
東北大学生活協同組合

重要なお知らせ

大学生協アプリ登録の流れ

登録特典
HagiCo

100pt
Get!!

大学生協アプリをダウンロードする

「サインアップ」からメールアドレスを登録する

メールアドレスをユーザIDとして登録する

サインインする

「決済」からPokepayシステム認証を行う

準備完了！

※アプリに登録と電子マネー認証をしないと、
　１月からHagiCoカードでも決済ができません

電子マネーはクラウド利用型に変わります

が必要です

アプリの登録＆
電子マネー認証

電子マネー（HagiCo）や
ミールカードを使うには

※ 詳しくはチラシ裏面をご覧ください

※特典ポイントは１月中旬以降に付与されます

で手に入れよう

組合員証
（番号）が必要

スマホアプリが組合員証になります

プリペイド・ミールとも支払いはスマホアプリ決済

電子マネー（HagiCo）のチャージや残高照会

営業時間、お問い合わせ、住所変更等にアクセスがカンタン
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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

2022年度の経営状況を掲載しています

大学生協アプリご登録のご案内

※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28日㈪
　～1月27日㈮
11月28日㈪
　～1月27日㈮

484円・484円・ 550円550円

ギョーザ黒酢
野菜あんかけ
ギョーザ黒酢
野菜あんかけ

198円198円

惣菜コンビ惣菜コンビ
（ほうれん草・おから豆）（ほうれん草・おから豆）

110円110円

卵と豚肉の中華炒め卵と豚肉の中華炒め
330円330円

ゆず塩ちゃんこ頭脳うどんゆず塩ちゃんこ頭脳うどん
（大盛）（大盛）

495円・495円・ 561円561円
揚げワンタン麺（白湯スープ）揚げワンタン麺（白湯スープ）

（大盛）（大盛）

おすすめ

＊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。



▶ 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）

2023年1月より順次「満期に伴うお手続き書類のご案内」を
ご登録の扶養者様住所宛にお届けいたします。

▶ 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

https://career.u-coop.or.jp/move/

※ご利用には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）

※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。

（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。

※

（コープ共済センター　☎0120-16-9431）

右記項目の変更申請をお願いします ▶▶▶

アプリのご登録と電子マネー認証が完了していれば、１月以降もHagiCo
カードを決済にお使いいただくことも可能です。４月以降、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にはカード会社より
１月中にご案内が（届出住所宛に）送付されます。
手続きについてはそちらをご覧ください。

※大学生協アプリのご登録について、詳しくは裏表紙のご案内をご覧ください。

■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、書類一式を2022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

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㈫

2022年度2022年度

　2022年度はコロナ対策を継続しながらも、東北大生協が組合員の皆さんの生活に根差した組織になり、生活の支援ができ
るよう事業活動、組織活動の拡大を目指した年でした。皆様のご協力のおかげで、本年度も堅調な運営を行うことができてお
ります。お力添えをいただき、誠にありがとうございます。大学生協では、組合員の皆さんの利便性の向上と効率的な運営を目
指し、22年度から大幅なシステム変更を行ってきております。2023年1月からはレジの更新と合わせて組合員証のスマホアプリ
化が実現します。スマホアプリに組合員証・プリペイド機能・ミールカード機能を集約することが可能になります。
是非12月中に大学生協アプリの登録と電子マネーの認証をお済ませいただきますようお願いいたします。
　少しずつではありますが組合員の皆様の利便性向上に向けて取り組みを進めて参ります。末筆となりますが、
組合員の皆さんの年末年始が穏やかで良き時間となりますよう、お祈り申し上げます。

　2022年度はコロナ対策を継続しながらも、東北大生協が組合員の皆さんの生活に根差した組織になり、生活の支援ができ
るよう事業活動、組織活動の拡大を目指した年でした。皆様のご協力のおかげで、本年度も堅調な運営を行うことができてお
ります。お力添えをいただき、誠にありがとうございます。大学生協では、組合員の皆さんの利便性の向上と効率的な運営を目
指し、22年度から大幅なシステム変更を行ってきております。2023年1月からはレジの更新と合わせて組合員証のスマホアプリ
化が実現します。スマホアプリに組合員証・プリペイド機能・ミールカード機能を集約することが可能になります。
是非12月中に大学生協アプリの登録と電子マネーの認証をお済ませいただきますようお願いいたします。
　少しずつではありますが組合員の皆様の利便性向上に向けて取り組みを進めて参ります。末筆となりますが、
組合員の皆さんの年末年始が穏やかで良き時間となりますよう、お祈り申し上げます。

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

詳しくはこちらから！

１月から組合員証は
アプリに変わります。
お早めにご登録をお願いします。

※▲はﾏｲﾅｽです

（単位：千円）
2022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

　後期から教室使用基準が緩和され、多くの授業で対面開催されるようになりました。キャンパス
人口の増加を見込み、購買店舗を中心に営業時間の延長を実施しました。
　また多くの皆さんに生協をご利用いただけるよう組合員還元企画を多数実施しました。食堂では
七大戦総合優勝と鳥人間コンテスト優勝を祝し300円夕定食の実施、購買では後期新学期応援企画
としてブラックサンダー半額、丼弁当50円引き、週替わりでの企画展開などで「来て楽しい店舗」作り
に取り組んできました。これらの企画は大変ご好評いただき、多くの組合員にご利用いただくことが
できました。
　「まごころ手作り食堂便（通称：まご便）」では毎月29日の肉の日特製弁当の継続や頭脳粉を使った
「オリジナル頭脳ドーナツ」の提供を始めました。価格がお手頃で味もおいしくコスパがいいなどの
評価も頂いています。まだご利用でない方は、是非こちらもお試しください。
　経営状況では、10月までの供給高累計で予算比106％と予算を超過しています。一方、2019年度
比では、供給高累計で75.5％、客数で54.5％
ほどとなっており、依然としてコロナ禍前の状
況とは大きくな隔たりがある状況を脱しており
ません。様々な食材の値上がり、物流費や水
光熱費の高騰など経営を圧迫する要因も続い
ています。
　そのような中にあっても食材の工夫や適切
な人時による運営、東北大学や企業様のご協
力をいただきながら100円朝食の継続した提
供、フードバンクや各企業との協力による食
料品配布など、組合員の生活を支える取り組
みを継続しています。
　感染症対策も引き続き行いながら事業の維
持・拡大を検討して参りますので、皆様のご
利用とご協力よろしくお願いいたします。

東北大学生活協同組合2022年度の経営

2022年度10月までの経営状況について 大学の変化にあわせて生協の営業時間
も延長を行いました。 皆様の生活状況
とマッチしているでしょうか。 生協は組
合員の皆さんの「声」と「利用」によって成
り立つ組織です。 ぜひ皆様の声をお寄
せいただき、ご利用もお願いいたします。
まだまだ組合員還元期間も継続しますし、
大学との共同企画「D-1グランプリ」の各
賞発表もまもなくです。ぜひぜひ生協へ
お立ち寄りください！

10月から営業時間を延長しました

科目 2021年度実績 2022年度予算 2022年度実績 前年差 予算差
1 総供給高 2,368,318 2,406,815 2,556,215 187,897 149,400
2 供給剰余 517,738 542,784 569,668 51,930 26,884
3 手数料収入 185,750 177,537 189,066 3,316 11,529
4 事業総剰余（事業収入=2+3） 703,488 720,321 758,735 55,247 38,414
5 人件費 387,291 378,336 389,333 2,042 10,997
6 物件費 262,352 291,097 284,285 21,934 ▲ 6,811
7 事業経費合計（=5+6） 649,643 669,433 673,619 23,977 4,187
8 事業剰余金（=4-7) 53,845 50,888 85,116 31,271 34,228
9 事業外収入 54,967 1,035 7,506 ▲ 47,460 6,471
10 事業外費用 936 3,107 680 ▲ 256 ▲ 2,427
11 経常剰余金（=8+9-10) 107,877 48,816 91,942 ▲ 15,935 43,127


