
一橋大学生協食堂利用のために

メールに書かれた指定のサイトに行き、決済
（ご入金）方法選択欄では「お近くのコンビニ
エンスストアで」または「クレジットカードで」
を選択します。

大学生協「Web加入システム」とは、
生協の組合員加入・共済加入・学食パス加入などが一度に
出来る加入ページです！

「エントリーキー」が発行
され、登録したメールア
ドレスに送られます。
メール送付先はスマートフォン
以外の携帯電話を指定しない
でください。

72時間以内に
次のstepへ

お近くのコンビニまたは
クレジットカードで
入金しましょう。

Suica等交通系ICカードのチャージとは方法が異なります。

一橋大学消費生活協同組合

「学食パス」ご加入のお願い
パソコンor
スマホで

ご自宅で「学食パス」
ご利用登録サイトから
ご利用登録を行います。

Step.1Step.
1&2

Step.2

http://gakupass.univ.coop「学食パス」
ご利用登録サイト

次ページ
（step.3）へ続く

ICカード登録日
までに済ませておくStep1＆2
ICカード登録日
までに済ませておくStep1＆2

（※Step.3参照）

https://text.univ.coop/puk/START/hit-u/

大学生協「Web加入システム」
から、ご登録の方

一橋大学生協Web手続き完了のお知らせ」のメールが届いたら
お手続き完了です。

サイト画面で入金方法が案内されます。
案内に従ってコンビニまたはクレジット
カードで入金します。

「決済（ご入金）方法 【コンビニ決済】ページ」では入金金額を
選択します。
初回のご入金は、10,000円、20,000円、30,000円からご選択いただけます。

登録時の初回入金は、必ず「コンビニ入金」、または
「クレジットカードで」をご選択ください。

※コンビニ払いの場合、一橋大学生協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「一橋大学生協Web手
続き完了のお知らせ」のメールが届きます。

コンビニ払いを選択された場合、「お支払い方法のお知らせ」
の段階では、まだお手続きは完了していません。必ずコンビニ
で払い込みください！

大学生協「Web加入システム」の詳細はこちらから！

一橋大学生協　新入生

一度に出来て
オススメ！
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コンビニ・クレジットカードで入金した後、
登録会場で「ICカード登録」をします。

ICカード登録日にお持ちのICカード（Suica・PASMOなど）を
持って会場へ！

エントリーキー：
入金レシートを
貼付けて
おきましょう。

ICカード登録が完了した翌日から
ご利用できます。

ICカード登録に必要な物

● step.1で発行された「エントリーキー」が分かるもの
● 交通系ICカード（SuicaやPASMO）、
　 または交通系IC機能付きのモバイル機器。

「学食パス」ICカード登録可能日
日　程 混雑度

A B C D E F G H

F G H

3月15日（日）
入学準備説明会時
登録会場 ： 一橋大学東キャンパス東カフェテリア
               （東プラザ2F）
受付時間 ： 11:00-13:00、14:30-17:30

B

3月20日（金・祝）
入学準備説明会時
登録会場 ： 一橋大学東キャンパス東カフェテリア
               （東プラザ2F）
受付時間 ： 11:00-13:00、14:30-17:30

C

3月21日（土）
入学準備説明会時
登録会場 ： 一橋大学東キャンパス東カフェテリア
               （東プラザ2F）
受付時間 ： 11:00-13:00、14:30-17:30

D

全ての日程がご利用可能です。
オススメ日程は入学準備説明会時、ついでに登録完了♪
4月からすぐに利用開始ができる＆比較的空いている
A、B、C、D、Eです♪

の日程がご利用可能です。

登録日に会場まで忘れずに、
ICカード(Suica・PASMOなど)をご持参ください！あなたのICカード登録日は？

パターン

3 学生証の交付日以降の、

※交通系ICカード：Kitaca、PASMO、Suica、manaca（マナカ）、
TOICA、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、nimoca、SUGOCA

発行された
エントリーキーを
記入してください。

1パターン目と2パターン目

3パターン目

エントリーキーMEMO

Step.3

3月14日（土）
入学準備説明会時
登録会場 ： 一橋大学東キャンパス東カフェテリア
               （東プラザ2F）
受付時間 ： 11:00-13:00、14:30-17:30

A

日　程 混雑度

F 4月1日（水）
学食パス授業開始前集中登録受付日
登録会場 ： 一橋大学西キャンパス西食堂（西プラザ1F）
受付時間 ： 11:00-15:00

G 4月2日（木）
学食パス授業開始前集中登録受付日
登録会場 ： 一橋大学西キャンパス西食堂（西プラザ1F）
受付時間 ： 11:00-15:00

H 4月3日（金）
学食パス授業開始前集中登録受付日
登録会場 ： 一橋大学西キャンパス西食堂（西プラザ1F）
受付時間 ： 11:00-15:00

3月28日（土）
入学準備説明会時
登録会場 ： 一橋大学東キャンパス東カフェテリア
               （東プラザ2F）
受付時間 ： 11:00-13:00、14:30-17:30

E

パターン

2
現在、ICカード(Suica・PASMOなど)をお持ちで無い方で、ご入
学後、通学に定期券を使用する予定の無い方は、学食パス用
に最寄りの駅でICカードをご購入ください。

パターン

1
現在、ICカード(Suica・PASMOなど)をお持ちの方は、そのカード
がそのまま学食パスにご利用頂けます。

現在、ICカード(Suica・PASMOなど)をお持ちで無い方で、ご入学
後、通学に定期券を使用する予定のある方は、学部から学生
証（※1）が交付されてから、最寄りの駅でICカード通学定期券
（※2）をご購入ください。そのカードがそのまま学食パスにご
利用頂けます。
※1　学生証の裏面が通学証明書となっています
※2　Suica定期券やPASMO定期券など

注
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ご利用一日あたり

※1食あたりの目安(50歳男性場合)赤:2.0　緑:1.0　黄:5.5　塩分:3.0　エネルギー(kcal):670
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2014年 3月　栄養価状況
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大学生協 「学食パス」 マイページへようこそ

大学生協が提供する「学食パス」ご利用者のためのサポ

ID:

パスワード :

※ブックークされる場合は、このページをご登録くだ

マイページでできること
   ・「学食パス」の残額が確認できます。
   ・「学食パス」のご利用状況が確認できます。
   ・コンビニ決済やクレジットカード決済を利用した「
込みができます。

バランスのとれた食生活をこころがけるきっかけに、
また、「学食パス」を介した、コミュニケーションツー

マイページとは？

ログイン ヘルプ

MY PAGE

ログイン IDをお忘れの方

？

パスワードをお忘れの方

プライバシーステートメント

「学食パス」ご利用履歴

2014 年 3月のご利用状況

※現時点での残額は、前日までのポイント残額と本日分のご入金ポイントの合計です。
(本日分のご利用ポイントは反映されておりません )

利用日数：

利用回数：

今期入金累計額

今期利用累計額

現時点の残高

：

：

：

0円

1,027 円

2,252 円

2日

2回

利用点数：

合計金額：

6点

1,027 円

「学食パス」利用額・残額のお知らせ

今期 (2014 年 3月 1日～2015年 2月 28日 )

※ご利用履歴は、１日程度遅れて表示される場合がありますので、予めご了承ください。
※食堂でご利用されたレシートにメニュー名が表示されていないものは、栄養価に含まれません。
　（例 サラダバー、ビュッフェ等)

¥545 0.9 0.2 2.20.8 153

¥54513:06 慶應生協
日吉食堂 0.9 0.2 2.20.8 153

¥482 0.1 0.1 2.12.1 180

¥482 0.1 0.1 2.12.1 180
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( 火 )

金額商品名店舗名日付 赤 緑 黄 塩
分

エネル
ギー
(kcal)

ご利用明細一覧

旨辛豆腐 /* 稲庭うどん天うどん /
五目ひじき

13:14 慶應生協
日吉食堂

3/3
( 月 )

豆腐とわかめのみそ汁 /* チキン竜
田丼 (中 )/ 牛とろコロッケ

●毎月のご利用状況が確認できます。
●前日時点での残額と、現在までの入金額・利用額が
確認できます。

●毎月の栄養価状況が確認できます。

お手元にSuica等の交通系ICカードが無くても、ご自宅近くのコンビニまたは
クレジットカードで入金が可能です。たとえ離れて暮らす保護者の方でも、お
子様の学食専用の仕送り（ご入金）が行える便利な機能です。

マイページを開きます。1

IDとパスワードを入力
してログインボタンを
押します。

2

学食パスICカード登録日にお渡
しする「ID」と「パスワード」が必
要です。

西キャンパスに西食堂と西安、東キャンパスに東カフェテリアが
あります。主菜、副菜、サラダ、小鉢、麺、丼物など多様なバリエー
ションに富んだメニューを栄養バランスやご予算にあわせて組み
合わせて食べられます。価格も組合員価格です。

ご利用履歴を
選択します。3

https://mypage.univ.coop/mypage/Static.init.do

●毎月のご利用状況

毎月のご利用状況、利用額・残額、栄養価
状況、ご利用明細一覧が確認できます。

●利用額・残額
・利用日数・利用回数・利用点数・合計金額

・今期入金累計額・今期利用累計額
・前日時点の残額

・３群点数法による栄養価・塩分摂取量
・エネルギー摂取量

・利用日時・利用店舗名・選択したメニュー
・金額・３群点数法による栄養価
・塩分摂取量・エネルギー摂取量

●ご利用明細一覧

●栄養価状況

利用履歴で
わかること

ミニストップ　　
デイリー
ヤマザキ

ヤマザキ
デイリーストア

セブン
イレブン ローソン ファミリー

マート サークルＫ

サンクス

追加入金をする
残高が僅少になったらメールが届きます。
ご自宅のお近くのコンビニから、クレジットカードから、
生協ショップカウンター（西ショップ・東プラザ東ショップ）から、追
加入金ができます。

利用履歴を見る

マイページで健康管理を！

Tuoカード

●「学食パス」の残高が確認できます。
●「学食パス」のご利用状況が確認できます。
●コンビニ決済、クレジットカード決済を利用した「学食パス」の
追加入金申し込みができます。

マイページで
できること

OK!

安くて
美味しい！

※JR 東日本 Suica 利用承認第64号（JR 東日本メカトロニクス株式会社）
※「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※当該承認は、東日本旅客鉄道株式会社が本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。
※東日本旅客鉄道株式会社の都合により、予告なくSuicaカードが交換されることがあります。

※株式会社パスモ商標利用許諾済第36号（JR 東日本メカトロニクス株式会社）
※「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。
※当該承認は、株式会社パスモが本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。　
※株式会社パスモの都合により、予告なくPASMOカードが交換されることがあります。 

西食堂 東カフェテリア
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「学食パス」はこんなに便利です！

「学食パス」体験談

保護者のみなさまの声

❸財布を気にせずにメニュー
　を選べます。
残高はレシートに記載されます。残高が少
なくなったことをメールでお知らせします。

❺現在お持ちの交通系IC
　カードが使えます。（※）
専用のカードを持つ必要がありません。交
通系ICカードはこれまでと同様に使用でき
ます。（※）一部対応していないカードがあります。

❷キャッシュレスでレジ通過が
　スムーズです。
小銭のやりとりがないため、スムーズに精
算できます。

❶入金されたお金は学食専用
　の食費として使われます。
食費に使ってほしいお金が、他の用途に使
われません。

❻追加入金はお近くのコンビニ、
　またはクレジットカード、
　生協ショップカウンターで。
追加入金はマイページから、お近くのコンビ
ニ、またはクレッジットカードで。生協カウン
ターでも可能です。

❹マイページで食生活を
　チェックできます。
利用履歴を見る事ができます。栄養価情報
もわかります。

Pi
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預り（学
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¥376
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前回学
食パス

残

学食パ
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8824p

XXXX
XX

￥3 7 6

!
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80％
60％
40％
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赤

緑

黄塩分

エネルギー

子供が何を食べているかわかり、野菜
が足りないからもっと取るようになど話
せる。月末、仕送り分の残金が減ると、
学食命！になるようです。一日一食は
しっかり取れていれば安心で、親も確
認できるので助かります。

学校に行っている間の食生活が
分かる。学食にどのようなメニュー
があるか知る事が出来るのでいい
ですね。

学食パスの残が少なくなるとメール
で知らせてくれるのは、保護者として
もとても助かりました。

中村さん（女性） 実家暮らし

支払いが楽です。キリの良い料金設定で
はないので、現金だと小銭を探すのが大
変ですがパスだと一瞬で支払いが終わ
ります。後ろに並んでいる人を待たせなく
てよいので、迷惑がかかりません。生協食
堂だと丼、麺、定食、カフェ風のご飯がい
ろいろ揃っているので飽きませんし、期間
限定フェアもあるので毎回楽しみです。な
により野菜がしっかりとれるし、レシートに
カロリーや栄養価も印刷されるので、バ
ランスの良い食事を意識できます。

吉原さん（女性）
● 利用頻度：週約5回
　 1回平均金額：約600円

一人暮らし

学食パスを使えば１ヶ月分の昼食費
を自分でしっかりと確保することがで
きます。その振込や使用料の確認も
LINEを使って簡単に行うことができ、
煩わしさは全くありません。友人も多く
が学食パスを用いており、一緒に栄
養分析のマイページを見て塩分摂取
量の多さに驚いたこともありますが。
学食パスは一人暮らしの栄養管理に
も役立ちます。

安達さん（男性） 一人暮らし

会計の時に、わざわざ小銭を出さずに
済み、早く会計を終える事ができると
いう点がとてもいいです。また、遠距離
つまり親から学食パスにお金を入金
する方法があるので、食に困った時に
も安心です。学食パスに入金されたお
金は、学食以外では使えないので、遊
びすぎてお金を使いきっても、死にま
せん。

● 利用頻度：週5～6回
　 1回平均金額：約500円

● 利用頻度：週2～3回
　 1回平均金額：約600円
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