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おいしいおすすめ！冬メニュー！

卒業予定年を迎えられる組合員の皆様へ

大学生協の引越プランのご案内

年末年始休業のお知らせ

2021年度の経営状況を掲載しています

新社会人Naviのご案内

※一部の店舗では実施していないメニューもあります。全て税込価格です。※一部の店舗では実施していないメニューもあります。全て税込価格です。
※期間内に不定期でのご提供となります。※期間内に不定期でのご提供となります。

11月29日㈪
　～1月21日㈮
11月29日㈪
　～1月21日㈮

503円・503円・ 550円550円

白身フライ
中華野菜あん
白身フライ
中華野菜あん

198円198円

冬の惣菜コンビ冬の惣菜コンビ
110円110円

ミートソースチキンミートソースチキン
308円308円

豚汁頭脳うどん豚汁頭脳うどん
（大盛）（大盛）

470円・470円・ 517円517円
豚汁そば豚汁そば

（大盛）（大盛）

495円・495円・ 561円561円
唐揚とんこつラーメン唐揚とんこつラーメン

（大盛）（大盛）

＊＊＊生協からのお知らせ＊＊＊

おすすめ

「雪の妖精」
シマエナガ

＊学位論文製本を承ります＊
ご注文・お問い合わせは、
　　お近くの生協購買書籍店へ
ご注文・お問い合わせは、
　　お近くの生協購買書籍店へ

※通常コース（中６日～）が割安です。
　また仕様・タイトルが同じ物を通常コー
　スで５冊以上お申込いただくと割引にな
　ります。

※通常コース（中６日～）が割安です。
　また仕様・タイトルが同じ物を通常コー
　スで５冊以上お申込いただくと割引にな
　ります。

※追加加工が必要な場合は納期も追加されます。※追加加工が必要な場合は納期も追加されます。

大学生協の新社会人生活準備サポート

PC＆ビジネスマナー講座

Windows　富士通
LIFEBOOK UH

組合員価格(赤・白)165,000円
11/27以降ホームページから商品購入が可能です。
右記２次元コードからご購入ください。
お問い合わせはこちら → ☎0120-5489-41

iPad+ApplePencilセット

Corei7/メモリ8GB/SSD256GB
※4年間のメーカー保証・動産保険付き

iPad第9世代/SSD256GB
ApplePencil第1世代
※1年間のメーカー保証付き

組合員価格(スペースグレイのみ)

64,580円

ペーパードライバー教習 オーダースーツ展示会

詳細はこちら

新社会人Navi
2022年の4月に新社会人になる皆さん、4月から新しい生
活、新しい職場、新しい仲間･･･期待で胸が膨らむ一方、
「うまくやっていけるかな」と心配になることも多いので
はないでしょうか？

そんな皆さんのために、大学生協では新社会人生活準備
をサポートする各種企画を卒業までに継続的に開催しま
す。月に1回行なわれるオンラインガイダンスで実際に働
く社会人の東北大OBOGの声を聞きながら、自信を持って
4月を迎えられるように準備を進めていきましょう！

2022年の4月に新社会人になる皆さん、4月から新しい生
活、新しい職場、新しい仲間･･･期待で胸が膨らむ一方、
「うまくやっていけるかな」と心配になることも多いので
はないでしょうか？

そんな皆さんのために、大学生協では新社会人生活準備
をサポートする各種企画を卒業までに継続的に開催しま
す。月に1回行なわれるオンラインガイダンスで実際に働
く社会人の東北大OBOGの声を聞きながら、自信を持って
4月を迎えられるように準備を進めていきましょう！

2022年3月卒業予定の方向け

2022年進学予定の方向け

さぁ、
始めよう！

パソコン・iPadの
買い替えはいかがですか？
ご進学を機に、パソコンやiPadの買い替えはいかがですか？ 新生活サポートセンターでは、新院生向けに学業用品を取り揃えています。ご進学を機に、パソコンやiPadの買い替えはいかがですか？ 新生活サポートセンターでは、新院生向けに学業用品を取り揃えています。



※▲はﾏｲﾅｽです

（単位：千円）
2021年3月～10月累計比較損益計算書

WAKACO
MME

若栁専務の
一言コメン

ト

　後期授業が始まりましたが、前半2週間がフルオンライン期間となった学部もあり、来客数が増加
したのは10月後半からとなりました。対面授業の再開と合わせ課外活動も盛んにおこなわれ、川内
北キャンパスを中心に利用が増加しています。
　秋の教科書販売は、川内北キャンパスの特設会場にてText-itを使った事前予約にて行いました。
密を回避しつつお待たせしない運営に努め、大きな混乱なく提供することができました。皆様のご
協力に感謝申し上げます。
　全体のご利用状況が2019年度比で70%程度にとどまることから、現在も店舗の営業時間の短縮を
継続しております。組合員の皆様にはご不便をおかけしておりますが、学内人口の推移に合わせた
試験営業を行いながら利用動向を把握し、営業時間の延長を検討してまいります。ご所属の学部学
科、サークルなどでのキャンパス人口の変化の情報がございましたら店頭やweb上の一言カードや、
生協職員にお声がけいただきお知らせくださ
い。最新の営業時間については東北大生協
webページやtwitterなどでご案内致しており
ます。ご確認の上、ご利用いただけますよう
お願い致します。
　新しく食堂で心を込めて製造した「まごころ
手作り食堂便」シリーズを始めました。フライ
ドチキンやハッシュポテトなどのホットスナック
や味噌焼きおにぎりを購買店にて温かいまま
販売中です。今後、順次展開商品を増やして
まいります。お食事にプラス1品、小腹がすい
たときのおやつにもご利用いただける商品で
す。ぜひお試しください。
　引き続き厚生会館内でのマスク着用、手指
の消毒、食堂での黙食の徹底・短時間でのご
利用にご協力をお願い致します。

東北大学生活協同組合2021年度の経営

2021年度10月までの
経営状況について

10月まで累計数値でなんとか計画通り
の執行ができております。組合員の皆様
のお力添え、誠にありがとうございます。
beforeコロナと比較しますと組合員利
用は70%とまだまだ大きく減少してい
る状況です。
引き続き、利用・出資・運営・感染症対策
にご協力頂けますよう
お願い申し上げます。

10月累計の利用額が70%（2019年度比）まで回復しました！
（昨年のパンフレット）

▶ 学生総合共済（共済）の継続手続き

（川内北キャンパス共済センター☎022-221-0752）

2022年1月下旬より継続加入お手続き書類をご登録の扶養
者様住所宛にお送りいたしますのでご確認ください。

▶ 学生生活110番の継続手続き
川内北キャンパス厚生会館内にある共済
センターでお手続きください。

就職などで
県外への
引越に！

卒業
キャンパス移動で
市内から市内への
　お手軽引越に！

進級・進学 引越引越プ
ラ
ン
プ
ラ
ン

 大学
生協の
 大学
生協の

http://move.u-coop.or.jp

※ご利用にはお届けエリア、利用期間等などの条件がございます。詳しくは、チラシ、ホームページ等をご覧ください。

お申し込みは、Webで！
Web見積もりフォームへGO!

お引越の５日前がお申込み締切です。お申込み後、引越提携先よりお電話にてお見積もり内容をご連絡いたします。

対象の引越プランを
お申込み頂くと 「引越荷物一時預かりサービス」をご利用できます！「引越荷物一時預かりサービス」をご利用できます！

組合員の皆さまへ組合員の皆さまへ

年末年始休業のお知らせ年末年始休業のお知らせ

12月29日㈬～1月3日㈪

2021年度

　2021年は新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、多くの組合員の皆様の声と参加と利用によ
り明るい兆しの見えた1年でした。皆様からの温かいご支援、本当にありがとうございました。
　2022年もしばらくは感染症を意識しながらのキャンパスライフが続くことが予測されます。1日も早い終息
を願うばかりですが、東北大生協は感染症対策を徹底しながら、皆様の学内外での生活を支援し続けられ
るよう尽力してまいります。引き続き、皆様からの生協への利用結集をお願い申し上げます。

　2021年は新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、多くの組合員の皆様の声と参加と利用によ
り明るい兆しの見えた1年でした。皆様からの温かいご支援、本当にありがとうございました。
　2022年もしばらくは感染症を意識しながらのキャンパスライフが続くことが予測されます。1日も早い終息
を願うばかりですが、東北大生協は感染症対策を徹底しながら、皆様の学内外での生活を支援し続けられ
るよう尽力してまいります。引き続き、皆様からの生協への利用結集をお願い申し上げます。

東北大学生活協同組合　専務理事　若栁　恒太郎東北大学生活協同組合　専務理事　若栁　恒太郎

下記の期間を年末年始の休業期間とさせていただきます。
また、前後の期間において閉店、短縮営業となる店舗がございますので、ホームページ、店頭ポスター等でご確認下さい。
（12月中旬掲載予定）

年末年始休業期間

▶ 組合員登録の変更手続きが必要です

▶ 組合員証について（HagiCoカード＆Tuoカード）
引き続きご利用希望の場合は、所属等変更手続きの際に、延長の申請をお願いします。（新卒業予定年の１月まで引き落としが延長されます）

※加入登録時から住所が変更になっている場合は、合わせて住所変更手
　続きをお願いいたします。

＊月づきHagiCoプランご利用の方は、2022年１月の引き落としをもって終了予定です。

（プリペイド機能
　　及びミールカード   機能付き）

※ミールカードのご利用には別途お申込みとお支払いが必要です。
　詳しくは、川内の杜ダイニング事務所（tel.022-261-8919）へお問い合わせ下さい。

※
（クレジット機能あり）

（全国大学生協共済生活協同組合連合会 コープ共済センター　☎0120-16-9431）

※「生協脱退・所属変更申請書」でお手続きの場合は、返信用封筒で郵送、または生協購買店サービスカウンターへご提出ください。

右記項目の変更申請をお願いします ▶▶▶

HagiCoカードは進学・
就職されてもそのまま
ご使用ください。

Tuoカードをお持ちの方は22年
３月ご卒業時、一般カードに切り
替えになります。

カード会社より１月中にご案内が送付されます。
（届出住所宛）

■東北大学大学院へ進学される方
　 → 「学部生」から「大学院生」への所属・身分・卒業予定年の変更
■東北大学へ就職される方 → 所属・身分の変更
■学部生のまま卒業年が変更になる方 → 卒業予定年の変更

東北大生協ホームページの専用フォーム　　　　　　　よりお手続きください。

進学・就職で東北大学に引き続き在籍される方は
“所属等変更申請”が必要です

進学・就職で東北大学に引き続き在籍される方は
“所属等変更申請”が必要です

ご卒業・ご退職で東北大学を離れる方は“脱退申請”が必要ですご卒業・ご退職で東北大学を離れる方は“脱退申請”が必要です

（登録内容が変更されないままですと、入学時にお預かりした出資金返還のご
 案内が届かない場合がございます。ご面倒でも早めの手続きをお願いします。）

https://www.tohoku.u-coop.or.jp （スマホの方はこちらの２次元コードから）

卒業予定年を迎えられる組合員の皆様へ卒業予定年を迎えられる組合員の皆様へ卒業予定年を迎えられる組合員の皆様へ卒業予定年を迎えられる組合員の皆様へ

※卒業予定年を迎える組合員の保護者様宛に、必要書類一式を2021年12月末に郵送いたします。生協購買書籍店カウンターでもお渡し可能です。

三八五引越センター三八五引越センター

大学生協引越提携先

科目 2019年度実績 2020年度実績 2021年度予算 2021年度実績 19年度差 前年差 予算差

1 総供給高 3,385,302 2,164,458 2,327,087 2,368,318 ▲ 1,016,984 203,860 41,231
2 供給剰余 856,726 426,078 533,607 517,739 ▲ 338,987 91,661 ▲ 15,868
3 手数料収入 150,134 184,848 176,404 185,749 35,615 901 9,345
4 1,006,860 610,927 710,009 703,489 ▲ 303,371 92,562 ▲ 6,520
5 人件費 571,438 458,318 376,387 387,291 ▲ 184,147 ▲ 71,027 10,904
6 物件費 378,908 313,220 280,291 262,351 ▲ 116,557 ▲ 50,869 ▲ 17,940
7 事業経費合計（=5+6） 950,346 771,538 656,678 649,643 ▲ 300,703 ▲ 121,895 ▲ 7,035
8 事業剰余金（=4-7) 56,514 ▲ 160,611 53,331 53,846 ▲ 2,668 214,457 515
9 事業外収入 2,791 54,217 2,496 54,967 52,176 750 52,471
10 事業外費用 1,323 1,189 1,039 936 ▲ 387 ▲ 253 ▲ 103
11 経常剰余金（=8+9-10) 57,981 ▲ 107,583 54,788 107,877 49,896 215,460 53,089

事業総剰余（事業収入=2+3）


