
重要 保護者の方と一緒に手続きをお願いします

WEB申込スマホ・パソコン

京都大学生活協同組合
TEL 075-771-6211 平日10：00～17：00

（土日祝・年末年始休業）受付時間

【お問い合わせは】

京都大学生協　新入生

https://welcome-kyodai.com/

加入Web／大学生協オンライン

2023操作マニュアル

お手続き・お申し込みは下記期日までにお願いします！
おすすめ期日 ギリギリ期日

手続きのために
ご準備いただくもの

❷ 引き落とし口座の登録準備❶ 保護者メールアドレス
　  新入生メールアドレス
「@univcoop.or.jp」
「@univ.coop」
「@microsoftonline.com」
「@pokepay.jp」
からのメールを受信できるよう
設定をお願いします。

CO·OP学生総合共済・学生賠償責任保険・就学費用保障保険の２
年目以降の掛金・保険料の引き落とし口座の登録に使用します。

※「加入Web」と「大学生協オンライン」は別サイトです。各サイトで新規登録をお願いします。

加入Webで
お手続きする内容

大学生協オンラインで
お手続きする内容

お申し込み

商品のお渡し・参加方法
京大生PC、プリンタ、iPad

●Webサイトからのお申し込みになります。
p6-7に記載されている「univcoopマイポー
タル」のアカウントが必要になりますので、生
協加入のお手続き・お支払いが完了した翌日
以降にお申し込みをお願いいたします。

●お申し込みは、本人様のアカウントでお申し
込みをお願いいたします。

お支払い
●お支払いは、クレジットカードまたはコンビニ払いがお選び
いただけます。

●クレジットカードの場合は、カード情報の入力が必要です。
●コンビニ払いの場合は、支払いのための番号がメールにて
届きます。コンビニの端末を操作をしていただき、お支払い
をお願いいたします。支払いのための番号の有効期限は、
注文日を含んで7日間となります。

●コンビニ払いの場合は現金のみとなります。

●PC・iPadは、ご注文の際に入力いただいた指定日・ご住所へ、宅配にてお届
けいたします。

●プリンタは、4月1日以降の配送となります。

※【下宿を予定されている方はご注意ください】
　プリンタは、4月1日以降の配送になります。下宿を予定されている方は、プリンタ
はプリンタのみでお申し込みいただき、配送先住所に下宿先のご住所を入力して
ください。

※お届け日は、お申し込み・入金の日時やお届け先によって前後する場合がありま
す。予めご了承ください。

X-academy・English Communication講座

お申込みいただいた方へ、4月上旬に初回開催や参加方法についての
ご案内をメールにてお送りいたします。

※univcoopマイポータルにご登録いただいたメールアドレスに送りします
ので、保護者様が受け取られましたら、お手数ですがご本人様へ転送をお
願いいたします。

自転車
お申込みいただく際に、自転車の受け取り希望日を備考欄にご入力く
ださい。希望日にお渡しできるよう、商品の手配をいたします。

第二外国語辞書コンテンツ

ショップルネ1Fにて、ご希望の第二外国語コンテンツ用のクーポンをお渡しい
たします。
4/3（月）以降、ショップルネへ受け取りに来てください。

パソコン無料セットアップ講習会

お申し込みいただいた日時に、直接会場へお越しください。忘れ物のないよう、
持ち物の確認を必ずお願いいたします。PC本体はもちろん、ACアダプタや
ECS-ID有効化通知書などを忘れてしまうと、セットアップができなくなってし
まいます。

PCスキルアップ講座

入金が確認できた方へ1週間以内に、受講希望曜日をお伺いするフォーム
をメールにてお送りいたします。先着順ですので、お早めにフォームへの
入力をお願いいたします。

キャンセル・返品・交換
●ご注文いただいた商品をキャンセルされる場合は、ご指定の商品お届け日・お渡し日の6日前までにご連絡ください。それ以降のキャンセルはお受けできません。
●お届けした商品の初期不良による交換は、商品受取後8日以内にお電話、もしくは店舗までご来店ください。責任をもってお取替えいたします。
●つぎの場合、商品の返品交換はできません。開梱したり、一度ご使用になられた商品、お客様のお取り扱いによる汚破損品、
　 一度お受け取りされた言語コンテンツ、その他特に返品不可と記した商品。
●各種講座につきましては、各講座規約をご確認ください。

お問い合わせ
お問い合わせフォームより、お問い合わせください それでも解決しない場合は

お申し込み・お支払い・お渡しについて
新入生向け商品の

PC・プリンタ等の
配送についての
お問い合わせは
こちら

お問い合わせ
フォームから
問い合わせ
ください。

お渡し日時

お渡し会場 西部会館ルネ駐車場

3/29（水）～4/6（木）
平日11:00～17:00　土日：11:00～15:00

● 生協・共済・保険のお手続きについて　→　
● ミールシステムのお手続きについて　　→　
【 営業時間 】  平日10：00～17：00、土日祝/閉店

【 営業時間 】  平日10：00～17：00、土日祝/閉店

TEL 075-752-9449

TEL 075-771-6211
TEL 075-753-7640

※お申し込みは全てオンラインで承っております。

※台数限定の自転車は4/1（土）からのお渡しとなります。

京都大学生協
受験生新入生
応援サイト

https://welcome-kyodai.com/start/tetuzuki

お申し込みは
こちらから!

ご利用可能な金融機関と必要な項目は
こちらでご確認ください。

※掛金・保険料の、初年度のお支払いは
　コンビニ払いとなります。

3/23 木
までに

Web申し込み
3/31 金

までに

お支払い

加入Webからお申込みできるもの
● 生協加入
● CO·OP学生総合共済
● 学生賠償責任保険
● 就学費用保障保険

● 学生生活110番
● 電子マネー事前チャージ
● ミールシステム

コンビニ払いのみ

大学生協オンラインでお申込みできるもの
● 京大生PC
● プリンタ・iPad
● 無料セットアップ講習会
● X-academy

● PCスキルアップ講座
● English Communication講座
● 自転車
● 防災グッズ

コンビニ払い もしくは クレジット払い
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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。

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。

生協出資金、1年目の共済掛金、
保険料等の支払いは「コンビニ払
い」になります。

※支払期限を過ぎてしまった場合、お手
数ですがSTEP1からやり直してください。
　前回と同じメールアドレスでご登録いた
だけます。

京都大学生協　新入生 検 索

コンビニ払い

加入Webお申し込み方法
まずはここから始めよう！

送信日より6日以内に
お支払いください。

京都大学生協加入Webシステム
口座登録が終わると
「申し込みフォーム」
に戻ります。

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。）

京都大学生協ホームページの
申込みフォームへアクセスしてください。 

※学生総合共済、学生賠償責任保険、就学費用保障保険お申し込みの方は、初年度のお支払いの前に、
　2年目以降の掛金・保険料の引き落とし口座の登録を行うことになります。

次ページへ
続きます ▶

次ページへ
続きます ▶

https://join.univcoop.or.jp/z-web/kanyu/kyodai

ここから先は、
各金融機関の
サイトへ移動します。

各サイトの指示に従い手続きを
進めてください。

口座番号等の情報を入力してください。

画面の指示に従い登録をしてください。

大学生協では入力された暗証番号・
口座残高を取得することはありません。

1

2

加入プランを選択後、「口座振替の登録へ（金融機関のサイトに移り
ます）」をクリックしたあと、最初の画面で「中止」を押してください。
※「中止」を押すと申込の確認案内が表示されます。そのまま手続きいただき、コン
ビニエンスストアでのお支払いをお願いいたします。

後日扶養者住所宛に口座振替登録の申込用紙が送付されるので、
忘れずに口座登録をお願いいたします。

基本的にはWebサイトでの
口座登録をお願いいたします。

Webサイトでの登録を希望されない場合は、
下記の通りお手続きください。

入力内容確認

2年目以降の共済掛金・保険料の引き落とし口座登録STEP 7

初年度のお支払いSTEP 9

「おすすめプラン」
「セルフプラン」等
ご希望のプランを
ご選択ください。

加入プラン選択STEP 6メールアドレス登録STEP 3

ご案内STEP 1

STEP 8「京都大学生協  受験生新入生応援サイト」
からもアクセスできます。

まず
最初に

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
⇒ 明朝6時以降に
　 再度お申し込みください。

すぐにお申し込みをする場合
⇒ 異なるメールアドレスを使用し、
　 お申し込みください。

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。
コンビニ各社によって、支払いの手
順が異なります。

基本情報入力STEP 5

加入者情報、
扶養者様情報を
入力します。

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、扶養者様の留守
宅等の日本国内住所をご登録ください。
※扶養者情報の入力については、p.5も併せてご確認ください。

◆ご扶養者住所について

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。

お申込用URLを
メールで受信

STEP 4

各項目をご確認いただき、□に
チェックを入れてください。

お申し込み前のご確認STEP 2



加入受付確認証

「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！

「京都大学生協Web手続き完了のお知らせ」のメールが届いたらコンビニ入金手続きが
完了です。引き続き大学生協アプリの登録を行ってください。

メール本文中に「加入受付確認証」を表示するためのWebサイトのURLが
記載されます。組合員証が届くまでは「仮組合員証」として書籍購入時等に
ご提示ください。

「共済証書」「保険加入者証」の送付について
「共済証書」「保険加入者証」は、お申し込みが完了し内容に不備がなければ、
おおむね2週間前後で扶養者様住所へお送りします。
「一人暮らし特約あり」をお申し込みの方で、アパートの契約等で加入証明が
必要な方は「加入確認書」を発行し、お送りすることができます。
右記までお電話ください。　コープ共済センター  0120-16-9431

学生生活110番加入者のみなさまへ
● 会員証は4月下旬にお届けいたします。

●「学生生活110番」は全国大学生活協同組合連合会の商品で、ジャ
パンベストレスキューシステム株式会社がサービスを提供します。
サービス期間は払い込みを行った翌日から、会員証に表示される
有効期限までとします。

入金後、 大学生協アプリの登録(新入生) および univcoopマイポータルのアカウント登録（保護者）の手続き を
お願いいたします。※手続き方法はp.5～をご確認ください。

生協加入のお手続きが終わったら…

４月から生協電子マネー・ミールシステムを
お使いいただくためのお手続き

▶ p6-7の手順 をご覧ください。

生協の利用履歴の閲覧や、
学生本人様へオンラインで電子マネーのチャージを
希望される方のお手続き

univcoopマイポータル・
組合員マイページの登録

申込み完了STEP10

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

ご注意
ください

Web加入 Q&A
本登録用のURLをお送りするので、いま、手続きの入力をされている
方のものです。

一番最初に登録するメールアドレスは、子供
のですか？ 親のですか？Q A

ボタンを複数回押したことで、起こったと考えられます。再起動させ
たのち、最初から手続きをお願いします。（古いデータが残ってし
まっている可能性があるため、再起動をお願いします。）

手続き中「他のブラウザで登録されたた
め、ページを表示することができません」
とエラーが出た。

Q A

銀行のサイトに移動しています。ご利用金融機関によっては「なりす
まし」ができないようにセキュリティのために、口座確認に必要な項
目として暗証番号の入力を求めているものです。ご理解をお願い致し
ます。大学生協に暗証番号の情報は流れません。

利用する金融機関の口座振替設定の際に、
キャッシュカードの暗証番号の入力が求めら
れました。なぜ必要なのですか？

Q A

口座振替手続きが完了して「収納機関へ通知」を押すと、加入Web
システムの「入力内容確認」の画面が表示されます。この画面が表示
されれば、手続きは完了しています。

2年目以降の共済掛金・保険料引き落としの
口座振替手続きが完了したかわからない。Q A

2年目以降の共済掛金・保険料の引き落としは、口座登録をたとえ何
回行ったとしても、1回の引き落とししか行われません。二重に引き落
とされることはありませんのでご安心ください。

2年目以降の共済掛金・保険料引き落としの
口座振替手続きを2回行ってしまったのでは
ないかと心配だ。

Q A

Webで加入手続きを完了したが、追加した
い共済・保険がある場合Webで手続きでき
ますか？

掛金・保険料の払込日の翌日よりWebで追加ができます。
お申し込み完了メールをご覧ください。Q A

Webでの手続きはそのままで、書類（振替口座登録・変更届）にてお
手続きいただきます。下記までお電話ください。
（コープ共済センター　0120－16－9431）

手続きを完了したが、2年目以降の共済掛金・
保険料の振替口座を変更したい。Q A

共済、保険の変更は、コープ共済センター（0120－16－9431）、もし
くは、入学される大学の生協へお申し出ください。共済、保険以外の
変更は、入学される大学の生協へお申し出ください。

決済完了後に申し込んだものを変更したい。Q A

新入生ご本人様 のお手続き

保護者様 のお手続き

こちらに、登録するサイトのURLと
登録の手順が掲載されています。 https://u-coop.net/appliguard.html

生協電子マネー
チャージ方法の
ご案内

登録方法は
こちらから！

ご注意
ください

❶生協加入のお手続き•お支払いが完了した翌日以降にお手続きをしていただきますようお願い
いたします。（お支払いが20時を過ぎた場合は、翌々日にお手続きをお願いいたします。）

❷生協加入の際に登録したメールアドレスを使用してください。それ以外のメールアドレスでお
手続きを進めてしまうと、お手続きが完了しても生協電子マネー・ミールシステムをご利用いただけません。

ご注意
ください

❶生協加入のお手続き•お支払いが完了した翌日以降にお手続きをしていただきますようお願い
いたします。（お支払いが20時を過ぎた場合は、翌々日にお手続きをお願いいたします。）

❷生協加入の際に登録したメールアドレスを使用してください。それ以外のメールアドレスでお
手続きを進めてしまうと、お手続きが完了しても生協電子マネー・ミールシステムをご利用いただけません。

大学生協アプリの登録
または、Ｗｅｂサイトからの登録
※Ｗｅｂサイトからのご登録の方は、生協ガイダンスで学生証のカード登録が必要です。
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生協電子マネー
ミールシステムを
お使いいただくためのお手続き

大学生協アプリのダウンロードはこちらから

https://welcome-kyodai.com/start/tetuzuki
京都大学生協の受験生・新入生応援サイトにも、PCからのお手続き
のリンクを掲載しております。

エラーが
出た場合

登録手続きでエラーが出た場合は、こちらのお問い
合わせフォームにご入力をお願いいたします。
エラー状況を確認して、こ連絡いたします。

学生証のカード登録のため、生協
ガイダンスへお越しください。カー
ド登録が完了すると、生協電子マ
ネー・ミールシステムが学生証でご
利用できるようになります。

　　
エラー
お問い合わせ

https://forms.gle/3D6iYQzdqmdir2GbA

❶生協加入のお手続き•お支払いが完了した翌日以降にお手続きを
していただきますようお願いいたします。（お支払いが20時を過ぎた場合は、
翌々日にお手続きをお願いいたします。）

❷生協加入の際に登録したメールアドレスを使用してください。
それ以外のメールアドレスでお手続きを進めてしまうと、お手続きが完了して
も生協電子マネー・ミールシステムをご利用いただけません。

ご注意ください

アプリ

Webサイトで

WebサイトでWebサイトで

アプリ アプリ

Webサイトで
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重要 保護者の方と一緒に手続きをお願いします

WEB申込スマホ・パソコン

京都大学生活協同組合
TEL 075-771-6211 平日10：00～17：00

（土日祝・年末年始休業）受付時間

【お問い合わせは】

京都大学生協　新入生

https://welcome-kyodai.com/

加入Web／大学生協オンライン

2023操作マニュアル

お手続き・お申し込みは下記期日までにお願いします！
おすすめ期日 ギリギリ期日

手続きのために
ご準備いただくもの

❷ 引き落とし口座の登録準備❶ 保護者メールアドレス
　  新入生メールアドレス
「@univcoop.or.jp」
「@univ.coop」
「@microsoftonline.com」
「@pokepay.jp」
からのメールを受信できるよう
設定をお願いします。

CO·OP学生総合共済・学生賠償責任保険・就学費用保障保険の２
年目以降の掛金・保険料の引き落とし口座の登録に使用します。

※「加入Web」と「大学生協オンライン」は別サイトです。各サイトで新規登録をお願いします。

加入Webで
お手続きする内容

大学生協オンラインで
お手続きする内容

お申し込み

商品のお渡し・参加方法
京大生PC、プリンタ、iPad

●Webサイトからのお申し込みになります。
p6-7に記載されている「univcoopマイポー
タル」のアカウントが必要になりますので、生
協加入のお手続き・お支払いが完了した翌日
以降にお申し込みをお願いいたします。

●お申し込みは、本人様のアカウントでお申し
込みをお願いいたします。

お支払い
●お支払いは、クレジットカードまたはコンビニ払いがお選び
いただけます。

●クレジットカードの場合は、カード情報の入力が必要です。
●コンビニ払いの場合は、支払いのための番号がメールにて
届きます。コンビニの端末を操作をしていただき、お支払い
をお願いいたします。支払いのための番号の有効期限は、
注文日を含んで7日間となります。

●コンビニ払いの場合は現金のみとなります。

●PC・iPadは、ご注文の際に入力いただいた指定日・ご住所へ、宅配にてお届
けいたします。

●プリンタは、4月1日以降の配送となります。

※【下宿を予定されている方はご注意ください】
　プリンタは、4月1日以降の配送になります。下宿を予定されている方は、プリンタ
はプリンタのみでお申し込みいただき、配送先住所に下宿先のご住所を入力して
ください。

※お届け日は、お申し込み・入金の日時やお届け先によって前後する場合がありま
す。予めご了承ください。

X-academy・English Communication講座

お申込みいただいた方へ、4月上旬に初回開催や参加方法についての
ご案内をメールにてお送りいたします。

※univcoopマイポータルにご登録いただいたメールアドレスに送りします
ので、保護者様が受け取られましたら、お手数ですがご本人様へ転送をお
願いいたします。

自転車
お申込みいただく際に、自転車の受け取り希望日を備考欄にご入力く
ださい。希望日にお渡しできるよう、商品の手配をいたします。

第二外国語辞書コンテンツ

ショップルネ1Fにて、ご希望の第二外国語コンテンツ用のクーポンをお渡しい
たします。
4/3（月）以降、ショップルネへ受け取りに来てください。

パソコン無料セットアップ講習会

お申し込みいただいた日時に、直接会場へお越しください。忘れ物のないよう、
持ち物の確認を必ずお願いいたします。PC本体はもちろん、ACアダプタや
ECS-ID有効化通知書などを忘れてしまうと、セットアップができなくなってし
まいます。

PCスキルアップ講座

入金が確認できた方へ1週間以内に、受講希望曜日をお伺いするフォーム
をメールにてお送りいたします。先着順ですので、お早めにフォームへの
入力をお願いいたします。

キャンセル・返品・交換
●ご注文いただいた商品をキャンセルされる場合は、ご指定の商品お届け日・お渡し日の6日前までにご連絡ください。それ以降のキャンセルはお受けできません。
●お届けした商品の初期不良による交換は、商品受取後8日以内にお電話、もしくは店舗までご来店ください。責任をもってお取替えいたします。
●つぎの場合、商品の返品交換はできません。開梱したり、一度ご使用になられた商品、お客様のお取り扱いによる汚破損品、
　 一度お受け取りされた言語コンテンツ、その他特に返品不可と記した商品。
●各種講座につきましては、各講座規約をご確認ください。

お問い合わせ
お問い合わせフォームより、お問い合わせください それでも解決しない場合は

お申し込み・お支払い・お渡しについて
新入生向け商品の

PC・プリンタ等の
配送についての
お問い合わせは
こちら

お問い合わせ
フォームから
問い合わせ
ください。

お渡し日時

お渡し会場 西部会館ルネ駐車場

3/29（水）～4/6（木）
平日11:00～17:00　土日：11:00～15:00

● 生協・共済・保険のお手続きについて　→　
● ミールシステムのお手続きについて　　→　
【 営業時間 】  平日10：00～17：00、土日祝/閉店

【 営業時間 】  平日10：00～17：00、土日祝/閉店

TEL 075-752-9449

TEL 075-771-6211
TEL 075-753-7640

※お申し込みは全てオンラインで承っております。

※台数限定の自転車は4/1（土）からのお渡しとなります。

京都大学生協
受験生新入生
応援サイト

https://welcome-kyodai.com/start/tetuzuki

お申し込みは
こちらから!

ご利用可能な金融機関と必要な項目は
こちらでご確認ください。

※掛金・保険料の、初年度のお支払いは
　コンビニ払いとなります。

3/23 木
までに

Web申し込み
3/31 金

までに

お支払い

加入Webからお申込みできるもの
● 生協加入
● CO·OP学生総合共済
● 学生賠償責任保険
● 就学費用保障保険

● 学生生活110番
● 電子マネー事前チャージ
● ミールシステム

コンビニ払いのみ

大学生協オンラインでお申込みできるもの
● 京大生PC
● プリンタ・iPad
● 無料セットアップ講習会
● X-academy

● PCスキルアップ講座
● English Communication講座
● 自転車
● 防災グッズ

コンビニ払い もしくは クレジット払い


