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北海道大学生活協同組合
〒060-0808 札幌市北区北８条西７丁目1-1　TEL/011－746－6218

E-mail：seikyou@coop.hokudai.ac.jp

北大生協ホームページはこちら

■ 出資金返還・所属変更手続きのご案内
■ 組合員名簿の管理と脱退処理等に関する規則
■ 勉学援助制度寄付のお願い
■ 奨学金返還期限猶予願のご案内
■ 卒業アルバム予約承ります
■ お祝いの晴れやかな卒業式の日を、
  ご家族一緒にお過ごしください
■ 卒業前に最後の運転免許取得のCHANCE!!
■ 卒業袴のお申込はお済みですか？

■ 新生活応援！スーツフェア開催中！
■ ろうきんなら
  「フルキャッシュバックサービス」でお得！
■ 北洋―JCBデビットカードなら安心・お得！
■ 読む習慣を始めよう！
■ ご卒業記念にいかがですか・卒業記念印鑑のご案内
■ 北大オリジナルグッズのご案内
■ 北大卒業の思い出にいかがですか？
■ 不要になった家電・自転車は北大生協へ

２
０
２
０
年
春

ご
卒
業
予
定
の

     

み
な
さ
ま
へ



①ホームページよりオンラインで変更手続きをする。

②下記店舗カウンターにて変更手続きをする。
　生協会館店・北部購買店・中央購買店・工学部購買店・水産店

2020年４月より大学院に進学される方や引き続き在学される方

北大大学院に進学される方は、組合員の脱退手続をせずに
卒業年度やご身分の変更登録を以下の①または②の方法で行ってください

北海道大学の卒業式（学位記授与式）は札幌キャンパス３月25日（水）、函館キャンパス　３月26日（木）の予定です。詳細は北海道大学WEBサイトにてご確認ください。

学部から北大大学院に進学される方・引越しをされた方

1 組合員の継続手続きについて

★北大大学院進学等引き続き、北大に在籍される方は、
　間違えて脱退すると以下のデメリットがあります！

ポイントが貯まらなくなる/プレミアがつかなくなる/生協からの案内物が届かなくなる
共済給付できなくなる場合がある（学生総合共済などに加入されている方が対象）

検 索北大生協変更届

卒業おめでとうございます。北大生 協のご利用ありがとうございました。

継続手続きに関するお問い合わせ先
クラークサービスセンター内「共済センター 」
TEL 011-726-0442（平日 10時～18時）
・共済に加入されていない方は、この機会にぜひご加入ください。

または、大学生協共済・保険サポートダイヤル
TEL 0120-335-770（平日 9時40分～17時30分）
　　　　　　　　　　　  （土曜 9時40分～13時）

学生総合共済･学生賠償責任保険などは、学部
入学後4年ないし6年で保障期間が終了します。
もしもの時のために引き続き加入されること
をおすすめします。
保障期間を過ぎると継続契約のメリットがなく
なります。
ご契約満期を迎える方（扶養者様あて）に大学生
協共済連より事前のご案内をお送りいたします。

3 学生総合共済・学生賠償責任保険などに加入されている方へ

これから通う大学の大学生協、またはインターカレッジコープに必ずご加入いただき、学生総合共済および保険にも引き続きご
加入ください。大学生協共済連から扶養者様あてにお送りしている「継続申込書」にて継続手続きと大学変更手続きが同時にで
きます。３月末までに継続手続きをお願いいたします。生協加入は継続できませんので、北大生協を脱退後、新たに進学先での加
入が必要となります。

他大学へ進学される方へ

4月に学部学生証から大学院学生証へ移行手続きいたします。2
４月に院生学生証が発行された
ら、今までの学生証と一緒に購
買（生協会館店・北部店・工学
部店・中央店・水産店）へご持
参ください。今までの学生証の
電子マネーとポイントを院生学
生証へ移行します。

●卒業年月変更届を提出する
卒業年月日変更の届出用紙がカード会社から郵送されます。
※記載されている期日までに変更届を提出しましょう。

●継続TUOカードが届きます
クレジットカードとして引続きお使いいただけます。

TUOカードをお持ちの方

※12/28～1/4は休業

上記QRコードから変更届に
アクセスしていただけます。
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北海道大学生活協同組合 出資金返還・所属変 更手続きのご案内
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出資金返還 特設窓口を開設します
会場：生協会館（クラーク会館となり）　特設コーナー
期間：3月９日（月）～28日（土） 平日：10時～18時　土曜：10時～14時

就職・大学院卒業等で北大キャンパスを離れる方

●三井住友カード…☎0570-004-980

TUOカードVISAの海外キャッシング機能を選択している場合、社会人カード到着後、TUOカードVISAでは海外キャッシ
ング機能が利用できなくなります。
TUOカードVISAの海外キャッシング機能を選択している方で、卒業旅行等で渡航の予定がある方は社会人カードをご利
用ください。なお、ショッピング等の利用については、引き続き有効期限まで利用が可能です。

●生協会館店サービスカウンター
平日10時～18時／土曜10時～14時
日・祝休業

●水産店購買カウンター
※水産店のみ出資金返還は振込対応となります。
　窓口にて手続きをお願いします。
平日10時～14時／土・日・祝休業

電子マネーの残金は脱退手続前までに使い切りましょう
脱退時に電子マネーが残っていても現金による返金はいたしません。

（北大生協ICカード利用規則 第14条）　右記QRコードからご確認いただけます。

海外キャッシング機能に関する注意事項
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※上記期間以外は下記の店舗で手続きを行っています。

出資金の一部を
勉学援助制度への寄付にご協力ください
在学中に扶養者を亡くされ、厳しい環境の中で学業を続ける仲間が、全国に大勢います。扶養者を亡くされ、経済的に学業を続けるの
が困難な学生に緊急援助を贈るのが、「勉学援助制度」です。一人でも多くの後輩に、この援助ができるようにみなさまのご協力を
お願い致します。

出資金返還の際に
お申し付けください。

※日・祝はお休みです。

！

北海道大学の卒業式（学位記授与式）は札幌キャンパス３月25日（水）、函館キャンパス　３月26日（木）の予定です。詳細は北海道大学WEBサイトにてご確認ください。

「卒業予定の「TuoカードVISA」会員の皆さまへ」ご案内が届きます。（1２月より順次発送）

北海道大学カードへの切替手続き、および卒業延長手続きが案内されます。
カード退会や不明な点などは、下記までお問い合わせください。

2020年３月に北大を卒業され、北大から籍がなくなる方

1 組合員脱退手続きを行い、出資金をお受け取りください。

ミールカード/電子マネー/書籍等ポイント還元/自動車免許組合員価格/キャリアサポート店で各種講座の組合員割引

3 クレジットカード（TUOカード）をお持ちの方

卒業おめでとうございます。北大生 協のご利用ありがとうございました。

例年、卒業式当日は大変混みあいますのでお早目のお手続きをおすすめいたします。
組合員を脱退すると以下のサービスを利用できなくなります。

▪期間中お手続きされた方に書籍10％off券を差し上げます（枚数限定）

※学生証または組合員証と印鑑を必ずお持ちください。

北海道大学生活協同組合
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出資金返還・所属変 更手続きのご案内
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北海道大学生活協同組合

 （目的）
第１条 　組合員名簿の管理と脱退処理等に関する事項は、定款に定め

るもののほかは、この規則に定めるところによる。

 （組合員の資格）
第２条 　次の者は、加入申込書と出資金とを沿えて加入を申し込んだ

ときに、組合員となる。ただし、この申込みを拒むことにつき、
理事会において正当な理由があると議決した場合は、この限り
でない。
 （1）　本学の学生（学部学生・院生・科目履修生等）
 （2）　北海道大学の区域内に勤務する者
 （3）　北大生協に勤務する者

　２　 　次の者は、以下に定める基準に該当するときは、理事会の承
認を受けて、生協の組合員となることができる。
 （1） 　組合の区域の付近に住所を有する者として加入を承認

する基準は、北海道大学の敷地からおおむね半径50キロ
以内に住居があり、生協店舗を利用することで著しい便
益を受けられる者

 （2） 　組合の区域内又は北大生協に勤務していた者として加
入を承認する基準は、職域で勤務したのち退職し、「勤務
している」という状態ではなくなったが、引き続き研究
室・図書館等を定期的に訪問し食堂・売店等を利用する
必要がある者で、員外利用とならないよう出資金を預け
る意思を持つ者、及びこれに準じる事情の者

　３　 　前項の承認の手続きは、その書類を受理した者がその場で基
準を満たすかどうかの判断は行わず、前項第2号は専務理事が
理事会を代表して判断し、前項第1号については理事会での承
認を必要とする。

　４　 　専務理事の判断により承認されたものとして取り扱った加
入人数は、遅滞なく次の理事会に報告するものとする。

 （組合員名簿等）
第３条　組合員名簿には次の事項を記載する。

 （1）　氏名及び住所
 （2）　加入の年月日
 （3）　出資口数・出資金額・払込の年月日
 （4）　組合員番号

　２　 　組合員名簿とともに、次の事項の情報を記載した組合員情報
等のデータベースを作成する。
 （1）　以下の加入資格の区分
 　　　ア　定款に定める北海道大学等の職域に勤務する者
 　　　イ　定款に定める北大生協の職域に勤務する者　
 　　　ウ　学生
 　　　エ 　付近に住所を有する者で理事会の承認を受けて

組合員になった者
 　　　オ 　当該職域内に勤務していた者で理事会の承認を

受けて組合員になった者
 （2） 　前号ア・イ・ウについて、その詳細を示し、第５条に定め

る資格喪失による法定脱退処理等をする際に資する情報
 （3）　その他専務理事が必要とする事項

 （出資金返還の案内）
第４条 　学生には、加入時より出資金は自由脱退・法定脱退時に脱退

手続きをすることにより返還される旨を広く知らせるととも
に、卒業等が想定される時期に、出資金返還又は組合員区分の
変更の届けを行うことを呼びかける案内を行う。

　２　 　教職員には、加入時より出資金は自由脱退・法定脱退時に脱
退手続きをすることにより返還される旨を広く知らせるとと
もに、退職が想定される時期に、出資金返還又は組合員区分の

組合員名簿の管理と
脱退処理等に関する規則

変更の届けを行うことを呼びかける案内を行う。

 （出資金の返還）
第５条 　資格喪失し法定脱退となったものへの出資金は以下の様に

返還する。
 （1） 　本部事務所又は公告にて指定した場所日時において現

金で返還
 （2） 　既に遠方に居住し生協本部事務室などにて返還を受け

ることが出来ないものは銀行振込にて返還
 （3） 　前号の場合、水産支部を除き、振込･振替手数料（実費）

は出資金額より差し引く

 （資格喪失による法定脱退）
第６条　組合員は、次の場合に資格喪失により法定脱退となる。

 （1） 　本人又は本人の家族から、卒業・退学・退職・転勤・
死亡等により組合員たる資格を喪失している旨の届け出
があったとき

 （2） 　専務理事が、大学からの情報提供等により、資格喪失の
事実を確認したとき

 （3）　入学後在学可能年限を越えたとき
 　　　ア　学部生は入学後８年
 　　　イ　大学院生は大学院入学後14年

　２　 　資格喪失によって法定脱退処理したときは、その旨を遅滞な
く本人に通知する。ただし、事前にその旨の案内を行っている
ときは重ねてこの通知を行うことを要しない。

　３　 　第１項第３号によって資格喪失による法定脱退をしようとす
るときは、事前に本人に通知するほか、対象者の名簿を事務所に
備え置き、次の事項を公告する。公告期間は１ヶ月間とする。
 （1） 　法定脱退処理しようとしている組合員の名簿を事務所

に備え置く旨及び備え置く期間
 （2） 　希望する組合員はその名簿を自由に閲覧し、脱退を希

望しないときはその旨を申し出られるということ
 （3） 　申し出がないときは、法定脱退処理を行う旨、及び法定

脱退処理する年月日

 （帳票等の保存期間等）
第７条　各帳票等の保存期間は次のとおりとする。

 （1）　加入申込書　３年
 （2）　出資・増資の金額を証する書類　７年
 （3）　減資・脱退・出資金や預り金等の返還を証する書類　10年
 （4）　脱退処理の記録　10年

　２　 　災害などに備え、組合員名簿・脱退処理の記録は正本のほか
バックアップを保管する。

 （会計処理）
第８条 　資格喪失組合員を脱退処理したときは「雑収入」として会

計処理を行う。
　２　 　「雑収入」科目での会計処理を行った後返還請求があった場

合は、出資金相当額を返還する。この際の会計処理は「雑損失」
として行う。

 （付　則）
この規則の改廃は、理事会の議決にて行う。
この規則は、2019年11月１日から実施する。

組合員名簿の管理と脱退処理等に関する規則

● ICカード利用規則（2020年1月7日より施行）
　https://www.hokudai.seikyou.ne.jp/univcoop/
　join-secede/ic_card.html　も参照下さい。



お返しする出資金の一部から

勉学援助制度への
寄付をお願いします

※出資金返還の際にお申し付け下さい

自分は何事もなく卒業できたけど
学業を断念しなければならない後輩がひとりでも減るなら…

このことに共感していただける皆さんに寄付のお願いです

勉学援助制度とは
在学中に扶養者を亡くされ、

厳しい環境の中で学業を続ける仲間が
全国に大勢います。

扶養者を亡くされ、経済的に学業を続けるのが
困難な学生に緊急援助を贈るのが
「勉学援助制度」です。
（10万円給付／返還不要）

給付を受けた皆さんの声
●皆様の力により、将来していきたい研究に近づくことができます。
　一時期は諦めようかと思いましたが、大学に入った当初からの目標
を貫き、そして、社会に還元していきたい、そう思います。
　（北海道大学・4年）

●扶養者を失うという精神的にもつらい時に、経済的に助けていただ
けるのは大変ありがたく思います。
　（北海道大学・修士２年）

大学生協からのお知らせ
　大学生協勉学援助制度は、扶養者を亡くされ学業継続が困難になっている学生をこれまで以上に広く応援できるよう、2020年1月より、一般財団
法人・全国大学生協連奨学財団(大学生協奨学財団)に事業を移管する予定です。つきましては、皆さまからご協力いただきました寄付金につきま
しても、大学生協奨学財団に移管することになりますが、利用目的（扶養者を亡くされた学生への給付）に変更ありませんのでご理解と引き続き
のご協力をお願い申し上げます。

全国大学生活協同組合連合会

お問い合わせは
北大生協理事会室　011－746－6218　e-mail seikyou@coop.hokudai.ac.jp
または勉学援助制度事務局 フリーダイヤル　0120－335－770

北海道大学生活協同組合
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学業を断念する後輩を減らすために・・・
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北海道大学生活協同組合奨学金返還期限猶予願のご案内



北海道大学
卒業記念アルバム

（税別・送料込み）17,000

お問い合わせはこちらまで
電話：011-733-1070

卒業記念アルバムは
只今予約受付中です。

ダイレクトメールで
ご案内しております。

最終〆切：3月末日
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北海道大学生活協同組合
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卒業アルバム予約承ります



●羽田、中部、大阪発着
●札幌市内ホテル滞在

●1名様からご利用可能
●シングル・ツイン・トリプル利用
●添乗員は同行いたしません

卒業式宿泊パッ
クご家族の方も

ご一緒に、晴
れの旅立ちを

お迎えいただく
ために

北大生協のホームページ

https://www.hokudai.seikyou.ne.jp/
卒業旅行商品もご紹介しています

■ 航空便とホテルがセットになったお得なプランです

■ 旅行代金等の詳細は、1月下旬にホームページでご紹介いたします

ご出発日の28日前まで予約OK
※ 20日前から取消変更料がかかります。
※クレジットカードでのお支払いをお願い致します。（通信販売扱い）

北海道大学生活協同組合
株式会社ジャルパック
観光庁長官登録旅行業第705号

［ 旅行企画・実施 ］
北海道大学生活協同組合  北部トラベルセンター
北海道知事登録旅行業第２-159号

電話：011-758-3459　営業時間：平日10：00～18：00

［ 受託販売 ］

卒業式宿泊パック
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北海道大学生活協同組合お祝いの晴れやかな卒業式の日を、ご家族ご一緒にお過ごしください



16,500

20

水産学部店
営業時間　各店平日10：00～18：00

013-841-3109

北海道大学生活協同組合
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卒業前に最後の運転免許取得のCHANCE!!　　
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北海道大学生活協同組合 卒業袴のお申込 はお済みですか？



 
  

北海道大学生活協同組合
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卒業袴のお申込 はお済みですか？
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北海道大学生活協同組合 新生活応援！ スーツフェア開催中！



北海道大学生活協同組合
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新生活応援！ スーツフェア開催中！
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北海道大学生活協同組合ろうきんなら「フルキャッシュバックサービス」でお得！



北海道大学生活協同組合
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北洋－JCBデビットカードなら安心・お得！
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北海道大学生活協同組合読む習慣を始めよう！



＜北海道大学 卒業記念印鑑セットのご案内＞
出資金と引き換えにお求めいただけます。（新たなお支払いはご不要です。）

＜卒業記念印鑑＞
高級印鑑３点セット

牛角（うしのつの）実印・銀行印・シャチハタネームペン３本セット
大学名入りケース付き

組合員特別価格17,000円（税込・送料別途1,000円）
※出資金と引き換えの場合追加のお支払いはご不要です
（お預かりしている出資金から減資手続きをとり差額分返還いたします）

印材は牛角（うしのつの）を用いています。
牛角とは今まで「オランダ水牛」と呼ばれていた水牛の角を
加工した印材で、天然の素材では象牙につぐ高級材とされて
います。美しいあめ色を基調とした、一本一本異なる模様が
特徴です。また、丈夫さ・押しやすさとも申し分のない人気
の印材です。さらにその中でも「芯持（しんもち）」という角
の芯の曲がりにくい部分のみを使用しており、永くお使いい
ただくにふさわしいものとなっております。

書体は印相体が一般的です。
最も重要とされる印鑑です。不動産や自動車の
購入、相続の際など人生の節目節目で必要にな
ります。市区役所・町村役場に印鑑を登録した
あと、印鑑証明書とセットで使います。

書体は印相体が一般的です。
銀行口座を開く際に使用します。
財産を守る重要な印鑑です。

シルバーのメタルボディのボールペンと
朱肉なしで押せるシャチハタ浸透印が一
本になっています。
実用的で仕事などでたいへん重宝します。

書体例（見本はすべて「徳川家康」です）

印相体 篆書体 古印体

実印や銀行印の書体と
して最もポピュラーな
ものです。篆書体をも
とに印鑑用に意匠化さ
れた書体です。

現在使われている漢字
の原点とされる書体で
す。お札に使用されて
いる印鑑の書体がこの
書体です。

隷書体という書体を
印鑑用に意匠化した
ものです。読みやす
い字で認印などに用
いられることが多い
です。

社会人になると印鑑を使用する場面が格段に増えます。給与振込みなどの銀行口座の開設に銀行印が必要となります。
また、将来的に不動産・自動車の売買や相続などの際に必ず実印が必要となってきます。職場でも日常的に印鑑を使用
することとなりますので、仕事にふさわしいきちんとした印鑑を持ちたいものです。

お申込は本パンフにはさみ込まれている専用お申込み用紙でお願いいたします。
お支払いは「郵便払込」「来店時お支払い」又は「出資金からのお支払い」からお選び下さい。
※出資金からのお支払いは令和2年２月18日（火）までです。

お問い合わせ先：TEL 011ー 746 ー 6215　北大生協会館店

牛角（うしのつの）

実

　印

銀
行
印

シ
ャ
チ
ハ
タ

　ネ
ー
ム
ペ
ン

北海道大学生活協同組合
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ご卒業記念にいかがですか



北大ロゴマークの刻印入り（名刺入れは、内側に刻印）に加え、
北大カラーでもあるグリーンの糸でステッチを施した革製アイテムです。
専用化粧箱入りで、ご贈答にもお勧めです。

ご卒業の記念に…
「北大オリジナル革製品」

ペンケース・名刺入れ・BOX小銭入れ

＜ 商品名 ＞ ＜ 税込販売価格 ＞

■ ペンケース 2,037 円
■ 名刺入れ 1,833 円
■ BOX小銭入れ 1,630 円

販売店舗

⃝生協会館 購買部
平　日　  8：00 ～ 19：00
土　曜　10：00 ～ 15：00
日　曜　休み

［ 営業時間 ］

⃝エルムの森ショップ
8：30 ～ 17：00

（ 年中無休 ※年末年始を除く ）
［ 営業時間 ］

平　日　10：00 ～ 19：00
土　曜　10：00 ～ 15：00
日　曜　10：00 ～ 15：00

⃝中央店 購買部　

［ 営業時間 ］

郵 送 を ご 希 望 の 方 は、
Webからご注文ください。

他にも多数北大グッズを
取り揃えております。

▪ご注文・入金確認に関するお問い合わせ

  011-746-6215（北大生協会館店  購買部 ）
   お問い合わせは、9：00 より受付いたします。

▪商品に関するお問い合わせ

  0120-0656-38（ 株式会社エルムプロジェクト）
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北海道大学生活協同組合北大オリジナルグッズのご案内



オリジナル商品のご案内オリジナル商品のご案内
ご子息、ご息女のご卒業の記念にいかがですか？ご子息、ご息女のご卒業の記念にいかがですか？

オリジナル商品のご案内

「NAME IN POEM」及び「ネームインポエム」は株式会社 WILLBE の登録商標です。

【健太さんのご卒業祝いの場合】

お名前

写真を下の２種類から
お選び頂けます

中央部分に学位記を
入れられます

ローマ字で
刻まれます

表紙のプレート

 日付け
日本語 
または 
英語表記

③

※ 学位記はお客様自身でお入れください。
※ 左側、ネームインポエム横の写真は、ハガキサイズです。

こちらの写真は、お客様自身でお入れください。

①

②
③

健太さん の場合

ネームインポエム

北海道大学オリジナルアルバムタイプ北海道大学オリジナルアルバムタイプ

サイズ／ 335×255mm

ネームインポエム 
アルバムタイプ

￥15,120（税込）

ネームインポエム 
アルバムタイプ

￥15,400（税込）

サイズ／ 445×130mm

壁掛時計（小）
大学名ポエム

￥18,700（税込）
サイズ／ 590×190mm

壁掛時計（大）

￥25,300（税込）
サイズ／ 590×190mm

※B,D は電波式時計です

 重  さ／ 1.1kg 重   さ ／ 1.83kg 重  さ／ 1.83kg

壁掛時計（大）
ネームインポエム大学名ポエム

￥23,100（税込）

2020年 3月25日

お名前（ローマ字）
※（小）タイプには入りません

大学名ポエム

ネームインポエム
or

日付

卒業式の日付が刻まれます。
日本語表記、英語表記の
いずれかをお選びいただけます。

祝 卒業

卒 業 記 念

表題をお選びいただけます

日本語表記 2020年3月25日

英語表記 March 25,2020

※苗字での作成はできません。

ネームインポエム作成について

※カタカナのお名前はひらがな
での作詩となります。

※文字によっては他の漢字の
一部として作詩させて
いただく場合がございます。

【例】 子→好

※事前に詩の内容をお知らせ
することはできません。
作家にお任せいただきます

ネームインポエム 壁掛時計
大学ロゴ入りの特別仕様の壁掛け時計です。

④

④

①

⑤

⑤

クラーク

ポプラ

クラーク

ポプラ

A

B C D

②

電波式時計 電波式時計電池式時計
（単三電池１本付）

北海道大学生活協同組合
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北大卒業の思い出にいかがですか？



不要になった自転車は
生協の指定業者が
リサイクルします!

●卒業で不要になった自転車があれば、放置せずに生協に譲って下さい。生協では自転車を整備して、
　安価で販売します。壊れていても結構です。使える部品を取り外して利用します。

●必ず店頭での手続きが必要となります。生協前に放置されると所有権の移動ができないために、結局
　放置自転車となってしまいます。

※健康保険証や免許証などの身分証明書をお持ちください。

■ 受付店舗：北大生協　会館店　サービスカウンター
■ 受付期間：北大生協の営業日／平日 10：00～18：00・土曜 10：00～14：00（日・祝休）　

北大生協

北海道大学生活協同組合不要になった家電・自転車は北大生協へ


