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このシステムについて 

学研災管理システム（以下、当システムといいます）は学校関係者の方が学生教育研究災害傷害保険（以下、

「学研災」といいます）・学研災付帯賠償責任保険（以下、「付帯賠責」といいます）への加入・契約内容変更の

申請をするためのサイトです。 

  

集計報告作成 学研災

付帯賠責

加入者名簿登録（任意加入の場合）

請求書編集・支払 集計報告をまとめて１通の請求書に編集

pay-easyを利用した銀行振込

賛助会員情報

登録内容変更

賛助会員ユーザー編集

学部情報変更

取扱部署情報変更

契約内容変更申請 契約変更

改姓など
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当システムをご利用いただくために 

推奨環境 

当システムをご利用いただくためにはインターネットに接続したパソコンが必要です。 

以下の環境で動作確認を行っています。 

なお、スマートフォンやタブレットでは正常に動作しません。 

OS Windows 10 

ブラウザ Internet Explorer 12 

Microsoft Edge 最新版 

Google Chrome 最新版 

Mozilla Firefox 最新版 

※ブラウザやセキュリティソフトの設定により、ページが正しく表示されない場合があります。 

ページ移動 

データの不整合を起こさないようにするため、当システムではページの表示制御を行っています。 当システム

内でページを移動する場合は、ブラウザのバック機能やリロード機能などを利用せず、ページ内のボタンをご利

用ください。 

JavaScript 

当システムでは JavaScript を使用しています。 

JavaScript を無効にして使用された場合、コンテンツが正常に動作しない、もしくはページが表示されない場

合がございます。 当システムご利用の際には、JavaScript を有効にしていただきますようお願いいたします。 

クッキー（Cookie） 

当システムでは Cookie を使用しています。 

利用者のプライバシーを侵害するものではなく、またコンピューターへ悪影響を及ぼすことはありません。 

Cookie を無効にして使用された場合、コンテンツが正常に動作しない、もしくはページが表示されない場合が

あります。 当システムご利用の際には、Cookie を有効にしていただきますようお願いいたします。 

CSS 

当システムでは CSS（Cascading Style Sheets）の技術を使用しています。 

CSS を無効にして使用された場合、コンテンツが正常に表示されない場合があります。 当システムご利用の際

には、CSS を有効にしていただくことを推奨いたします。 

プラグイン等について 

当システムでは各種ファイルをダウンロード提供しています。 

Excel 

賛助会員加入申請書は Microsoft Excel ファイルにて提供しています。ご利用いただくためにはソフトウェアが

必要です。2010 以降のバージョンにて動作確認を行っています。 
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賛助会員加入申請 

当システムをご利用いただくための、賛助会員への加入は以下の手順で申請を行ってください。 

 

詳細は各機能の説明ページを参照してください。 

 

お知らせページ（ログイン画面） 

インターネットに接続したパソコンからインターネットブラウザーを利用して 

当システム（https://www.jees-gsys.jp/） にアクセスしてください。 

 

 

「新規登録」ボタンをクリックすると登録画面へ遷移します。 

 

※当システムはブラウザのタブ機能に対応していません。 

※当システムの画面を複数のタブで開かないでください。 

  

図 1 ログイン画面 

賛助会員

加入申請

•学校情報

•取扱部署・学部

•事務担当者

協会による承認

（1回目）

•導通確認メール

•承認メール

加入申請届押印 申請届受理・承認

（2回目）

•承認メール

（学校コード・

ログインID通

知）

• 押印後 

• pdf ファイルを

アップロード 

 

https://www.jees-gsys.jp/
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賛助会員仮申込登録フォームの入力 

賛助会員仮申込登録フォームに学校情報を入力します。 

以下の手順で行ってください。 

1. 必要事項を入力します。「必須」となっている項目は必ず入力してください。 

2. 「取扱部署・担当者・保険内容の登録」ボタンをクリックします。 

 

 
図 2 賛助会員仮申込登録フォーム 
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仮申込登録フォーム 

事務取扱窓口、ユーザー（担当者）、取扱保険の情報を入力します。 

 

 

事務取扱窓口 

 

ユーザー（担当者） 

 

取扱保険 

 

約款 

 
図 3 仮申込登録フォーム 
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1. 事務取扱窓口、ユーザー（担当者）、学部の情報を入力します。 

入力項目の詳細は次ページ以降を参照してください。 

※全員加入を採用される場合、全員加入を決定したことが確認できる議事録等の写しが必要となります。 

2. 約款の内容を確認し「同意する」にチェックします。 

3. 「入力内容の確認」ボタンをクリックします。 

※なお、約款に同意いただけない場合、クリックすることができません。 

確認画面へ遷移します（12 ページ参照） 

 

 

ボタン 

● 戻るボタン 

賛助会員仮申込登録フォームへ戻ります。入力中の内容は破棄されます。 

● 入力内容の確認ボタン 

入力内容のチェックを行い、エラーがなければ内容確認画面へ遷移します。 

エラーがある場合、入力欄の背景色が変わりますので、エラー内容をチェックし修正してください。 

 

 
図 4 入力内容の確認ボタン 
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事務取扱窓口情報 

事務取扱窓口情報を入力します。 

事務取扱窓口は保険料請求書の宛名や協会からの送付物の宛先に使用します。 

 

学校名、住所は前画面で入力した内容が表示されています。 

 

 
図 5 事務取扱窓口情報 
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ユーザー情報（担当者情報） 

本システムを利用する担当者を入力します。 

１校に１つ初期ログイン ID を発行しますので主担当者を入力してください。 

必要に応じてシステム使用開始後にユーザーを追加することができます。 

 

下の画面で登録したメールアドレスに加入申請に必要なお知らせメールを送信します。 

受信可能なメールアドレスを入力してください。 

図 6 ユーザー情報 
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取扱保険情報 

学部ごとに取扱保険情報を登録します。入力欄は「学部・学科・研究科の追加/修正」ボタンで増やすことがで

きます。 

ポイント：学部の登録について  

・最小単位は大学の学部、短期大学及び高専の学科、大学院の研究科の 1学年以上です。 

・保険内容が同じ場合であっても、大学院は研究科、大学は学部、短大・高専は学科ごとに登録して

ください。 

・学部の場合、学部単位での登録となりますので学科やコースまでは登録しないでください。同様

に、学科の場合もコース等まで登録しないでください。 

 

図 7 学部情報の変更 

 

ポイント：全員加入で登録する場合 

学研災への全員加入の学部を登録する場合は、学内での決議の議事録等のアップロードが必要です。 

該当の議事録等を pdf ファイルにてご用意ください。 
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ポイント：加入形態の選択について 

通学特約、接触感染特約、付帯賠責を全員加入で登録するには、学研災本体が全員加入である必要が

あります。 

学研災本体が「任意加入」の場合、通学特約、接触感染特約、付帯賠責の加入形態の「全員加入」を

選択することはできません。 

 

また、１つの学部で複数の付帯賠責のコースを選択する場合、加入形態は揃えてください。 

例）×社会福祉学部 A コース 全員加入 C コース 任意加入  

×社会福祉学部 A コース 任意加入 C コース 全員加入 

〇社会福祉学部 A コース 全員加入 C コース 全員加入 

〇社会福祉学部 A コース 任意加入 C コース 任意加入 

 

※１つの学部で全員加入と任意加入を混在させることはできません。 

 

 

約款 

学生教育研究災害障害保険約款の内容を記載しています。内容をご確認のうえ、「同意する」にチェックしてく

ださい。  

青い文字をクリックすると pdf ファイルを 

ダウンロードできます。内容をご確認ください 

図 8 約款 
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仮申込登録フォーム内容確認 

図 9 仮申込登録フォーム内容確認 
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申込登録フォームで入力した内容を表示します。内容に間違いがないかご確認ください。 

送信ボタンをクリックすると、登録を行います。 

 

「送信」ボタンをクリックすると、入力いただいたメールアドレスに導通確認メールが送信されます。 

※メールのタイトルは「【学研災管理システム】メールアドレス導通確認メール」です。 

 

メールが届かない場合、メールアドレスの間違い等の可能性があります。 

お手数ですが、最初からやり直してください。 

 

 

ボタン 

● 戻るボタン 

仮申込登録フォームへ戻ります。入力内容に修正がある場合は戻って修正してください。 

● 送信ボタン 

表示している内容で登録を行います。メールアドレス確認のメールが送信されます。 
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【学研災管理システム】メールアドレス導通確認メール 

ご登録いただいたメールアドレスの導通確認を行います。 

メール内に記載の「確認 URL」をクリックしてください。 

 

確認 URL をクリックすると下の画面に切り変わります。メールアドレスの確認が取れましたら、当協会にて申請

内容を確認及び承認します。 

1 回目の承認処理後にメールが送信されますのでお待ちください。※承認は 2 回必要となります。 

 

 

図 10 メールアドレス導通確認メール 

図 11 メール導通確認完了画面 
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賛助会員変更届のダウンロード・アップロード  

協会での承認（1 回目）が完了すると、賛助会員変更届がダウンロードできるようになります。 

ダウンロードするページの URL は承認完了メールに記載しています。 

※メールのタイトルは「【学研災管理システム】賛助会員加入申請承認のご連絡」です。 

 

ダウンロードして印刷・押印の上、pdf ファイルをアップロードしてください。 

アップロードしていただいたファイルの内容を協会にて確認し、承認（2 回目）を行います。 

ダウンロード・アップロードは同じページから行うことができます。 

 

 

必要書類のダウンロード・アップロードは以下の手順で行ってください。 

1. 承認完了メールに記載の提出用 URL（Ⓐ）をクリックします。 

2. Ⓑからダウンロードしたファイルを開き、「賛助会員加入申請書」を印刷・押印してください。 

（→17 ページ） 

3. 校印を押印した「賛助会員加入申請書」を pdf ファイルに変換し、Ⓒからアップロードしてください。 

 

 
図 12 「【学研災管理システム】賛助会員加入申請承認のご連絡」メール（サンプル） 

  

Ⓐ 
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図 13 賛助会員加入申請書様式ダウンロード・アップロード画面 

Ⓑ 

Ⓒ 
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賛助会員加入申請書 

赤丸の位置に校印を押印し、PDF に変換のうえアップロードしてください。 

 

 

アップロードされた賛助会員加入申請書を当協会で確認し 2 回目の承認を行います。 

賛助会員加入申請書の承認が完了すると申請は完了です。当システムへのログイン ID をメールにてお知らせし

ます。 

 

※メールのタイトルは「【学研災管理システム】賛助会員加入申請承認のご連絡」です。 

 

  

図 14 賛助会員加入申請書 
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ログイン ID・学校法人コードのお知らせ 

「【学研災管理システム】賛助会員加入申請承認のご連絡」メールには、当システムを利用するためのログイン

ID と、帳票申込の際に必要となる学校法人コードを記載しています。 

ログイン ID とパスワード（仮申込登録フォームのユーザー情報で登録したパスワード）を用いて当システムを

ご利用ください。 

 
図 15 【学研災管理システム】賛助会員加入申請承認のご連絡 

 

 

 

保険加入など、当システムのほかの機能については以下のマニュアル（当システムログイン画面からダウンロー

ド可能）もご参照ください。 

 

〇学研災管理システム操作マニュアル 

〇はじめての学研災管理システム（簡易版操作マニュアル） 
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差戻について 

ご登録いただいた内容に不備がある場合などは賛助会員加入申請を差戻すことがあります。 

ご登録いただいたメールアドレスに差戻連絡メールを送信します。 

※メールのタイトルは「【学研災管理システム】賛助会員加入申請差戻のご連絡」です。 

 

差戻理由を記載していますので、内容をご確認ください。 

 

図 16 「【学研災管理システム】賛助会員加入申請差戻のご連絡」メール（サンプル） 

 

メール内に記載の「確認 URL」をクリックしてください。 
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ご登録いただいた内容が表示されますので、修正ののちに再提出をお願いいたします。 

 

再提出は新規申請と同様の手順で行ってください。 

（→「賛助会員仮申込登録フォームの入力」5 ページ以降参照） 

図 17 賛助会員仮申込登録フォーム 



学研災管理システム 操作マニュアル（賛助会員加入申請について） 

 

 21 / 22   

 

パスワードを忘れたときは 

パスワードを忘れたときは、ログインページの「ID、パスワードを忘れた方はこちら」のリンクからリマイン

ド画面をご利用ください。 

 

 

 

リマインド画面で登録済のメールアドレスを入力し、「メール送信」をクリックしてください。 

 

 

入力したメールアドレスに、パスワード再発行のためのご案内メールを送信します。 

 

なお、登録済のメールアドレスがわからない、パスワード再発行のご案内メールが届かない、などの場合はお問

い合わせ先（→22 ページ）までご連絡ください。 

  

図 19 リマインド（ID,PASS 問い合わせ）画面 

図 18 ID・パスワードを忘れた方はこちら 
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問い合わせ 

お問い合わせ先 

公益財団法人 日本国際教育支援協会 

学生支援部 学生保険課 

 

受付時間 

9:00～18:00（土・日・祝日・年末年始を除く） 

※受付時間は変更となる場合がございます。 

電話 

03-5454-5275 

 

 

書類の郵送先 

提出が必要な書類の原本は以下にご郵送ください。 

 

郵送先 

〒153-8503 

東京都目黒区駒場 4-5-29 

（公財）日本国際教育支援協会 

学生支援部 学生保険課 宛 

 

 

 


