
20２３年度ミールカードのお申し込みをお願い致します！

・生協食堂で作ったお弁当やサラダのご利用が可能
・下宿先に帰る前に、テイクアウト！
・複数の食堂で、メニューのテイクアウトが可能
・研究室や下宿先にテイクアウトできます！

③ テイクアウトでもご利用いただけます

④ 組合員サイトで利用履歴を確

https://vsign.jp/hiroshima/cnuser

■最初に利用者登録をしてください
■保護者の方も登録できます

Marucoに登録して、利用履歴を
ご確認ください。
お得な情報もMypageで発信します。

ミールカードで、安心な食生活！

② より安心してお申込みしていただくために・・・

・ミールカードは、1日1日しっかりと食事を摂っていただくためのカードです。しかし、実習や実験などの講義
の都合、体調不良、アルバイトやサークル等の都合、あるいは夏休みの帰省等で日によっては上限まで食事を摂
れないこともあります。
「もし使い切れなかったらもったいない」や「繰り越して使えないのか」という不安、ご要望にお応えして、
2014年度より申込金額と利用総額の差額を電子マネー（生協ウォレット）でお返しする制度を作りました。
（ＩＣカード運用・利用約款 ミールカードの利用 をご確認ください）

２０２４年２月末時点で、利用総額が一括払い(注0)より、１万円以上少ない場合(注1)

1. 申込金額から１万円(注2)を差し引いた金額を返金します。(注3)

2. そのうえで、３月３０日までは、お申し込みのプランで

ミールカードをご利用していただけます。(注4)

残高
返金
制度
とは？

※お支払いいただいた以上に食べていただきたい!   が、ミールカードシステムの願いです。

① 食費を節約せずきちんと食事を摂っていただくためのミールカード（仕組み）です
・ミールカードは、1日1日しっかりと食事を摂っていただくためのカードです。

1日の上限金額まで、生協のお店を何回でもご利用いただけます。
・これからも続く食材費の高騰を考えると、まずはミールカードで健康的で豊かな食生活を！

WEBで確認で
きるマイページ

が便利! 

ミールカード
利用約款注０：分割払いの方は、同コースの一括払い金額が、算出の基準となります。

注１：利用総額が、申込された同コースの一括払い金額を超えている場合、 および一括払い金額との差額が1万円未満の場合は、

返金はありません。その場合は、そのままお申し込みのプランで3月もご利用いただけます。

注２：システム費用等の管理費用です。

残高返金制度、および中途解約時の返金額の計算方法
■一括払いの場合

返金額= 申込金額(支払済金額)－利用済金額－10,000円=A
※Aがマイナスの場合は、返金はありません。
※中途解約の場合も計算方法は同じです。

■分割払いの場合

返金額= 申込コースの一括払いの申込金額－利用済金額－10,000円=B
※Bがマイナスの場合は、返金はありません
※分割払いの方は、総支払額は(申込コースの一括払いの金額)より大きくなります

中途解約返金額= (申込コースの一括払いの申込金額)/12×月数－利用済金額－10,000円=C
※Cがマイナスの場合は、その金額を追加でお支払いいただきます。

上記規則第32条3項以外の中途
解約や、コース変更は、
7月以降の利用分からとなります。

・同封のチラシをご確認、ご登録していただく必要があります

▼お申込みはこちら▼



健康な食生活は生協にお任せください!!

現在、ミールカードをご利用されていない在校生の皆様へご案内しています。
2023年度ミールカードのお申し込み

広島大学消費生活協同組合
〒739-0046 広島県東広島市鏡山1-７-１ 電話：0800－200－7930(平日１０時～17時)

ミールカードは学食の
「年間定期券」

「健康」
■バランスのとれた食事が出来ます
■こだわりの食材・メニューをお届けします

「経済的」
■公共交通機関の定期券と同じように、一定期間
（１年間）、定額で、ご利用すればするほど、ご
購入金額以上の食事を摂ることができる経済的な
カード！
■これからも、更なる食材値上げが予想される中、
ミールカードでよりお得に！

「安心」
■財布の中身を気にすることなく、
きちんと食事をとることができます
■自分のスタイルでカードが使えます
■レジも衛生的でスムーズです。

早期継続手続き
お支払い締め切り日

2023年２月２８日（火）

年間で最大14万円以上お得!!
※Aコースは、10時までに朝食をご利用すると、１日の利用限度額が200円プラスされ、
１日最大1,700円（平日）をご利用することができます。
※2022年12月15日現在での営業予定で計算していますので、営業日程は、新型コロナウィ
ルスの感染状況や天候等の影響により、変更になる場合もあります。予めご了解ください。

２０２３年度
広島版（医歯薬法学部・夜間主生）

いつも生協食堂をご利用いただき誠にありがとうございます。

2020年度から続く新型コロナウィルス感染症の影響を受け始めて

３年が経ちます。また2022年はウクライナでの戦争等により、多くの原

材料費や光熱費が高騰、様々な物価が上昇し、広大生のみなさんの日々の

生活も厳しくなった１年でもあったと思います。そのような中でも、食堂

各店舗では、これまで同様の感染症対策を講じながら、毎月、多くのフェ

アや、また50円朝食の実施などで組合員の生活を支えてきました。

2023年度は、感染症対策もさらに緩和され、対面授業が増えると予想

しています。引き続き、みなさんの学びと成長、また食の提供を止めない

よう、2022年度よりも更に安心して、楽しく食事を摂って頂けるよう努

めて参ります。

まずは、「2023年度のミールカードのお申込み」をお願い申し上げます。

広島大学生協食堂部

・20２３年度ミールカードの利用開始日は、授業開始日４月１０日（月）を予定しています。
・お支払手続き後、ご入金が確認でき次第、カード設定を行います。

2023年度のミールカードについて
もっと詳しい情報はwebで!

こちらからどうぞ→
広島大学消費生活協同組合ホームページ

●1年間、生協食堂を自由にご利用できます
※生協ショップで販売する生協食堂で製造したお弁当、サラダ、惣菜や

焼き立てパンにもご利用できます。

●学生証、職員証と一体型で大変便利です

●残高返金制度でさらに安心!

Ver.02.09

【重要】
新規申込
案内

▲2023年東千田の新棟（イメージ図）

▼お申込みはこちら▼

▲ミールカードお申込み▲



生協食堂は楽しさがいっぱい!
皆さんに楽しく食事を利用していただけるように、季節の旬をいかしたメ

ニューや各地から旬の食材を取り寄せるなどして、毎月様々なフェアを行っ

ています。2023年も楽しいフェアを盛りだくさん用意して、楽しく食事し

ていただけるようにお待ちしています。

▲６月 九州・沖縄フェア

大学生の食生活は、手軽な丼物や
ファストフードを食べる機会が多いた
めか、肉類の摂取が多くなり、野菜類
の不足が顕著です。また、鉄・カルシ
ウムなどのミネラル分を含む食品の摂
取が少なくなり、健康が崩れがちです。
多彩なメニューの中から、自分で栄

養バランスを考えながら、メニューを
選ぶことが出来ます。「食べ方提案」
などの情報を参考にし、自分でバラン
スの良い食事を身につけていきましょ
う。

▲1月 中国・四国フェア

▲４月入学・進級おめでとうフェア

▲11月 北海道フェア

▲霞ヴィオラダイニング

「食における自立」をサポート

▲2023年オープン予定の東千田（イメージ図）▲カフェテリアスペース

▼ラウンジスペースとカフェスペース▼

▼ミーティングスペースや一人用の椅子も用意▼



選べる2つのプラン+1（自宅生）
ライフスタイルに合わせてお選びください。

お支払い方法が選べます

② 分割払い

■初回分をお申込金としてお支払いいただき、6月以降は、翌
月分を毎月２３日頃に、ご指定の金融機関から自動引き落とし
になります。
■口座名義は、学生ご本人様、保護者様どちらでもOK。

① 一括払い

引落手数料

は生協負担

■分割払いよりも、一括払いがお得になっていてお勧めで、
９,０００円お得！になります。

※ ミールカードの契約期間は、あくまで１年間です。一括払いの
ご負担を少しでも軽減できるのが、分割払い（サービス）です。
※１ヵ月単位の契約ではありませんのでご注意ください。
※中途解約、コース変更は、７月以降からになります。

※ミールカードは申込者ご本人様のお食事を
保障するカードです。他人への奢りや譲渡は
認められません。
※不正な利用は発見次第、契約解除等の対応
させていただきます。ＩＣカード運用・利用約款

ミールカードの利用 を事前にご確認ください。

利用規則をご確認ください!

最もお勧めするお得なコースです

1日上限６５０円プラン

１日上限１,５００円（10時までに）朝食をご利用されると、朝食２００円がサービスされ、
１日１,７００円に拡大(注1)) ※土曜日の利用上限額は８００円です（東広島キャンパスでのご利用）

とてもお得！
例えば、Aコース(一括払い)では、

① 毎月１３日以上利用する

② 毎日上限1,700円を使うと、

計１４９日で元が取れます。営

業予定は2３２日です。夏休みに

帰省しても安心ですね。

安心！

万一、使い切れなかった場合

も安心の制度は次ページをご参

照ください。

朝食を食べよう!!

■Aコースは、10時までに食堂で

朝食をご利用いただくと1日最大

1,700円利用出来ることにしてい

ます。しっかりと朝食を食べてい

ただきたい、という思いからです。

※10時までに利用しなかった場合は、

1日1,500円が上限です。

(注1)朝食の利用が200円未満の場合は、

残りの利用は1,500円までです。

ひと月
当たり

●一括払い

申込金額: 252,000円
分割払いより 9,000円お得

総支払額：261,000円
分割なら

B
コース

年間最大８６,０００円お得!
※霞食堂を232日×1250円/日をごご利用の場合

●分割払い：６月より、毎月２３日頃
に自動引き落としになります。

ひと月
当たり

●一括払い

申込金額: 204,000円

総支払額：213,000円

●分割払い：６月より、毎月２３日頃に自動引き落としになります。

●一括払い

申込金額：114,000円

総支払額１２３,０００円

ひと月
当たり

自宅生
コース

A：１日の利用上限額に満たない分は、翌日以降には繰り越しませ
ん。ただし、２０２４年２月末時点で、申し込み金額よりご利用額
が１万円以上少ない場合、管理費１万円を引いた分を、電子マネー
（生協ウォレット）へチャージしてお返しいたします。
１年間、充実した食生活を送っていただくシステムです。

１日に使い切れなかった分は、繰り越すの？

１７,０００円/月

利用金額は２０２２年１２月現在での営業
予定で計算しています。営業日程は変更
になる場合もあります。予めご了解ください。

１日上限１,２５０円プラン
※土曜日の利用上限額は８００円です（東広島キャンパスでのご利用）

１,２５０円/日×２３２日分（平日）
年間最大２９０,０００円まで利用できます。

年間最大３６,８００円お得!
９,５００円/月

年間最大142,4００円お得！
※霞食堂を232日分×1,700円/日ご利用の場合

２１,０００円/月

１,５００円/日×２３２日分（平日）
朝食２００円サービス（２３２日分）！
年間最大３９４,４００円まで利用できます。

朝食２００円/日サービス！
２００円/日×２３２日＝４６,４００円分
１０時までに食堂で朝食をご利用の場合

A
コース

６５０円/日×２３２日分（平日）
年間最大１５０,８００円まで利用できます。

分割払いより 9,000円お得

ミールカード運用・利用約款

分割払いより 9,000円お得

22,000円×残り９回分

分割初回：63,000円

●分割払い：６月より、毎月２３日頃に自動引き落としになります。

18,000円×残り９回分
分割なら

分割初回：51,000円

分割初回：28,500円
10,500円×残り９回分

分割なら

←お申込みはこちら
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