保護者の方と一緒にご覧ください

重要

2022 年度

生協加入のご案内
入学手続きとあわせて 生協加入手続き をお願いします。
生協 は 安心・安全 な 大学生 活 をサポートします。

1

Point

Point

生協のお店・食堂は
生協加入者が
利用できます。

2

Point

3

生協の出資金は
卒業時に
返還されます。

教科書・辞書等

10％OFF
（一部対応外あり）

加入手続きは下記の期日までにお済ませください。
㊟ 生協加入をされた方のみ、入学準備のための様々なご案内をお届けします。手続きはお早めにお済ませください。
●

総合型・
学校推薦型
2022

10

2/

大学入学共通テスト
一般入試（前期・中期）

大学入学共通テスト
一般入試（後期）

2022

25

3/

木

まで

2022

4/

金

まで

5

火

まで

◎期日を過ぎてしまった場合、入学式までに組合員証の発行が間に合わないことがあります。
◎教科書購入や食堂の利用など、開講までに組合員証がないと不便です。早めのお手続きにご協力ください。

加入
入手
手 続 き は W e b から
か ら 《 Web申込＋ クレジットカード or コンビニでお支払い》
※Web等で申し込みが出来ない方は生協にご連絡ください。

お申し込 み
みは
は

ステップ
3つのステップ

1

2

3

生協の
ホームページで

クレジットカード
or
コンビニでお支払い

生協組合員証

加入登録

教科書購入
学食利用
etc…

Get !!

東洋大学生活協同組合
お問い合わせはお気軽にどうぞ

TEL 03-3943-9603

受付時間

平日 12：00〜16：00 土・日・祝日休業

E-mail : toyo.honbu@univ.coop

「 新入 生 応 援 サイト」に
今 すぐアクセス！！

大学 生
活や
入学 準
備のこ
とは

先 輩が

教えてく
れる

入学 準
ぜひご

備説明

くは裏
表 紙を
ご 覧く
ださい

東洋大学生協

新入生

会

参加く
ださい
詳し

新入生、保護者
●

の皆様へ

生協でお待ちしています!

新入生の

みなさん、こんにちは。
受験勉強から解放されると大学生活
に向けて準備を進めることになりますね。
大学生になると、中学、高校の生徒
であった時よりもずっと自律的に振
る舞うことが求められるようになります。
決められた時間割に沿って学習するの
ではなく、自分で時間割を組み立てて主
東洋大学生活協同組合 体的に学ぶことから大学生としての授業
理事長 紀 葉 子 が始まるように自由の範囲が広がります。
（社会学部 社会学科 教授） 自由という言葉に決まりごとが多い高
校生活から解き放たれてときめく一
方、不安の棘がちくりと胸に刺さることもあるのではない
でしょうか。「大学生活に必要なもの、ちゃんと揃っているか
な？」そんなみなさんの不安の解消のお役に立てるのが東洋
大学生活協同組合
（生協）
です。
スマートフォンというデバイスとともに成長してきたみな
さんにとってパソコンは不要に思われるかもしれませんが、
学生生活、就職活動、その先の就労環境においてパソコン操
作が求められる場面は少なくありません。大学生活に必要な
機能を備えたパソコンを推奨させていただいていおります。
また、教科書をはじめとする書籍やレポート作成等で必要と
なる文具類の販売を通してみなさんの学修を支えるとともに、
TOEICやTOEFLをはじめとした各種資格試験の申し込み
や運転免許を取得するための教習所、卒業式の晴れ着である
袴のレンタルの窓口も生協が担っています。みなさんの大学
生活全般に寄り添いながら生き生きと輝くためのお手伝いを
させて頂く生協でありたいと創意工夫を重ねています。
生協は学生、教員、職員の出資によって運営されています。
みなさんから入学時にお預かりする出資金は卒業時にお返し
いたしますので、入学準備期間は何かと物入りとは存じます
が、生協に加入して、大学生活を支える輪として手を繋いで
ゆきましょう。

みなさん、

生協
●

ご入学おめでとう
ございます。
皆 さんこんにちは！ご入学 おめでとうござ います。
私たち東洋大学生協学生委員会は、生協を利用され
る皆さんがより良い学生生活を送れるように日々活動
しています。コロナの影響によって活動に大きな制約
が課せられ今年度は一から活動を考えています。新入
生の皆さんをサポートする取り組みとして「入学準備
説明会」や「新入生歓 迎会」を企画しています。その
他にも新入生向けの各種お役 立ち情報をホームペー
ジやSNSで発信するなどして少しでも皆さんの負担
を軽 減し安心して生 活できるように応 援しています。
これら の 活 動 は 全て 組 合 員の 皆 さん のご 協 力に
よって成り立っています。皆さんからお預かりした出
資金を基にして運営を行い充実した生活をサポートし
ます。運 転 免許や資格を取得から普段の生 活の日用
品まで様々なサービスが組合員価格で利用できます。
出資 金は卒業時に全額 返金いたしますのでご安心く
ださい。
それでは東洋大学生協一同、皆様のご入学を心より
お待ちしております。

法学部 企業法学科 3 年
東洋大学生協 白山学生委員会委員長

は組合員の出資金で
運営されています

ဃңƸܖဃȷᨈဃȷᎰՃƕЈƠӳƬƨЈưᢃփƞǕŴኵӳ
ՃƷܖဃဃǛǵȝȸȈƢǔƨǊŴኵӳՃƷ٣ǛǋƱƴቔȷ
ؘȷទᝰȷȗȬǤǬǤȉƳƲƷʙಅǛƓƜƳƬƯƍǇƢŵဃңƸɟ
ʴƻƱǓƷЈƱӋьưǓᇌƬƯƍǇƢŵ

出資金は10口 10,000円をお願いしています。
卒業時に全額返還いたします。
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鈴木 翔太

生協のしくみ

出

資

利

用
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大学生活のサポート
●

は
東洋大生協におまかせください

東洋大学生協は、消費生活協同組合法に基づき、1974年に設立された学生・院生・教職員のための福利厚生組織で
す。ご加入時に出資金をお預かりし、その出資金により運営しております。
大学と連携して「教科書販売」をはじめ大学生活での「学び」「健康的な食生活」「資格取得やキャリアアップ」等や
入学準備のサポートを行っています。

ご卒業
出資金を
返 還いたします。

振袖・袴も
ご案内します

ご入学
生協加入 出資金
10口 10,0 0 0円
学生総合共済へのご加入を
おすすめします。

パソコン購入

資格スクール
TOEIC
キャリアアップ
運転免許
語学留学
海外旅行

ご入学から
ご卒業まで
サポート
生協食堂
食事のご提供

大手スーツ専門店と提携しています
ので割引クーポンで購入できます。

教科書購入
10％OFF
教 科 書・専 門 書から雑 誌、
文庫・一般書まで10％割引
で購入できます。

文具・日用品
パン・お弁当
おにぎり

↓ 川越食堂

生協をご利用いただくためには、生協加入手続き等を行っていただくことが必要です。
出資金は卒業時に全額返還いたします。
ご入学後、教科書等のご利用がはじまりますので、加入の手続きはお早めにお願いいたします。

生協は 学生どうしのたすけあい の取り組みを応援しています。
新入生歓迎会
ƋƨǒƠƍဃǛᡇƑǔƴƋƨƬƯŴː᧓ƮƘǓƴɧ
ܤǛǋƭʴǋݲƳƘƳƍưƠǐƏŵૼλဃടᡇ˟Ტဃ
ңܖဃۀՃ˟ɼ͵ᲣƕӐᢋƮƘǓƷئƱƳƬƯƍǇƢŵ

生協 の
活動 の
ご紹介

食生活相談会

楽しく充実した大学生活を送
るための「仲間づくり」、安心・
安全な生活のための「病気・
ケガの予防活動」・「健康づく
り活動」など多方面から学生
をサポートしています。
詳しくは、東洋大生協 H Pをご覧ください。［
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https://toyocoop.jp
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入学前にすぐやる９っのこと
●

1

生協加入手続き

※組合員証呈示で教科書購入が 10％OFF になります。 時期に合った様々な
入学準備情報をお届けしますので、お早めのご加入をおすすめします。
※京北高校からの内部進学生の方は、改めてご加入いただく必要はありません。４月以降、生協窓口でお手持ちの出資証書と
交換いたします。

まずは東洋大生協 新入生応援サイトの
申込みフォームへアクセスしてください。

「新入生応援サイト」に今すぐアクセス ! !
東洋大学生協 新入生

東洋大生協
新入生応援サイト

STEP

https : //toyocoop. jp/admission/

ご案内

1

STEP

STEP
加入Webシステム
ご利用上のご注意
等を確認いただき
ます。

2

各項目をご確認いた
だ き、□ にチェック
を入れてください。

メールアドレス登録

3

STEP

お申込み前のご確認

このメールアドレスへお申込 用URLをお送りし
ます。手続きをなさる方のメールアドレスを入力
してください。
（ご扶養者様のメールアドレスでも構いません。）

お申込用URLをメールで受信

4

届いたメールのURLをクリックします。

メール受信後、1時間以内にクリックしてください。

STEP

基本情報入力

5

加入者情報、ご扶養者様情報を入力します。
※ご扶養者様住所について
契約関係書類の送付先となります。
日本国内で、書類を確実に受け取れる住所をご登録ください。
ご扶養者様が海外赴任・単身赴任等の場合も、ご扶養者様の
留守宅等の日本国内住所をご登録ください。

04■加入手続きのご案内

STEP

入力内容確認

6

OK

内容を変更する箇所があれば
「修正」をクリックします。
問題がなければ「初回決済方
法選択へ」をクリックします。

STEP

7

お支払い
生協出資金の支払い方法を「クレジッ
ト精 算 」または「コンビニ払 い 」から選
択します。

クレジットカード精算の場合
注意！

コンビニ払いの場合
ご希望のコンビニを選択し、
指 示にしたがって進めてく
ださい。

間違えると
先に進めません!

コンビニ各社によって、支
払いの手順が異なります。

・生年月日はカード名義人の生年
月日を入力してください。
・有効期限はカード記載の期限を
入力してください。
・セキュリティコードはカードに
記載されているものと一致して
いるかご確認ください。

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
すぐにお申込みをする場合

2

送信日より6日以内に
お支払いください。

⇒ 明朝6時以降に再度お申込みください。
⇒ 異なるメールアドレスを使用し、お申込みください。

東洋大生協 サイト利用登録
サイト利用登録フォームへ入力
まずは、東洋大生協ホームページの新入生応援サイトバナーから、
「東洋大生協 サイト利用登録」フォームへアクセスしてください。

新入生応援サイトの
ページが開きます

新入生・受験生の方

東洋大生協

検索

https : //toyocoop. jp

ここをクリック
ここをクリ
ク！

※新入生応援サイトは昨年の画像です。

詳しくは、東洋大生協 H Pをご覧ください。［

https://toyocoop.jp
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3

入学準備説明会・新入生歓迎会
新入生と保護者のための入学準備説明会

2019年度の入学準備説明会の様子

2019年度のブース説明会（パソコン）の様子

場

所：対面 or Web開催

内

容：東洋大生の生活、入学前にすべきことを先輩が説明、
キャンパスツアー、ブース説明会（食、パソコン、資
格、語学・留学、生協加入など）

「新入生応援サイト」に今すぐアクセス ! !
東洋大学生協 新入生

申込方法：12月下旬より、東洋大生協新入生応援サイトにて
受付開始

新入生歓迎会
場

所：対面 or Web開催

内

容：新入生同士・新入生と先輩とのつながりづくり

申込方法：2月上旬より、
東洋大生協新入生応援サイトにて受付開始

4

「新入生応援サイト」に今すぐアクセス ! !

生協推奨パソコン

東洋大学生協 新入生

大学推奨仕様のパソコンをご提案します
さらに「壊さない」と思っていても・・・
４年間の大学生活、何が起こるかわかりません
生協推奨パソコンは、４年間安心して使い続けていただけるよう、
保証を充実させ、お困りの際にもすぐに手助けできる万全のサポートをご提供します。

『安心』の４年間メーカー
保証&修理中代替機

無料貸出サービス

『壊した』ときの
４年間動産補償
困ったときは

４年間対応の
ウイルス対策ソフト
06■加入手続きのご案内

『大学生協に
すぐ相談』

5

「新入生応援サイト」に今すぐアクセス ! !

語学学習

東洋大学生協 新入生

東洋大学は文部科学省｢スーパーグローバル大学創成支援(タイプB)｣に採択
グローバルな世界で成功するためには語学だけではありませんが、まずは一つのツールとしての語学力が求められ
ます。東洋大学は英語教育に力を入れているため、様々な語学プログラムやTOEICやTOEFLなど語学力を試す試験
を多数実施しています。 その英語学習ために最適な教材を紹介します。
英語学習アカデミックパック TOEICスターターキットPlus
新入生のために大学生協とアルクが共同で開発した教材です！ アカデミックパックは単なるTOEICの対策教材ではなく、使える英語を身につけるための
一歩となります。企業や大学院・研究機関などで必要とされる英語を身につけるには、3年生や4年生になっ
てから始めたのでは間に合いません。4年間の第一歩は今からこのキットで始めましょう。

大学の授業に適した電子辞書を使いましょう! !
電子辞書は授業や試験対策、語彙力アップに欠かせません! 大学生になったら大学生用の電子辞書を活用して
語学スキルをアップさせよう! 大学生協の電子辞書は在学中安心してお使いいただけるよう最長４年間の在学
中保証、修理の時も学割料金となっています。

6

「新入生応援サイト」に今すぐアクセス ! !

運転免許・資格

東洋大学生協 新入生

TOEIC･TOEFL受験

WEB資格講座

東洋大学のキャンパスで実施する
東洋大学学生が対象の試験です

いろいろな資格にチャレンジして
就職でアピールしたい方

スタディサプリENGLISH

パソコンスキルアップ講座

英語力をつけ、TOEIC高得点で
海外留学や就職試験に差をつけたい方

パソコンを使いこなせる大学生に
なりたい方

大学生世代の
82.3％が免許を保有しています!
્ඉ

 お得！ コンビニや、直接教習所へ申し込むより安い。

્ඉ

 優先予約！

્ඉ

 安心！ 卒業するまでサポートだから安心です。

7

一般よりも技能予約が優先的に取れます。(首都圏)

「新入生応援サイト」に今すぐアクセス ! !

入学準備

入学式用スーツと
東洋大オリジナルグッズ

スーツ専門店と提携
特別クーポンでお得に購入できます！

4 入学式になにを着ましたか？

関東圏の大学生の300人を対象にアンケートを実施

現役大学生に入学式の服装についてアンケー
トを取ったところ、約 9 割の人がスーツとい
う結果。人気の色は定番の黒やネイビー。女
性は白やピンクも人気でした。

東洋大学生協 新入生

東洋大学生協オリジナルグッズを販売しています。
お祝い返しや入学の記念にどうぞ！

東洋大学生協オリジナルグッズ人気ランキング

人気 No.1 東洋大クッキー
¥1,317（税込）

人気 No.2 東洋大地ビール（6 本入り）
¥3,900（税込）

東洋大学生協
オリジナルグッズは
オンラインショップで
販売しています。
人気 No.3 東洋大ワイン（赤 or 白）
1 本 ¥2,600（税込）

加入手続きのご案内■07

8

「新入生応援サイト」に今すぐアクセス ! !

教科書・教材

東洋大学生協 新入生

教科書を組合員価格（定価の10％OFF）で
購入していただくためには、東洋大学生活協
同組合にご加入いただく必要がございます。

9

「新入生応援サイト」に今すぐアクセス ! !

学食パス

東洋大学生協 新入生

（川越キャンパスのみ）

大学生の食生活システムサポート「学食パス」
お手持ちの交通系ICカードが学食パスにチェンジ！
更にプレミアムもつきます！

「学食パス」はこんなに便利です
❶入金されたお金は学食専用の食費として使われます。 ❹マイページで食生活をチェックできます。
❺現在お持ちの交通系ICカードが使えます。
❷財布を気にせずメニューを選べます。
❸キャッシュレスでレジ通過がスムーズです。

❻入金はお近くのコンビニでできます。

生協の新学期企画のご案内
12月下旬より
申込開始

２月上旬より
申込開始

今すぐアクセス !!
東洋大学生協

入学準備
説明会

今すぐアクセス !!

新入生

参加お申し込みはWebサイト
よりお願いします。
定員になりしだい締め切らせ
ていただきます。

大学生活をはじめるにあたっての
様々な不安・疑問に
先輩たちがこたえます。

東洋大学生協

新入生
歓迎会

新入生

参加お申し込みはWebサイト
よりお願いします。
定員になりしだい締め切らせ
ていただきます。

友だちづくりをお手伝いします。
生協学生委員がたのしく盛り上げます。
毎年、大勢の新入生が参加しています。

■ 個人情報保護方針・定款
東洋大学生活協同組合 個人情報保護 方針・定 款は、
生協のホ−ムペ−ジに全文掲載しています。是非ご覧ください。

「 新入 生 応 援 サイト」に
今 すぐアクセス！！

https://toyocoop.jp/
東洋大学生協

新入生

