
学会終了後の懇親会は、最寄にいい会場がな
かったり会場までの移動が大変だったり、会場
選びや準備が何かと大変です。学内施設でなら
移動時間が少なく、会の終了後すぐに始められ
ます。

学会・研究会後のレセプションは
移動が便利な食堂や学内ホールで

講堂や体育館を使用した大規模な
祝賀会やパーティーもおまかせください

研究室・ゼミ室での打ち上げなら
アットホームな雰囲気で交流も深まります

以前はホテルや学外会場で行っていた大規模
な会も、最近は予算や移動の手間などを考え学
内でのパーティーに切り替える大学が増えてい
ます。身近な施設で満足のいくパーティーを演出
いたします。

限られた予算の中で学生の方にも満足いただけ
るパーティ料理をご用意します。飲食店などと違
いまわりを気にすることなく、会話も深まります。
近くの会場までもケータリングいたします。

ローストビーフをはじめ、和洋中をお楽しみいただけるメニュー例
◯お料理…中華くらげサラダ［2皿］／スモークサーモン［2皿］／ローストビーフ［2皿］
／コールドミート＆チーズ［2皿］／やわらかグリルチキン［2皿］／点心（焼売2種）［2
篭］／和風四種盛り合わせ［2皿］／握り寿司（上）［3桶］／スペシャルサンド36カッ
ト［2皿］／フルーツ盛［1皿］
◯ドリンク…ビール［40本］／赤ワイン［2本］／白ワイン［2本］／烏龍茶1.5L［4本］／
◯セットアップ費10％、消費税

大学生協のお店へお申し込み
ご相談は

その他お飲み物、特別なお料理、会場設営や装飾など
予算・人数・ご要望にあわせてプランを作成します

おすすめ

4,320円

50名様
コース

×

※仕入れの都合により内容が変更になる場合があります
※メニューにはドリンク、セットアップ費、消費税を含んでいます。

大学生協の
パーティー
学内施設を利用したパーティーやレセプション、祝賀会ならおまかせくださ
い。お料理・お飲物・ホールサービスから、学会での看板や生花など、設営業
務まで対応いたします。食堂や学内ホールでの利用の他、研究室やゼミ室へ
のケータリングも可能です。

いつもの食堂やホールがパーティー会場に!
学内開催イベント後、移動時間をかけずにスタートできます

※写真は5,400円コースです。

ソフトウェアインフォメーション 論文校正 翻訳サービス 大学生協の旅行カウンター 大学生協のパーティー

電子教科書 教科書・参考書 洋書／和書オンラインストア

発行／大学生協東京事業連合

大学生協が
お応えします。

PICK UP GUIDE 2018
大学生協の商品・サービス ピックアップガイド
for Faculty and Staff

教育・研究に関する商品・サービスで全面サポート

いつでも気軽に立ち寄れる
便利な学内営業

多岐にわたる取り扱い内容
研究・教育支援に特化

価格にも自信あり 
生協価格で校費決済

余韻が冷めないうちに
学内施設で懇親できます
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大学のいちばん身近にある大学生協。
便利なキャンパス内にあって、大学生
活をあらゆる面からサポートしていま
す。食堂や購買書籍店をはじめ、研究・
教育を取り巻く製品・サービスの提供
など大学生協の取り扱い内容は多岐
にわたります。その多種多様なサービ
スを生協の窓口でまとめてご相談、ご
利用がいただけます。見積書作成や修
理のご依頼なども、ご都合のよい時に
気軽にお立ち寄りください。

研究・教育現場でニーズが高い商品・
サービスを中心に、大学生協のネット
ワークを使った全国規模の共同仕入
れにより適正な価格で提供していま
す。大学生協では、研究教育現場向け
の「大学生協オリジナル」製品も開発・
提案。また、教職員の方からのご要望
にお応えし、量販店や一般向けでは手
に入りにくい商品もご用意いたします。

文 具はメーカー希 望 小 売 価 格 の
20%OFF、書籍・雑誌も組合員割引
価格でご利用いただけます。授業で必
要な教科書も割引で学生に提供でき
る生協へご指示ください。その他にも、
生協のお店で取り扱いをしている商
品・サービスは市価よりお得な生協価
格。大学のシステムに習熟している大
学生協だから、校費決済・処理もス
ムーズです。

大学生協は、研究・教育を目的とする大学現場にふさわしい商品・サービスを、
幅広く適切な価格で取り扱っています。
ご要望やご相談、お困りごとの解消など、教職員の方々からの多様なニーズに全力でお応えしています。
ぜひお気軽に生協のお店へご相談ください。
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電子教科書アプリを活用した
新しい学びのご提案
 → P.4

教科書・参考書をすみやかに準備します
講義で使用する教科書は電子も紙も大学生協へ
教科書・参考書 → P.8

大学生協 論文校正翻訳サービス
専門分野に精通したネイティブエディターによる
校正・翻訳サービス → P.11

ソフトウェアインフォメーション
研究・教育に欠かせない
ソフトウェアをご案内 → P.10

洋書／和書のオンラインストア
校費で書籍を購入するなら
大学生協のオンラインストア → P.9

大学生協の旅行カウンター
キャンパスの旅行代理店
生協のお店で旅行手配ができます → P.12

大学生協のパーティー
余韻が冷めないうちに
学内施設で懇親できます → 裏表紙

大学生協の商品・サービス ピックアップガイド
for Faculty and Staff

2018

キャンパス内に勤務されている方であれば、
大学生協へご加入いただけます。
大学生協は、大学構成員（学生・教職員等）が出資金を出し合って組合員になり、自ら運営し利用する非営利
団体。加入した組合員全員で支えている組織です。生協のお店を利用される際は「組合員証」をご提示くださ
い。教員・職員の方をはじめ、常勤/非常勤を問わず、契約職員の方もご加入いただけます。加入の際の出資金
は、転勤・退職等で大学を離れる際には全額返還いたします。加入にあたっては、生協のお店でお問い合わせく
ださい。

学内にある生協のお店では、日頃ご利用の高い商品や消耗品を常時取り揃えています。
店頭に置いていない商品やお取り寄せ品、旅行・各種サービスのお申し込みは、カタログ
やWebサイトでご案内していますので、ぜひご利用ください。

14～15ページで、各種カタログやWebサイトのご案内をしています→

発行：大学生協東京事業連合

2018年2月

店頭に置いていない商品も、
大学生協のお店でご注文いただけます。

※一部割引のない
　商品もあります。

書籍
組合員
割引

文具

20%
OFF

生協の
お店で。

カタログや
Webで。

幅広い大学生協の取り扱い商品・サービスから
いまお伝えしたい研究・教育支援事業をピックアップ。

PICK UP GUIDE 2018
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電子教材を活用した
新しい学びの形

電子教科書アプリ
を活用した 

新しい学びのご提案
社会が大きく変化するなかでICT技術を上手に活用しながら、他者とのより良い
コミュニケーションをはかり、協同して様々な〈社会的課題〉を発見・解決できる新
しい時代にふさわしい人材の育成が求められています。
わたしたち大学生協は電子教科書アプリケーションのしくみを使った新しい学び
のかたちを提案し、新しい授業づくりのお手伝いを通じてそうした課題解決に貢
献いたします。

▶既存の紙の教科書と同様に生協店舗で販売が可能なので、先生や大
学がわずらわしい金銭収受をする必要はありません。

▶導入支援や導入後の購入者へのサポートも、学内でコンピュータを扱っ
ている大学生協にお任せください。

▶授業前に電子教科書アプリのどのような機能が先生の授業に効果的
なのか、大学生協がマッチングを行います。

▶授業の際も、電子教科書アプリの機能や使用のアドバイスも行います。

▶他の先生への報告や、FDで他大学の状況なども支援いたします。

販売や購入者サポート 授業の構築をサポート

授業の改善に集中できる
環境づくりをお手伝いします

先生とともに
新しい授業を作るサポートを行います

大学生協ならではの
二つのサポート

大学生協がサポートすることで、
先生一人の「思い」から

「新しい学び」を始められるモデルです。

今回、私が受けた授業では先生が教科書や練習問題の解説・修正
を授業後に講義資料配信機能で送ってくれたことが、教科書を開け
ようという気にさせてくれました。普段の授業より教科書を読むように
なったと感じています。また、授業中に「再度解説してほしい問題
は？」などアンケートを取ってくれることも、他の人がどう考えているの
かが分かり、学生同士の共感も得られて楽しかったです。
先生から「授業のログを見ながら授業改善に役立てた」と伺ったの
ですが、私はログを分析していると聞いたときに、「見られている」とい
う違和感よりは「ちゃんと授業外で勉強していることも見守っていてく
れる」という安心感を感じました。学生が問題なく学習できているかど
うか分析して授業に生かしてくれるなら、良いツールではないかと思
いました。

九州工業大学　権藤 昌之さん

この文章は九州PCカンファレンスのディスカッションより抜粋しました。
ディスカッションの全編は大学生協連のHPにてご覧いただけます。

今後じわじわと電子化が
進めばいいなと期待します

2018年の1月から、宮城大学の老年看護の授業にて電子教科書を
使った授業が始まりました。生協で電子教科書を販売していることや
それを使った新しい授業を先生にお知らせしてきたことで興味を
持っていただき、授業で採用していただく運びになりました。
はじめは使い方に慣れていない学生さんが多かったのですが、授業
が進むごとに使える人が増えていくことを感じられました。中でも、パ
ソコンに詳しい学生さんが電子教科書の使い方にも詳しくなり、それ
を苦手な子に教える姿が見られたことがよかったです。
来年度は、1年生の講義初回から100％の学生が使えることを目指し
て、導入支援を進めていきたいと思っています。
先生と生協が電子教科書を通して、一緒になって授業の形を作るこ
とができ、今まで以上に先生や学生さんと交流することができました。

宮城大生協大和店　天目石 加代子

先生・学生さんと一緒に
新しい学びづくりに
取り組みました

電子教科書
導入振り返り

授業の振り返り
ご要望により、先生と生協職員で
学生の授業中の様子やログを踏
まえながら授業の振り返りを行い
ます。

報告やFDの援助
授業の成果のまとめを作成するた
めのデータ提供、他の興味のある
先生への説明会の開催やＦＤへ
の参加なども積極的に承っており
ます。

授業の終了後

導入プロセスのモデルケース

授業の開始
導入開始直後は生協職員が極力授業にお伺いして、学生の支援、先生
への補助を行います。また授業中の学生の利用状況なども観察し、先
生へフィードバックします。

講義資料の配信
授業で使用するスライドや補足説明資料を学生に配信。電子教科書と
の相互検索など学生の学習意欲や授業の理解の向上に役立ちます。

学習ログの配信
学習ログの配信を希望する先生にはグラフ化された学習ログを毎週
メールでお届け。学習状況を加味した授業進行、授業設計が行えます。

実際の授業では

お問い合わせ
ご所属の大学生協の店舗や担当者にお問い合わせください。
上のQRコードからお問い合わせいただくことも可能です。

お打ち合わせ
ご採用予定の授業の教科書や授業内容をお伺いいたします。
ご希望に合わせて電子書籍の専任スタッフとご所属の大学
の生協店舗の担当者でお伺いいたします。

電子出版交渉
お伺いした教科書が電子化が可能かどうかを大学生協が出
版社と交渉を行います。

授業までの準備

1年生の授業でいきなり電子教科書を使うと聞いた時は、みなさんどう感
じましたか。
長崎さん：コンピューターが苦手なので1年生から電子教科書を使うのは
ちょっと不安というか、紙の方が使いやすいのに、と、最初は使いづらさを
感じていました。
山崎さん：電子教科書を使ったことがなかったのであまりイメージがわか
なかったのですが、私は現代的だなと思いました。
山田さん：他の大学ではあまり導入されていないと聞いたので、青陵大
学ってすごいなと思いました(笑)。
長岡さん：教科書を持ち運ばなくなり、荷物が軽くなってよかったです。
南雲先生：この教科書自体はそれほど重い方ではないのですが、これか
ら電子教科書を増やしていけば、他の本もバッグに入れて持ってくる必要
がなくなってくるかと思っています。
現在およそ30大学でこの大学生協の電子教科書を使用されています。
南雲先生はどのような機能を主に活用されましたか。
南雲先生：まず、私が重要だと思う部分にマーカーをひいて学生に共有
し、どの部分が重要かを理解してもらおうと考えました。
長崎さん：確かに先生のマーカーが共有されたり自分でもマーカーがひ

けたり、また、しおりをつけられたりできる機能（共有の機能）が面白いと感
じました。
山崎さん：目次からすぐに読みたいページにジャンプできる機能は便利で
した。
長岡さん：私はあまり使いこなせなかったけど、メモが面白いなと思いまし
た。
南雲先生：紙の場合はパラパラめくっていけますが、電子教科書は1回1
回押して見ていくのが嫌だっていう先生方が多いのですが、皆さんはい
かがでしたか？
山崎さん：目次からパッと開けたのは良かったのですが、読んでいる途中
から他のページをすぐ開くことは難しかったです。
実際の授業の内容についてお聞きします。情報系の授業ということで、
パソコンを使用するのには違和感はなかったですか。
長崎さん：そうですね、あまり違和感はなかったです。私の持つ「大学のイ
メージ」ですが、パソコンやタブレットを使って学習するという、高校とは違
う点があると感じました。
山崎さん：授業の後半で行われたテスト方式が好きでした。教科書を読
んだ後にLMSのテスト問題を回答するのですが、授業の復習になってよ
かったです。
南雲先生：電子教科書の利点でもあるので、そういった機能は使わない
ともったいないですから。あと、電子教科書の場合は検索とか機能が便
利ですね。みなさんはweb検索ができる機能は知っていましたか？
全員：知りませんでした…。
司会：インターネットに接続していると、文字を選んでwebで検索すること
が可能なんです。この機能をご存知の方は結構活用されています。
南雲先生：新潟青陵には看護学部がありますが、看護の教科書ってたく
さんあって重いんです。電子教科書は看護の世界で必要性が高いかも
しれませんね。青陵大学の看護を卒業したならパソコンは得意でしょ？と
いわれるような、パソコンや情報処理関連においても進んでいる大学で
すねと言われるようにしていきたいと思います。

授業を受講した学生と授業を振り返って
新潟青陵大学福祉心理学部　南雲 秀雄先生　
福祉心理学部　長崎 由依さん・山崎 美来さん・
                     長岡 健太さん　　
看護学部　山田 麻未さん　　

（司会：大学生協　森川 佳則）

使用した教科書：ディジタル作法 －カーニハン先生の「情報」教室－（オーム社）
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学生のイキイキを引き出す多彩な機能

ワードやパワーポイントで作成した資料・教材を講義資料として配信できま
す。配信した資料は学生にプッシュ配信され、アプリ上で教科書と同じ機能
が使用できます。

▶講義スライドを配信し、それと教科書を串刺し検索することで
講義資料と教科書の相関がわかるようにしています。（国立
大・理系/公立大看護系）

▶配信した資料から辞書検索ができるので、専門用語の解説に
無駄な説明をすることがなくなりました。（国立大・医学系）

▶プッシュ配信なので学生が忘れる・なくす心配がありません。
紙の無駄な印刷も減りました。（国立大・医学系）

授業での活用の一例

コンテンツダウンロード型のアプリケーションなので、ネットワークのない場
所でも本を読むことができます。
　
暗記ペン機能で学生の反復学習もサポートしています。

紙の教科書を電子に置き換えることから簡
単にスタートできます。いまご採用の教科
書や講義資料が電子化可能かどうかお気
軽にお問い合わせください。

ダウンロード型ですのでネットワークの投資の必要がなく、最小限の規模
からスタート可能です。端末も学生の所有する端末で運用を開始すること
ができます。

学生が教科書を購入する費用で運営する
ので、教員・大学に金銭的な負担がありま
せん。

1つのIDにつき3台のデバイスで使
用できるため、パソコン・携帯などで
授業中も通学中も自宅でも学習環
境を提供します。

多彩な機能を装備しています学生の主体的な学びを引き出し、
その学びの蓄積を電子コンテンツとして参照できます。

負担なく導入ができます

※パソコン（Windows/Mac）、
　スマートフォン・タブレット（Android/iOS）に対応

大学生協のビューアアプリは

同時に
3台まで

利用可能です

プッシュ配信

アンケート確認画面のサンプル 分析レポートのサンプル

講義資料の配信

しおりやメモなどの注釈
（アノテーション）を教員と
学生で共有することがで
きます。（1対１、1対多、学
生間の共有も設定するこ
とができます）

アノテーション共有機能

教科書上にクリッカーのような
ボタンが表示され教科書を開
けたままでアンケートを取るこ
とができます。5択の回答は
CSVファイルで
保存できます。

クラスの学生のログを教員に提供しています。データ以外にも可視化され
たグラフで定期的に提供することも可能です。

アンケート機能 学習ログの提供

▶教員から学生にメモを送ることで教科書の内容を補足できま
す。メモの中にはWebリンクも作れるので、他のサイトの資料
へ誘導することもできます。（私学・総合系）

▶授業への質問や小レポートをメモを使って送信してもらい、教
科書の上で学生とコミュニケーションをしています。（国立大・
教養科目）

▶授業前に教員のマーカーを共有し、学生に重要な点をなぞら
せるような授業を行っています。（私学・経営系/公立・看護系）

授業での活用の一例

▶授業の最初にアンケートを行うことで教科書を開けることを促
し、スムーズに授業を開始させています。（公立・看護系/ほか
多数）

▶授業中にアンケート機能で習熟度チェックを行い、結果を保
存することで出席確認を簡単に行っています。（国立・医学系）

▶再度説明してほしい問題をアンケート機能で確認し、学生の
理解度をはかるために使用しています。（国立・理系 専門科
目）

授業での活用の一例

▶ログの状況から予習をどれぐらい行っているかを把握して、授業
中のテストとの相関関係を把握しています。（私学・語学科目）

▶動画や音声を自宅でどれぐらい聞いているかを把握し、授業
の準備を行います。（公立・看護系）

▶ログの内容から授業時間以外の学習時間が足りない学生を
みつけ、フォローするようにしています。（私学・経営系）

▶教育効果をはかるエビデンスとして活用しています。（公立・看
護系/他）

授業での活用の一例

大学生協の
電子教科書アプリケーションの特徴

大学生協の電子教科書アプリケーションの様々な機能を使いこなすことで、教科書・教材や授業への関心を高め
るとともに、教員と学生、学生同士のインタラクティブな関係づくりを促進し学生の主体的な学びを引き出します。

学生は資料の紛失が避けられるだけでなく、教科書や講義資料などの大学での学びの蓄積を電子コンテンツの形
でマイＰＣ、マイデバイスで管理でき、いつでもどこでも参照することができます。

事前・事後学習のツールとしても活用でき効果的な学修時間の増加を後押しします。

講義資料の印刷や配布の手間が省けたり、メモやアンダーラインなどのアノテーションの共有ができるので、出欠
確認や平常点評価の補完ツールとしても活用いただけます。教員は限られたリソースを授業の質の改善に振り向け
ることが可能となります。

コンテンツの利用ログが収集でき、〈学生がどこに関心を持っているのか？〉〈どこで躓いているのか？〉など学生一
人ひとりの学びの中身が明らかになり教育効果の検証や授業改善、学生支援につなげることができます。

コンテンツに音声や動画を組み込
めるので、教科書からすぐ目的のコ
ンテンツを再生できます。
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校費で書籍を購入するなら
大学生協のオンラインストア

講義で使用する教科書は
電子も紙も大学生協へ

指
示

購
入

提
案

生
協
割
引

教員・学生・出版社をつなぎ
大学の学びに貢献します

教科書・参考書を
すみやかに準備します
授業でご採用の教科書・参考文献の手配は大学生協にお任せください。
ご指示いただいた書籍をすみやかにご用意いたします。採用を検討されると
きもお気軽にご相談ください、検討用見本のお取り寄せも大学生協で承り
ます。また、開講後の新規・追加採用もお任せください。

洋書
オンラインストア

探している洋書が
生協の店舗で見つからない

書店でゆっくり本を探す
時間がない

洋書／和書の
オンラインストア
Webで検索・注文して学内のお店でお受け取りができる、大学生協のイン
ターネットサービス。洋書は、専門書や辞書を中心とした大学生協ならでは
の品揃え。和書・CD/DVDは、一般書店と同様の豊富な在庫からご注文い
ただけます。

校費・科研費で洋書を注文、
学内の生協でお受け取りできます

Webサイト上で洋書の検索・発注が簡単に行
えます。学内の生協店舗で決済とお受け取りが
可能なので、クレジットカードも不要です。
丸善雄松堂と提携し、専門的な洋書のお取り
寄せにも対応。書籍によっては複数の手配先

研究・勉学に必要な洋書を24時間いつでもご注文OK
からご希望の価格・納期に合わせてお選びい
ただけます。トップページでは、注目の新刊や話
題の書籍をお買い得価格で提案しています。
売れ行き良好書は、書籍ランキングでチェック
できます。

書籍・雑誌はもちろん、教科書・参考書も組合員
割引で提供しています。各大学の店舗では教科
書一覧表を作成・配布するなど、学生組合員に
わかりやすい販売案内を心掛けています。

教科書は
組合員割引の大学生協へ

シラバスに記載の教科書や参考書だけでなく、
参考図書・演習テキスト・副教材なども教科書
販売期間にまとめてお取り扱いが可能。大学生
協から各出版社・メーカーへ手配いたします。プリ
ントや独自テキストで講義を予定されている場合
も、製本・印刷を大学生協で承っていますのでご
相談ください。

参考書もまとめて
学生へ提示

授業が始まった後に、新規教科書、追加教材ご
採用の場合も、お気軽にお申し付けください。迅
速・正確に対応いたします。
ご指定銘柄の在庫確認、入荷予定日のご連絡
や、実際に入荷した際のお知らせ等の便宜も
おはかりいたしますので、ご要望をお聞かせくだ
さい。

教科書・参考書のご指示は大学生協へ
お申し付けください。書籍物流・出版社と
もに繁忙期の開講時に販売を間に合わ
せるためにもご連絡はお早目にお願いい
たします（洋書の場合は海外手配で入荷
まで1ヶ月以上かかる場合もございます）。
また、大学生協の書籍担当者がお伺いし
て前年度販売実績のご報告や演習テキ
スト・副教材のご提案もいたしますので、
お気軽にご連絡ください。

開講後の新規・追加採用も
お任せください

大学生協書籍
インターネットサービス

豊富な在庫量

CDもDVDも取り扱い

生協のお店受け取りで
組合員割引になるオンライン書店

国内最大の出版販売会社、日本出版販売（日
販）のシステムを利用した大学生協限定サービ
ス。いつでも・どこからでもWebサイトで検索して

業界屈指の在庫量で、予約・取り寄せにも対応
注文、生協のお店でお受け取りと支払いができ
ます。もちろん大学生協組合員割引適用です。

Webで商品検索・ご注文  http://honya.univ.coop/
※宅配では生協割引が適用されません。書店選択で生協のお店を選択いただき「店舗受取」でご注文ください。

洋 書

和 書

https://yosho.univcoop.jp/BookShop/
お申し込み
お問い合わせ 検　索大学生協　洋書

学生に必要な、
教科書・参考書を
生協割引で

ご採用になる教科書・参考書は
早めに大学生協へご指示ください● 生協店舗に情報をまとめて指示

● 参考書や辞書、副教材もまとめて採用
● 前年実績や採用実績がわかる

● 学生へのわかりやすい案内と組合員割引での提供
● 教員へ前年度販売実績の報告
● 開講に間に合うように教科書類を確保

教 員
● 生協割引で買える
● 受講に必要なテキストがわかる
● 買い漏れ無くまとめて揃えられる

学 生

不足のない
テキストで

理解度アップ

講義

納品

手配 大学生協
CO-OP

出版社

シラバスを元
に参考書や副
教材をご提案

10％割引の組合員
価格で教科書・参
考書を提供

執
筆
依
頼

執
筆

生協のお店（書籍部）へお気軽にご相談ください。ご連絡
ご相談は
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https://software.univcoop.or.jp/お申し込み
お問い合わせ

検　索大学生協ソフト

最新のソフトウェア情報をWebでお届け!
24時間いつでも店舗にご注文いただけます

ソフトウェア
インフォメーション
研究や学習に有用なソフトウェアを手軽に購入できるアカデミックソフトや、
専門分野での研究用ソフトウェアのご注文、海外ソフトのお取り寄せが可能
なWebサービスです。

専門的な英文論文の校正・翻訳を
校費・科研費でご利用いただけます

大学で使われるソフトウェアには、専門的な製品
が多々あります。大学生協では、マイクロソフト・
アドビシステムズ・ウイルス対策等の一般的な
製品はもとより、統計・グラフ作成・論文作成支
援・数式処理・プログラミング・CAD等、勉学研
究の場面で役立つ製品の紹介に力を入れてい
ます。

専門的なソフトウェアをご紹介
英文校正は全プラン2名体制。ご依頼の研究分野と合致す
るネイティブエディターと論文ライティングに精通した英語の
専門家が文法・語法チェック・英語表現の正確さ等をチェッ
クします。翻訳はプランによって2名以上が担当。学術論文や
紀要など専門知識が求められる翻訳から、シラバスや入試要
項、Webサイト上の文章など、大学内で発生する各種資料
の翻訳に幅広く対応しています。

論文校正・翻訳のエキスパートによる高品質なサービス
アカデミックプライスソフトウェアは、学術機関や
大学生のためにメーカーが教育研究向けに特別
の価格で提供する製品です。大学生協では多く
のメーカーにアカデミックプライスでの提供を呼
びかけ、研究や学習に有用なソフトを手軽にご購
入いただける環境をととのえています。

アカデミックプライス製品を提供
何かと面倒な海外ソフトのご購入も、大学生協
で簡単にお取り寄せいただけます。

輸入ソフトウェアも取り扱い

※「学生版」など、一部校費対応できない製品があります。

論文校正翻訳
サービス
大学生協を通して、専門的な英文論文の校正・翻訳を、校費・科研費・現金・ク
レジットカード払いでご利用いただけます。専門知識＆英語の校正技術を携えた
エキスパートと提携し、英文論文の校正・翻訳はもちろん、シラバスや学内各種
資料の各言語への翻訳まで、幅広く対応しています。

https://www.quicktranslate.com/univcoop/お申し込み
お問い合わせ

検　索大学生協　校正

※ソフトウェアインフォメーションからもアクセスいただけます。

ソフトウェアは、
Web上から店舗へ、
いつでもご注文・
お見積依頼・
お問い合わせが
可能です。

各種研究費はもちろん、
クレジットカードや代金引換でもお支払いが可能です。
Webでのご注文と同時にクレジットカードでのお支払いがお選びいただけます。また、生協店舗で
のクレジットカード払いも可能です。ご自宅への配送をご希望の場合は、代金引換（お届け時現金
払い）もご利用いただけます。
※代金引換をご利用の場合は、送料・代引手数料が別途必要となります。
※各種研究費でご利用の場合は、大学生協店舗でのお支払い手続き・お渡しとなります。
※生協店舗でのお渡しの場合は、送料は不要です。

http://okaimono.univ.coop/検　索大学生協　カタログショッピング

冊子版カタログショッピングもご覧ください

投稿規定の
チェック

英文校正
証明書

無料再校正
1年間保証

無料 無料 無料

英文校正料金

アブストラクト
英文校正

英文アブストラクト
専用プラン

ダブルチェック
英文校正

スタンダード
低コストで言語面の

チェックに特化

22,500円 / 10ページ

400単語まで1件あたり

ダブルチェック
英文校正
プレミアム

言語面や文章の流れ、
構成もチェック

40,000円 / 10ページ料金の目安
（税別）

プラン

9円 / 1単語
料金

（税別）

1ページ250単語として 1ページ250単語として

5,000円 16円 / 1単語

論文翻訳料金
論文翻訳

スタンダード

コスト重視の論文翻訳

論文翻訳
プレミアム
学術論文など

専門性の高い文書の英訳

学内文書の翻訳経験が
豊富な専門翻訳者

＋
バイリンガル

クロスチェッカー
＋

学内文書の
校正経験が豊富な

英語ネイティブ
校正者2名

原稿内容と
同じ分野の専門翻訳者

＋
バイリンガル

クロスチェッカー
＋

原稿内容と同じ分野の
英語ネイティブ

校正者2名

日本人の翻訳者
＋

ネイティブチェッカー

各種
翻訳サービス

大学全体で発生する
翻訳ニーズに対応

取扱言語

作業担当者

プラン

15円～ / 1文字 ～22円 / 1文字 都度お見積り料金
（税別）

日→英 日→英 日→英・その他言語

※契約成立後の原稿の差し替えやキャンセルは原則対応していません。
見積り料金相当の料金が発生しますので、予めご了承ください。

※プランごとにミニマムチャージ（最低料金）が異なります。お見積りが提
示された際にご確認ください。　

※原稿の内容によっては、お引き受けしかねる場合もございます。あらかじ
めご了承ください。

※「英文校正プレミアム」の無料再校正1年保証には条件がございます。
見積時にご確認ください。

※表示価格はすべて税別です。
※料金は都度見積もりとなります。

お見積りから原稿のアップロード・納品ファイルのダウンロー
ドまで、セキュアなWeb環境をご用意しています。生協店舗で
のお支払いは校費・科研費での決済、現金・クレジットカード
払いにも対応。見積・納品・請求書の発行もご依頼ください。

Webからかんたん発注！ 生協店舗で決済が可能です

※上記Webサイトは、大学生協を販売窓口としてスピード翻訳(株)・丸善雄松堂(株)によって運営されています

お見積り・ご依頼はWebから！

Webサイトにて会員登録を申請、生協店舗にて確認後ご登録が完了します。

マイページから簡単にお見積り依頼・ご注文できます。 ※プレミアム・スタンダードの見積もりを一度に取ることもできます

作業完了後に送信する納品通知メールを生協店舗のレジに持参し、お支払いください。

マイページから納品ファイルをダウンロードしてください。 ※支払い手続きが完了していない場合はダウンロードできません

登　　  録
見積・発注
支　　  払
納　　  品

http://www.academic-soft.com/

研究機器や
家電・家具もWebで
ご注文いただけます！

★新バージョン、キャンペーン等、情報は随時更新しています。

専門分野に精通した
ネイティブエディターによる

校正・翻訳サービス

研究・教育に欠かせない
ソフトウェアをご案内
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https://software.univcoop.or.jp/お申し込み
お問い合わせ
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アカデミックプライスソフトウェアは、学術機関や
大学生のためにメーカーが教育研究向けに特別
の価格で提供する製品です。大学生協では多く
のメーカーにアカデミックプライスでの提供を呼
びかけ、研究や学習に有用なソフトを手軽にご購
入いただける環境をととのえています。

アカデミックプライス製品を提供
何かと面倒な海外ソフトのご購入も、大学生協
で簡単にお取り寄せいただけます。

輸入ソフトウェアも取り扱い

※「学生版」など、一部校費対応できない製品があります。

論文校正翻訳
サービス
大学生協を通して、専門的な英文論文の校正・翻訳を、校費・科研費・現金・ク
レジットカード払いでご利用いただけます。専門知識＆英語の校正技術を携えた
エキスパートと提携し、英文論文の校正・翻訳はもちろん、シラバスや学内各種
資料の各言語への翻訳まで、幅広く対応しています。

https://www.quicktranslate.com/univcoop/お申し込み
お問い合わせ

検　索大学生協　校正

※ソフトウェアインフォメーションからもアクセスいただけます。

ソフトウェアは、
Web上から店舗へ、
いつでもご注文・
お見積依頼・
お問い合わせが
可能です。

各種研究費はもちろん、
クレジットカードや代金引換でもお支払いが可能です。
Webでのご注文と同時にクレジットカードでのお支払いがお選びいただけます。また、生協店舗で
のクレジットカード払いも可能です。ご自宅への配送をご希望の場合は、代金引換（お届け時現金
払い）もご利用いただけます。
※代金引換をご利用の場合は、送料・代引手数料が別途必要となります。
※各種研究費でご利用の場合は、大学生協店舗でのお支払い手続き・お渡しとなります。
※生協店舗でのお渡しの場合は、送料は不要です。

http://okaimono.univ.coop/検　索大学生協　カタログショッピング

冊子版カタログショッピングもご覧ください

投稿規定の
チェック

英文校正
証明書

無料再校正
1年間保証

無料 無料 無料

英文校正料金

アブストラクト
英文校正

英文アブストラクト
専用プラン

ダブルチェック
英文校正

スタンダード
低コストで言語面の

チェックに特化

22,500円 / 10ページ

400単語まで1件あたり

ダブルチェック
英文校正
プレミアム

言語面や文章の流れ、
構成もチェック

40,000円 / 10ページ料金の目安
（税別）

プラン

9円 / 1単語
料金

（税別）

1ページ250単語として 1ページ250単語として

5,000円 16円 / 1単語

論文翻訳料金
論文翻訳

スタンダード

コスト重視の論文翻訳

論文翻訳
プレミアム
学術論文など

専門性の高い文書の英訳

学内文書の翻訳経験が
豊富な専門翻訳者

＋
バイリンガル

クロスチェッカー
＋

学内文書の
校正経験が豊富な

英語ネイティブ
校正者2名

原稿内容と
同じ分野の専門翻訳者

＋
バイリンガル

クロスチェッカー
＋

原稿内容と同じ分野の
英語ネイティブ

校正者2名

日本人の翻訳者
＋

ネイティブチェッカー

各種
翻訳サービス

大学全体で発生する
翻訳ニーズに対応

取扱言語

作業担当者

プラン

15円～ / 1文字 ～22円 / 1文字 都度お見積り料金
（税別）

日→英 日→英 日→英・その他言語

※契約成立後の原稿の差し替えやキャンセルは原則対応していません。
見積り料金相当の料金が発生しますので、予めご了承ください。

※プランごとにミニマムチャージ（最低料金）が異なります。お見積りが提
示された際にご確認ください。　

※原稿の内容によっては、お引き受けしかねる場合もございます。あらかじ
めご了承ください。

※「英文校正プレミアム」の無料再校正1年保証には条件がございます。
見積時にご確認ください。

※表示価格はすべて税別です。
※料金は都度見積もりとなります。

お見積りから原稿のアップロード・納品ファイルのダウンロー
ドまで、セキュアなWeb環境をご用意しています。生協店舗で
のお支払いは校費・科研費での決済、現金・クレジットカード
払いにも対応。見積・納品・請求書の発行もご依頼ください。

Webからかんたん発注！ 生協店舗で決済が可能です

※上記Webサイトは、大学生協を販売窓口としてスピード翻訳(株)・丸善雄松堂(株)によって運営されています

お見積り・ご依頼はWebから！

Webサイトにて会員登録を申請、生協店舗にて確認後ご登録が完了します。

マイページから簡単にお見積り依頼・ご注文できます。 ※プレミアム・スタンダードの見積もりを一度に取ることもできます

作業完了後に送信する納品通知メールを生協店舗のレジに持参し、お支払いください。

マイページから納品ファイルをダウンロードしてください。 ※支払い手続きが完了していない場合はダウンロードできません

登　　  録
見積・発注
支　　  払
納　　  品

http://www.academic-soft.com/

研究機器や
家電・家具もWebで
ご注文いただけます！

★新バージョン、キャンペーン等、情報は随時更新しています。

専門分野に精通した
ネイティブエディターによる

校正・翻訳サービス

研究・教育に欠かせない
ソフトウェアをご案内



12 13

キャンパスの旅行代理店
生協のお店で

旅行手配ができます

生協のお店で各種パンフレットをご用意しています。お申し込み
ご相談は

大学生協提携の旅館・ホテル・民宿・ペンションなどの宿泊施設を
団体向けの料金で利用できるプランです。ゼミ・スポーツ・親睦な
ど、目的に応じて選べる施設を数多く掲載しており、ゼミ合宿・サー
クル合宿などで多くご利用いただいております。

クラス・ゼミの研修・旅行に最適なプラン
合宿・ゼミ旅行の宿

http://travel.univcoop.or.jp/pkg/詳しい内容は
Webでご覧いただけます

学内の旅行カウンターでお申し込みができます

ＪＲ・飛行機・高速バス・フェリー・レンタカーなど
各種交通機関の手配、日本全国をカバーする
ホテルの宿泊、ＪＲ・飛行機と宿泊がセットに
なったお得なパッケージ商品などニーズに合っ
たプランをお選びいただけます。その他、海外航
空券、海外からの呼び寄せ航空券、観光パッ
ケージ商品の手配も対応可能です。

一般的な観光旅行では行かない場所等を訪れ
て視察や研修を行う、大学生協ならではの海外
ツアー。教育・福祉施設訪問、世界で活躍するグ
ローバル企業の視察、ボランティアなど、学生に
機会を提供し成長を支援する内容の旅を企画し

ています。これまで、ゼミの研究テーマにあったツ
アーを授業の一環に取り入れていただいたり、教
員の方ご自身が参加されたケースもあります。授
業のテーマにあわせたアレンジも可能です。ぜひ
ご相談ください。

「あんサポ24」は、海外旅行保険付の会員サポートサービスです。

テーマのある旅　2017春～2017夏催行コース

● ヨーロッパ・ピーススタディツアー10日間

● ドイツ自然エネルギー政策と
　 まちづくり視察研修10日間

● オランダ教育・社会視察研修9日間

● フィンランド教育関係視察研修8日間

● フィンランド幼児教育・保育施設実習8日間

● デンマーク社会福祉視察7日間

● バルト3国の世界遺産と学生交流6日間

● アメリカ社会視察とボランティア10日間

● ディズニー・ユースカレッジ・プログラム9日間

● アジア・ピーススタディツアー7日間

● グローバルスタディーinバンコク8日間

● 文明の十字路 ウズベキスタン周遊8日間

● 「何もなくて豊かな島」
　 フィリピン・カオハガン島7日間

● カンボジア・
　 自立再生プロジェクトを学ぶ旅8日間

● タイ・チェンマイ
　 絵本読み聞かせの旅8日間

● インド・
　 刺激的な文化と伝統を体験する旅8日間 ヨーロッパ・ピーススタディツアー

http://travel.univcoop.or.jp/sup24/
お問い合わせ先　E-Mail ： anshin@univcoop.or. jp

詳しい内容は
Webでご覧いただけます

※一部、旅行受付の取り扱いがない生協もあります。
　また、ご依頼の内容によっては対応できない場合が
　あります。 ▶ 同行される先生の個室アップ料金なしの宿も多数掲載

▶ 会議室割引のある宿、温泉の宿、スポーツ施設充実の宿など
　 約130施設を掲載

1名様からお申し込みいただける、出張や個人旅行向けのビジネス
プラン。利用交通手段が選択でき、多くのホテルが設定されている
ので、出張のご予定に合わせた手配が可能です。

東日本版／西日本版で全国を網羅
ビジネス＆カジュアルホテルプラン

▶ 宿泊のみのプラン、交通機関＋宿泊セットプランが選べます。
▶ 出発当日まで受付可能です。（一部の宿泊プランのみ。）

国内・海外出張時の交通機関や宿泊、ゼミ合宿、ご家族との旅行などの手
配を、学内にある生協の旅行カウンターで承っております。お気軽にご相談
ください。

生協のお店では大学生協オリジナル商品
や大学生協組合員割引のある商品を中
心に、各社の旅行商品を取り扱っていま
す。また、航空券などの出張手配の際は、
校費決済も可能です。

オランダ教育・社会視察研修

ドイツ自然エネルギー政策とまちづくり視察研修

国内・海外より日本語でこんなときにお役に立てます。

■ 出発前に渡航先の医療事情、治安について知りたい。
■ クレジットカード、パスポートの盗難、紛失の時、手続きをサポートしてもらいたい。
■ 海外で病気や事故（ケガ）の時、最寄の病院を紹介してもらいたい。
■ 言葉がうまく通じない時、電話による通訳をお願いしたい。　など

大学生協の窓口（注1）で、
旅行申込と一緒に会員申込（注2）ができます。1

「CO-OPあんしんダイヤル（注3）」が24時間利用できます。2

（注1）海外旅行取扱店舗に限ります。（注2）お申込のできないケース、補償のつかない場合もあります。
（注3）フリーダイヤル設定がある国では通話料が無料でかけられる番号がありますが、一部フリーダイヤルをご使用になれない地域があります。
　　  また、国際ローミング料金など、通信の際に料金がかかる場合があります。

（注4）全国大学生活協同組合連合会を契約者とする、会員の方を対象とした海外旅行保険包括契約となります。

引受幹事保険会社：東京海上日動火災保険株式会社
学生の旅行・留学に必要な海外旅行保険つき（注4）

3

※旅行商品（ツアー・航空券など）の解約・変更、旅行契約にかかわるものについては
　お受けできませんのでご了承ください。

会費は大学生協限定価格です。4

過去の渡航実態、事故事例に基づいた設計をしました。

※補償内容・会費は専用パンフレットをご覧ください。

※万一の時、「CO-OPあんしんダイヤル」にお電話いただければ、
　補償に関するご案内をいたします。

4つの特長

大学生協の
旅行カウンター

★ ホテルルートインチェーン、東横インチェーンは、大学生協組合員割引でご利用いただけます。

成長を促す「テーマのある旅」を
大学生協が独自でツアー企画しています

あんサポ24
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● フィンランド幼児教育・保育施設実習8日間

● デンマーク社会福祉視察7日間
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● アジア・ピーススタディツアー7日間

● グローバルスタディーinバンコク8日間

● 文明の十字路 ウズベキスタン周遊8日間

● 「何もなくて豊かな島」
　 フィリピン・カオハガン島7日間

● カンボジア・
　 自立再生プロジェクトを学ぶ旅8日間

● タイ・チェンマイ
　 絵本読み聞かせの旅8日間

● インド・
　 刺激的な文化と伝統を体験する旅8日間 ヨーロッパ・ピーススタディツアー

http://travel.univcoop.or.jp/sup24/
お問い合わせ先　E-Mail ： anshin@univcoop.or. jp

詳しい内容は
Webでご覧いただけます

※一部、旅行受付の取り扱いがない生協もあります。
　また、ご依頼の内容によっては対応できない場合が
　あります。 ▶ 同行される先生の個室アップ料金なしの宿も多数掲載

▶ 会議室割引のある宿、温泉の宿、スポーツ施設充実の宿など
　 約130施設を掲載

1名様からお申し込みいただける、出張や個人旅行向けのビジネス
プラン。利用交通手段が選択でき、多くのホテルが設定されている
ので、出張のご予定に合わせた手配が可能です。

東日本版／西日本版で全国を網羅
ビジネス＆カジュアルホテルプラン

▶ 宿泊のみのプラン、交通機関＋宿泊セットプランが選べます。
▶ 出発当日まで受付可能です。（一部の宿泊プランのみ。）

国内・海外出張時の交通機関や宿泊、ゼミ合宿、ご家族との旅行などの手
配を、学内にある生協の旅行カウンターで承っております。お気軽にご相談
ください。

生協のお店では大学生協オリジナル商品
や大学生協組合員割引のある商品を中
心に、各社の旅行商品を取り扱っていま
す。また、航空券などの出張手配の際は、
校費決済も可能です。

オランダ教育・社会視察研修

ドイツ自然エネルギー政策とまちづくり視察研修

国内・海外より日本語でこんなときにお役に立てます。

■ 出発前に渡航先の医療事情、治安について知りたい。
■ クレジットカード、パスポートの盗難、紛失の時、手続きをサポートしてもらいたい。
■ 海外で病気や事故（ケガ）の時、最寄の病院を紹介してもらいたい。
■ 言葉がうまく通じない時、電話による通訳をお願いしたい。　など

大学生協の窓口（注1）で、
旅行申込と一緒に会員申込（注2）ができます。1

「CO-OPあんしんダイヤル（注3）」が24時間利用できます。2

（注1）海外旅行取扱店舗に限ります。（注2）お申込のできないケース、補償のつかない場合もあります。
（注3）フリーダイヤル設定がある国では通話料が無料でかけられる番号がありますが、一部フリーダイヤルをご使用になれない地域があります。
　　  また、国際ローミング料金など、通信の際に料金がかかる場合があります。

（注4）全国大学生活協同組合連合会を契約者とする、会員の方を対象とした海外旅行保険包括契約となります。

引受幹事保険会社：東京海上日動火災保険株式会社
学生の旅行・留学に必要な海外旅行保険つき（注4）

3

※旅行商品（ツアー・航空券など）の解約・変更、旅行契約にかかわるものについては
　お受けできませんのでご了承ください。

会費は大学生協限定価格です。4

過去の渡航実態、事故事例に基づいた設計をしました。

※補償内容・会費は専用パンフレットをご覧ください。

※万一の時、「CO-OPあんしんダイヤル」にお電話いただければ、
　補償に関するご案内をいたします。

4つの特長

大学生協の
旅行カウンター

★ ホテルルートインチェーン、東横インチェーンは、大学生協組合員割引でご利用いただけます。

成長を促す「テーマのある旅」を
大学生協が独自でツアー企画しています

あんサポ24
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Webでご注文ができます
http://okaimono.univ.coop/

カタログ電子版はこちら
http://www.univ.coop/furniture/

店頭に置いていない商品・サービスは、大学生協が発行するカタログやWebサイトをご活用ください。
研究・教育や大学運営業務に関わる商品・サービスを幅広く取り扱い、大学生協を通してご購入いただけます。
お見積りだけでもお気軽に、校費・個人研究費での購入にご利用ください。

カタログやWebサイトで
様々な商品・サービスを
ご案内しています。

研究機器・ソフトウェアから家電・家具まで

大学生協のカタログショッピング
研究・教育現場に特化した商品を
多数掲載、一般店にはない教育市
場向けや生協オリジナル仕様など、
大学生協ならではの品揃えのカタ
ログです。研究室や事務室で使用
する専門性の高い製品や大型備
品などもラインアップ。

快適な研究室環境づくりをお手伝い

カタログショッピング ファニチャー特集

明るく楽しいSOHOオフィス家具

Garage
大学生協組合員専用ページ

研究機器のおすすめ商品を厳選セレクト

セレクション
パソコン・周辺機器の取り扱い商
品群から毎号おすすめをセレクト。
ひとつの商品に焦点をあてた
PICKUP特集では、その商品のポ
イントを見開きでご紹介していま
す。在庫限りのお得な特価品も掲
載しています。

チラシ

年5回
発行

ご注文 お店・電話・Web

ご注文 お店

サプライや文具なら

大学生協研究用品カタログ
年度末にご利用が高い事務用品
や文具、サプライ品を集めました。
新学期への準備にもご利用くだ
さい。

カタログ

年1回発行
（12月）

ご注文 お店

ご注文 お店

百科/辞書/人文/社会/数学/理工/情報系など

専門書カタログブックフェア
各分野にわたる専門書籍のカタロ
グセール。出版社約62社の協力を
得て、全点15%OFFで掲載。

ご注文 お店

ここに掲載されていない商品やサービスの取り扱いも？
お見積りやご相談など、お気軽に生協のお店へご連絡ください。

お店のWebサイトも
ご覧ください

検　索学校名　生協

カタログ

年1回発行
（11月）

全て校費の
取り扱いOK

論文や学会誌、教材やテキストの印刷なら

大学生協
プリント・オン・デマンドセンター一般書店や取次店で扱っていない学会・協会誌などの定期刊行物

をお取り寄せいたします。詳細は生協店舗にお問い合わせください。

学会・協会誌などの定期刊行物なら

大学生協 図書サービス

日経BP社発行の直販雑誌／日経ビジネス・日経エレクトロニク
ス・日経エコロジーなど／学会・協会発行物、機関誌（個人会員
登録制のものは除く）／公共団体発行物、民間企業・団体発行
物／毎日学術フォーラム、丸善雄松堂（株）海外事業部などの
直販雑誌など／メディカルレビュー社、メディカ出版など

【取扱発行物】

詳しくはWebサイトをご覧ください。

http://www.univ.coop/prev/u-poc/

ご注文 お店

カタログ

年11回
発行

研究室・事務室に設置するミーティン
グテーブルや書棚・保管庫、ご自宅で
使えるチェアやデスクなど、国内外有
名メーカー品からお手頃価格の商品
までおすすめ商品を掲載しています。

カタログ

年2回発行
（6月・12月）

シンプルで高いデザイ
ン性とオフィス家具の
機能性を備えた商品
を。大学研究室向けの
3Dレイアウトも無料で
ご提案しています。

海外生産・直輸入でお手頃価格を実現

カグクロ
大学生協版カタログ

中国の優良工場で生産されたオ
フィス家具を直輸入、低価格で高
品質な新品オフィス家具を提供す
る「カグクロ」の大学生協向け限定
版カタログ。海外生産ながら国内生
産品と同等のオフィス家具を、より
低価格で提供しています。

ご注文 お店

カタログ

年1回発行
（12月）

Webで商品検索・お見積書発行

http://garage.plus.co.jp/seikyo/

少部数をリーズナブルな料金でご
提供する大学生協の印刷・製本セ
ンター。教材・テキストなど、あとで追
加部数が発生しても、データを保存
できますので、必要な部数を必要な
ときに必要なだけ印刷ができます。

ご注文 お店

電子部品・半導体・理化学用品・測定器・入手困難品の調達

マルツエレック NEWS LETTER 
Webで注文・生協店舗で受け取り
可能！国内品、海外品、未掲載品で
もお問合せ下さい。
マルツの電子部品・半導体は、生協
店舗に続々在庫展開増大中です。
定期発行カタログで最新号は生協
店舗にて入手できます。

Webでご注文・お見積り

https://www.marutsu.co.jp/pc/static/large_order/1501_131_coop
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学会終了後の懇親会は、最寄にいい会場がな
かったり会場までの移動が大変だったり、会場
選びや準備が何かと大変です。学内施設でなら
移動時間が少なく、会の終了後すぐに始められ
ます。

学会・研究会後のレセプションは
移動が便利な食堂や学内ホールで

講堂や体育館を使用した大規模な
祝賀会やパーティーもおまかせください

研究室・ゼミ室での打ち上げなら
アットホームな雰囲気で交流も深まります

以前はホテルや学外会場で行っていた大規模
な会も、最近は予算や移動の手間などを考え学
内でのパーティーに切り替える大学が増えてい
ます。身近な施設で満足のいくパーティーを演出
いたします。

限られた予算の中で学生の方にも満足いただけ
るパーティ料理をご用意します。飲食店などと違
いまわりを気にすることなく、会話も深まります。
近くの会場までもケータリングいたします。

ローストビーフをはじめ、和洋中をお楽しみいただけるメニュー例
◯お料理…中華くらげサラダ［2皿］／スモークサーモン［2皿］／ローストビーフ［2皿］
／コールドミート＆チーズ［2皿］／やわらかグリルチキン［2皿］／点心（焼売2種）［2
篭］／和風四種盛り合わせ［2皿］／握り寿司（上）［3桶］／スペシャルサンド36カッ
ト［2皿］／フルーツ盛［1皿］
◯ドリンク…ビール［40本］／赤ワイン［2本］／白ワイン［2本］／烏龍茶1.5L［4本］／
◯セットアップ費10％、消費税

大学生協のお店へお申し込み
ご相談は

その他お飲み物、特別なお料理、会場設営や装飾など
予算・人数・ご要望にあわせてプランを作成します

おすすめ

4,320円

50名様
コース

×

※仕入れの都合により内容が変更になる場合があります
※メニューにはドリンク、セットアップ費、消費税を含んでいます。

大学生協の
パーティー
学内施設を利用したパーティーやレセプション、祝賀会ならおまかせくださ
い。お料理・お飲物・ホールサービスから、学会での看板や生花など、設営業
務まで対応いたします。食堂や学内ホールでの利用の他、研究室やゼミ室へ
のケータリングも可能です。

いつもの食堂やホールがパーティー会場に!
学内開催イベント後、移動時間をかけずにスタートできます

※写真は5,400円コースです。

ソフトウェアインフォメーション 論文校正 翻訳サービス 大学生協の旅行カウンター 大学生協のパーティー

電子教科書 教科書・参考書 洋書／和書オンラインストア

発行／大学生協東京事業連合

大学生協が
お応えします。

PICK UP GUIDE 2018
大学生協の商品・サービス ピックアップガイド
for Faculty and Staff

教育・研究に関する商品・サービスで全面サポート

いつでも気軽に立ち寄れる
便利な学内営業

多岐にわたる取り扱い内容
研究・教育支援に特化

価格にも自信あり 
生協価格で校費決済

余韻が冷めないうちに
学内施設で懇親できます
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