
阪 大 新入 生 用食 生 活ガイド

大阪大学生活協同組合

保 護 者 の 方 も 一 緒 にご 覧くだ さ い

健康的な食生活をミールプランで!
一括前払いで、1年間おトクに食堂利用

お得！
2019年

度版も
とっても

お得に
！

年間食
費が最

大で

72,500
円もお得！

2019 年度版（2019年 4月～2020年 3月）

ミールプラン
便利！毎日の「混雑の中、カバンを持って、

トレーを持って、財布を出し、
小銭を出し、お釣りを貰う行為」も
ミールプランでおさらば☆

安心！
手持ちの

現金を

気にする
ことなく

、

学食を利
用できま

す♪

ミールプランの自信♪

2018年度は
約2,700人の阪大生が
利用しています！



そして、生協食堂は夕食は勿論、朝食も
やってます！！ ミールプランがあれば、食い
っぱぐれなし！ 下宿生は勿論、自宅生にも
おすすめでーす☆（自宅生向けに上限
500円タイプや8ヶ月プランもあります。）

ミールプランは毎日1日の上限額まで生協
食堂で食べ放題！ お財布を気にせず、栄養
バランスを考えてしっかり食べられます！

●

生協食堂でしか使えない機能なので、
ついつい仕送り（食費）をレジャー代や
携帯代に使ってしまうことは「絶対にな
い」！ つまり、阪大生の食生活を支える
安心の仕組み！！

●

自分のライフスタイルに合わ
せてプランを選んでね！

●

その上、上手に使うととってもお得♪●

■概要

■お得・便利・安心

■プランと価格

■大学生活と食事
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■利用できる食堂（食堂店舗のご案内）
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阪大内での食費が年間最大
72,500 円もお得に!!阪大生の食事事情に

で その上

ミールプラン
Meal Plan



ミールプランは
阪大生の食事事情に
「お得」・「便利」・「安心」
を提供します！

「食事
」は生活

の基盤
です。

「安心
」で「お

得」、更
に「便利

」であれ
ば、

言うこと
無しです

よね☆

（生協食堂利用定期システム）

生協組合員特典のひとつです。「利用する」「利用しない」に関わらず、この制度のことを
是非知っておいてください！

生協食堂が営業している日（2019
年度は年間で279日の予定）は食
事代は気にする必要がなくなります！

混雑する食堂で小銭を出す煩わし
さも回避！混雑の中、カバンを持っ
て、トレーを持って、財布を出し、
小銭を出し、お釣りを貰う行為も
不要になります♪　
また一部の店舗では、お昼のピーク
時間にカード専用レジを設けていま
す。混雑レジを尻目に、スムーズに
進むカード専用レジを通ると、ちょっ
とした優越感にひたれるかも☆

Webやスマホで自分が食べたメニューの明細や
栄養価も見ることができます。いつ、何を食べた
のかを、食事日記のように楽しく記録し、健康管
理にも役立てられます。

節約しすぎて栄養バランスが偏って
しまう心配もありません！

保護者様の

声
学生さんの

声ミールプランを迷いましたが、今は
申し込んで良かったと思います。自
炊するつもりでしたが、なかなか時
間がないようで、本人も良かったと
言っています。

お昼御飯の食いっぱぐれはないし、
先払いしているから安心。ミールプ
ランって、全部の大学がやってい
るわけじゃないらしいから、私大
の親から羨ましがられました。

2018 年度利用者

約2,700人！

仕
送
り
前
で

金
欠
だ
ぁ
〜

健
康
の
為
に

鉄
分
も

と
っ
て
お
こ
う
♪

えっと、
あと20 円
あった筈…

ミ
ー
ル

プ
ラ
ン
で
♪

野菜を取りたいけど、
1つ 64円かぁ…

ち
ょ
っ
と

カ
ロ
リ
ー

オ
ー
バ
ー
か
も
…

ミールプランを持っている私は食事
に関して、金欠なんて関係ない♪
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ミールプランのお申込み方法はP20をご覧ください。

生協食堂営業予定日数
台風等、予定外の休業を考慮
利用可能日数
最大利用額

「900円/12ヶ月プラン」販売価格

……………………  
………………

………………………………  
…………………………………

……  　　

279日
 ‒4日
275日

900円×275日＝247,500円
175,000円

●プラン（1日の上限金額）は「900円プラン」
と「500円プラン」から選択いただけます。

●利用可能期間は「12ヶ月タイプ」と「8ヶ月
タイプ」の2種類です。

●4月8日以降の生協食堂営業日（2019年
度は年間で279日の予定、箕面キャンパス
のみ232日）は毎日900円、又は500円ま
で生協食堂を利用できます！！

上手に使って食費が

も
お得！！

72,500円

土曜日に一切利用しなくても、月～金でちゃんと食べれば充分元を取れるような金額設定です。
「900円/12ヶ月プラン」以外のプランのお得度合いは、P5をご覧ください。

※各プランとも、土曜日は一切使用しなくても、月～金で きちんと食べれば損をしないような価格設定になっています。
※全タイプとも平日および土曜日に利用できます（日曜・祝日は利用できません）。
※学内行事日程の変更に伴い、営業日数が変更する場合がございます。ご了承ください。
※ミールプランは、期間中きちんと食事を摂っていただくことを目的として提供しています。そのため食堂で販売している飲料やデザートは朝昼夕のそれぞれ1回の食事当たりそれぞ
れ1個までと制限させていただいています。

※ミールプランのおごりや貸し借りは不正行為に当たります。おごりや貸し借りはご遠慮ください。
※1日利用限度額未満のご利用の際、限度額との差額は翌日に持ち越せません。
※コンビニのお弁当やサンドイッチ・パン・飲料・デザートなどには利用できません。

お得！

便利
●混雑する食堂をカード1枚でスマート
に利用できます。（一部の店舗では、
お昼のピーク時間にカード専用レジ
を設けています。）

●利用学生さんから「『混雑する食堂で
小銭を出す煩わしさも回避』できるの

が良い。混雑の中、カバンを持って、トレーを持って、財布を出し、小
銭を出し、お釣りを貰う行為、毎日のことなのでこの行為がなくなる
だけでもなかなか良いじゃん」という声をいただいています。

●1日上限額を超えた場合は、超えた分のみを生協組合員証の電子マ
ネー（ICプリペイドカード）や現金で精算することもできます。

「学内の滞在時間が長い」又は
「阪大付近に住む予定」の方むけの方むけ

学内の滞在時間が短い方(1食分) 学内の滞在時間が短い方(1食分)

900円/ 12ヶ月プラン 900円/ 8ヶ月プラン

500円/ 12ヶ月プラン 500円/ 8ヶ月プラン

利用
期間 2019年4月8日～2020年3月31日 利用

期間
2019年4月8日～7月31日、
10月1日～2020年1月31日

利用
期間 2019年4月8日～2020年3月31日 利用

期間
2019年4月8日～7月31日、
10月1日～2020年1月31日

在校生通常販売価格：141,000円（税込）

133,000円（税込）（税込）

（税込） （税込）

●1日利用限度額：900円　●1年最大182日間
　（営業予定は185日ですが、万一の為、想定外休業を3日で試算）

最大30,800円もお得！●年間最大利用額
　163,800円分

●1日利用限度額：900円　●1年最大275日間
　（営業予定は279日ですが、万一の為、想定外休業を4日で試算）

175,000円

最大72,500円もお得！

最大39,500円もお得！

●年間最大利用額
　247,500円分

在校生通常販売価格：195,000円（税込）

在校生通常販売価格：105,000円（税込）

●1日利用限度額：500円　●1年最大275日間
　（営業予定は279日ですが、万一の為、想定外休業を4日で試算）

98,000円
在校生通常販売価格：79,000円（税込）

●1日利用限度額：500円　●1年最大182日間
　（営業予定は185日ですが、万一の為、想定外休業を3日で試算）

74,000円

最大17,000円もお得！●年間最大利用額
　137,500円分

●年間最大利用額
　91,000円分

「入学当初は学内事情が不案内で、ミールプランを上手に使いこなせないかもしれない」ことを考え、また「入学祝い」も兼ねて、

新入生には在校生向け通常価格より割引した「特別価格」でご提供しています！
この機会を有効にご活用ください♪（割引額詳細はP5をご覧ください。）

[下宿生] 夏休みと春休みもあまり実家に帰らない予定の方むけ
[自宅生] 夏休みや春休みも学校によく来る方むけ

[下宿生] 夏休みと春休みは長期間実家に帰る予定の方むけ
[自宅生] 夏休みや春休みはほとんど学校に来ない方むけ

[下宿生] 夏休みと春休みもあまり実家に帰らない予定の方むけ
[自宅生] 夏休みや春休みも学校によく来る方むけ

[下宿生] 夏休みと春休みは長期間実家に帰る予定の方むけ
[自宅生] 夏休みや春休みはほとんど学校に来ない方むけ

(2食分～3食分)

「学内の滞在時間が長い」又は
「阪大付近に住む予定」の方むけの方むけ

●これさえあれば、
「仕送り前」、「バイ
ト代 支 給 前 」、
「ちょっと出費がか
さんだ後」など、ど
んなに金欠でも、
食費は確実に確保できます！

●お手持ちの所持金を気にすることなく「健康と栄
養を考えた食事」を摂ることができます。

●Webで自分が食べたメニューの明細や栄養価も
見ることができます。

(2食分～3食分)

安心

食事1回が500円の方なら、なんと「約145食分」が言わば無料に!!
または年間通じて1日「637円」の支出で「900円」まで食べられることに!!

（生協ICカードについてはP18をご覧ください。）
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ミールプラン［大学生活と食事］

そこはミールプランにおまかせ！！

大学生活と食事　大丈夫？

ひとり暮らしの阪大生の朝食欠食率は33.7％！
約3人に1人は朝ご飯を食べていない！？
朝起きられなくてご飯を作れない、面倒くさい、もっと寝ていたい、夜遅くま
で起きていた、そもそも食べる習慣がない。心当たりはありませんか？

食べたと回答した人も…
　●食パンだけ　　●ヨーグルトだけ　　●チョコレートだけ　
等「○○だけ」の様な偏った食事の人が多いようです。

生協食堂では、野菜が沢山とれる料理を多くご用意しています。
ミールプランがあれば、お財布を気にせず小鉢も摂れます♪ これで野菜不足も解消！

20～ 29歳を見ますと、摂取しなければいけない野菜の量の
76％しか食べられていません。ひとり暮らしを始めた解放感や、
好きなものを自由に選択出来るようになり、野菜を食べる量が
少なくなってしまいます。

生協食堂は、朝食営業も実施しています！もちろんミールプランを使用できます。

【ひとり暮らし組合員の声】
朝食・夕食では野菜が取れ
ないので生協食堂でプライ
スカードに記載されている
野菜量を見て食事を選ん
でいます。

●疲労が溜まりやすい、いつも疲れている
●寝起きが悪く、学校に行きたくなくなる
●イライラしやすい、集中力の低下
●肌荒れ、口内炎などの症状

野菜を沢山食べていますか？大学生の食事の問題と
して「野菜不足」が深刻です！

そして「30～39歳」を見ますと、野菜摂取量が
更に下がっているのが分かります。20歳代の間に
「野菜をしっかり摂る食生活」を習慣づけましょう。

大学生のあるある食生活問題①「欠食」

大学生のあるある食生活問題②「野菜不足」
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■朝食の欠食率（自宅生と下宿生）
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平成29年 国民健康・栄養調査の概要より

年代別野菜類の摂取量

野菜を食べないとどうなるの？

深刻な
問題！

組み合わせ一例

野菜量186g

この組み合わせなら1食で293g‼ （野菜摂取量1日の約84％）※1日の野菜摂取量目安350g

野菜量62g

野菜量45g

レシートに
は

野菜量が記
載

されていま
す！

（P8～P9もご覧ください）

そこで！！
ミールプラン

そこで！！
ミールプラン

生協食堂では、野菜が沢山とれる料理を多くご用意しています。

生協食堂で野菜不足を解消！

栄養をバランスよく摂れていない生活を続けると、その時はよくても、やがて抵抗力
が下がり、風邪などをひきやすくなります。また病気や体調不調にもなりやすく、更
に集中力や精神安定性も欠如してきます。その様な状態は、学業（試験・実習）や就
活の時など、余計なリスクを背負うことになります。「大学生・大学院生」は社会に
出る前の大切な時期、大げさに言うと、将来に響く場合もあります。不健康な食生活
は絶対におすすめできません。

要注意！

ひとり暮らしの
方、特に注意です。
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そこはミールプランにおまかせ！！

好きなものを好きな時に食べられるので、栄養の偏りに陥ったり、食品添加物がたっぷりの食生活になる場合
があります。
●「自炊は面倒だから今日は外食にしよう！」
●サークル、アルバイト、研究室が忙しくてレトルトやコンビニ弁当で済ませてしまう
●夜おそくまで遊んで、朝起きられず朝食抜き
こんな食生活を送っていませんか？ 食生活の乱れは、生活と健康の乱れの危険信号です。

そうなるぐらいならミールプランが絶対おすすめです！

色んな準備や片付けの出費も含めると

ミールプランの方がお安くなる場合もあります。

【注】ただし、生協は自炊を否定する訳ではありません。自炊を頑張る人は応援したいと思います !!
（でも下宿生は、1日1食くらいは「楽にバランスを摂れる食事を」という御守りに500円プラン
を持っていても良いかもしれないですね。）

下宿当初　～ ひとり暮らしをきっかけに自炊を始める！ カレーを作る ～

3か月後　～ 自炊断念… ～

● ミールプランは阪大生協の食堂でしか利用ができません。
　つまり！「大学に行く」という生活リズムがきちんとできます。
● 阪大生協の食堂は、週替わり（または日替わり）メニューを導入しており、野菜を使った小鉢
も充実しているのでバランスのとれた健康的で飽きのこない食生活を送ることができます。

大学生のあるある食生活問題③「生活リズムの乱れ」

大学生のあるある食生活問題④「自炊の挫折」

材料費700円

❶残り食材
一度に使いきれない食材…。腐ら
せてしまう事も多々ありました。

クラブ・サークル・大学の課題等で忙しくなり自炊を断念。
つき合いで飲み会に行く事もあり、金銭的にも食事代が
もったいない。インスタント食品やコンビニ弁当など買っ
た方が早い事に気がつき、あまりよくない食生活に…。

❷大量の生ごみ
狭い部屋中に生ごみのにおい
が充満…

❸3日間カレーを
　食べ続ける生活へ…
カレーは好きだけども3日間同じ
食べ物はさすがに飽きちゃいます。

❹さらに…
●早起きしてのゴミ出し
●洗い物
●電気・ガス・水道代
●ゴミ袋 なども必要

調理時間1時間

買い物に行くと
ついつい余計なもの
まで購入…。

下宿の
キッチンは
狭くて調理が
大変！

そこで！！
ミールプラン

そこで！！
ミールプラン
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ミールプラン［利用の効能］

1 日目 2日目

朝食

ご飯・チキン・ウインナー・
さやえんどう・苺 パン・牛乳・ブロッコリー

昼食

メロンパン・カツサンド カレーライス

夕食

外食
（唐揚げ・焼き鳥・オムレツ）

外食
（スパゲッティ・ジュース）

I さん（男）
工学部2年生

Tさん（女）
基礎工学部2年生

1 日目 2日目

朝食

スナック菓子

昼食

アイスクリーム そば

夕食

カップ焼きソバ・スナック菓子

本人コメント

管理栄養士より

本人コメント

管理栄養士より

下宿 自宅

朝食はめんどくさいから食べません。料理は作るの
がめんどくさいので作りません。栄養は全く考えて
いません。日頃からあまりおなかはすきませんが、
食べたいと思ったらお菓子を買って食べます。

全ての栄養素が不足傾向にあります。
欠食も多いので生活リズムの乱れも心配
です。また、お菓子は“ご飯”ではあり
ません。まずは、1日 3食食べる習慣を
つけましょう。このままだと、将来の健
康が多少なりとも心配です。

学校では、食べたいものを食べたい時に食べます。
時間もないので、早く食べられるものを食べます。
栄養バランスには気を使っていません。
夕食は、外食が多いです。

自宅での食事は品数も多く野菜も摂取
できますが、大学での昼食や外食時の夕
飯は単品になりがちで、炭水化物・脂質
の摂取割合が多くなってしまいます。

阪大生の“ 　   ”　　な食生活の実態”食
ショック

大学生の食生活
ここがポイント

ライフスタイルが変化するこの時期は食生活も不規則になりがち。親に頼
る食事から、自分で選ぶ食事へと変化する時期でもあります。何を、どれ
だけ食べたらよいかを自分で判断し、実行できる「生きる力」を身につけ
なくてはなりません。健康と正しい食習慣は1日にしてならず、今まさに
この時期の食事が将来の健康を作るのです。

欠 食

欠 食

ミールプラン［利用の効能］

ミールプランの　効能はこれ！！
ミールプランを利用していない人の食生活

ミ
ー
ル
プ
ラ
ン
に
入
る
と
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阪大生の“ 　   ”　　な食生活の実態

Oさん（女）　
基礎工学部3年生

1 日目 2日目

朝食

雑炊 ご飯・納豆・かぼちゃの煮物

昼食

ご飯・鶏肉のさっぱり煮・
豆腐のトマトグラタン・
オクラツナマヨネーズ・

さつま芋のサラダ・コールスロー

ご飯・筑前煮・肉豆腐・
大根とレンコンのサラダ・
豆と豆腐のサラダ・
コールスロー

夕食

ご飯・チキンクリームシチュー・
サラダ（レタス・ごぼう
サラダ・ポテトサラダ）

あんかけ親子丼・
ほうれん草ひじき和え

下宿・900円プラン

規則正しく食べる
健康的な食習慣へ

ミールプランを利用すると、財布の中身と相談せずに食事ができるので、
「カップ麺やおにぎりだけ」「菓子パンだけ」の食事や食事抜きなどの栄養
不足になりがちな食事を防ぐ事ができます。生協食堂では、野菜を使った
小鉢やサラダも沢山用意しています。ミールプラン利用者は、「小鉢やサラ
ダをプラス一品とる人」が多く、より栄養バランスの良い食事ができます。
乱れがちな食生活を解消するツールとしてミールプランを上手に活用いた
だければと思います。
忙しい大学生活を乗り切る為にも、しっかり食べて栄養をつけましょう！

朝食：自炊
昼食：生協食堂でしっかり
夕食：生協食堂でしっかり

生協食堂

生協食堂

生協食堂

生協食堂

Kさん（女）
文学部3年生　

1 日目 2日目

朝食

さつま芋ご飯 ご飯・イワシの缶詰

昼食

ご飯・
ロールキャベツ・

モロヘイヤのお浸し・
みそ汁

ご飯・
ささみチーズカツ・

ほうれん草ひじき和え・
豚汁

夕食

鍋焼きうどん ご飯・野菜炒め

下宿・500円プラン

朝食：自炊
昼食：生協食堂でしっかり
夕食：自炊

生協食堂 生協食堂

本人コメント

学内にいる時間が長いので、食堂を2回利用してい
ます。きちんと食事が食べられるように考えて利用
しています。食堂は野菜メニューも豊富で選ぶのが
楽しいです。ミールプランがなかったら、栄養を考
えるより価格重視の食事だったと思います。ミール
プランがあってよかったです。

本人コメント

食堂で食べるときも、自宅で自炊するときも、野菜
を十分にとるようにしています。500円分使おう
と小鉢まで手が伸ばせるのが１番のいいところで
す。また、どうしても魚の調理が難しいので、自炊
では魚を食べなくなりがちですので、食堂では週に
２回は魚を食べようと決めています。

ミールプランの　効能はこれ！！
ミールプラン利用者の食生活

保護者の方へ
【ミールプランをお勧めする理由】

● これさえあれば、「仕送り前」、「バイト代支給前」、「ちょっと出費がかさんだ後」
など、どんなに金欠でも、食費は確実に確保できます。

● お手持ちの所持金を気にすることなく「健康と栄養を考えた食事」を摂ること
ができます。実際にミールプラン使用者は、使用していない学生と比べて、小
鉢など、栄養を考えた「もう一品」を摂る傾向にあります。理由は「節約する
理由がないから」むしろ「ちゃんともう一品食べないと損した気分になるから」
という意識が働くようです。

● 生協食堂の年間の営業予定日数は約279日であり、朝食や夕食の営業もして
います（日祝、お盆、年末年始は完全休業）。下宿生の方は学校が休みの日でも、
学内の生協食堂で食事を摂っていただくことができます。

● 栄養をバランスよく摂っていないと、その時はよくても、やがて抵抗力が下がり、
風邪などをひきやすくなるだけでなく、病気や体調不調にもなりやすく、そう
なると、学業（試験・実習）や就活の時など、余計なリスクを背負うことにな
り、絶対におすすめできません。健康で意義のある大学生活をお送りいただく
為、栄養のとれた食生活を普段の中で意識付いて欲しいと願っております。

ミ
ー
ル
プ
ラ
ン
に
入
る
と
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ミールプラン［利用できる食堂（食堂店舗のご案内）］

豊中キャンパス

食堂店舗のご案内

※ミールプランは、期間中きちんと食事を摂っていただくことを目的として提供しております。
　そのため食堂で販売している飲料やデザートは朝昼夕のそれぞれ1回の食事当たりそれぞれ1個までと制限させていただきます。

いつでも、どこでも！ ミールプランを有効活用しよう！
各キャンパス全ての生協食堂でミールプランを使うことができます。

お申込者の所属、プランに関わらず
全キャンパスの全生協食堂でミール
プランをご利用いただけます。

年間営業予定日数は 279日。朝食や夕食時間の営業もおこなっています。
（但し土曜日の朝食・夕食営業はありません。）

※ 2018 年 12月現在の予定です。工事や施設再編により変更や縮小する場合があります。

グリルセット
（500円）パン各種

（80～200円）

豚肉と野菜の生姜炒め（259円）

豚塩ニラもやし炒め（259円）

小鉢各種（43円～）

小鉢各種（43円～）

小鉢各種
（43円～）

ササミチーズカツ（259円）

天津麻婆丼
（490円）

ゆずからあげ（259円）

きつねうどん
（216円）

チキン塩ラーメン
（388円）

温玉ねぎとろ丼
（432円）

つけ麺
（490円）

炒飯
（390円）

コーヒー
（150円）

パンケーキ
（320円）

パン各種（100～250円）

クレープ
（290円）

牛バラ野菜炒め（259円）

生チョコモンブラン
（194円）

ブリ照り煮
（172円） 味噌汁

（32円）

日替わりランチ
プレート（500円）

ハンバーグフォンデュソース
（216円）

平日／11：00～17：00
土曜／11：00～17：00

平日／10：15～14：00
土曜・日曜・祝日／休業

※営業時間調整中
豊中キャンパスで一番
席数が多い食堂です。
またロケーションも素敵です！

Take out OK!!

Take out OK!!

丼は
Take out OK!!

Take out OK!!

カフェテリアかさね

博物館併設の落ち着いた雰囲気の中で挽きた
て豆のこだわり珈琲、焼きたてパン、デザートの
他、ランチプレートなども楽しんで頂けます。

焼きたてパン・デザートのテイクアウト専門店。ク
レープが大人気です。

パスタ・焼きたてパンなどの手軽なメニューからデザートまでカ
フェメニューをご用意。生協食堂で手作りしている温かい丼弁
当もあります。

1g＝1.5円のグラムバイキングの他、本格チャーハンや本格つけ
麺まで食べられる食堂。落ち着いた雰囲気でバイキングを中心と
した管理栄養士監修のメニューを楽しんで頂けます。

平日／11：00～14：00
土曜・日曜・祝日／休業

嬉しい汎用性♪
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吹田キャンパス

大阪大学生協では、様々な形態の食堂をご用意しており、気分や用途によって使い分けが
できます。朝食から夕食までバランスのとれたメニューを提供しています。季節ごとの旬
の食材やフェアメニューも充実しています（P13をご覧ください）。

※ メニュー、価格、営業時間は、2018年 12月現在での予定です。事情により、変更になる場合があります。
※お昼休みは、どの食堂も大変混雑します。落ち着いて確実にご利用いただくためにも、少し時間をずらしての時差利用や席のゆずり合いをお願いしております。
※食堂の営業時間は通常期のものです。休講期間中は、営業時間が異なります。他、学事日程等により、営業日や営業時間が変更になる場合があります。

年間営業予定日数は 279日。朝食や夕食時間の営業もおこなっています。
（但し土曜日の朝食・夕食営業はありません。）

箕面キャンパス

ハンバーグきのこソース
（259 円）

彩りハンバーグ＆
カニクリームコロッケ（432 円）

鯖南蛮漬け
（216 円） 鶏と茸の

柚子胡椒炒め
（259 円）

豚肉じゃが
（172 円）

パン各種（80 ～ 200 円）

半熟煮玉子担々麺
（494 円）

秋刀魚塩焼き（172 円）

茄子入り辛味噌回鍋肉（259 円）

照りタルハンバーグ
（216 円）

野菜あんかけ
ラーメン
（388 円）

鮭と野菜の
黒酢あんかけ
（310 円）

とり肉の塩麹焼き
（310 円）

喫茶キッチンひだまり
平日／10：00～15：00
土曜／11：00～14：00　日曜・祝日／休業
吹田地区の中心である本部前にある、こじんまりとした家庭的な雰囲気
の喫茶・軽食店。

薬学部食堂
平日／11：00～13：30　
土曜・日曜・祝日／休業
ボリュームのあるメニューを手軽に。
吹田地区最南端にある食堂。

カフェテリア　匠
平日／11：00～19：00 
土曜・日曜・祝日／休業
焼きたてパンから和洋中のメ
ニューまで揃った落ち着いた雰囲
気のカフェレストラン。

kitchen BISYOKU
平日／11：00～18：00（※14：00以降はカフェ営業となります）　
土曜・日曜・祝日／休業
食堂メニューからカフェメニューまで揃った管理栄養士監修のひと手間かけたヘル
シーメニューを展開。テイクアウトできるお弁当も用意しています。

吹田DonDon
平日／11：00～14：00
土曜・日曜・祝日／休業
工学部にある麺・丼専門店。いろんな麺と丼が楽しめます。
また、週替焼肉丼を販売するテイクアウト窓口「焼肉屋台」も併設しています。

箕面食堂　レインボー
平日／11：30～18：30　
土曜・日曜・祝日／休業
メインのおかず、小鉢の他、
麺類や丼物までバラエティに
富んだメニューを提供してい
ます。

チキン南蛮（280 円）

小鉢各種
（43円～）

工学部食堂ファミール
平日／8：00～20：30 土曜／10：30～14：30 日曜・祝日／休業
工学部の中心にある大規模食堂。定番メニューの他、季節感も取り入れた幅広いメ
ニューが特徴。

海老ピラフ
（340 円）

きのこ
クリームソース
（470円）

ヒレカツ丼
（420円）

日替わり定食
（ご飯・みそ汁付き）（570円）

若鶏醤油揚げ
（172 円）

ローストンカツ
おろしソース
（259 円）

鯖のみそ煮
（172 円）

讃岐うどん（172 円）

年間営業予定日数は 232日。土曜日は休業です。
但し、ミールプランはどの阪大生協食堂でも使用できるので、箕面所属の方も、平日の夕食や土曜日など豊中や
吹田の食堂でミールプランをご利用いただけます。
豊中から箕面に通っている方など、是非とも、「上手」に、「お得」にミールプランをご活用ください。
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ミールプラン［使ってみよう］・［生協食堂活用術］

ミールプランを使ってみよう！
毎日の予定に合わせてミールプランを有効活用！学内での食生活がバラエティたっぷりに広がります♪

※上記は豊中での使用例ですが吹田にも様々な形態の店舗があります（P11参照）。
　また、お申込者の所属やプランに関わらず、全キャンパスの全生協食堂でミールプランをご利用いただけます。
※メニューと価格は2018年12月現在のものです。

420

506

478

888888

893893

231 236 426

490490

546546492492

4646

46

（392円）（392円）（392円）（392円）（392円）

898

382

夕食は、図書館下食堂
へ!　アツアツの「ロー
ストンカツ丼」（^^♪小
鉢付き♪

昼食はカフェテ
リアかさねへ!
うどんと小鉢で
軽い昼食

カフェテリアかさね
（236円）
カフェテリアかさね
（236円）
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クレープ作り体験新作アイス無料
試食会

新作つけ麺無料試食
会

生協食堂は阪大生に「食の安心と安全」と「食の楽しさ」を提供します。生協からの情報発信を上手に活用
してください。

様々なフェアメニュー

ミールプラン利用者優待イベント！

１.

.

毎月のように様々なフェアを開催しています。学食でここまでできるのは大学生協ならではです。
毎日使って頂く食堂だから、飽きの来ないメニューを提供しています。

毎年ミールプラン利用者向けに無料で参加できるイベントを開催しています（写真は過去のイベント）。

天津麻婆丼作り体験ピザ作り体験

生協食堂活用術ミールプラン達人への道①
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食品を栄養の働きごとに3つの食品群に分類し食べる量を点数で表しています。

栄養価計算していないメ
ニューです。サラダバーな
ど、一人前の重量が決め
られていないメニューに
は、レシートに栄養表示
をする事ができません。

体格（基礎代謝量）と日常の運動量で必要
量が決まります。生協食堂は、エネルギーの80％は食事でとろうと
提案しています。その目安は、男子2000kcal（25点）、女子
1600kcal（20点）です。

大学生は特に不足し
がちなミネラルです。
骨量が低下しない様
しっかりとりましょう。

麺類は汁も含
めた塩分で
す。麺類・丼
類は塩分が
高いので毎日
食べないよう
に注 意しま
しょう。

使用食材のアレルギー
物質を表示しています。
どのメニューも共通の
器具を使って調理して
います。アレルギーが発
症しない事を保証する
ものではありません。

自分の体重1kgに対
し1gが目安です。ス
ポーツをする人は、
1.5g～2gです。トレー
ニング効果をあげるに
は、タンパク質の摂取
がとりわけ重要です。

緑黄色野菜
その他の野菜
（芋類やきのこ類は
含みません）

合計量
です。

　　　　赤2点・緑1点を目安にメニューを選ぶ
と、必要な栄養素はほぼ確保できます（タンパク
質・ビタミン・ミネラルなど）。食事全体のエネル
ギー量は、黄の点数でコントロールします。ダイ
エットする人も4点以上はとりましょう。スポーツを
よくするなど、運動量の多い人は、赤・緑・黄の全
体を増やしましょう。

三群点数法によって、食生
活のバランスがわかりやす
く表示されます。
また、別画面で「日」「時間」
別の食べたメニューを全て
表示させることもできます。
（マイページのご利用方法はP18を
ご覧ください。）

学生は、別途、嗜好品で200Kcal程度摂取することを考慮し、
一般的な目安より200Kcal減らした値を提案しています。

ミールプラン［生協食堂活用術］・［先輩たちの声］・［安心安全の一工夫］

生協食堂活用術生協食堂活用術
（続き）

栄養と健康情報をゲット！

ミールプラン達人への道①

3.
プライスカードやレシートで栄養情報を発信しています。またマイページに登録するとご本人様が食べたメニューは勿論、
摂ったメニューの栄養情報の履歴をインターネットで見ることができます。健康管理にお役立てください（詳しくはP18
をご覧ください）。

14



参考にしてみて♪

先輩たちの声

ミールプラン達人への道③

ミールプラン達人への道②

育ち盛りである阪大生の食の安心安全の為、食品衛生法の定める添加物基準より更に厳しい「日生協添加物基準」を遵守しながら、
その上で、更に厳しい大学生協自主基準を設け、日生協基準の「使用制限添加物」は使用せずに調理・提供できるようメニュー
や体制を整備しています。 詳しくは http://u-coop.net/service/food-policy/ をご覧ください。

自宅からの通いですが、購入しました。ミールプ
ランを持っていると、学校を休むと勿体ない気
分になり、お陰で授業をサボることが減りました
(*^^*)

ミールプランが結構高額で購入を迷ったが、先輩
方の意見を聞いて、また、家が遠いので、毎朝の
お弁当が大変だと考え、購入を決めた。

ミールプランを購入しました。とても役立ってます。
大学で疲れて帰っても自炊する必要がないのがい
いですね。食堂のご飯はどれもおいしいです。

生協食堂は夕食もやってるので、食事の準備と食
費で大助かりです。1年経たずにモトとりました！

大学のあちこちの食堂で使用できるので便利だ
と思います。

一人暮らしで、学食を利用しない日はありません。
とても便利です。

これがなかったら、忙しいからと言ってご飯を抜
いていたかもしれない。

ミールプランのおかげで昼食もお金を気にしない
で食べることができた。

手持ちのお金がなくとも食事が出来る！これは安
心！

ミールプランが思った以上に便利でした。毎日の
昼食代が確保してあると、出費がかさむ時期でも
安心感があります。

あると食事に困らない。

ミールプランは、食いっぱぐれる心配がない。

ミールカードを購入しました。昼ご飯を食べられ
ないということがなくなるから安心です。

ミールプランは昼食のことを心配する負担が減る
ので助かった。

お昼御飯の食いっぱぐれはないし、先払いしてい
るから安心。ミールプランって、全部の大学がやっ
ているわけじゃないらしいから、私大の親から羨
ましがられました。

毎日の食費を心配する必要がなくなり、一人暮ら
しの身には大変役に立っている。

学校にいる間は昼食を抜かなくなっている。

一人暮らしで栄養バランスの取れた食事を取るの
に便利。元も取れそうです＾＾

ミールプランは一人暮らしにとってはとても助かり
ます。

ミールプランがあると、自炊だと料理しにくい魚も
ちゃんと食べれる！

自炊ができないから食堂なら栄養もよくとれ、 と
ても便利。

一人暮らしでは作らない、食べないものを食べる
ことができるのでバランスが取れる。

ミールカードを使わなかったら買わなかったであ
ろう野菜を摂るようになった。

意識して野菜をとる習慣がついた。

食事の面が心配だったので学食なら大丈夫だと
思って購入しました。とても良かった。

野菜ジュースを買えるのが嬉しい。

寮暮らしになるので、栄養バランスが心配だった
からミールプランを購入しました。

日に1度、バランスの良い食事をとれて、非常に
助かる。

とてもお得だし、面倒な自炊が減りました。会計
が楽でいっぱい食べれてよかった。

ミールプラン買っておけばよかった・・・

ミールプランは食事の支払いがスムーズに出来
て、とても便利。

レジでの会計時にお金を出さなくていいので楽。
上限 500 円のものを購入したが、食堂のご飯は割
とボリュームがあり、十分満足できた。

混雑時でもぱっと清算できるのがよかった。

精算がスムーズに行えるのでとても快適だった。

安く食堂が使えて大変便利だった。

マイページで自分のバランスがわかるのが密かに
すごい。

ケチらず正しい食事ができる。食事だけで限度額
まで達しなければカフェで1杯コーヒーを飲めた
り、間食のパンを買えたりと応用がきくところも
メリットです。

毎月、新しい企画が出てくるのを楽しみにしてい
ます！このあいだの沖縄、九州フェアは美味しく
て最高でした！

安心安全のもう一工夫

ミールプランのお申込み方法はP20をご覧ください。
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ミールプランのお申込み方法はP20をご覧ください。

ミールプラン達人への道④

一般的にご家庭でお使いのお茶碗は約150ｇ、コンビニ
などで販売されているおにぎりは1つ約100ｇですので、
それを目安にお考えください。
尚、合格発表後に開催される「大学生活入門セミナー」
参加者には、「生協食堂500円利用券」を洩れなく配布
します。入学前に是非来校いただき、500円でどれだけ食
べられるか、当日、試してみてくださいね！（ご家族で来ら
れた方にはご家族の人数分、お渡しします☆）（ただし
2019年度新入生とそのご家族だけですよ。）（PM開催
分参加者の方にも、セミナー参加前に生協食堂を無料
で利用できる特典が付いています！詳しくはP20に記載し
ております「合格後に届く入学準備資料」をご覧ください。）

さすがに、1食でそこまで食べる方はほとんどいません。
生協食堂は朝食営業や夕食営業も行っています。
「900円プラン」はそういった2食、3食利用を考慮した、
主に「下宿生」の利用を想定しています。

ミールプランは、「阪大生協の組合員である事」が利用
条件です。使い方次第で、大変お得になりますので、
「阪大生協の組合員特典のひとつ」とお考えください。

あくまで平均値ですが、阪大生の1回の学食（昼食）利
用の平均は400円～500円の間ぐらいです。
Ｐ10～P12を参考にしてみてください。また、ライスは以
下の価格です（消費税が8％の場合での税込価格）。

Ｐ10～P13をご覧ください。各キャンパスの生協食堂は
大変充実しておりますので、バラエティに富んだ食事を
お楽しみいただけます。実際に4年間ミールプランを
使っている方もいるのですよ。

阪大生は多くの人が真面目に授業に出席する傾向に
あり、いずれにしろ、お昼ご飯は必要かと思います。自宅
生向けには、お昼だけの利用を想定した『500円プラ
ン』の、「夏休み期間（8月～9月）や春休み期間（2月～
3月）を外した『8ヶ月タイプ』」をおすすめしております。よ
ろしければご検討ください。ただし…！ご自宅からお弁
当を持参される方は、必要ないかと思います。

実は…、当初は自炊の予定にしていて、予想外に大
学生活が忙しい、または面倒に感じてか、「コンビニ
弁当」、「カップ麺やお菓子」、「食事抜き」に陥る
ケースが多いようです。勿論、自炊することが最も望
ましいので、是非頑張っていただきたいのですが、「1
日1食はバランスの良い食事を確保できる！」という
御守りとして、「500円プラン」をご検討されるのもよ
いかもしれないですね。

基本は大学の近隣でひとり暮らしをされている下宿生
の方です。生協食堂の2019年度年間営業日数は279
日の予定です！夏休みや春休み中も営業しています!!
（但し、日・祝・お盆・年末年始は休業。）休みの日でも
コンビニに弁当を買いに行くぐらいなら、是非学内の生
協食堂で温かいバランスのとれた食事を摂っていただ
きたいと思っています。

「食堂利用定期」という性質上、申し訳ございませんが
できません。ミールプランは「食育」の観点から、学生生
活の中で、その日にしっかり食事をしていただく事を目
的とした仕組みです。とは言え、利用者の中には、少し
しか食べられなかった時は翌日の朝用のパンやジュー
スを買ったり、カフェやデザートで使用するなどして上
手に使っている方もいるようです。それでも（割引分を
差し引いた）購入金額分の利用ができるかご不安な方
は、ご購入は見送った方がよいかも知れません。 

至急、生協本部事務所（総務部／TEL：06-6841-3326）
までご連絡ください。紛失・盗難などの場合は、生協事務
所で所定の手続きをしていただくと、再発行いたします
（1,000円の再発行手数料が必要です）。カード再発行
期間中（約3週間）は仮カードを発行いたしますのでミー
プランは引き続きご使用いただけます。ご安心ください。

生協食堂の価格帯を考えると1日900円で充分かと思って
いたのですが、運動をしている方など、たくさん食べる方で
は足りないという意見が時々届きます。そのような方は、ま
ずは生協食堂部（TEL：06-6841-9379）までお電話くだ
さい。「900円プラン＋500円プラン」で1日1,400円まで食
べられる特別な設定にすることもできるのです☆

長期入院や退学・休学・留学等の場合、定められた方
法で返金いたしますので、生協本部事務所（総務部／
TEL：06-6841-3326）までご連絡ください。

新入生は割引特典がついていますので、「500円12ヶ月
プラン」の場合、1日357円食べれば、元がとれるような
価格設定になっています。又は500円分を196日食べれ
ば元がとれるようになっています（生協食堂の2019年
度年間営業日数は279日を予定しています。土曜日を差
し引いた平日の営業だけでも232日あります）。
ですので、「毎日500円までいかないともったいない」と
いうことはありません。また、平日だけの利用でも（土曜
日は一切利用しなくても）全プランとも元をとれる計算
で価格を設定していますので、ご安心ください。
他、賢い利用法として、利用者の中には、1日で残額が
出そうになると、翌日の朝用のパンやジュースを買った
り、カフェ利用するなどして、上手に使っている方もい
るようです。
尚、過去の傾向では「上限額まで使い切らないともった
いない」という意識から、不足しがちな栄養素を補充で
きるようサラダや小鉢など「もう1皿」取っていただく
ケースが多いようです。そんな意識からでも、きちんと
栄養を摂る習慣に繋げていただければ、と思います。

この質問の答えは、利用される個人によって異なります
ので、一概にはお答えできないのです。申し訳ございま
せん。個人のライフスタイル次第ですので、よくご検討の
上、お申込みいただくようお願いいたします。ただ、ミー
ルプランには損得以外にも様 な々メリットがあります。そ
ちらも検討材料にして、楽しく便利な大学生活をお送り
いただけるよう、上手に活用していただければ、と思いま
す。
参考までに…ミールプランは2018年度は約2,700人の
阪大生が利用している阪大生協自慢のシステムです☆

また、住まいは近隣ではなくても、休講期間中もクラブや
サークル、図書館利用や研究などで大学に来られる機
会が多い方にもおすすめです。

結構大食いです。1日900円では足りないです！

●Ｌサイズ （340g）：143円
●Ｍサイズ（240g）：112円

●Sサイズ  （160g）：92円
●SSサイズ（100g）：71円
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ミールプランのお申込み方法はP20をご覧ください。

ミールプラン達人への道④

一般的にご家庭でお使いのお茶碗は約150ｇ、コンビニ
などで販売されているおにぎりは1つ約100ｇですので、
それを目安にお考えください。
尚、合格発表後に開催される「大学生活入門セミナー」
参加者には、「生協食堂500円利用券」を洩れなく配布
します。入学前に是非来校いただき、500円でどれだけ食
べられるか、当日、試してみてくださいね！（ご家族で来ら
れた方にはご家族の人数分、お渡しします☆）（ただし
2019年度新入生とそのご家族だけですよ。）（PM開催
分参加者の方にも、セミナー参加前に生協食堂を無料
で利用できる特典が付いています！詳しくはP20に記載し
ております「合格後に届く入学準備資料」をご覧ください。）

さすがに、1食でそこまで食べる方はほとんどいません。
生協食堂は朝食営業や夕食営業も行っています。
「900円プラン」はそういった2食、3食利用を考慮した、
主に「下宿生」の利用を想定しています。

ミールプランは、「阪大生協の組合員である事」が利用
条件です。使い方次第で、大変お得になりますので、
「阪大生協の組合員特典のひとつ」とお考えください。

あくまで平均値ですが、阪大生の1回の学食（昼食）利
用の平均は400円～500円の間ぐらいです。
Ｐ10～P12を参考にしてみてください。また、ライスは以
下の価格です（消費税が8％の場合での税込価格）。

Ｐ10～P13をご覧ください。各キャンパスの生協食堂は
大変充実しておりますので、バラエティに富んだ食事を
お楽しみいただけます。実際に4年間ミールプランを
使っている方もいるのですよ。

阪大生は多くの人が真面目に授業に出席する傾向に
あり、いずれにしろ、お昼ご飯は必要かと思います。自宅
生向けには、お昼だけの利用を想定した『500円プラ
ン』の、「夏休み期間（8月～9月）や春休み期間（2月～
3月）を外した『8ヶ月タイプ』」をおすすめしております。よ
ろしければご検討ください。ただし…！ご自宅からお弁
当を持参される方は、必要ないかと思います。

実は…、当初は自炊の予定にしていて、予想外に大
学生活が忙しい、または面倒に感じてか、「コンビニ
弁当」、「カップ麺やお菓子」、「食事抜き」に陥る
ケースが多いようです。勿論、自炊することが最も望
ましいので、是非頑張っていただきたいのですが、「1
日1食はバランスの良い食事を確保できる！」という
御守りとして、「500円プラン」をご検討されるのもよ
いかもしれないですね。

基本は大学の近隣でひとり暮らしをされている下宿生
の方です。生協食堂の2019年度年間営業日数は279
日の予定です！夏休みや春休み中も営業しています!!
（但し、日・祝・お盆・年末年始は休業。）休みの日でも
コンビニに弁当を買いに行くぐらいなら、是非学内の生
協食堂で温かいバランスのとれた食事を摂っていただ
きたいと思っています。

「食堂利用定期」という性質上、申し訳ございませんが
できません。ミールプランは「食育」の観点から、学生生
活の中で、その日にしっかり食事をしていただく事を目
的とした仕組みです。とは言え、利用者の中には、少し
しか食べられなかった時は翌日の朝用のパンやジュー
スを買ったり、カフェやデザートで使用するなどして上
手に使っている方もいるようです。それでも（割引分を
差し引いた）購入金額分の利用ができるかご不安な方
は、ご購入は見送った方がよいかも知れません。 

至急、生協本部事務所（総務部／TEL：06-6841-3326）
までご連絡ください。紛失・盗難などの場合は、生協事務
所で所定の手続きをしていただくと、再発行いたします
（1,000円の再発行手数料が必要です）。カード再発行
期間中（約3週間）は仮カードを発行いたしますのでミー
プランは引き続きご使用いただけます。ご安心ください。

生協食堂の価格帯を考えると1日900円で充分かと思って
いたのですが、運動をしている方など、たくさん食べる方で
は足りないという意見が時々届きます。そのような方は、ま
ずは生協食堂部（TEL：06-6841-9379）までお電話くだ
さい。「900円プラン＋500円プラン」で1日1,400円まで食
べられる特別な設定にすることもできるのです☆

長期入院や退学・休学・留学等の場合、定められた方
法で返金いたしますので、生協本部事務所（総務部／
TEL：06-6841-3326）までご連絡ください。

新入生は割引特典がついていますので、「500円12ヶ月
プラン」の場合、1日357円食べれば、元がとれるような
価格設定になっています。又は500円分を196日食べれ
ば元がとれるようになっています（生協食堂の2019年
度年間営業日数は279日を予定しています。土曜日を差
し引いた平日の営業だけでも232日あります）。
ですので、「毎日500円までいかないともったいない」と
いうことはありません。また、平日だけの利用でも（土曜
日は一切利用しなくても）全プランとも元をとれる計算
で価格を設定していますので、ご安心ください。
他、賢い利用法として、利用者の中には、1日で残額が
出そうになると、翌日の朝用のパンやジュースを買った
り、カフェ利用するなどして、上手に使っている方もい
るようです。
尚、過去の傾向では「上限額まで使い切らないともった
いない」という意識から、不足しがちな栄養素を補充で
きるようサラダや小鉢など「もう1皿」取っていただく
ケースが多いようです。そんな意識からでも、きちんと
栄養を摂る習慣に繋げていただければ、と思います。

この質問の答えは、利用される個人によって異なります
ので、一概にはお答えできないのです。申し訳ございま
せん。個人のライフスタイル次第ですので、よくご検討の
上、お申込みいただくようお願いいたします。ただ、ミー
ルプランには損得以外にも様 な々メリットがあります。そ
ちらも検討材料にして、楽しく便利な大学生活をお送り
いただけるよう、上手に活用していただければ、と思いま
す。
参考までに…ミールプランは2018年度は約2,700人の
阪大生が利用している阪大生協自慢のシステムです☆

また、住まいは近隣ではなくても、休講期間中もクラブや
サークル、図書館利用や研究などで大学に来られる機
会が多い方にもおすすめです。

結構大食いです。1日900円では足りないです！

●Ｌサイズ （340g）：143円
●Ｍサイズ（240g）：112円

●Sサイズ  （160g）：92円
●SSサイズ（100g）：71円
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　最近、「食費を削ってでも、自分のやりたいことにお金をかけたい」と考えている学生さんが、増えてきているようです。これを反映するかのように、ひとり暮らしをされている方
の保護者様の心配事としては、「キチンと食事を摂っているか」という声が毎年上位に挙げられています。仕送った食費を、ついつい娯楽費などに使ってしまい、食事をカップ
麺やお菓子で済ませたり、時にはご飯抜きにすることなどを懸念されているようです。自宅生の方もお昼だけですが、同様の心配はおありのようです。
　阪大生協ではそういった保護者様の心配事を受け、換金や返金ができない食堂利用定期システム「ミールプラン」を提供しています。
　「使い方次第で大変お得になる機能」という点も魅力の一つですが、保護者様目線で生協がお勧めする最大の理由は「お子様にお渡しした食費がスマホ代や娯楽代に消え
ることが絶対なく、食事を確保できる」ということにあります。お子様のお手持ちの現金が底をついても「学校に行けば食事は摂ることができる」（生協食堂は朝食・夕食の営業
もございます）ので、遠く離れた保護者の方、自宅生の保護者の方も「お子様の食事の確保」という意味では、とにかくご安心いただけます。

●これさえあれば、「仕送り前」、「バイト代支給前」、「ちょっと出費がかさんだ後」など、どんなに金欠でも、食費は確実に確保できます！
●お手持ちの所持金を気にすることなく「健康と栄養を考えた食事」を摂ることができます。実際にミールプラン使用者は、使用していない学生と比べて、小鉢など、栄養を
　考えた「もう一品」を摂る傾向にあります。理由は「節約する理由がないから」むしろ「ちゃんともう一品食べないと損するから」という意識が働くようです。
●生協食堂の年間の営業日数は279日の予定であり、下宿生の方は学校が休みの日でも、学内の生協食堂で食事を摂っていただくことができます。

［利用者の声から］

「土曜日にも登校しないと損をするのでは？」とお考えの方、ご安
心ください。月～金できちんと食事をとれば、土曜日は一切利用し
なくても損をしないような価格設定になっています。

2019年度、利用対象期間の生協食堂営業予定日数とミールプラ
ンの提供額の関係では…

2018年度は約2,700人の阪大生が利用しています！

17,000
39,500
30,800
72,500
１８２

１４

（詳しくはP18をご覧ください）。

２７５

利用方法

大学生協マイページトップ画面

「ミールプラン」とは生協 ICカード（生協組合員証等）に追加できるオプション機能です。
食堂のレジでお支払の際、（1日上限金額までは）「生協 ICカード（生協組合員証等）」を提示するだけで通過で
きるようになります。

掲示することで、組合員
特典を受けられます。
例えば
・ 書籍が 7％引き
［書籍店］
・ 教習所や旅行の申込み
時に、組合員割引価格
や特典を受けられる
［サービスカンター］
・ 食堂利用や購買ショッ
プ利用が組合員価格
　など

選択した期間内毎日、1日
の決まった上限金額まで学
内の生協食堂で食事ができ
る、いわば「生協食堂利用
定期券」の機能を追加する
ことができます（このパン
フレット添付の申込書で事
前申込みが必要です）。
使えば使うほどお得になる
割引率と、混雑する食堂レ
ジをカードだけで通過でき
る便利さが人気です（詳し
くは本パンフレットをお読
みください）。

❶ 電子マネー（ICプリペイド）をチャージすることができ、阪大生協全店（3
キャンパス約20店舗）で特典付きで使用することができます。

・書籍店で使用すると…
　→書籍が 10％引きで購入できます。
・食堂や購買ショップで使用すると…
→ お買い物の際、使用金額の１％がポイント登録され、100ポイント
で自動的に100円が電子マネー（ICプリペイド）にチャージされ
ます。毎日の何気ない利用でも気がつけば、残高が増えている！と
いう嬉しいことになります♪

❷ 電子マネー（ICプリペイド）で支払いをしたお買い物は阪大生協マイ
ページで履歴を見ることができます。食堂利用の場合は栄養価なども
表示されますので、「キャンパス内家計簿」の他、「栄養管理」や「食
事日記」としても利用できます。

※ 電子マネーのチャージは事前申込みは不要で、生協各店のレジでその場で行うことが
できます（レジスタッフにお申し付けください）。

ミールプランを申し込むと、物質的には、何がどうなるの…？

組合員の
証明

ミールプラン
（オプション機能）

電子マネーも使えて
お得に、便利に！（生協電子マネー）

機能１ 機能2 機能3

そもそも「組合員証の機能」とは？

❶ 下記 URL 又はQRコードから「大学生協マ
イページ」にアクセスし、画面に従って登録
してください。

　https://mp.seikyou.jp/mypage/Static.init.do

❷ 登録後は「大学生協マイページ」の左上から IDとパスワード
を入力し「ミールカード」のメニューで、食事の明細や栄養
価を見ることができます。

24
52

113
20,757
20,619

■  2017 年 11月　日別ご利用状況
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ミールプラン［大学生協マイページを活用しよう］・［組合員証の機能］・［保護者の方へ］

ミールプラン達人への道⑤

参考までに（生協 ICカード＝組合員証の機能）

大学生協マイページを活用しよう！
ミールプランを使って、生協の食堂で食事をさ
れると、Webやスマホから、ご本人様の食堂
の利用状況、ご利用いただいたメニューの明細
をご覧いただくことができます。
いつ何を食べたのかを食事日記のように楽しく
記録し、健康管理にも役立てられます。また、
大学生活のちょっとした記録として残したりす
ることができます。

ログインは
こちらから

指定した月の利用日
数、利用回数、金額な
どが分かります。

朝昼夜、いつ利用したかを
分かりやすく表示します。

阪大 太郎

ご本人様が
登録する場合

「ミールカード」
をクリックすると
様々な情報を見る
ことができます。

3群点数法で食生活の
バランスを確認できます。

食べたメニューの明細を日にち別、
利用時間別で見ることもできます。

保護者様が
登録する場合

大学生協マイページ
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　最近、「食費を削ってでも、自分のやりたいことにお金をかけたい」と考えている学生さんが、増えてきているようです。これを反映するかのように、ひとり暮らしをされている方
の保護者様の心配事としては、「キチンと食事を摂っているか」という声が毎年上位に挙げられています。仕送った食費を、ついつい娯楽費などに使ってしまい、食事をカップ
麺やお菓子で済ませたり、時にはご飯抜きにすることなどを懸念されているようです。自宅生の方もお昼だけですが、同様の心配はおありのようです。
　阪大生協ではそういった保護者様の心配事を受け、換金や返金ができない食堂利用定期システム「ミールプラン」を提供しています。
　「使い方次第で大変お得になる機能」という点も魅力の一つですが、保護者様目線で生協がお勧めする最大の理由は「お子様にお渡しした食費がスマホ代や娯楽代に消え
ることが絶対なく、食事を確保できる」ということにあります。お子様のお手持ちの現金が底をついても「学校に行けば食事は摂ることができる」（生協食堂は朝食・夕食の営業
もございます）ので、遠く離れた保護者の方、自宅生の保護者の方も「お子様の食事の確保」という意味では、とにかくご安心いただけます。

●これさえあれば、「仕送り前」、「バイト代支給前」、「ちょっと出費がかさんだ後」など、どんなに金欠でも、食費は確実に確保できます！
●お手持ちの所持金を気にすることなく「健康と栄養を考えた食事」を摂ることができます。実際にミールプラン使用者は、使用していない学生と比べて、小鉢など、栄養を
　考えた「もう一品」を摂る傾向にあります。理由は「節約する理由がないから」むしろ「ちゃんともう一品食べないと損するから」という意識が働くようです。
●生協食堂の年間の営業日数は279日の予定であり、下宿生の方は学校が休みの日でも、学内の生協食堂で食事を摂っていただくことができます。

［利用者の声から］

「土曜日にも登校しないと損をするのでは？」とお考えの方、ご安
心ください。月～金できちんと食事をとれば、土曜日は一切利用し
なくても損をしないような価格設定になっています。

2019年度、利用対象期間の生協食堂営業予定日数とミールプラ
ンの提供額の関係では…

2018年度は約2,700人の阪大生が利用しています！

17,000
39,500
30,800
72,500
１８２

１４

（詳しくはP18をご覧ください）。

２７５
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●食堂本部［ミールプラン］／TEL：06-6841-9379
●総務部［生協組合員証（生協IC カード）］／TEL：06-6841-3326

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-9
大阪大学生活協同組合

お問い合わせ先

2.ご利用方法

お申込みは「Web申込＆コンビニ支払」にて受け付けております。
詳しくは、合格発表後に大阪大学から入学準備資料と一緒に
送られてくる「大阪大学生協からのご案内封筒」内の「阪大
生協入学準備の手引き2019」をご参照いただくか、阪大生協
受験生&新入生サポートサイトの「各種お申込・ご注文」

阪大生協　入学準備 検 索

●申込期日

レジ精算の際、生協組合員証（生協ICカード）をご提示ください。

カードだけでレジを通過できるようになります。

（1日利用限度額を超えない限り、現金は不要になります。）

※1日利用限度額を超えた場合、差額を生協組合員証の電子マネー（ICプリ

ペイド）や現金でお支払いいただくことも可能です。

〒560-0043　大阪府豊中市待兼山町1-9　大阪大学生活協同組合
食堂本部／TEL：06-6841-9379 　総務部／TEL：06-6841-3326 お問い合わせ先

※ミールプランを4月8日から使用するには上記期日までに、
　生協加入のお申込みとお振込みも必要ですので、ご留意ください。

合格者に届く

（2019年度は仕様が変更になる場合があります）

入学準備資料
大阪大学生協からの
ご案内封筒

ココに入って
います

3月25日（月）

1.ミールプランのお申込み方法

「大学生協マイページ」にアクセスし、画面に従って登録してください。

登録後は「大学生協マイページ」の左上からIDとパスワードを入力す
ると、「食生活の履歴」を見ることができます。
Webで自分が食べたメニューの明細や栄養価を見ることができます。
いつ、何を食べたのかを、食事日記のように楽しく記録し、健康管理に
も役立てられます（詳しくはP18をご覧ください）。

https://mp.seikyou.jp/mypage/Static.init.do
（スマートフォンにも対応しています。）

http://www.osaka-univ.coop/welcome/application/

をご覧ください。
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