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阪大生向けパソコン

このパンフレットと一緒にご覧ください

2022

3/20
おすすめ締切

2022

3/31
最終締切

お申込みは
お早めに！

大 阪 大 学 生 活 協 同 組 合
新入生サポートセンター 0120-001-959 06‒6841‒3377

お気軽にお問い合わせください！

E-mail：fre.gakubu@osaka-univ.coop
スマートフォンの方は
こちらの2次元バーコード
をご利用ください。

大阪大学生協  受験生・新入生応援サイト2022 阪大生協 入学準備 検 索

（携帯電話からはご利用いただけません）

スマホ・
パソコンで

Web申込み コンビニ払い
クレジット決済

‒2022‒
各種教材申込
マニュアル

▶ パソコン・プリンター
▶ PC講座
▶ 電子辞書・辞書コンテンツ

▶ 英語教材
▶ 英語講座
▶ スタートアップ講座

■教材受け取りに関して
お申込みから配送までの期間は1週間以上必要となるため、3月中に配送
を希望される方は、3月20日までにお申込み頂くことをオススメしています。

■Web申込みを希望されない方
3月9日～27日までの間、「新入生サポートセンター会場」でお申込みの手
続きも承っています。（予約優先制）

■「スタートアップ講座」は初回受講日により申込・支払締切が異なります。
詳しくは下記Webサイトをご確認下さい。 

Web申込み商品一覧

ログインIDとパスワードは商品の追加や変更される際に必要です。
ここにメモして忘れないようにしましょう。（記入後は保管場所にご注意ください）

●レポートの書き方
●プレゼンのノウハウ
●デザインや効率的操作

■ PC講座

富士通 
LIFEBOOK UH 08

■ プリンター ■ 辞書コンテンツ ■ 電子辞書

Apple 
MacBook Air

■ TOEFLスコアアップ講座/
英語コミュニケーション講座

■ スタートアップ講座■ アカデミックパック

周辺機器の
サポート

その他様々な
サポート

データ保護・
バックアップ

修理時の
代替機貸出
※台数に限りがあります4年間安心のメーカー

保証・動産保証
いつでも頼れる
学内サポート

4年間安心保証
+ サポート
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大学生協オンライン
新規登録

大学生協オンラインでお申込みできるもの
▶パソコン・プリンター ▶PC講座 ▶電子辞書・辞書コンテンツ
▶英語教材 ▶英語講座 ▶スタートアップ講座

※全て生協価格となっております。
　商品お申込み前もしくはお申込み後
　1週間以内に生協加入のお手続きをお願いいたします。申込案内

仮登録＞確認メール＞パスワード入力＞基本情報等の
登録を行ってください。
※生協加入のID（大阪大学生協加入Webシステム）とは異なります。

大学生協オンラインにアクセス 配送先情報入力画面

※番地やマンション名・部屋番号は省略せず、
　数字は全角で正確に入力してください。

（注1）配送日は、入金日より７日後以降の日をご指定頂け
ます。それ以前の日時をご指定されても配送できかねます
ので、ご了承ください。

お支払い方法はコンビニエンスストア（受付番号方式）もし
くはクレジット決済になります。クレジットはVISAと
Mastercardのみ利用可能です。クレジット決済に必要な
情報を大学生協よりSMBCファイナンスサービス（株）へ
提供されることに同意するものとします。

ご入金確認後、ご指定の配送日・配送先へ
お届けします。
商品のお届け・キャンセル・返品についてのお問い合わせ
は下記までご連絡ください。

【大阪大学生活協同組合　新入生サポートセンター】
0120-001-959
06-6841-3377 （※携帯電話からはこちら）

fre.gakubu@osaka-univ.coop

新入生サポートセンターの営業時間等の詳細はWeb
ページを御覧ください。

最終締切
3/31

注文を確定頂くと完了メールが届きます。

「コンビニお支払い番号」と「受付電話番号」の記載
がありますので、指定コンビニの店頭設置端末機に
入力の上、お支払いください。（ファミリーマート、
ローソン、ミニストップ、セイコーマート）

一度のご注文上限金額は30万円です。
合計金額が30万円を超える場合はお手数ですが、
2回に分けてご注文ください。

ご注文日から7日を過ぎるとお支払い番号が無効と
なります。商品はご入金確認後の発送となりますの
で、お早めにご入金ください。

備考欄下の2つの項目に対してチェック後、
「注文確定する」に進みます。（※利用規約と
お申込みについてをクリックすると別ページ

が開き、このページ
を閉じるとチェック
ボックスにチェックが
入るようになります）

おすすめ締切
3/20

おすすめ締切
3/20

右上の
ログインを
クリック

新規登録

お買い物かごに入れるをクリックし、受け取り方法選択へ

大学生協オンライン

https://online.u-coop.net/ecmypage/?t=osaka

阪大生協　入学準備 検 索

https://www.osaka-univ.coop/welcome/

大阪大学生協受験生・新入生応援サイト
2022ページ内から、大学生協オンライン
にアクセス

直接大学生協オンラインへもアクセスできます
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購入 ID パスワード
パソコン・プリンター
PC講座
電子辞書・辞書コンテンツ
英語教材・英語講座
スタートアップ講座
※ �1 年生の 5 〜 6 月と翌年 1 月に大学の英語授業で必要な e-learning 教材の販売を行います。その際に上記 ID、パスワー
ドが必要となりますので、大切に保管ください。

※生協・共済加入の ID・パスワード（大阪大学生協加入Web システム）とは異なります。

【重要】お申込みは「大学生協オンライン」にて

生協加入 / 共済・保険加入
ミールプラン加入

事前チャージ

お申込みは、別冊「加入 web マニュアル」をご覧ください。
※別のサイトからお申込みいただきます。


