
学生証
組合員証

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。

いよいよ新しい学期がはじまりますね。学生証カードの電
子マネー残高はいかがでしょうか。

大学では感染症対策をしっかり行い、対面授業が増えてき
ています。キャンパスに登校する機会も昨年より増える方が
多いかと思います。

生協では、教科書などの購入をスムーズにし、またポイン
トにて還元できることから、ICチャージのご案内をお届けし
ました。あわせて昨年度好評いただいたミールプランもあわ
せておすすめいたします。今年度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

4/22（金）
払込分まで

ミール締切日は
中面を

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

教科書代、文具代、前学期
の昼食代など（裏面参照）

今回はプレミアムは付きません。ご了承ください。
また店頭でもプレミアムは付きませんが、現金にて
ICチャージを承っております。

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

2022春

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。
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東京都杉並区和田2-30-33
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ICチャージとミールプラン
両方をお申込の場合は、
合計金額を記入

お申込内容に必ずチェックを。
チェック無しの場合、全額IC
チャージとして承ります。

（ご卒業予定年が変わった場合もこちらから）

https://key3.hokkaido.seikyou.jp/frm/entry/entry.php?n=rakuno_henkou


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。

4/4以降 平日 土日祝

1F 購買 10:00～15:00 閉店

書籍 10:00～15:00 閉店

サービス 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 15:00～18:00 閉店

動物医療センター 11:30～14:00 閉店

2021年度と同じ営業時間を予定しています。

2022年度前学期営業時間（予定）

教科書や、文具・実習用品、食堂・購買

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

【書籍店】RakunoBooks

前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。

4月7日木 4月22日金

販売日・
販売方法は
Webで

電子マネー
利用で５％
ポイント還元

宅配・代引
でのご購入
OK

前学期教科書販売

※ 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。

TOEIC
●お申込は各試験日前日の書籍店営業終了まで受け付
けています。
●定員に達した場合はお断りする場合がございます。
また諸事情により中止になることがあります。

定期購読・お取り寄せ
●定期的に購入する本は「定期購読」で。通常ポイント
の2倍の「10%還元」です！
●店頭にない本はお取り寄せできます。店頭にてお申し
込みください。

【サービス店】RakunoService

免許・就活・ｽｷﾙｱｯﾌﾟ

自動車教習所
生協でお申込なら教習所直接申込
よりもお得！
3年生の前学期までには取得しよう。

研究で忙しくなると大変です。

3・4年生のための

就職にむけて
視野と経験を
広げるための
Onlineガイダ
ンス開催！

大学生協の教習所パンフレット店頭で配布中

OfferBoxで自分の「人となり」「経
験」を企業にアピール！
適性診断ツールで自分を分析できます。
企業からのオファーが届く！

https://www.withnavi.org/careerguidance/
https://offerbox.jp/studentlp/
https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/rakuno/bhours/


学内事故
ゼミで採血中、牛が
暴れて蹴り上げられ
左脛骨高原骨折

（6年男）
入院46日、手術1回、
通院3日
共済金 516,000円

2021年7月～12月共済給付実績と事例
（酪農学園大学）

病気等 19件 1,230,000円
事故等（コロナ入院含） 33件 1,904,000円
扶養者死亡等 2件 500,000円

交通事故
通学中、自転車のハン
ドルが旗にひっかかり
転倒し、頭部打撲

（3年男）
通院2日

共済金 4,000円

病気
呼吸器系の疾患
（左気胸）

（1年女）
入院8日、手術1回

共済金 130,000円

スポーツ事故
練習中、人と接触が
あり、両足の大腿筋
の打撲・挫傷

（2年男）

通院30日
共済金 60,000円

病気
消化器系の疾患
（急性虫垂炎）

（4年男）
入院4日、手術1回

共済金 90,000円

実習・実験の多い
大学のため、学内
での事故も発生し
ます。またバイト
中や部活中のケガ
も意外と多いです。

今年の年末年始も
水道管凍結事故が
多く発生しました。
凍結事故に遭われ
た方は一度お問い
合わせください。

病気はある日突然
起こることも。学
期始めや試験など
で緊張・不規則な
生活になる時期に
多く発生します。
気を付けましょう。

新型コロナウイルス感染症に罹患された方へ

学生総合共済では、新型コロナウイルス感染症に罹患した方を、
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、支払対象としています。（2022年2月現在）

下記二次元コードまたは
「大学生協共済」で検索

コープ共済センター 0120-335-770
月曜から土曜（祝日含む）9:00-18:00（日曜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・共済給付手続きは学園ホール１階コープデスクまで。

【ｻｰﾋﾞｽ店】 011-386-0919 【ルームガイド店】 011-386-7311

【食堂店】Rakuno Dining

ミールプラン好評受付中

2022年度ミールプラン 申込金額 利用期間 申込締切

一日
５５０円

コース

4月始まり 79,000円 4/1～2/28 3/25

5月始まり 73,500円 5/2～2/28 4/23

一日
７５０円

コース

4月始まり 105,000円 4/1～2/28 3/25

5月始まり 97,500円 5/2～2/28 4/23

詳細はWebで
※ ミールはWebからの

お申込も可能です

【生協加入・共済】CooPdesk

でのお昼の他、自動車免許なども生協へ。
※ 生協ではお店での感染症拡大防止に努めています。

4月（5月始まりもあります）から翌年の
2月末まで、食堂営業日は一日上限金額ま
で、何度でも利用できる「ミールプラン」
が好評です。
お金が無くてお昼を食べられないというこ
ともありません。栄養バランスよく温かい
ものが食べられるのが食堂の魅力です。
テイクアウトメニューも対象です。
春休み・夏休みも食堂は利用できますよ。

506円（税込）

https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/rakuno/juken/mealplan/
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

教科書購入

昼食利用
登校日を週４日、前学期は15週間として

昼食代400円+飲料100円程度
500円×４日×15週＝30,000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。前学期の時間割などを
確認いただき、また残高もご確認の上、必要な金額のみお申し込みください。

酪農学園生協
Webサイト

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

さまざまな情報発信
を行っています。
Twitter/モコップと
ともにチェックを。

マイページのご利用方法はこちら→

※ ミールプランご利用の方は、昼食用のチャージは少なくて大丈夫です。

残高の確認や
ミール購入履歴も！

電子マネー残高は６万円がおすすめ！
（獣医学群の方はプラス2万円がおすすめ）

同封の「酪農学園大学オリジナル全国ギフト」
「旬の直送便ギフト」も、お申込をお待ちしております。

https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/rakuno/
https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/mypage/
https://twitter.com/pocotanRGU/
https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/mocop/

