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いつも酪農学園生協へのご理解とご協力をいただきありがとうございます。

大学生協電子マネーなら

レジもスムーズ！
ポイントも貯まります♪
そして感染症対策にもネ。

さて、もうすぐ後学期の授業がはじまりますが、学生
証カードの電子マネー残高はいかがでしょうか。
前学期は新型コロナのためキャンパスへの登校が少な
く、残高も多く残っている方も多いと思います。
今回も秋のプレミアムチャージとしてご案内しており

ますが、残高が少なくチャージが必要な方のみ
お申し込みください。
後学期も生協はみなさまの大学生活を支えていきます。

おすすめ金額

申込締切日

9/18
（金）

払込分まで

同封の払込用紙にてゆうちょ銀行窓口・ATM
にてお支払いください。

払込から一週間後に、生協のお店に学生証カード
をご持参の上

「振込チャージお願いします」
とレジでお申し出ください。

ゆうちょ銀行窓口
またはATMへ

お申込方法

お受取方法

チャージされた金額はご返金できません。
必要な金額のみお申込をお願いします。

酪農学園生活協同組合

3％プレミアム1,200円分
が加算されます。

店頭での現金チャージも３％
プレミアム対応（チャージ額3,000円以上）。

9月14日(月)～10月9日(金)

右の二次元バーコード
または

「酪農学園生協住所等変更」
で検索

2020秋

カードの残高を確認して、必要な金額のみ
お申し込みください。

https://key2.hokkaido.seikyou.jp/frm/entry/entry.php?n=rakuno_henkou


食堂出食口、レジに感染防止用ビニールシートを設置しています。

食堂ホールの座席は隣と正面は
着席禁止。距離をとって着席を
お願いしています。

現金のやり取りを少なくするため、
学生証ICカードでのお支払いを
お願いしています。

ご利用前に手洗いを
お願いしています。

人が触れる部分（レジ台・食堂出食口・飲料ケース扉やその他触れることが多い箇所）は
定期的に消毒を行っています。また入口や窓の開放などで換気を行っています。

利用の際は手洗いとマスク着用、
距離をとっての着席と、
なるべくお話をしない、速やか
な退席をお願いしています。各店舗のとりくみ一例

生協ではお店での感染症拡大防止に努めています。

購買・書籍・旅行・ルームガイ
ド店のカウンターにもビニール
シートを設置しています。

レジ待ちは距離を
とって並びます。

丼・カレーはテイクアウトでき
るので、混んでいるときは外や
教室で食べることも出来ます。

営業時間は授業の形態（登校の頻度）などに
より期中に変更する場合があります。
最新の営業時間は Webサイトでご確認くだ
さい。

9/23以降 平日 土曜日曜

１F 購買 10:00～14:00 閉店

書籍 10:00～14:00 閉店

旅行 10:00～14:00 閉店

ルーム
ガイド

10:00～14:00 閉店

２F 食堂 11:00～14:00 閉店

中央店 休業 閉店

動物医療
センター

11:30～14:00 閉店

前学期と同じ営業時間を予定しています。

後学期からの営業時間（予定）

キャンパスに登校の際はぜひご利用ください。

各店連絡先 【購買店】 011-386-7281 【書籍店】 011-375-0916 【食堂店】 011-386-7281

安心してご利用いただけるよう職員一同取り組んでいます。
ご面倒をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/rakuno/bhours/


交通事故
自転車で走行中、横
断歩道を渡っている
とき車にはねられ転
倒。（2年男）

通院7日
共済金 14,000円

【生協加入・共済】CooPdesk

2020年1月～6月共済給付実績と事例
（酪農学園大学）

病気事故 68件 6,470,000円
扶養者死亡等 4件 1,000,000円
火災・水もれ等事故 14件 7,151,418円

水もれ事故
水落とし不備により
水道管が凍結破裂、
水もれし損害を与え
た。
賠償 2,537,899円

病気
呼吸器系疾患（慢性
扁桃炎）（2年男）

手術1日、入院11日
共済金 160,000円

スポーツ事故
相手選手とぶつかり、
右膝内側半月板損傷、
右膝外側半月板損傷。
(4年女)
手術1日、入院24日、
通院52日

共済金 394,000円

病気
EBウイルス感染症
（2年女）

入院9日
共済金 90,000円

スポーツ事故は、
部活動が3月から
中止となったため
例年よりも少ない
ですが、7件の申
請がありました。

昨年の年末年始は
冷え込んだため、
水道管凍結事故が
多く発生しました。
帰省する人は水抜
きをしっかりと。

病気は試験期間中
など、緊張・疲労
や睡眠不足になる
時期に多く発生し
ます。特に気を付
けましょう。

新型コロナウイルスに罹患された方へ

学生総合共済（生命共済）では、新型コロナウイルスに
罹患した方を、事故の保障に定める「不慮の事故による
傷害とみなす感染症」の範囲として、支払対象とします。

下記二次元バーコード
または
「大学生協共済」で
検索

大学生協共済・保険サポートダイヤル

0120-335-770
平日9:40-17:30 土曜9:40-13:00（日曜祝日および年末年始は休業）

詳しくはWebでのご案内をご覧ください。

共済加入・給付手続きは学園ホール１階コープデスクまで。

【書籍店】Rakuno Books
後学期開講科目の教科書は、
学園ホール １Fロビーと生協
書籍店内にて販売します。
詳しくはWebサイトにてご案
内します。

9月16日水 10月2日金

販売日・
販売方法は
Webで

電子マネー
利用で８％
ポイント還元

宅配・代引
でのご購入
OK

後学期教科書販売

※ 後学期の授業形態により、販売方法を変更する場合があります。
その際はWebサイトでご案内いたします。

お会いできることを楽しみにお待ちしています。

【旅行店】 011-386-0919 【ルームガイド店】 011-386-7311

https://kyosai.univcoop.or.jp/


農食環境学群 2万円くらい
獣医学群 4～5万円くらい
※ 選択科目により金額が異なります。

学生証を紛失したらIC停止を！
学生証を紛失した場合は、第三者による不正使用を防止するために、すぐに下記

いずれかで「生協電子マネー利用停止申請」を行ってください。その後、学生支援課

にて再発行の手続きを行ってください。

（停止時点のIC残高を、再発行後の新しい学生証に引き継ぎます）

画面左下「マイページへ」

右上のメニューから
「生協電子マネー利用停止申請」

スマホアプリ「モコップ」から CooPdeskへ来店

学園ホール1階
平日 10:00～14:00
土曜 休業

モコップ

酪農学園生協
@pocotanRGU

生協からのお知らせは
Twitterで配信中！

モコップの使い方↑

営業時間やIC残高も
確認できるアプリ

モコップ

電子マネー残高は4万円がおすすめ！

教科書購入

昼食利用
登校日を週2日くらい、後学期は15週間として

昼食代400円+飲料100円程度
500円×2日×15週＝15,000円くらい

文具など 実験ノートや文房具など 5,000円くらい

上記は目安です。登校日数などは選択科目により異なります。後学期の時間割などを
確認の上、必要な金額のみお申し込みください。

残高の確認や
購入履歴も！

生協紹介動画公開中

酪農学園生活協同組合
〒069-0836 北海道江別市文京台緑町569-47

TEL 011-386-7281 FAX 011-386-7298

店頭プレミアム
チャージ実施

3,000円以上で
３％加算

9月14日(月)

～10月9日(金)

「いままで生協に
行ったことが無い！」
という方へ

「酪農学園生協チャンネル」

マイページのご利用方法はこちら→

※ ミールカードご利用の方は、昼食用のチャージは少なくて大丈夫です。

https://www.youtube.com/channel/UC-SXaSKjSu91k8AXCzJE2qw
https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/mypage/
https://twitter.com/pocotanRGU?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Elist%3Aunivcoophkd%3Alist1&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hokkaido.seikyou.ne.jp%2Frakuno%2F
https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/mocop/

