
入学準備は名城大学生協におまかせください

名城大学生協からの大切なご案内です
新入生・保護者の方と一緒にご覧ください

名城大学生活協同組合

この資料についてのお問い合わせは名城大学生協までお願いします

名城大学生協 検索

手続き期日について 申込手続きは下記期日までにお済ませください

■加入手続き方法はP.４をご覧ください。
■入学の決定が期日以降となる方は下記までご連絡ください
■手続期日を過ぎてしまった場合は下記までご連絡ください

新入生サポートダイヤル 0120-489-055 （月～金 10:00～17:00）

shin@meijo-coop.jp

入学準備
Guide Book

名城大学新入生のための

オンライン
開催要申込 入学準備説明会

に参加しよう

入学までに生協で行っておくべき入学準備
についてご説明します。また、現役の先輩
たちが名城大生の大学生活の過ごし方を紹
介します。

✓昨年は1000組以上の新入生と
保護者が参加しました

STEP①〜④までの⼿続きを期⽇までに忘れずにお済ませください。

学習用パソコンを
準備しよう
✓大学生協オリジナルパソコン
✓先輩がつくるパソコン活用講座

大学生活の過ごし方
を考えよう
✓大学生活スタートアップ講座

学習用教材の準備
をしよう
✓大学生のための電子辞書
✓TOEIC®学習用教材
✓実験用白衣、関数電卓

大学生活で安心して使える「大学生協オリ
ジナルパソコン」は約3,500名の先輩が利用
しており、多くの名城大生から支持されて
います。

大学生活の目標について考え、これから必
要なスキルについて学びます。大学生活を
充実させたい、後悔したくない人におすす
めです。

この『生協加入編』では、
STEP①の手続きについて
説明しています。

STEP②〜④については別冊
『パソコン・学習用教材編』
をご覧ください。

大学生協へ加入しよう
✓生協加入
✓IC組合員証への初回チャージ
✓学生生活110番申込

名城大学生協は組合に加入のうえ、ご利用
ください。また、生協店舗はキャッシュレ
ス決済での利用をおすすめします。

STEP
01

STEP
02

STEP
03

STEP
04
大学生の学びを支える各教材をご用意して
います。必要な教材のご準備をお願いしま
す。

入学準備に関する情報をお伝えしています
また、チャットでもお問い合わせできます

STEP 02～04は
「パソコン・学習用教材 編」を

ご覧ください

大学生協
Presents

12/23までに
入学を決めた方

3/8までに
入学を決めた方

3/24までに
入学を決めた方

3/25以降に
資料を入手された方

2021.12.26（日） 202２.３.１８（金） 202２.３.24（木） お急ぎ下さい

生協加入編

名城大学生活協同組合

TEL 0120-489-055 E-Mail shin@meijo-coop.jp

〒468-0073 愛知県名古屋市天白区塩釜口1丁目501番地

https://www.univcoop-tokai.jp/meijo-coop/

名城大学生協
新入生応援サイト

この資料についてのお問い合わせは名城大学生協までお願いします

名城大学生協
Webショッピングサイト

生協の入学準備チェックリスト

START

大学生協主催 入学準備説明会への参加申込み → 参加
先輩たちが大学生活を紹介する入学準備説明会に参加しましょう。参加申込みをお忘れなく。

STEP1 名城大学生協に加入しよう

名城大学生協への加入申込み
提案商品・サービスの利用、生協店舗・食堂の利用には生協への加入が必要です。

ＩＣ組合員証初回チャージ
学生生活１１０番
食堂パス（八事キャンパスのみ）

生協加入と合わせてお申し込みください。

STEP2 学習用パソコンを準備しよう

学習用パソコンの注文
大学推奨のスペックを満たした自分専用の学習用パソコンを準備しましょう。

安心プレミアムサポートパック
複合機プリンター
パソコン活用講座

パソコンと合わせての注文、お申込みをおすすめします。

STEP3 大学生活の過ごし方を考えよう

大学生活スタートアップ講座の申込み
大学生活を何倍も楽しむための準備と経験を新入生や先輩たちと一緒にこの講座でしよう。

STEP４ 学習用教材の準備をしよう

大学生のための電子辞書
TOEIC®スターターキット

大学生の語学学習に欠かせないツール、専用教材を揃えましょう。

その他授業に必要な教材の準備
学部学科によって揃えておくべき教材があります。しっかり確認しましょう。

NEXT

運転免許取得をしよう （自動車学校の入校申込み）

新入生歓迎企画に参加しよう

大学生協が提案する入学準備は以下の通りです。準備もれがないかリストでチェックしてみましょう

入学準備に関する情報をお伝えしています
また、チャットでもお問い合わせできます



お問い合わせ、ご相談は名城大学生協 新入生サポートダイヤルまで ☎ 0120-489-055 お問い合わせ、ご相談は名城大学生協 新入生サポートダイヤルまで ☎ 0120-489-055

おすすめ加入プランのご案内 加入手続きはWebからお願いします
ご利用にはシステム利用料(500円)がかかります
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名城大学生協に加入しよう
生協加入、IC組合員証初回チャージ、学生生活110番申し込み

Ｓｔｅｐ

1

新入生のみなさん、名城大学へようこそ。
名城大学生活協同組合（名城大学生協）は、みなさんの合格をお祝いするとともに、新たに名城

大学の一員となったみなさんに、心から歓迎の意を表します。
この機会にぜひ大学生協のことを知っていただきたく、簡単な紹介をいたします。大学生協は、

加入してくださる組合員の出資金（３口15,000円）をもとに店舗と食堂を運営しています。店舗で
は教材や文具、パソコンなど、学修に必要となるもの、またパンやおにぎり、お菓子といった食品
や飲料を、食堂では栄養バランスを考えた安心安全な昼食を提供しています。さらに、多くの学生
が在学中に利用する自動車学校への入校、あるいは各種検定試験や資格スクールの申し込みなどの
受け付けも行なっています。こうした物品・サービス・情報の提供を通し、みなさんの学生生活を
支援するのが大学生協の使命です。

それと同時に大学生協は、学生が大学の教職員と協同して運営に関わったり、独自の企画を実行
したり、他大学の学生との交流やボランティア活動を通じ社会的視野を拡げたりすることで、言わ
ば人間教育の場となっています。大学では専門分野の学修と並び、こうした人間教育も非常に重要
な意味を持ちます。

大学生活の門口に立つみなさんは今、大いなる希望と期待に胸を膨らませつつ、もしかすると少
しばかりの不安を抱いているかもしれません。そのようなみなさんの力強いサポーターでありたい
と、私たち名城大学生協は心から願っています。当生協を大いに活用し、その取り組みに積極的に
参加することで、より充実した大学生活を送られるよう、まずは名城大学生協に加入されることを
切に期待しています。

新入生の皆様、名城大学への合格おめでとうございます。
名城大学生協は、1996年に、名城大学の学生・教職員によって設立された協同組合です。共助

の精神に基づき、営利を目的とせず、学生と教職員が出資、利用、運営しています。
学生・教職員の皆さんが運営する生協ですので、先輩や先生方の意見を元に店舗運営や商品・

サービスの提供を行っています。入学準備についても、先生方へのヒアリング、先輩アドバイザー
の意見を元に、各種のご提案を行っています。

皆様の大学生活がより豊かで充実したものになるよう生協職員一同精一杯お手伝いさせていただ
きます。4年間、6年間、どうぞよろしくお願いいたします。

STEP1で手続きするもの

STEP1では名城大生協への加入手続きをお願いします。
なお、生協への加入手続きと同時に以下のものを
お申込みいただけます。
生協加入と合わせてお申込みをご検討ください。

• 名城大生協への加入 ⇒詳細６ページ

• ＩＣ組合員証初回チャージ申込 ⇒詳細９ページ

• 学生生活110番への加入 ⇒詳細10ページ

• 食堂パス申込み（薬学部のみ） ⇒詳細別冊

おすすめプラン

①生協加入出資金 3口 15,000円

②IC組合員証初回チャージ 25,000円

③学生生活110番
（4年間一括払いの会費）

9,450円

生協への払込金額合計
Webシステム利用料500円を含みます 49,950円

おすすめプラン 基本プラン

①生協加入出資金 3口 15,000円 3口 15,000円

②IC組合員証初回チャージ 25,000円 25,000円

③学生生活110番
（6年間一括払いの会費）

14,170円 14,170円

③食堂パス

※プラン詳細は別冊をご参照ください

2022年4月～12月分

72,500円
-

生協への払込金額合計
Webシステム利用料500円を含みます 127,170円 54,670円

▶ 天白キャンパスに入学の方

▶ 八事キャンパス（薬学部）に入学の方

スムーズに安心して大学生活が始められるよう以下のプランでのお申込みをおすすめします。

※「おすすめプラン」「基本プラン（薬学部のみ）」以外のパターンでのお申込みの場合は、Web画面上で「カスタムプラン」をご選択ください。

名城大学生活協同組合
理事長 長澤 崇雄 （理工学部教授）

名城大学生活協同組合
専務理事 奥 勝也
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名城大学生協に加入しよう
生協加入・IC組合員証初回チャージ・学生生活110番 申込み方法

【はじめに】 メールアドレス設定準備
●メールアドレス登録をしてから1時間以内に手続きを開始する必要があります。
●メールアドレス登録には「@univcoop.or.jp」からのメール受信が必要になります。

迷惑メール設定・フィルター設定等で上記メールアドレスからのメール受信
ができるようにしてください。

設定の仕方は右記サイトからご確認いただけます。
docomo au softbank

●手続き完了には30分程度のお時間がかかります。時間に余裕をもって手続きをしてください。
また、手続き中に中断すると再開することができなくなります。

エラーになった場合 同じメールアドレスで登録する場合

すぐに再度お申し込みをしたい場合

⇒ 明朝6時以降に再度お申し込みください

⇒ 異なるメールアドレスを使用し、お申込みください

3
「生協加入・IC事前チャージ・学生生活110番などの
申込」をクリック

A) 学生本人でログインした場合
そのまま下記ボタンをクリック

B) 保護者でログインした場合
学生本人の名前をタップしてから下記ボタンを
クリック

生協加入・IC事前チャージ・
学生生活110番などの申込 ＞

4
表示されたページの内容とシステム利用上の注意を
確認し「お申込み前の手続きへ」をクリック

5
各項目を確認し、□にチェックを入れる
「メールアドレス登録へ」をクリック 6

手続きをするためのメールアドレスを入力し
自動送信メールが届いているか確認する
※学生本人でも保護者の方のアドレスでも構いません

※自動送信メールが届かない場合
■ 手順1の「メールの受信設定」が正しくできているかを確認してください
■ 別のメールアドレスで試してみてください

※ 手順③でログインしたメールアドレスでなくても構いません
どのアドレスで手続きしたかが分かるよう控えておいてください

１
名城大学生協ホームページ「入学準備応援サイト」
TOPからSTEP１「名城大生協へ加入しよう」を
クリック

Step

①
名城大生協へ
加入しよう

名城大生協ホームページ
「入学準備応援サイト」▶

https://www.univcoop-tokai.jp/meijo-coop/fresh/

2
表示される画面の内容を確認し、
画面中の「加入申込手続きを始める」をクリック

加入申込手続きを始める ▶

※「大学生協Webサービス」の画面になったら、
資料請求の際に登録した「メールアドレス」と
「パスワード」を入力して、Web会員サービスに
ログインしてください

※バナーのデザインは変更になる場合があります。

7
届いたメールのURLをクリック
※URLは1時間で無効になります。

1時間を過ぎてしまった場合、同じメールアドレスでの手続は、
当日中はできません。翌朝6時以降に手順①からやり直してください。

8

9 希望プランを選択
10

「入力内容確認へ」で次の画面で入力内容を確認したら
「初回決済方法選択へ」をクリック

加入者(新入生本人)情報を入力

扶養者情報を入力

「おすすめプラン」の
申し込みをおすすめし
ています。
薬学部の方で食堂パス
が不要の場合は「基本
プラン」をお選びくだ
さい。

それ以外でお申し込み
の場合は「カスタムプ
ラン」をお選びくださ
い。

希望のコンビニを選択し、各コンビニの支払い手順
に従って支払う 12

「Web手続き完了のお知らせ」メールから
「加入受付確認証」の確認ができたら手続き完了11

※手続き後「お支払い方法のお知らせ」と
いうメールがまず届きます。
コンビニでの払込確認後、あらためて
「Web手続き完了のお知らせ」のメール
が届き、メール本文中に「加入受付確認
証」を表示するためのWebサイトのURL
が記載されます。
「加入受付確認証」が表示されたらお手
続き完了ですので、必ずご確認ください。

Web申し込みについて よくあるご質問

Q. 生協の組合員証はいつもらえますか？

A. 組合員証のお渡し方法については、３月中旬頃に名城大生協のホームページにてお知らせします。
（名城大生協ホームページ https://www.univcoop-tokai.jp/meijo-coop/fresh/）

Q. IC組合員証初回チャージ、学生生活110番を追加で申込みたい、
申込みの内容を変更、キャンセルしたい

A. 生協までお電話、またはメールにてお問い合わせください。
お問合先： 名城大学生協

Q. 申込み時に登録した住所・連絡先等を変更したい

A. 加入申込み時に登録した住所、電話番号、保護者氏名等を変更したい、下宿先住所を追加したいなどは、
大学生協Webサービスから変更が可能です。
https://member.univcoop-tokai.jp/mypage/
上記ページにてログインした後、学生本人様向けのサービスのページから「登録情報の確認・変更」の
ページにてお手続きください。

TEL: 0120-489-055（月～金 10：00～17：00）

E-Mail: shin@meijo-coop.jp



お問い合わせ、ご相談は名城大学生協 新入生サポートダイヤルまで ☎ 0120-489-055 お問い合わせ、ご相談は名城大学生協 新入生サポートダイヤルまで ☎ 0120-489-055

名城大学生協に加入しよう
名城大学生協／生協加入についてよくあるご質問

A. 生協の店舗や食堂、その他サービスのご利用は、生協法により当生協に加入してご利用ください。

名城大生の77.8％の方が生協に加入しています。

名城大学生協は、学生・教職員が自分たちの大学
生活をよりよくするために設立した組織です。
大学生協は、組合員の大学生活をサポートするた
めに、組合員の声をもとに様々な事業をおこなっ
ています。

生協は組合員になって利用いただく組織です。
全ての学内構成員の皆様に加入をお願いしていま
す。生協の事業は学生・教職員の皆様の出資と、
組合員になった方々の利用・運営によって成り
立っています。

Q. 生協には入らないといけないのですか？

大学生協のしくみ

Q. 生協に加入するにはいくらかかりますか？

A.3口15,000円（1口5,000円）の出資をお願いしています。

出資金は卒業時に返還いたします。

※名城大学には生協以外の食堂・店舗がいくつかあります。そちらは生協への加入がなくてもご利用いただけます。

Q. 生協は一般のお店と何が違うの？

生協は、組合員どうしの「つながり」「たすけ
あい」「協力」を大切に、ともに豊かで充実し
た大学生活を送ることを目指しています。
より良い大学生活の実現に向けて組合員一人一
人が生協の運営に参加することができる組織で
す。

大学生協の店舗で提供する商品やサービスは、
組合員である学生・教職員のみなさんが本当に
必要なものを選び、作り、利用しています。

また生協の利用によって生まれた剰余は外部に
流出せず、すべて組合員のために使われます。
大学の中で利用され大学の中で還元されるシス
テムです。

学生・教職員
出資・利用・参加・運営

生協店舗・食堂（商品・サービス）

還元

利用によって生まれた剰余

組合員

還元
割引・ポイント

など

施設維持・
新入生歓迎
企画など

6 7

名城大学生協のお店・食堂
名城学生協のお店：購買／食堂

ｖ

ｖ

 生協に加入することで生協の店舗・食堂をご利用いただけます

購買 【天白キャンパス】 スクエア ／ 【八事キャンパス】 T-Court

コンビニ、パソコン、サービスカウンターの総合店舗です。おにぎり、パン、お菓子などの食べ物、文具や
日用品、関数電卓、白衣など授業で必要になる教材も取り扱っています。
生協で購入いただいたパソコンのサポート、修理もこの店のカウンターで受け付けます。自動車学校や資格
スクールの相談申込みもできます。

食堂 【天白キャンパス】 グラン亭・ミラノ ／ 【八事キャンパス】 DINING HERB

安全で安心な食材を使用した、栄養バランスのとれた昼食を組合員の皆さんにご提供しています。
八事キャンパス DINING HERBでは、食堂パスでの利用も可能です。

上記店舗・食堂で、IC組合員証を使用したキャッシュレス決済を利用することができます。
上記以外は、生協の店舗ではないため、IＣ組合員証でのキャッシュレス決済は対応していません。ご注意ください。
※IC組合員証についてはｐ.7をご覧ください。

※営業時間は、2021年12月時点での通常期営業時間です。新型コロナウイルスの影響による大学の状況により、営業時間等が変更になる
場合があります。最新の営業時間については名城大学生協のホームページにてご確認下さい。

6号館 １階
食堂：グラン亭・ミラノ

11：00～14：00（平日）
※13：30オーダーストップ

新１号館 2階
購買：T-Court

8:45～16:30（平日）
食堂：DINING HERB
11:30～13:30（平日）
※13：15オーダーストップ

タワー75 １階
購買：スクエア

8:30～18:15（平日）
（木：16：45まで）

スクエア内
総合カウンター・生協本部：
10：00～16：45（平日）



お問い合わせ、ご相談は名城大学生協 新入生サポートダイヤルまで ☎ 0120-489-055 お問い合わせ、ご相談は名城大学生協 新入生サポートダイヤルまで ☎ 0120-489-055

生協の店舗・食堂は
IC組合員証での利用が便利です。

生協に加入された方にはIC組合員証をお渡しします。
IC組合員証には名城大学の生協で使用可能な「生協電子マネー」
機能が搭載されています。

IC組合員証 初回チャージをしよう

名城大学生協に加入しよう

A.

Q.IC組合員証への「初回チャージ」とは何ですか？

入学後すぐにIC組合員証の電子マネーが利用できるように事前に入金しておくしくみです。
生協加入とあわせて初回のチャージ（入金）申込みをお願いします。
IC組合員証で電子マネーを利用するためには、IC組合員証にチャージ（入金）をする必要があ
ります。新入生の皆さんには組合員証を受け取ったらすぐにご利用いただけるように
「初回入金チャージ」をお願いしています。

※4月の授業開始時までにIC組合員証がお渡しできるように早めの加入手続きをお願いします。
※IC組合員証は生協の店舗以外ではご利用できません。
※名城大学では教科書の販売は生協とは別の書店が行いますので、IC組合員証ではお支払いができません。

予めご了承下さい。
※一度チャージ（入金）された電子マネーは返金することはできません。

詳しくは「名城大学生協ICカード利用約款」にてご確認ください。
https://www.univcoop-tokai.jp/meijo-coop/nus/webapp/data_file_im/201103085922_8.pdf ➡

キャッシュレスでスピーディ

◎IC組合員証に事前チャージでキャッシュレス決済！
セルフレジも利用できます！

◎チャージ残高が少なくなってきたら専用チャージ機、
またはレジでチャージ

※IC組合員証ではお支払できない商品も一部ございます

ポイントが貯まる

◎キャンパスペイで生協のお店を利用すると100円（税別）

ご利用につき1ポイント（一部除外商品あり）が貯まる。
◎200ポイント貯まると200円分としてIC組合員証に

自動チャージされます。

紛失・盗難時も残高保障で安心

◎万が一、IC組合員証の紛失、盗難にあった場合でも利用
停止を申請することで、不正利用を防ぐことができます。
また残高保障もされるので万が一のときも安心です。

※ポイントは失効します
カードの再発行には1,500円＋税の手数料をいただきます

利用履歴がわかる「マイページ」

◎マイページでカード残高や食堂での食事履歴を確認
できます。

◎カードを利用することで自らの食費を管理し、健康と
栄養を考えて食べる力を身につけることができます。

※「マイページ」の利用には登録が必要です

私は生協の購買や食堂を利用する上でICカードをよく利用しま

す。購買や食堂は昼休みになるとレジにも多くの人が並び、会

計も大変です。そんなときにICカードがあると会計がとても楽

です。 現在は購買にセルフレジが多くあります。セルフレジは

ICカード専用なのでICカードを利用している人はスムーズに会

計できます。昼休みは次の時間の準備や教室の移動もあるので

短時間で昼ご飯を済ませられるのは便利だと感じています。

理工学部機械工学科 新4年 Kさん

IC組合員証で支払うメリット
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名城大学生協に加入しよう
入学から卒業までみなさんの大学生活をサポートする生協のサービス

名城大学生協では、入学から卒業まで大学生活の様々なシーンで組合員のみなさまをサポートしています。
毎日の食事や授業で使う文具、大学生活で必要な商品やサービスはもちろん、パソコン修理や自動車学校の
入校相談も学内の窓口で相談できます！

入学準備のサービス 食堂の営業

安全で安心な食材を
使用し、バランスよ
く食べるための栄養
表示と提案を行って
います。
八事キャンパスでは
「食堂パス」も利用
できます。

教材・文具の販売

勉学に必要な教材・
文具を販売していま
す。店頭にない商品
の取寄も可能です。
組合員価格で販売し
ています。
文具は定価の
20％OFFです。
※割引率が異なる商品も

あります

パソコンの修理・サポート

生協で購入いただい
たパソコンのトラブ
ル相談・修理に対応
します。
年1回、メーカーに
よるパソコン点検会
も実施します。

自動車学校のご案内

大学近くの中部日本
自動車学校、名鉄自
動車学校をはじめ東
海４県下38の提携自
動車学校に大学生協
特別プラン＆料金で
入校できます。

提携店 割引クーポンの配布

成人式の振袖や入学
式・就職活動用の
スーツの購入に使え
る生協提携店の割引
クーポンを配布して
います。

入学準備ガイドブック
に掲載されているパソ
コン・教材の利用や、
友達作りのための新歓
企画などは生協に加入
してご利用ください。

先輩からのメッセージ

私は昼食や休憩の際に生協や食堂をよく利用しています。

他にも、生協には実験で使用する白衣や関数電卓、英語の講義や第二外国

語の講義で使用する電子辞書など大学生活を送る上で欠かせないものが

あり、すぐに購入できる点が便利です。

理工学部機械工学科新2年 Mさん

天白キャンパス
スクエア店のセルフレジ

生協加入と同時に初回チャージ（25,000円）を
お申込みの方には、プレミアムとして1,000円を
付与いたします（26,000円分利用できます）

25,000円の初回チャージで
1,000円分のプレミアム

初回チャージがお得
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学生生活110番に加入しよう

名城大学生協に加入しよう
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【名城大学】学生生活110番

利用実績（2020/4/1～2021/3/31）

事例

ご利用内容 自宅・下宿の利用割合ご利用者

夜間

時間 依頼者 区分 ご利用内容 ご対応内容 通常価格 会員価格
19:40 女性 水まわり 浴室と台所の排水詰まりの為、修理依頼。 屋外排水詰まりのため高圧洗浄作業を実施。 ¥22,000 ¥0

20:14 保護者 水まわり 台所の蛇口より水漏れの為、修理依頼。
キッチンの水栓給水蛇腹ホースの劣化で漏水。水栓
交換が必要な為、管理会社への相談をご案内。 ¥8,800 ¥0

23:55 保護者 病院案内 ご近隣の病院を教えてほしいとご相談。 近隣の病院をご案内。 ¥0 ¥0

9:21 男性 カギ 鍵紛失の為、玄関解錠依頼。 特殊開錠実施。 ¥16,500 ¥0

9:57 男性 パソコン パソコンがインターネットに繋がらない為、ご相談。 専門サポートより対応。 ¥0 ¥0

21:42 保護者 水まわり 浴室のみ水が出ない為、修繕依頼。 水栓の経年劣化が原因。本体交換にて解消。 ¥64,680 ¥48,180

22:43 保護者 盗難・
紛失 お父様より、自転車が盗難されたとのお問合せ。 管理会社や警察へご相談頂くようご案内。 ¥0 ¥0

14:46 女性 水まわり 台所の排水詰まりの為、修理依頼。 油脂詰まりが原因。高圧洗浄にて解消。 ¥25,300 ¥0

22:01 女性 自転車 自転車の前輪タイヤがパンクした為、修理依頼。 パッチ修理実施。 ¥2,600 ¥1,000

18:35 男性 病院案内 発熱38度の為、休日診療可能な病院を知りたい。
熱が高い事もあり、名古屋市の受診・相談センター
のお電話番号をご案内し、症状をお伝えの上、病院
をご確認いただくようにお伝え致しました。

¥0 ¥0

16:50 男性 自転車 自転車の後輪タイヤがパンクした為、修理依頼。 後輪のチューブ交換実施。 ¥6,050 ¥1,600

21:54 男性 学生生活
110番

通学証明書が必要だが紛失してしまった為、どのように
対処すればよいかとのお問い合わせ。 大学の学生課か総務課にご相談して頂くようご案内。 ¥０ ¥0

10:00 女性 学生生活
110番 継続加入手続きについてお問い合わせ。 生協様にて手続きをして頂く様お伝えしました。 ¥0 ¥0

9:38 保護者 カギ 玄関ドアの鍵が回り辛い為、修理依頼。 シリンダー清掃実施。 ¥8,000 ¥0

時間 区分 ご利用内容 ご対応内容 通常価格 会員価格
1:21 カギ 玄関ドアの解錠依頼。 特殊開錠実施。 ¥19,800 ¥0

1:48 水まわり 台所蛇口の水が止まらない為、修理依頼。 水栓本体の経年劣化が原因、トラブル解消。
交換するか検討するとの事です。 ¥8,800 ¥0

時間 区分 ご利用内容 ご対応内容 通常価格 会員価格
10:14 自転車 自転車のチェーンが外れた為、修理依頼。 チェーン交換を実施。 ¥7,200 ¥2,000

13:40 水まわり 保護者の方より洗面所下配管から水漏れの為、修理依頼。経年劣化 により洗面所水栓、シャワーホース接続カプ
ラーより水漏れ、交換作業により解消。 ¥11,440 ¥2,640

20:42 パソコン Wi-Fi接続ができない為、対応依頼。 ＰＣ担当者よりご案内致しました。 ¥0 ¥0

ご利用内容（2020/4/1～2021/3/31） ※集計期間の総件数124件より抜粋

男性
51人

保護者
47人

女性
26人

水まわり
65件

自転車
21件

学生生活110番
11件

自宅
52件

下宿
（天白・東区）

36件

不明
36件自転車

31件

水まわり

31件

カギ

12件

その他

6件

学生生活110
6件

（2020/4/1〜2021/3/31）（2019/4/1〜2020/3/31）

新型コロナの影響
巣ごもりによる水まわりの問い合わせが増

ひとり暮らしの方だけでなく自宅生や保護者の方にも多数ご利用いただいています
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