録が必要です。

利用負担金 自転車1000円（学生）
申込用紙を第二購買、農学部店で記入し、利用負担金を
お支払ください。学生証、自転車防犯登録が必要です。

6月以降の開催日は、webにてご案内します

帰宅途中で自転車がパンク、自宅でトイレが詰まった、部屋のドア
のカギをなくしてしまった・・・などの急なトラブルに対応するのが、
「学生生活110番」 24時間、365日、相談受付いたします。
東大生協の組合員が加入できます。
詳しくは、東大生協組合員センターにて
※共済・保険とは別のサービスです

※下記の共済・保険・サービスについては、各パンフレットをご覧ください



自転車出張修理

UTokyo CO-OP
In collaboration with Japan Best Rescue System Co, Ltd

Bicycle Repair Service
@Hongo Campus CO-OP 
May 12 (Fri), May 26 (Fri), 2017

Canceled in the event of rain. 
10:00 – 17:00  

Hongo Campus CO-OP Store 2,
behind the ATMs

Pre-registration Required
https://webform.adm.u-

tokyo.ac.jp/Forms/repairbicycle/ 

Puncture repairs, brake 
shoes/chain replacement, etc.

Four-point check for all cyclists!
Check the pamphlets for details regarding the CO-OP Insurance services at http://kyosai.univcoop.or.jp/pamph.html

1 Insurance

The University CO-OP STUDENT 
ＣＯＭＰＲＥＨＥＮＳＩＶＥ ＭＵＴＵＡＬ
INSURANCE （LIFE MUTUAL INSURANCE)
supports student life 24 hours a day.
Provides compensation for hospitalization 
due to illnesses or injuries and out-
patient treatment for injuries taking more 
than five days. Details and application 
available at UTokyo CO-OP.

2 Third Party Compensation
What if you injure someone or scratch someone’s car?

The University CO-OP PERSONAL 
LIABILITY INSURANCE for STUDENTS 
covers compensation to third parties, 
whether it is due to bicycle accidents or 
other daily incidents. Details and 
application available at UTokyo CO-OP.

3 Troubles concerning Bicycles & Daily Life 4 Hongo Campus Bicycle Registration

Bicycles must be registered for parking to park them on 
Hongo, Yayoi, and Asano Campuses.

Fee JPY1000/bicycle （students）
Registration at the Hongo CO-OP Store 2 or Faculty of Agriculture 
CO-OP Store. Bring your Student ID and Municipal Bicycle Registry

Information regarding Bicycle Repair Services after 
June will be available on the CO-OP website soon.

What will you do if you get a flat tire on your way home? What 
if your toilet breaks down? What if you lose your apartment 
keys?
STUDENT LIFE 110* provides support 24/7.
Available to CO-OP members at UTokyo CO-OP.
*Independent from CO-OP Insurance. 

Have your bicycle checked 
for an accident-free cycling.
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