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大学の入学手続きで生協出資金を払込んでいただいていますが、組合員登録の手続きは全員の方に
していただく必要があります。併せてご案内している「学生総合共済」等に加入されない場合も、
組合員登録は必ずお願いします。※ご登録いただきませんと、IC組合員証の発行ができません。

◉まずは組合員登録をしてください

下記の順番に沿ってお手続きください。＊必須手続き

▲

IC組合員証には、ICプリペイド（電子マネー）機能が付いています。
　50,000円までチャージできます。事前にチャージしておけばスピーディーに食堂・店舗をご利用
　いただけます。小銭いらずで財布もスッキリ。▲
万一紛失したり盗難にあった場合も、学内でしか利用できないマネーですので、

　申告いただければ、その日の残高、ポイントを保障して再発行します。▲
「ずっと安心コース」を申込むと、残高が減った翌月には入金されて安心です。※詳細は５～８ページ

◉ICプリペイド（電子マネー）が利用できます

カードで
お願いし
ます

えーっと！
1円玉、1円玉

396円
です

396円
です

電子マネーが利用できると 電子マネーが利用できない場合

カードで
お願いし
ます

えーっと！
1円玉、1円玉

396円
です

396円
です

組合員証発行に必要な手続きです。

教科書の購入、食堂の利用などに
便利でお得です。関学生協オンラ
インストアからお申込みください。

組合員証には便利な機能があります。
1の組合員登録手続きの時期により、
お渡し方法・日時が異なります。

IC組合員証のご利用内容はWEB
上で確認していただけます。

組 合 員 登 録1

2

3

4

IC組合員証 受取り

大学生協マイページの登録

「ずっと安心コース」または
「２ケ月安心コース」の申込

＊

＊

◉�大学生協マイページに登録することで、IC組合員証がさらに便利
にご利用いただけます。※ご利用の開始や見方など詳細については、10〜11ページをご覧ください。

IC組合員証発行の流れ ～組合員登録手続き 

大学生協マイページ  学生ご本人も保護者様も登録してください
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◉ポイントが10円ごとのご利用で0.1ポイントたまります
お食事商品分類（食堂メニュー、パン、お弁当、飲料など）は0.12ポイントがつきます。
　＊�カウンター受付商品・サービス（旅行、資格講座、検定）など一部ポ
イント対象外もございます。

　　�累計100ポイントたまると電子マネー残高に100円が自動チャージ
されます。

ポイント５倍Day・ポイント３倍Dayや企画商品や店舗別のポイン
トアップ企画もあります。
教科書にもポイントが付きます。

◉書籍（教科書含む）は生協割引の後、ポイントが付与されます。
（例）�教科書　本体価格25,500円（税込27,540円）分を購入された場合�

10％割引で24,786円。2,754円お得！（文庫・新書・雑誌・コミックは5％OFF）�
ポイント247.8ポイント付与でさらに200円分の電子マネーがチャージ！�
47.8ポイントは持ち越され、生協利用で100ポイントたまるとさらに100円が自動チャージさ
れます。

◉ICプリペイド（電子マネー）専用レジ設置店舗
● 西宮上ケ原キャンパス
KGフォーラム店�…………………………レジ８台のうちIC専用レジ５台

●神戸三田キャンパス
キャンパスコンビニ　Colorful�Box� …レジ５台のうちIC専用レジ４台
食堂　Lunch�Box�………………………レジ３台のうちIC専用レジ２台
食堂　Fresh�Box� ………………………レジ3台のうちIC専用レジ2台

※2018年11月時点。増設する場合がございます。

ICプリペイド（電子マネー）のメリット

◉ICプリペイド（電子マネー）専用レジを設置しています

利用が集中するお昼休みや休憩時間のレジスピード向上のため、ICプリペイド（電子マネー）専
用レジを設置しています。IC専用レジは、現金/IC併用レジに比べ処理速度が大幅に向上します。

神戸三田キャンパス　食堂Lunch Box西宮上ケ原キャンパス　KGフォーラム店
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必要なお金とは？
教科書・参考書代（2〜3万円）＋文具（約5千円）＋食事代2か月分（昼食中心：1か月約1万円）

この金額は目安です。不足する場合は追加入金（チャージ）できます。

「ずっと安心コース」・「2ケ月安心コース」について

新学期に必要なお金を生協にお預けください

関学生協オンラインストアよりお申込みください。
開設期間：2019年1月12日（土）～4月7日（日）

●「２ケ月安心コース」　入学前チャージ48,000円
入学直後の教科書代、食費等を確保することができます。

保護者 学 生

入学前チャージ
しておくと

新学期は

何かとお金が

必要だなあ

今月お金の

残りが少なくて　

ピンチ！

教科書代と

食事代が確保

されてるから

なんとかなる

昼ごはん

抜こうかなあ…

教科書後回し

にするか…入学前チャージ
がない場合

新学期の
食堂・教科書購入は
大変混雑します。
入学前チャージで
時間短縮できます。

Ⓐ入学前チャージ48,000円

Ⓑ�定期チャージサービス�
（口座引き落とし）

１か月に１回、指定口座からの引き落としにより、ICプリ
ペイド（電子マネー）にチャージできるサービスです。

詳しくは次ページ

●「ずっと安心コース」
　入学前チャージ48,000円＋定期チャージサービス
　入学直後の教科書代、食費はもちろん、卒業まで安心して大学生活を送ることができます。

特典
●プレミア
　1,000円分の電子マネーをプレゼント！ （定期チャージサービスの手

続き完了後に付与されます）

おすすめ



5

１．関学生協オンラインストアにて「ずっと安心コース」をお申込みください。

２．請求書とともにお送りする定期チャージサービスの申込書類（左下２枚）にてお手続きください。

３． ３月末までに申込書類をご提出いただくと、初回５月27日に引き落とされ、組合員証へのチャージは�
6月3日（月）以降可能となります。

４． 15日頃の残高確認日（※詳細はページ下部）の残高が20,000円以上の場合、その月の口座引き落とし
はありません。

▶「ずっと安心コース」、「2ケ月安心コース」は関学生協オンラインストアよりお申込みください。

▶「ずっと安心コース」の申込は定期チャージサービスの申込用紙での手続きも合わせて必要です。

▶プレミア1,000円は定期チャージサービスの手続き完了後に付与されます。
※「残高確認日」は、口座引き落とし日である毎月27日（土日祝の場合は翌営業日）の、6営業日前です。�
おおむね14日〜17日となります。

定期チャージサービスについて

口座引き落とし等の通知は大学生協マイページにご登録の 
メールアドレス宛にお送りします。必ずご登録ください。（P10）

ワンポイント
アドバイス

カードの残高が不足したときは以下の方法でチャージすることもできます。
①現金をお持ちになって各店舗のレジにてチャージ
②1,000 円札でチャージ機を利用  ※Toy Box は 5 千円札、1 万円札にも対応
※KG フォーラム店（上ケ原）、　Toy Box・Lunch Box（三田）の 3 箇所にあります。

プリペイド残高が
20,000円以上

プリペイド残高が
20,000円未満

今月の引き落としはありません メールで組合員本人と保護者に
口座引き落としのご案内をいたします

翌月2日頃

27日

15日頃の残高確認日
（※詳細はページ下部）

金融機関が休業日
の場合は翌営業日

設定金額＊を指定口座より
引き落としいたします。
（前日までに残高確認をお願いします。）

通帳記載は「COOPチャージ」となります。

残高不足の場合には、再引き落としは行いません（エラーのご連絡をメールでいたします）
＊金額は大学生協マイページで変更いただくことが可能です。

受取可能日は「口座引き落とし」案内のメール
にて毎月ご案内いたします。

食堂・購買各店のレジにて「電子マネーの受取」とお申し出ください。
10日頃までには受取りいただけますようお願いします。
受け取り後、保護者に「受領完了」をメールにてご連絡いたします。
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「ずっと安心コース」で４つの安心

2 生協で販売しているものしか
買えない安心。
ICプリペイド（電子マネー）なら、使い道が教科書・文具などの
教材、USBメモリなど授業の必需品、食堂での食事など大学生協
で提供しているものに使い道が限られます。自宅生、一人暮らし
に関わらず「大学の勉強・キャンパスライフのための仕送り」と
して安心してご利用いただけます。

3 使い道がわかって安心。
現金払いでは使い道は把握しづらいですが、ICプリペイド（電子
マネー）なら、学生ご本人はもちろん保護者様も、何を食べた
か？何を買ったか？という利用状況を大学生協マイページからご
確認いただけます。
大学生活で必要なものは関学生協のICプリペイド（電子マネー）で。

4 不必要なチャージが
発生しない安心。
大学では夏休み、春休みなど、月ごとで来学回数は大きく変
わります。定期チャージサービスは毎月の「残高確認日（P5
参照）」のプリペイド残高が20,000円以上の場合、その月の
引き落としはありません。金額を調整する手間がいらず、大
学生活にマッチしたサービスです。
※�卒業までに使い切れるよう、４年次の１１月が最終引き落とし月
となります。

1 健康的な食事の安心。
大学生協の調査（※）では、生活費の中で食費が削
られやすく、自宅生、一人暮らしの場合とも、学年
が上がるにつれて食生活が不規則になっていくこと
が分かっています。乱れた食生活が定着してしまう
と生活習慣病などの心配が増えてしまいます。
毎月の食費が確保できる定期チャージサービスは安
心です。
※全国大学生協連合会
　�『現代学生の食事模様�
～学生は具体的に何をどのように食べているのか』
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「ずっと安心コース」の３つのメリット

1 完全キャッシュレスでスピーディ。
「ずっと安心コース」に含まれている定期チャージサービスで
は、銀行口座から引き落としされてチャージするため、現金を
持ち歩く必要が全くありません。また定期チャージサービスを
通したオンラインのチャージはカードをかざして３秒以内に完了
します。

2 残高不足の防止で手間いらず。
ICプリペイド（電子マネー）のご利用で「残高不足」になると、
そこから財布を取り出し、現金を渡し、チャージする手間がか
かります。
一方、定期チャージサービスで毎月必要なお金をオンラインで
チャージしていただければ、常にスマートにお支払いいただけ
ます。

3 みんなの笑顔に
つながる。
生協に限らず学内店舗の利用は大
学の授業時間の合間に集中し、行
列ができてしまいます。関学生協
のIC専用レジでは１分間で3.5
人以上の決済が可能です（※）。
行列の解消に役立ちます。
※2018年9月25日～10月8日
　調査より

万一の紛失時も安心。
ICプリペイド（電子マネー）は、現金や一般の電子マネーと違
い、関学生協内でしか利用できません。通学中など学外で紛失
しても関学生協以外では使えないので安心です。利用停止は大
学生協マイページまたはお電話、来店でお受けすることがで
き、停止時点の残高は全額保証します。

お申込みは関学生協オンラインストアで（4月7日まで）



8

1 2

◉�「２ケ月安心コース」の場合�
（入学前チャージ48,000円のみ）

◉�「ずっと安心コース」の場合

「ずっと安心コース」 ～手続きの流れ

(BF)

BF型

  型

９

2019年

２０

翌年度からの掛金・保険料は口座振替となります。「預金口座振替依頼書」のご記入をお願いします。

35歳以上の方は生命共済の
掛金が異なります。

親族・その他

本人
続 

柄

(日中連絡先)

学生の住所と
同じ場合

チェック

平成10年

平成11年

平成12年

平成13年

平成14年

平成15年

２００１年

２００２年

２００３年

１９９8年

１９９9年

２０００年

※１ご登録の携帯番号には、お電話の他にショートメールによるご連絡を行う場合があります。
※２扶養を受けていない場合は、生命共済のBF型・就学費用保障保険にはご加入いただけません。

19W型

◆大学生協の学生組合員が申込むことができます。◆生命共済の申込者を被共済者（保障対象者）とします。
◆学生賠償責任保険・就学費用保障保険の申込者は被保険者（保障対象者）とします。
◆契約申込者（学生）本人がご記入ください。　◆個人情報の取扱いについて同意します。

☆

私は、「大学生協の学生総合共済」の「重要事項説明書」の内容を理解・確認のうえ

ⅰ）★契約申込者（学生）の
　　　　他の保険（共済）契約

契約申込者（学生）の他の保険（共済）契約

※告知事項にご回答の際は、重要事項説明書をご参照ください。

ⅲ）★☆職業の種類または職種

入学年月 年３月年４月
４月以外に入学・３月以外に卒業
される方は訂正してください。

関学生協の 今 が分かるスマホアプリ「kgcoop today」をご利用ください。
各店舗の営業時間をリアルタイムで確認できる他、お得なクーポンや
食堂・コンビニのおすすめメニュー、各キャンパスでのイベント情報もチェックできます。

iPhone 版
ダウンロード

Android 版
ダウンロード

ご注意ください

金融機関名等を訂正する場合は、
訂正箇所全てに二重線を引き、
取扱金融機関への口座届出印を
押してください。
（修正液は無効です）

●印鑑相違に注意！

印鑑相違が大変多くなっていますので、印鑑を押す前にもう一度、
取扱金融機関への口座届出印であることをご確認ください。

農林業作業者、漁業作業者、採鉱・採石作業者、
自動車運転者(助手含む)、建設作業者、木・竹・
草・つる製品製造作業者および以下の「特別危険
な職業」(これらと同程度またはそれ以上の危険な
職業を含みます。）
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競
争選手、自動車競走選手、自転車競走選手（競輪
選手)、モーターボート(水上オートバイを含みま
す。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含
みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラー
ゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士等

○

６７７２１９

※１

※１

※２

（切り離し無効）

消せるボールペンは無効です かい書体で明瞭にご記入ください

関学生協では授業実施期間の毎週月曜日、メールマガジン「関学COOＰ-ON！」で食堂メ
ニュー・教科書販売・セール情報などの情報を発信しています。また、ご登録の際に入学年
度を２０１９年でご登録いただいた方には、２０１８年12月頃より新入生向けの入学準備号も
お届けします。ご入学前からご入学後も役立つメールマガジンにぜひご登録ください。

２
０
１
９
年

２
０
１
９
年

２
０
１
９
年

アルバイトの場合は「なし」とみなす

あり

他の保険（共済）
合計

この申込書で加入する②③④の他に、契約
申込者（学生）を保障対象者とする傷害共
済（保険）等に加入している場合は「あり」を
〇で囲み、他の保険・共済の傷害後遺障が
い保障金額の合計額をご記入ください。
いずれにも記載がない場合は、他の保険   
（共済）契約がない旨の告知とみなします。

　

契約申込者（学生）には継続して従事してい
る職業がありますか？（アルバイトの場合は
「なし」とみなします。）

「職業の種類または職種」および、「従事して
いる職業が　　　　　の職業に該当するか否
か」をお答えください。

   

1

就学費用保障保険
加入申込書

卒業予定年月

●

被共済者・被保険者(学生）契約者本人です。※被共済者が異なる場合は添付する「被共済者の確認および同意書」の通りです。

●
（Ｙ） （Ｍ） （Ｄ）

実家から
通学

一人暮らし

加入申込書ご提出にあたり、ご本人様の控えとして、コピーをお取りください。

　学生賠償責任保険は学生・こども総合保険、施設・生産物賠償責任保険のペット
ネームで、三井住友海上火災保険会社が幹事会社としてお引き受けいたします。
　就学費用保障保険は総合生活保険のペットネームで、東京海上日動火災保険
株式会社が幹事会社としてお引き受けいたします。

私は、学生賠償責任保険、就学費用保障保険の「重要事項説明書」および
「ご加入内容確認事項」を理解・確認のうえ、団体契約に

３

４

学生賠償責任保険申込欄

就学費用保障保険
     申込欄

どちらかをお選びください

一人暮らし特約あり

一人暮らし特約なし

19HK

19H

19W

加入口数（15口まで）

実家から通学の方は一人暮らし特約ありの
学生賠償責任保険にお申込いただけません。

告知事項 B 契約申込者（学生）の他の保険（共済）
契約、および職業についてお答えください

契約申込者（学生）の職業

なし あり

就学費用保障保険

学生賠償責任保険

2020年3月31日
まで

2020年4月1日
午後4時まで

2020年4月1日
午後4時まで

生命共済健康状態に関してお答えください

契約申込者(学生）が次のいずれかに該当する場
合は、「該当する」を〇で囲み、発病日または手術
予定日、および病名をご記入ください。
（１）現在、病気により入院している。
（２）現在、病気により1年以内に入院または　　
　　手術するように医師より診断されている。

告
知
事
項
Ａ
～
Ｂ
は
右
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す

（　　　　　　　）

※今回告知された病気については、申込日（掛金払込日）
　より１年の経過後からの保障となります。

契約申込者（学生）の他の保険（共済）契約、
および職業についてお答えください

※ 従事する職業が別表に該当する場合は、③④には
　　ご加入いただけません。

契約申込者（学生）の職業の有無

ⅱ）の回答が「あり」の方へ

ⅰ）

ⅱ）

ⅲ）

２年目からの掛金・保険料を口座振替とすることにより契約
は卒業予定年まで自動継続します。預金口座は扶養者の口座
を登録することをおすすめします。
契約申込者（学生）の口座でも登録できます。

●

◎下記の扶養者が生命共済の学業継続支援特約・就学費用保障保険の対象者です。

扶養者の死亡の原因となった病気が
保障開始日より前に発生していた場
合は、保障対象外となりますのでご注
意ください（ただし、保障開始日から
その日を含めて１年を経過した日の翌
日以後に死亡した場合を除きます。）

※ 傷害後遺障がい保障とは…急激かつ偶然な外来の　
　　事故により傷害を被り、その直接の結果として後遺
　　障がいを負った場合に支払となる保障をいいます。

組合員登録申込書
を生協に提出

２種類の手続きが必要です。

オンラインストアで
「ずっと安心コース」のお申込み

右の２つの
用紙の提出。

生協から送られて
きた振込用紙にて
コンビニ（郵便局）
で48,000円お支
払い

上記Ⓐ１回のみの受取となります。
残高が少なくなった場合はチャージをお願いします。
（P5下部参照）

毎月の「残高確認日（P5参照）」のプリペイド
残高が20,000円未満となった月は、翌月２日頃
に、食堂・購買各店のレジにてチャージできて安
心・便利です。（P５～７参照）

３Ⓑの２つの用紙提出
のタイミングにより、
左記48,000円と同時
になる場合と、後日別
途1,000円チャージに
なる場合があります。

生協レジで
入学前チャージ分受取り

生協レジでプレミア電子
マネー1,000円分受取り

不在届・再配達依頼の必要がない
普通郵便でお送りします。

組合員証の発行
〜お渡し

▲

郵送・お渡しした時点で
カード内の金額は0円です。

▲ �

この時点で�
ICプリペイド
（電子マネー）
に48,000円が 
入金される

カード内残高
0円

5- A 5- B

4

3

組合員登録用紙を提出して
いただかないとIC組合員証
が発行できません。

IC組合員証発行後
でも4月7日（日）
までは関学生協オ
ンラインストアでお
申込いただけます。

Ⓐ入学前チャージ Ⓑ定期チャージサービス
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スタート は　い いいえ

組合員登録は新入生全員必要
です。登録いただかないとＩＣ組
合員証の発行ができません。
お早目にご提出ください

３月２3日頃に扶養
者様ご住所あてに
郵送します。

４月1日、2日入学
式当日、窓口にて
直接お渡しします。

４月3日以降、各
キャンパスでお渡
しします。

生協に到着後１０日
前後で学生様ご住
所に郵送します。

教科書購入・キャンパスライフ
のスタートに間に合うようお
急ぎください

組合員登録申込書を
生協に出した

上記のタイミング以降に
生協に出した

3月13日 生協必着

3月19日 生協必着

3月25日 生協必着

IC組合員証を入学式までにお渡しする為には、3月19日生協必着で組合員登録申込書を送っ
てください。IC組合員証は4月1日から食堂やショップでの購入にご利用いただけます。教
科書の販売は4月初旬より始まり、その購入にもご利用いただけます。

理工学部、総合政策学部、教育学部の方が対象です。
上記3学部以外の方もお渡しできます。
場所：西宮上ケ原キャンパス　学生会館新館
　　　食堂BIG�PAPA前特設カウンター
時間：11時～17時
※�聖和短期大学の方は、随時ご自宅へ郵送いたします。

4月2日以降は、
▶理工学部・総合政策学部の方は、
　生協Toy�Boxにて10時30分～17時30分
　（月～金　土日を除く）
▶教育学部の方は、
　西宮聖和キャンパス　６号館　ショップforêt（フォレ）にて
　10時～16時（土は～13時30分）

神学部・文学部・法学部・経済学部・社会学部、
商学部・人間福祉学部・国際学部の方が対象です。
場所：西宮上ケ原キャンパス　学生会館新館
　　　食堂BIG�PAPA前特設カウンター
時間：11時～17時

◉あなたのIC組合員証受取りは、いつ？どこで？

4月1日 入学式 4月2日 入学式

4月3日〜5日
�西宮上ケ原キャンパス　各学部の方
　場所：学生会館新館�食堂BIG�PAPA前特設カウンター
　時間：10時30分～14時
　それ以外の時間は　生協総務部　10時～17時

できる限り教科書購
入までにお渡しでき
るよう郵送と手渡し
に分かれています

IC 組合員証 窓口でお渡しの場合

IC組合員証のお渡しについて

上記お渡し方法についてはハガキでも別途お知らせする予定です
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お手元にIC組合員証が届いてから必ずご登録ください

大学生協マイページをご利用いただくには、パソコンまたは携帯電話のメールアドレスのいずれ
かが必須となっています。お持ちでない方はメールアドレスを取得後、登録をおこなってください。

◉パソコン・スマートフォンから登録してください。

2 ID欄に❷組合員本人の場合はIC組合員証
に記載の12ケタの組合員番号を、保護
者の方の場合は12ケタの組合員番号+p
（半角小文字）を入力してください。
学生本人入力例：677212345678
保�護�者�入力例：677212345678p

4 ❹登録情報画面が表示されますので、指
示に従って登録します。

3 パスワード欄には❸組合員本人の生年月
日を西暦（YYYYMMDD)で入力してく
ださい。（例：19990101）

5
入力が終わりました
ら利用規約を確認し、
❺「利用規約に同意
します。」にチェック
して「登録内容確認」
ボタンをクリックし
てください。

1
URL https://mp.seikyou.jp/mypage/Static.init.do

URL https://mp.seikyou.jp/mypage-sp/
Static.init.do

※スマートフォンの方はこちら

大学生協マイページ で 検索 6

※�ご利用に関するご案内をメールにて送信します。必ず
『@klas.seikyou.jp』と『@mypage.seikyou.ne.jp』
からのメールは受信できるように設定してください。

※�ご入学後1年を経過してログインされていない場合は
上記IDとパスワードは削除されます。その際は「初
めてご利用の方」または「初めてご利用の方（保護
者）」からIDを取得してください。

登録内容が表示されますので、内容を確
認して間違いなければ❻「登録」ボタン
をクリックしてください。

注 意

スマホ
PC

❷
❸

❷❸

❹

❺

❻

大学生協マイページ利用開始の手引き
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大学生協マイページでは、学生本人様の様々な利用履歴等を閲覧することが可能です。
ただし、個人を特定できる利用のみ集計しておりますので、現金払い等は履歴や金額には含ま
れません。

◉ログイン後TOPページ
❶ 学生本人様のカードに残っている大学生協電子マ
ネー及びポイントの残高がわかります。残高は前
日営業日時点のものです。（ポイントとは生協で
様々な商品を購入された際に付与されるものです。
100ポイント貯まると自動的にチャージされま
す。一部ポイントの付かない商品もございます。）

❷ 未受取プリペイド残高とは、振込または口座引き
落としによる入金分です。ここに金額が残ってい
る場合は生協店舗レジにてチャージできます。チ
ャージ後、❶のプリぺイド残高に反映されます。

❸ 累計利用金額では、ICプリペイド（電子マネー）
でご利用いただいた金額がわかります。累計獲得
ポイントは、今迄に何ポイント分の還元を受けた
かがわかります。

❹ 購入/入金履歴では、生協における利用の履歴が
13か月分までさかのぼってみることができます。

❺ 関西学院大学生協ではミールカードおよびWebポ
イントを設定しておりません。この機能を使用す
ることはできません。

❻ 登録情報の確認・変更では、パスワードや登録した
メールアドレス等が変更できます。また、定期チャ
ージサービス（口座引落サービス）の利用停止と
各種お知らせメールの送付先の変更が行えます。

❼ 紛失、盗難時にはご自身で利用停止が可能です。
❽ 指定口座から定期的に引き落とし、電子マネーを
チャージできます。毎月の仕送りとしてご利用い
ただけます。（保護者用の大学生協マイページから
お申込できます。）
【重要】プレミア1,000円のつく「ずっと安心コース」はマ
イページからではなく「関学生協オンラインストア」よりお
申込みください。

❾ 電子マネーの追加チャージ手続きができます。手
続き番号にもとづきコンビニ（セブンイレブン不
可）にてご入金ください。翌々営業日には生協店
舗で電子マネー受取可能です。

� 生協からのお知らせでは、さまざまなフェアやチャ
ージサービスに関するお知らせ等が表示されます。

� ICプリペイド利用状況では、当月1か月間の利用
状況の集計結果が表示されます。詳細情報は購入
/入金履歴画面で確認することができます。

� 生協のご利用状況では、当月1か月間の書籍や食
事などの集計金額が表示されます。詳細情報は購
入/入金履歴画面で確認することができます。

『@klas.seikyou.jp』と『@mypage.seikyou.ne.jp』か
らのドメイン指定の解除をしていただき、メールが受取
れる状態にしてください。

携帯電話・スマートフォンなどメールを受信される方へ

❶

�

�

�

❷

❹

❸

❺

❻
❼
❽
❾

大学生協マイページの使い方

口座引き落とし等の通知は大学生協
マイページにご登録のメールアドレ
ス宛にお送りします。必ずご登録く
ださい。（左ページ）



ICプリペイド付組合員証の説明書

各キャンパス
の窓口

西宮上ケ原キャンパス 生協総務部  0798-53-7001／ 西宮聖和キャンパス ショップ forêt（フォレ）  0798-51-3271
神戸三田キャンパス Toy Box  079-565-7676

IC組合員証には ICプリペイド（電子マネー）の機能が付いています。《以下 ICプリペイド（電子マネー）は�
ICプリペと表します》ご利用にはまず ICプリペをチャージしてからお使いください。
また、残高やご利用内容の履歴を確認できる大学生協マイページにもご登録ください。
（「大学生協マイページ利用開始の手引き・使い方」をご参照ください。）

5万円です。

◉カードにチャージできる上限は

初回および残高が少なくなった場合は、下記の生協店舗のレジにてチャージすることができます。
店舗のレジ担当者に「ICプリペを○○円チャージします」と言って、○○円をお預けください。
レジ精算の際、カード残高が不足した場合は、不足額を現金でお支払ください。
その際に、お預かり金額から釣り銭相当をチャージすることもできます。
　　例）カード残高180円　商品合計520円　不足額340円　⇒　5,000円預り　4,660円釣り銭（チャージ）　⇒　カード残高4,660円

その他のチャージ方法として、専用チャージ機をご利用ください（設置店舗は下記の店舗名に※印）上ケ原1台、神戸三田2台

◉ICプリペのチャージ方法

▲

西宮聖和キャンパス�【このキャンパスには生協食堂がありません】
�6号館�西宮聖和キャンパス店�forêt（キャンパスコンビニ）

（※全食堂とも利用形式は　ご自身でトレイに料理を選択・組み合わせた後に会計精算をおこなうカフェテリア方式です）
（各店舗の営業時間は関学生協のホームページ、スマホアプリ�kgcoop�today�でご確認ください。）　※専用チャージ機設置店

▲

西宮上ケ原キャンパス
【食　　堂】
BIG�MAMA　
BIG�PAPA

【喫　　茶】
OFF�TIME
Robbin�Hood’s（テイクアウト弁当の店）

【ショップ】
KGフォーラム店※（購買・書籍・旅行サービス）
POCKET�MAMA（フードコンビニ）
第5別館�LaLa�Quinto（キャンパスコンビニ）
中央講堂�Central�Pocket（キャンパスコンビニ）

▲

神戸三田キャンパス
【食　　堂】
Lunch�Box※
Fresh�Box

【ショップ】
Toy�Box※（購買･旅行サービス･書籍･住まいの紹介）
�第三厚生棟�Colorful�Box（フードコンビニ）
アカデミックコモンズ�CRESCENT�cafe

◉ICプリペの使えるお店は

ご利用に応じてポイントが付きます。商品の分類によって付加されるポイントの率が異なります。（下表をご参照ください）

▲

10円につき0.12ポイントが付くもの　※10円未満はポイント対象外（たとえば390円→4.6／399円→4.6／400円→4.8）
食堂メニュー全般／お弁当／おにぎり／袋入りパン／焼きたてパン／サンドイッチ／飲料／デザート／アイスクリーム／テイクアウトフーズ▲
10円につき0.1ポイントが付くもの　※10円未満はポイント対象外（たとえば390円→3.9／399円→3.9／400円→4.0）

文具／書籍／パソコン・関連商品／日用品・雑貨／衣料品／電化製品／化粧品／KGマーク入り商品／お菓子／カップ麺／カップスープ／一般食品▲

ポイントが付かないもの
各種旅行／語学研修／自動車教習所／スタディガイド／資格検定・講座／コピーカード／ iTunesカード等／切手等官製品／名刺等印刷依頼／
証明写真・DPE／たばこ／バス券／国際学生証／レンタル用品／各種チケット／レンタカー／宅急便／図書カード／電子書籍

◉ICプリペで購入・利用いただける商品分類とポイントについて

ご利用いただいた店舗でのレシートに❶プリペイド残高とポイントの累積点が表示されております。
100ポイントたまるとレジでの精算時に、自動的にICプリペに加金されます。（❷オートチャージ）

◉ICプリペの残高は

▲

盗難・紛失に気がつかれましたら
大学生協マイぺージからご自身で利用停止が可能です。
または、すぐに各キャンパスの窓口にてお手続きください。
　①利用停止の依頼をしてください。
　②�カードが見つからない場合は、IC組合員証の再発行を依頼してください。�
カードの再発行には、所定の発行手数料（1,100円）がかかります。▲

ICプリペイド（電子マネー）残高の保障について
利用停止のご依頼をいただいた日の翌日よりICプリペイド（電子マネー）が使えない状態になります。
この時、カード内に残っている残高は、新しいIC組合員証が届き次第、残高金額の全額を移行いたします。
※�但し、カード利用停止のご依頼をいただいた日までの第三者による不正等があった場合、保障できませんので、�
紛失・盗難には十分お気を付けください。

◉IC組合員証の紛失・盗難・カードの再発行について

❶

❷


