
まずは生協・共済の加入手続きをお願いいたします。
■食堂パスは組合員限定のサービスです。必ず生協に加入してください。

■生協加入時に発行される「IC組合員証」に別途、食堂パスの機能を搭載いたします。

2022年度前期の食堂パスは4月6日（水）より利用できるようになります。
4月6日（水）からお使いいただくためには、ご入学前のお申込みが必要です。
期日までに、お手続きいただきますようお願いいたします。

「食堂パス」 （IC組合員証）は
保護者様宛にお届けいたします。

3月7日までに生協加入の手続きされた方には、IC組合員証を
保護者様宛に3月中にお届けいたします。
3月7日以降に生協加入の手続きされた方のIC組合員証につい
ては、後日受け渡し方法をご案内いたします。
食堂パスをお申込みの方には食堂パス機能を搭載した状態で
お届けいたします。

日本福祉大学生活協同組合
TEL ：0120-294-502 

mail：coop-hf@ml.netnfu.ne.jp

受付時間はホームページにてご確認ください。

「食堂パス」等のお申し込みにあたっては、
「生協加入」を行っていただく必要があります。
右の期日までに手続きを行ってください。
※期日を過ぎた場合は、生協へお問い合わせください。

日本福祉大学生協

http://www.nfucoop.jp

今回お届けした資料についての
お問い合わせは生協までお願いいたします。

3月12日までに合格の方

2022年3月25日（金）

食堂パス
2022

食費を確保してバランスのよい食事を！

生協では日々の食生活をサポート！

Step1

申し込みサイトで、必要事項の入力と設定・選択を行うStep2

発送

①注文する商品を選択、数量を入力、オプションを選択して
「お買い物かごへ」をクリックします。
「お買い物を続ける」を押し、必要なものをすべて
お買い物かごへいれます。すべて登録できたら次へ進むを
選択します。

教材Web 申し込み手順

日本福祉大学生協

お申込み方法のページ

②WEB会員登録済みの方はログイン
まだの方は、「必要事項入力画面へ」を
クリックして、会員登録をお済ませください。

③お届け先情報、お支払い方法を登録して、注文
を完了してください。

Step3

お支払い方法
コンビニ払いのみ

※パソコンと同時に
お申し込みもできますが
その場合大学生協ローンは
選択いただけません。

お申し込みはパソコンなどを購入するサイトと同じ
Webサイトから手続きができます。

選択されたコンビニエンスストアで期日までに、お支払いをお願いします。

お支払い
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「食堂パス」とは「食堂の定期券」です。
『食堂パス』は半年間の食費をあらかじめお支払いいただくことで、生協食堂で1日の

上限額（1食プラン550円）まで食事ができる「食堂の定期券」です。
前ページのように「大学生のみなさんが、毎日安心して、健康的に食事を摂れる環境を

整えたい」という大学生協と、保護者様の思いが『食堂パス』の始まりです。
『食堂パス』があることでお財布の中身を心配して食費を削ることなく、毎日バランス

よく食事を摂ることができます。

『食堂パス』は生協ご加入時にお渡ししている「IC組合員証」をレジにかざすと使えます。

「IC組合員証」

①食事を注文 ②レジでカード精算 ③お食事

「食堂パス」をおすすめする５つの理由

食費が確保されていれば
きちんと食べることができます。１

生協食堂の価格帯で
バランスのよい食事が可能です。２

１日の上限額以上の
食事も可能です。３ 「残高返金制度」により

お金が無駄になりません。４

マイページの「利用履歴」から
食事の振り返りができます。５

学生は食事代を節約しがち。
『食堂パス』で食費を確保することでお財布
の中身を心配せずに毎日１食はきちんと食べ
ることができます。

１日の上限額の設定は、「一汁三菜」を
揃えた食事ができるようにしています。
また、麺類や丼物でも「+1(プラスワン)」でバランス
よく食べることができます。

１日の利用限度額を超えても大丈夫。
超過分は次のようにご精算できます。
①「IC組合員証」に電子マネーがある場合
⇒超過分が自動的に電子マネーから精算

②電子マネーがない場合
⇒超過分を現金で精算

利用期間が終了した時点で利用累計額が
購入価格に満たない場合、『残高』はなくならず、
次回の食堂パス継続申込金に使用できます。
食堂パスを継続しない場合は「IC組合員」に
電子マネーとしてお返しします。
※ただし、返金の際は事務手数料1,100円がかかります。

「食堂パス」利用で食事をした履歴は、
生協のホームページから「マイページ」に
登録することで閲覧可能です。
保護者の方も閲覧できます。

プランがあることで使いすぎることもなく安心です。
尚かつ、バランスのとれたメニューで、ただでさえ乱
れがちな食生活もせめて１食だけでも、きちんととれ
ることができ親も助かっています。
（利用者の声アンケートより）

大学生協の食堂はこんなことを大切にしています。

大学生協は、「食堂」や「購買」でみなさんの食生活を支えています。
以下のような思いで、「食堂」「購買」を運営しています。

１．学生のみなさんにバランスよく健康を考えて食べてほしい
２．食事の時間を、学生生活の楽しみの一つにしてほしい
３．「食費を削って欠食」することないよう食べて欲しい
４．大勢が休み時間に一度に利用する食堂です。

みんなの食堂、みんなの協力で、みんなが食事ができるよう、
互いに思いやりながら利用する場にしていきたい

また、大学生協は、一定の基準をクリアした食材のみを
厳選して使用していますので、安心してご利用いただけます。

大学生協の食事提案について、
詳しくは「学食どっとコープ」をご覧ください。

学食どっとコープ

「学食どっとコープ」には
毎月発行の「食生活通信」
という健康促進案内や
学食のメニューの例が
掲載されています。
ぜひ、定期的にご覧ください。

※学食どっとコープのメニューは全国の大学生協のメニュー例が載っています。
日本福祉大学生協では提供していないメニューも含まれております。あらかじめご了承ください。

各キャンパスに食堂があります

ぜひ、生協で昼食をご利用ください

主菜、ごはん、お味噌汁や
どんぶり、麺類などと
サラダや、惣菜、デザート等を
組み合わせて、自分で選んで
食べていただくことができます。

※メニューの種類は、食材の状況、
季節により日々変わります。

保護者の方から
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「食堂パス」プランのご案内

利用期間 営業カレンダー

１日550円半期プラン
▶ 前期（4月～7月）の食事代を確保することができます。

こんな人にオススメ！
・下宿生・通学時間が長い人
・学食をたくさん利用したい人
・昼食代の確保をしておきたい人
・1日1食はきちんと食べたい人

1日利用
限度額

利用期間 利用回数 販売価格
最大利用
可能額

550円
（税込）

2022年4月6日～
2022年7月27日

半期
76日

39,000円
（税込）

41,800円
（税込）

約5食分お得！

※ご利用期間終了時で、もし販売価格分を使い切れない場合には差額を返金いたします。
（この場合の返金とは、IC組合員証に電子マネーチャージすることを指します。）
※返金の際には、事務手数料1,100円を差し引いてチャージいたします。
電子マネー残高が1,100円以下の場合は返金できません。
なお、残高を次年度の食堂パス代金に充てることができます。（この場合の手数料は不要です。）

2022年4月6日～2022年7月27日
※学事により営業日を変更する場合もございます。予めご了承ください。

4月 対象日：17日間

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 5/1

7月 対象日：18日間

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

6月 対象日：22日間

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

5月 対象日：19日間

月 火 水 木 金 土 日

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

：食堂パス利用可能日

食堂パスは、期間中に食堂が通常営業であればいつでも使うことができますので心配なくご利用ください。
実際の営業日数はキャンパスごとに異なります。毎日ご利用いただくと設定日数の76日より多くご利用可能です。

キャンパスによっては祝日の営業について、実施する場合と実施しない場合があるため、プランの金額は損のないよう、
平日の76日に合わせています。
※7月最終週は授業の状況によっては、適応日を延長する場合がありますが、食パスの金額は変更はありません。

生協食堂の人気メニュー

341円99円33円66円

チキンおろしステーキ
ライス(中サイズ)
味噌汁
オクラのお浸し 539円

サラダ・副菜をもう1品！

１５品目の
ヘルシーサラダ

ほうれん草
ゴマあえ

ポテト＆コーン
サラダ

きんぴらごぼう ひじき煮

「プラスワン」で元気な食生活
丼や麺類など単品で食べがちなメニューにも、「プラスワン」でバランスよく食べられる
よう、追加メニューもたくさん取り揃えています。

豚みそ焼肉丼
旨辛豆腐 550円

毎日のメニューが楽しみです。
今日は何を食べたか家族に話しています。
（利用者の声アンケートより）

バラエティーが豊富のようで、子どもが喜んで
います。食事のバランスも考えてあるのもいい
ので続けてお願いしたいと思いました。
（利用者の声アンケートより）

保護者の方から

学生の方から

※価格は、2021年11月現在の税込価格です。
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勉強、サークル、バイトなど、新しい生活がはじまった4月。

嫌がっている様子はなかったですが「おためしで、半年食べてみなー」と半ば親が

強制的に購入した食堂パスです。

・・・が、細身の友人が、コンビニでおにぎり２コだけ買っているのをみて、

「オレ食堂パスでよかったわー。絶対栄養バランス崩れるわー。」と、
野菜ジュースをプラスした話や、グランパス応援カレーの話などもしてくれ、一緒
に食べる友人もできたから、後期も利用したいと、子どものほうからリクエストが
ありました。親からしても「食育」になっていると感じられ大変ありがたいです。

利用者の声アンケートより

食堂パスはとても便利です。僕は自宅から大学へ通っていますが、昼食は大学の

食堂で済ませることがほとんどです。メニューも豊富でとてもおいしいです。

でも、自宅にいるといつも母が食事を準備してくれるので、あまり栄養などを考

える機会がありません。大学の食堂でも好きなメニューを選びやすいので、食生活

が偏りがちです。それを防ぐために僕は食堂パスを利用しています。毎日現金を持

たなくても、食堂パスがあれば食べることができます。一日550円までと決まって

いるので、暴食も防ぐことができます。僕が一番活用しているのは、その日食べた

ものが記録され閲覧できる機能です。自分がいかに偏っているかが一目でわかるの

で、おかげさまで風邪をひきにくくなりました。食堂パスを利用することでかなり

食生活が変わった気がします。楽しい大学生活のために食生活から変えてみるのも

いいと思います。

食堂パスを利用して 経済学部 井上晴矢さん

保護者の方から

Q&A
Q.「食堂パス」に申し込まないと食堂は利用できないの？

Q.「食堂パス」に申し込めば、IC組合員証へのチャージは必要ありませんか？

Q.普段小食なので利用限度額まで食べられないと思います。損ではないですか？

A.

A.

A.

食堂パスを申し込まなくてもＩＣ組合員証の電子マネー機能または現金でのお支払いも可能で
す。しかし、食堂パスをお申込みいただくことで、お財布の中身を気にせずに食事ができます。
食費を削ることなく、毎日しっかり食べられるので、食生活習慣を身につけることができます。

食堂パスは、食堂での食事や生協手作り弁当の購入のみ利用できる定期券機能です。購買で教
科書や文具など勉学に必要なものを購入するときや、パン、おにぎり、お菓子、ドリンク等の飲食物
をＩＣ組合員証の電子マネー機能で購入するときには、チャージをしておく必要がございます。
また、食堂パスの１日の利用限度額を超えて食事をする場合は、ＩＣ組合員証にチャージをしておけ
ば、そちらから超過分のお支払いができます。

食欲のない日や生協で食事をする時間のない日もあるでしょう。無理にたくさん食べることはせ
ずに、それぞれの生活スタイルに合った利用ができるよう、利用額の残高は期間終了後にＩＣ組
合員証の電子マネー機能へのご返金、あるいは次期の食堂パスの購入資金に引継ぎができる
制度を設けています。

食事の記録を「マイページ」で見ることができます。

マイページに登録すると、自分自身の食事の記録を見ることができます。
保護者の方も登録すると、お子様の食事記録を見ることができます。
マイページには、生協ホームページからアクセスできます。

食事の記録がみられるので、とても安心してありがたく思っています。
離れていてもつながっている気がします。
（保護者様） 利用者の声アンケートより

「食堂パス」サービスのご利用について

・生協食堂にてカレンダーに基づき、2022年度前期76日間、食事を提供するサービスです。

・ご利用いただける店舗は、美浜キャンパス「食菜-tabena-」、半田キャンパス「パッキア-PACCHIA-」、

東海キャンパス「ルポ-Repos-」です。日本福祉大学生協の組合員であれば、すべての食堂店舗で利用できます。

・このサービスは日本福祉大学生協の組合員向けサービスです。必ず生協加入後にお申込みください。

・このサービスは申込者本人のみ利用可能です。他人の分の購入や他人への貸与や譲渡はできません。

・ご利用時にIC組合員証の提示が必要です。提示がない場合はご利用頂けません。

・IC組合員証紛失の場合は生協の所定の手続きにて再発行を受けてください。カードの再発行は有料です。

・食物アレルギーについては各メニューの表示をご確認ください。ただし、一部表示ができないものもございます。

またアレルギー成分については、調理過程からの微量混入の可能性がありますのであらかじめご了承ください。

・サービス提供前の申込の解除は2022年3月28日(月)までです。それ以降は、生協がやむを得ない事情と認めた場合を除き、

解約できません。

・食堂パスの利用期間が終了した時点で、食堂パス利用累計額が食堂パス購入価格に満たない場合、その差額を返金します。

返金はIC組合員証に搭載されているプリペイド機能へ差額分をチャージして行います。

・返金の際には事務手数料1,100円を差し引いてチャージいたします。残高が1,100円未満の場合は返金できません。

・学事や天災など不可抗力の理由により、食事サービスが提供できなかった場合は、食堂パスがご利用いただけません。

あらかじめご了承ください。

■食堂パスのサービス内容

■食堂パスご利用の注意

そのほか、よくあるご質問をこちらのページに掲載しております。
ご覧ください。

日本福祉大学生協

新入生サイト Q＆A


