
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…ペッパーポークのサラダ［2皿］／スモークサーモン［2皿］／にしんと野菜
のマリネ［2皿］／３種のウィンナー盛り合わせ［2皿］／点心［焼売２種］蒸篭［２篭］
／ミックスサンド［2皿］／鶏唐揚げ＆フライドポテト［2皿］／にぎり寿司［3皿］／上
海風塩焼きそば［2皿］／フルーツ盛り合わせ［1皿］
◯ドリンク…ビール中瓶［４０本］／赤ワイン［２本］／白ワイン［２本］／ウーロン茶1.5
Ｌ［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いたします。

4,320円

50名様
の場合

×

※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

※写真はイメージです。

余韻が冷めないうちに
学内施設で懇親できます

電子教科書

教科書・参考書

洋書／和書オンラインストア

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
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大学生協がお応えします。

便
利
な

学
内
営
業

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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電子教科書で
教育が変わる。学びが進化する。
 → 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

2019

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：大学生協事業連合東京地区

2019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。

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

　商品もあります。

書籍
組合員
割引キャンパス内に勤務されている方であれば、

※一部割引のない
　商品もあります。　商品もあります。

書籍
組合員

文具

20%
OFF

生協の
お店で。

カタログや
Webで。

PICK UP GUIDE 2019

大学生協の商品・サービス ピックアップガイド
for Faculty and Staff
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電子教材を活用した
新しい学びの形

電子教科書で
教育が変わる。
学びが進化する。
「学生一人ひとりの反応を見ながら授業を進められないか？」「学生を自発的な
“学びあい”に導くことはできるのか？」日々の授業で感じるこうした疑問や悩みを
解決に導き、主体的・協同的なアクティブ・ラーニングを実現する新しいプラット
フォームとして、今、「電子教科書」に熱い視線が注がれています。

動画や音声を教科書に埋め込み、リスニング学修をバックアップ。
さらに、どこでも付箋・暗記ペンなど、さまざまな機能が自発的・能動的な学びをサポートします。

学生にもっと教科書に
親しんでもらいたい

さらに多彩な機能でアクティブ・ラーニングを応援！

講義テキストから辞書へ、
教科書へ、
シームレスにアクセス

各大学の電子教科書アプリ導入事例をご紹介いたします。
ぜひご覧ください　

大学生協の「電子教科書」が
お応えします

教育現場で発生する
お悩みや課題を解決

全国の大学で電子教科書を活用した
授業が進められています

大学生協の電子教科書なら大学生協のシステムを活用することでシステム
投資を最小限に抑えることが可能。電子教科書自体の購入は学生が生協を
通してテキストとして購入し、閲覧する端末は学生所持のパソコンやスマート
フォン・タブレットを利用することを想定しています。

導入コストは最小限でOK

電子教科書のパソコンへのインストールやパソコンへのセットアッ
プ、使い方の説明は、大学生協が全面的にサポート。授業内での
インストール説明や学生向け講習会もお手伝いします。

パソコンへのセットアップは
大学生協が全面サポート

多くの機能の中でどの機能が実際に有用かはそれぞれの授業で
の使われ方により異なります。先生とご相談のうえ、授業と電子教
科書の機能のマッチングを行います。

授業に合わせた
機能マッチングもお手伝い

学生は生協で販売されているクーポンを購入し、クーポンに記載さ
れているシリアルコードを電子教科書販売サイト（VarsityWave 
eBooks）で入力。簡単に電子教科書が利用できるようになります。

学生への販売も
大学生協におまかせ

今お使いの教科書や自作テキストの電子コンテンツ化を大学生協がお手伝
いします。出版社との交渉はおまかせください。大学教科書のICT化を進める
大学生協の取り組みには多くの出版社が賛同し、期待を寄せています。

協力出版社一覧（2016年12月現在）
朝倉書店／EDUCE／大月書店／海馬書房／かもがわ出版／関西学院大学出版会／
近代出版／くろしお出版／勁草書房／研究社／晃洋書房／語研／古今書院／作品社
／三修社／三和書籍／ジェイ・リサーチ出版／翔泳社／人文書院／新曜社／全日本病
院出版会／日本看護協会出版会／日本評論社／白桃書房／文一総合出版／文永堂
出版／文眞堂／ベレ出版／法政大学出版局／法律文化社／みすず書房／緑書房／
三輪書店／武蔵野美術大学出版局／メディカ出版／森北出版／有斐閣／羊土社
※上記以外にも協力を要請している出版社が多数あります。
※授業への採用（電子教科書の導入）を契機に協力出版社を増やしてまいります。

出版社との交渉は大学生協で対応

大学生協の

学生同士でグループワークや
学び合いをさせたい

学習効果を上げて、
理解が遅れがちな学生を救いたい

リアルタイムに学生の反応を見て、
授業を進めたい

共有機能やアンケート機能で
学生の反応を
リアルタイムに把握

学生の利用ログ取得で、
学習効果の計測・分析が
可能に

https://www.univcoop.or.jp/service/book/univ-etext/

導 入 運 用

導入と運用、学生への販売は大学生協が全て対応します

新潟青陵大学
福祉心理学部

南雲 秀雄 教授

授業の最初にMoodleで前回の復習
や予習内容を確認する質問をしてお
いて、そのあとで電子教科書を使って
授業を進めます。学生に自分が重要だ
と思う箇所にマーカーを引かせ、その
上で私が引いたマーカーを共有しどこ
が重要なのかということが分かるような
仕組みを作っています。

九州工業大学
情報工学部

小田部 荘司 教授

京都大学 理学研究科

馬場 正昭 教授

首都大学東京

水越 康介 教授

宮城大学 看護学群

大塚 眞理子 教授

メモや付箋などの共有で
学生の参加、
学びあいの姿勢を育成

一番学生うけしたのは、ABCDEのア
ンケート機能がよかったみたいですね。
集計もあっという間に私のスマホのと
ころに結果が出ますから、非常にうけて
たみたいで、あちこちで使っていて楽し
かったです。あとはマーカーとか注釈を
入れるやつも、私が一つ入れると全員
にそのまま配信されますので、その機

能も非常によかったみ
たいですね。

学生さんにとって授業って一番大事な
ことなので、それに対しても教材とか、
コミュニケーションツールとしてこの電
子教科書を導入する・・・これは一番大
事なことだと私は思っています。 これか
らこのような新しい『ICT教育』というの
は、どんどん普及していくと思うので、
一緒になってどんどん改善していけれ

ばいいかなと思ってい
ます。

授業前に課題を出して、その課題について事前に提出してもらう
という形をとっていました。後日全員に対してどんな答えを出した
のかということを、全員にフィードバックするという形をとりました。

それを見てもらうことによって、予習だけではな
く、授業が終わった後に復習という形で、どんな
感じで他の学生がどんな答案をしたのかというと
ころをわかってもらえるのかなと思いました。

老年看護学の科目を担当する複数の教員でこのビューアを利
用しています。学生の反応や使い方の工夫を共有し、授業の進
め方に反映させるようにしています。学生自身で自分なりの勉強

の仕方を工夫していることが確認できたのも
一つの成果です。学生は電子書籍を使う事で
事前学習、事後学習をするようになったと思
います。
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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

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

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。

大学生協の電子書籍アプリ（専門書学習ビューア）は教科書・参
考書に加え、大学生協が販売する電子書籍（専門書・洋書等）や
電子書籍版辞書もアプリ内で利用ができます。教科書・講義資
料から電子書籍版辞書との連携もスムーズです。

文書や画像など、様々なデジタルデータをまとめて整理・管理
できる「自分だけのノート」を作成できるアプリ。積極的に学修
へ活用している学生も多くなっています。

アンケート機能 学習ログの提供

大学生協の
電子書籍アプリ

▶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。（私立大・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。（私立大・経営系/公立大・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。（公立大・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。（国立大・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。（国立大・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。（私立大・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。（公立大・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。（私立大・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。（公立大・
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には
学生のイキイキを引き出す多彩な機能があります

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、ふせん・メモ・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？〉〈どこでつまずいているのか？〉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。

https://www.univcoop.or.jp/service/book/univ-etext/

最新のITソリューションを盛り込んだ
大学生協の電子教科書が、
かつてなかった新しい「学びの形」を提供します。

検 索大学生協の電子教科書

電子教科書を活用した授業をぜひご検討ください

電子
教科書

電子書籍アプリもノートアプリも
共有・連携できる機能があり、

グループによる効果的な学修を
導きます。

知りたいこと、調べたいことが出て
きた時に、ネット検索ではなく信

頼がおける参考文献である
「教科書」や「辞書」を情

報ソースに学修を進め
ることができます。

電子書籍アプリと
ノートアプリの

連携

クラスやグループ内で

共有・連携
LMSなどから

配信される資料
紙のプリントや板書を

撮影した画像
ノートアプリに

直接入力

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

リ
ン
ク

連
携

入
力
・
手
書
き

Ｏ
Ｃ
Ｒ
で

テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
化

学生のパソコン・タブレットを最大限に活用した
「新しい学び」のスタイルを提案します！

学生のパソコン・タブレット内

WEBサイト

ノートアプリから
あの電子教科書に飛びたい！

辞書で調べたい！を実現。

電子書籍版
辞書

教員からの
配信資料

ノートアプリの活用
Microsoft OneNoteや

Evernoteなど
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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

豊富な在庫量

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

研究・勉学に必要な洋書を24時間いつでもご注文OK

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

業界屈指の在庫量で、予約・取り寄せにも対応

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

Webサイト上で洋書の検索・ご注文が簡単に行えます。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しています。書籍によっては複数の手配先
からご希望の価格・納期に合わせてお選びいただけます。

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。

2019年初夏 サイトリニューアル予定

講義で使用する教科書は
電子も紙も大学生協へ

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
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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。

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。

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

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/

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

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。

研究・教育に欠かせない
ソフトウェアをご案内

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

https://online.univ.coop/catalog/
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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
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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
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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　2018春～2018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

● 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

● サンフランシスコ・シリコンバレー
　 企業訪問ツアー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

● ボルネオアドベンチャーツアー7日間

カンボジア自立再生プロジェクトを学ぶ旅

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。

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。
※LINEの無料通話でもご利用できます。

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

ヨーロッパ・ピーススタディツアー

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
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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

ヨーロッパ・ピーススタディツアー

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
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Webでご注文ができます
https://online.univ.coop/catalog/

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69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ございます。
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

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/

ご注文 お店

パソコンをカスタマイズするなら

大学生協カスタマイズPC専用サイト

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

大学生協のカスタマイズページ専用サイトで、カスタマイズ内容の確認ができます　http://custompc.univcoop.or.jp

ニーズに合わせてパソコンのスペックを変更できる大学生協カスタマイズPC。
WindowsPC、Apple、OSなし等、さまざまなカスタマイズがWEBサイト上で簡単にできます。

ご注文 お店 ※WEBお見積を店舗にご持参ください

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ＥＳＧ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、国際文献社、丸善雄松堂（株）海外事業
部などの直販雑誌など／アスク出版／医学系・生命系・看護
系雑誌年間購読（メディカルレビュー社、メディカ出版など）

【取扱発行物】
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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…ペッパーポークのサラダ［2皿］／スモークサーモン［2皿］／にしんと野菜
のマリネ［2皿］／３種のウィンナー盛り合わせ［2皿］／点心［焼売２種］蒸篭［２篭］
／ミックスサンド［2皿］／鶏唐揚げ＆フライドポテト［2皿］／にぎり寿司［3皿］／上
海風塩焼きそば［2皿］／フルーツ盛り合わせ［1皿］
◯ドリンク…ビール中瓶［４０本］／赤ワイン［２本］／白ワイン［２本］／ウーロン茶1.5
Ｌ［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いたします。

4,320円

50名様
の場合

×

※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

※写真はイメージです。

余韻が冷めないうちに
学内施設で懇親できます

電子教科書

教科書・参考書

洋書／和書オンラインストア

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

PICK UP GUIDE 2019

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

大学生協事業連合東京地区

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

大
学
生
協
が

お
応
え
し
ま
す
。


