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ミールカードとは
生協食堂で利用できるとっても便利な

「学生証一体型の食堂年間利用定期券」です！
便利でお得な「ミールカード」をかしこく利用して、 
乱れがちな大学生の“食”を整え学生生活を楽しみましょう！

3つのプランを用意！
生活スタイルのパターンや食べる量に応じた

ミールカードで1日1,200円しっかりと食べられる

ミールカード購入金額  195,0 0 0 円（税込）
２食で沢山食べたい方

サークル・部活など学内に長くいる方

自炊時間を勉学にあてたいという方

こんな人におすすめ

163日以上利用でお得に。北部食堂の年間営業日数は291日です。
年間で119,200円もお得になります。

平日 1,200円 ／ 土曜 500円

３食対応！1,200円コース

ミールカードで1日900円しっかりと食べられる

ミールカード購入金額  15 8,0 0 0 円（税込）

こんな人におすすめ

176日以上利用でお得に。北部食堂の年間営業日数は291日です。
年間で83,900円もお得になります。

平日 900円 ／ 土曜 500円

２食対応！900円コース
１人暮らしで食生活に不安の方

規則正しい食生活を身につけたい方

サークル・部活など学内に長くいる方

食堂で１日2食と自炊で１食を考えている方

イチオシコース
ミールカードで1日500円しっかりと食べられる

ミールカード購入金額  99,000 円（税込）

こんな人におすすめ

199日以上利用でお得に。北部食堂の年間営業日数は
291日です。年間で46,500円もお得になります。

平日・土曜とも 500円

１食対応！500円コース
食事つきの学生会館にお住まいの方

お昼代は確保しておきたい方

自宅生も昼食は学校で
食べることが多いよ

全プラン土曜日は1日500円まで利用可能。日祝は使用不可。
※ただし長期休暇中などは営業時間が変更になりますので、ホームページから各食堂の営業時間予定などをご覧ください。
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ミールカードのメリットをご紹介！

便利でお得な「ミールカード」をかしこく利用して、 
乱れがちな大学生の“食”を整え学生生活を楽しみましょう！

MERIT 1 食費を1年分確保！手持ちがなくても大丈夫！
節約のため一番に削りがちな「食費」。ミールカードを購入することで、1年間一定金額の食事を摂ることが
できます。急な出費があった時も、ミールカードなら食費を前払いしているので、手持ちがなくても困ること
はありません。（大学生活実態調査より）

MERIT 2 豊富なメニューで健康的な食生活！
生協食堂はメニューが豊富！学生のみなさんが安心して食生活を送れるように、毎日の健康に気をつけたメ
ニューを提供しています。野菜を使ったメニューも多いので、栄養バランスのとれた食事が可能になります。

MERIT 3 ライフスタイルに合わせて利用できる！
1年生が多く利用する北部食堂は平日8：00～20：00、土曜日10：00～14：00まで営業しているので、
朝・昼・夕食をサポートします。ミールカードでは、食堂メニューの他にドリンクも1会計1点までご購入頂
けます。（ミール対象限定 ）

MERIT 4 ご利用明細・ご利用履歴をパソコンやスマホからチェックできます！
ミールカードを申込まれた学生本人と保護者様が利用できるサービスです。利用回数、金額、食事の詳細
や栄養バランスをWEBで確認することができます。前日までのミールカードの利用状況を確認することが
できるので、お子様がどんな食事をしているのか、また大学への通学状況もわかります。

MERIT 5 精算は学生証（組合員証）をレジにかざすだけ！
お申込みいただくと、学生証（組合員証）にミールカード機能が加わります！
レジで精算時にカードリーダーへタッチするだけなので便利です。

MERIT 6 ミールカードの方限定のお得なイベント！
ミールホルダーの方は毎月お得なイベントがあります。昨年は

「小鉢・ケーキ・豚汁」の半額や「コロッケ・ミールドリンク」
の無料配布などを行っております。

１ヶ月の利用回数や利用金
額などが分かります

食事の詳細が分かります
食べたメニュー・カロリー・金額など
※サラダバー・ビュッフェは金額のみ

食事内容の栄養バランスをグラフで
見やすく紹介しています
※サラダバー・ビュッフェ利用分は含まれません

保護者様も
安心！

大学生協マイページ
QRコード

▲
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ミールカードがあるとこんなに違う！！

保護者の皆様へ

ミールカードを使ってよかった！

最近、節約するために朝食や昼食を食べない学生が増えています!!

ミールカードを利用している学生はどのような食生活をしているのでしょうか？
実際にミールカードを利用している学生・保護者のみなさまの声を聞いてみましょう！

学生生活実態調査（2016年実施 学生生活実態調査のデータより）「食べる」と答えた人のなかには… 【理由】
● 栄養調整食品とジュースだけ
● パンとジュースだけ、おにぎり1個だけ
● カップ麺だけ、お菓子だけ…等

保護者と同居… お昼代をもらっているけど、
お小遣いとして残したいから

一人暮らし……仕送りを節約するため

学生生活実態調査（2016年実施 学生生活実態調査のデータより）

朝  食 昼  食

3人に1人が
朝食を欠食

7人に1人が
昼食を欠食

 節約•工夫したい支出費目（2つ選 択）
ランキング 1 位が…

食  費
（外食費含む）

嗜好品代……………20.3%

交通費………………14.6%

家賃・水道光熱費…13.6％

66.2% 
衣料品代………11.7%

飲酒代…………11.6%

ミールカード利用者の声

保護者からの声

初めての一人暮らしで心配は色々あるけど、その中でも食
事の心配もかなり大きいものでした。ミールカードは、最
初はどんなものか1年間ためしに使用してみようという感
じでしたが、今ではなくてはならないものに…。本人も自
炊とミールカードを上手に使ってやっているようです。

生協のマイページで、いつ、どこで、何を食べたかが確認
できるので、マメに連絡が取れなくても、ちゃんと大学に
行っているんだなとわかり安心できます。だいたい元は取
れるのでオススメです。

マイページの利用履歴を見て、“毎日大学に行っているこ
と”、“きちんとバランス良く食べていること”がわかり、購
入価格には親の安心感も含まれているように思います。
おいしそうなメニューでうらやましい日もあります（笑）。

遠方で子供の食生活が心配でしたが、Web上で利用履歴
が確認できたので、助かりました。栄養バランスも表示さ
れるので、すごく親切なシステムだと思います。

学食を利用することが多いので、ミールカードを使っています。自分は1日500円のミールカー

ドを使っていて昼食に充てているのですが、ミールカードは毎日一定の金額を確実につかうこ

とができ、食費のやりくりが楽で、「月末の食費が厳しくて食事を我慢…」なんてことがない点

が安心です。また、ついついたくさん食べたくなってしまうときも、500円を超えてもそのまま

生協電子マネーで支払いが完了してしまうので、すごく楽なのも大きな魅力です。教育学部  新４年
野末 修平

ミールカードで月末の食事も心配なし！ ミールカード500円プラン利用

食べる 食べる

食べない

食べない

36.8%

15.4%

腹が減っては勉強はできぬ！
ミールカードを使って安定した食生活を！
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ミールカードがあるとこんなに違う！！

生協の組合員でなければ利用できないの？

その通りです。生協加入手続きもあわせてお願いします。

Q
A

ミールカードは、北海道大学生協の組合員であること
が利用条件です。必ず生協にご加入ください。生協への
加入とミールカードの申込みは同時にできます。

使いきれなかった分を友人に使わせてあげてもいいですか？

ミールカードは本人利用限定です。

Q
A

ミールカードは本人以外は利用できません。他人へ貸し
たり、他人の分の購入は、禁止させていただいておりま
す。禁止行為が判明した際は、利用停止措置をとらせて
いただきます。

1日の利用限度額以上使いたいときは？

現金や大学生協電子マネー併用で精算できます。

Q
A

1日の利用限度額を超過する場合は、組合員証カード
の電子マネー機能を使って不足分を精算したり、現金で
お支払いいただけます。

実際どのくらいお得ですか？

各コースによって異なりますので、ミールコース紹介
(P1)をご確認ください。

Q
A

1日何回使えますか？

1日の利用回数に制限はありません。

Q
A

1日の利用限度額までは何度でもご利用いただけます。

解約や返金の方法は？

長期入院や退学時等の場合、所定の方法で返金します。

Q
A

中途退学、休学、留学、長期入院の場合は、定められた
方法で非利用期間の残額相当分を返金します。それ以外
の中途解約の詳細は、ホームページ上のミールカード利
用規則、または申込用紙の利用明細則をご覧ください。
https://www.hokudai.seikyou.ne.jp/univcoop/join-secede/
mealcard.html

生協のどの商品でも利用できるの？

食堂の食事や購買の一部のお弁当などにご利用できます。

Q
A

ミールカードで利用できるのは、生協の各食堂で提供
する食事と、ミール対象ドリンク（ミール緑茶・烏龍茶、
野菜ジュース、豆乳、牛乳）、購買で販売している一部
のお弁当（内製弁当）です。

その日使えなかった分は繰越できますか？

ミールカードの繰越はできません。

Q
A

ミールカードの仕組みは、毎日バランスよく食事をしてい
ただく事を目的として作った仕組みです。そのため、ご利
用いただける金額を毎日更新させていただいております。
毎日上手に使ってバランスよい食生活を目指してください。

ミールカードはいつもらえますか？

ミールカードは、学生証と一体になっています。

Q
A

学生証をお受け取りください。

ミールカード Q&A

職員の声

大学生活は楽しいことだらけ！遊び
も勉強も全力で取り組む為には、ま
ずは美味しいご飯を食べてからで
す！私は1年生がよく利用する北部
食堂にいます！多い日で1日約4000
人が来店するので、素早くレジを通
ることができるミールカードは必需
品！ミールカードを持って、ぜひ北部
食堂に遊びにきてください～！

これから楽しい大学生活が始まり
ますね！ミールカードは一年分のお
食事代を確保できるので、朝・昼・
夜しっかり食事を取ることが出来る
便利なカードですよ！
私は朝7時から皆さんのご飯を作っ
ています！是非ミールカードを持っ
て北部食堂へ来てください！待って
ますよ！

晴れて大学生となる皆さんの学生生
活を、さらに充実させる「ミールカー
ド」をご紹介します。ミールカードの
魅力はなんと言っても「お得」！ミール
カードさえあれば1年間食費を気にせ
ず、お得に食事ができちゃいます！
ちなみに、生協に入って1年目の私の
特技は、素早くご飯を炊くことです！
美味しいご飯を炊いてお待ちしてます♪

木村 千春 豊田 滉人 松橋 杏奈
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北部食堂からのコメント

生協食堂をご紹介！

北部食堂
朝8：00から営業しており、200円から日替

わり朝定食を提供しています。

基本的にはおかず、小鉢、ごはん、デザー

トなどお好きなメニューを組み合わせてお

選びいただけるカフェテリア方式の食堂で

す。サラダバーやビュッフェなど食べたい量

を取ることも出来ます。17：00以降は夜定

食も提供しており、夜ならではのメニューも

盛り沢山です♪外観

北部ホール

サラダバーコーナービュッフェコーナー

食 堂

購 買

● 食堂全メニュー

● ミール対象ドリンク
（ミール緑茶・烏龍茶、野菜ジュース、豆乳、牛乳）

● 購買で販売している一部お弁当（内製弁当）

平日 8：00～20：00 ／ 土曜日 10：00～14：00 ／ 日祝  お休み ／ 春休み・夏休み 10：00～18：00

ミールカードが利用できる

学生の食生活をしっかりとサポートする生協食堂のとりくみ

■ 知ってほしい  こだわりの安心・安全の食材
食品添加物は自主基準を設け安全性を確認しています

ミールカードで利用できる範囲

Pick up!

大学構内には、他にも６店舗の生協食堂があり、すべての店舗でミールカードがご利用いただけます。

① 使わずにすむものは使わない

② 使う場合でも最低限の量に限る

③ 安全性に問題のあるものは使わない

●アレルギー物質はプライスカードでも確認できます

アレルギー物質をマークで表示しています。

プライスカードでもアレルギー表示を行い、安心して利用できる仕組みも作っています。

※ ただし、共通の器具を使って調理しているため、アレルギーが発症
しないことを保証するものではありません

■ 食の自立ができるよう、3群点数法による栄養評価を行っています
私たちが日常食べている食品を、栄養の働き別に３つの食品グループに分けます。それが、赤・緑・黄の食品群です。
各グループから点数配分に沿って食事をとると、必要な栄養素をほぼ満たすことができるという食事法です。

摂取カロリー 塩分

男性：2650kcal（約33点）
女性：1950kcal（約24点）

男性：8ｇ未満／日
女性：7ｇ未満／日

レシートに、赤・緑・黄及び
塩分の栄養素表示があります

【１日の目安量】

※18 ～29歳の身体活動レベルⅡ（ふつう）の場合
（「日本人の食事摂取基準」〈2015年版より〉）

※サラダバー・ビュッフェについては表示されません

赤に分類されている食品はたんぱく
質を多く含み、血や肉、骨、内臓な
ど、体を作るもとになります。

赤 体をつくる
たんぱく質

▲

牛乳・魚・肉・豆腐・たまご

緑に分類されている食品は、カロチ
ンやビタミン、無機質を多く含み、
体の調子を整える働きをします。

緑 体の調子をととのえる
カロチン・ビタミンＣ・無機質

▲

かぼちゃ・にんじん
ビタミンＣ・無機質

▲

キャベツ・たまねぎ

黄に分類されている食品は炭水化
物や脂肪を多く含み、これらは体を
動かす力や熱のもとになります。

黄

６点 ３点 15 ～ 24 点赤 緑 黄

体の中で力や熱となる
炭水化物

▲

ご飯・パン・パスタ
脂肪

▲

サラダ油・マーガリン

小

エネルギー

タンパク質

脂　質

炭水化物

塩　分

黄

緑

赤

点

点

点

食材中のアレルゲン

1657　2017/2/27

豚カツ＆旨辛豆腐セット
TONKATSU & UMAKARADOFU SETTO

組価

￥507
（本体価格¥470・税額¥37）

872kcal

30.4g
31.6g

107.4g

4.3g
※栄養価は
中サイズの
ものです。

2.4
0.2
8.3

Egg
卵

Milk
乳

Crab
か に

Squid
い か

Salmon
さ け

Beef
牛 肉

Chicken
鶏 肉

Wheat
小 麦

Shrimp
え び

Abalone
あわび

Salmon roe
いくら

Mackerel
さ ば

Pork
豚 肉

Soybean
大 豆

475組価

￥

中

（本体価格¥440・税額¥35）

Apple
りんご

Sesame
ゴ マ

Gelatin
ゼラチン

新入生の皆さんご入学おめでとうございます。私も生
協職員になってからミールカード（500円コース）に
加入しましたが、一言でいうと「便利です‼」。
お財布を家に忘れた日でも、お金が厳しい月でも、
学生証さえあれば1日のミールカード利用金額内分の
食事を食堂で食べることができちゃいます！+1品を
取りやすくなり、以前よりサラダ・小鉢を取るように
なりました！健康な食事のためにもオススメです！！
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生協食堂のメニューを一部ご紹介

汁物の価格

みそ汁…￥32（税込） ￥30（本体）

豚　汁…￥86（税込） ￥80（本体）

ミールカードでしっかり食べる

【12月】
クリスマスフェア

【11月】
北海道フェア

【6月】
道産アスパラ

【6月】
スタミナフェア

生協食 堂では、毎月いろい
ろなフェアやイベントを開催
し、各フェア限定のメニュー
や新しいメニューを提供して
います。また、旬の素材で季
節のおすすめメニューもご案
内しております。

他にもさまざまなイベントを行っております。上記ポスターは昨年実施した一部ご紹介になります。

ミールカードを使って毎日の食事を楽しもう！イベント＆フェアを毎月開催！

ミールカード500円プランをご利用で
こんなにしっかり食べられます！

例えば、こんなセット……

小鉢・サラダ 麺

ほうれん草ゴマあえ
￥64（税込） ￥60（本体）

かけうどん／そば
￥216（税込） ￥200（本体）

こうなごの南蛮漬け
￥64（税込） ￥60（本体）

かき揚げうどん／そば
￥313（税込） ￥290（本体）

ポテト＆コーンサラダ
￥86（税込） ￥80（本体）

味噌ラーメン
￥370（税込） ￥343（本体）

おかず カレー・丼

揚げだし豆腐
￥108（税込） ￥100（本体）

カレー
￥259（税込） ￥240（本体）

サバ塩焼き
￥194（税込） ￥180（本体）

辛みそ焼肉丼
￥378（税込） ￥350（本体）

チキンおろしダレ
￥302（税込） ￥280（本体）

チキン竜田丼
￥464（税込） ￥430（本体）

ライスの価格

￥  64（税込） ￥  60（本体）

￥  97（税込） ￥  90（本体）

￥129（税込） ￥120（本体）

小

中

大

豚カツ＆旨辛豆腐セット
㊥￥507（税込） ￥470（本体）

チキンカツのオランダ煮セット
㊥￥507（税込） ￥470（本体）

モーニングセット！

モーニングセット

￥200 ～

激安



北海道大学生活協同組合
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西7丁目1-1 北大生協会館3階
代表 011-746-6218  平日 10：00～18：00

北大生協は
北大生活の全てを
 バックアップ！

ミールカードお申込みについて

※中途解約は6月末まで可能です。
中途解約は６月末日まで受け付けております。購入した金額から各
コースの１日限度額×経過した営業日数分を差し引いた金額を、指定
された口座に１週間後を目処に振込みします。学生の場合は保護者の
同意が必要です。また「中途退学・休学・留学・長期入院」などの理由
による解約については、６月以降も経過月数分を減額して返金いたし
ます。（事由の証明が必要です）

解約期間 ４月１日～６月末
「申込金額－コース別の１日限度額×日曜・祝日を除く
営業日数 」の計算式で、残金を返金いたします。

※コースの変更は6月末まで可能です。
コースの変更は月の初めからの変更が可能です。（例えば５月１日より）
上記申込プランの表の差額分を追加徴収又は返金をいたします。

例 ５月１日から900円コースから
1200円コースに変更する場合

５月開始料金　18.3万円－14.9万円＝3.4万円
追加徴収させていただきます。

コース変更 ６月末日まで受け付けております。

※中途解約・コース変更をご希望の場合は、生協会館3階理事会室までお越しください。

■お申込み方法
加入申込書10枚目（ゆうちょ銀行「払込
取扱票」）に必要事項をご記入の上、最
寄のゆうちょ銀行（郵便局）にて払い込
みください。
なお10万円を超える払込はゆうちょ銀
行窓口にてご依頼人の方の本人確認書
類が必要です。

198000

158000
40000

1 6 6  0 0 1 2

0 3  3 5 0 7  1 1 1 1

生協 一郎

東京
杉並区和田
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生協共済加入手続きが別途必要です。
加入手続されない場合は生協電子マ
ネー及びミール申込は無効となります。
（手続状況を記載ください）

ミールのコースと開始月を記入

「ご依頼人」＝保護者の方
住所は保護者様のご住所

「ご利用者」＝ご入学のご本人

お申込み締切３月27日（水）（お申込は払込でお願いします）

お申込には別途生協加入の手続きが必要です。
別冊の「加入手続きのご案内および申込書」にてお手続きください。

■4月1日（月）以降のお申込について
4月19日（金）まで加入申込書にある10枚目の用紙でお申し込みいた
だけます。お振込みからご利用開始まで1週間ほどかかりますので、
ご了承ください。

■ミールカードプラン

４月開始 ５月開始 ６月開始 ７月開始

1200円コース 195,000円 183,000円 171,000円 159,000円

 900円コース 158,000円 149,000円 140,000円 131,000円

 500円コース 99,000円 94,000円 89,000円 84,000円

ミールカードを利用するための学生証は、4月3日（水）大学のオリエン
テーションで配布されます。
学生証が配布されてからのご利用となります。

■ご利用開始日　４月3日（水）から

お問い合わせ ： 北大生協理事会室  0120-115-121  平日10：00 ～18：00、土曜10：00 ～15：00までお願いいたします。


