
組合員の皆様へ

事前予約制 夕食時間帯の弁当提供サービスプラン追加のご案内

ミールプリペイド利用者限定
⇒ミールプリペイドの申し込みは生協ホームページの案内をご確認ください。

金沢大学生活協同組合 食堂部

１、弁当受取場所と時間
【夕食】自然研食堂受取プラン

自然研食堂 17：00～19：00
メニュー提供カウンターで学生証をご提示の上、お受け取りください。

２、提供メニュー・価格について
弁当セット価格：471円（1日）･･･具体的なメニュー内容は次ページをご覧ください。

食堂で作った温かい丼弁当（343円（容器代込））＆副菜（64円（容器代込））2個のセットです。

☆副菜の価格は容器代分が13円割引！⇒定価77円が64円
＊メニュー内容は提供メニュー献立表をご確認ください。

３、プランについて
平日の夕食にご利用になれます。期間分をまとめてお申し込みいただきます。
プラン日程は次ページ以降の提供予定表をご確認ください。
週1～5回の中から受け取り日数と受け取る曜日をお選びいただけます。

１：受取期間を選びます。
①2020年12月15日（火）～ 2021年 1月 7日（木）
②2021年 1月 8日（金）～ 2021年 1月14日（木）
＊1月8日、12日、13日、14日の4日間限定。＊受取日数(1)～(5)の選択はできません。

＊②の受取時間は17：00～18：00になります
＊②は、ミールプリペイドを利用されていない方もご利用いただけます。

詳しくは次ページをご覧ください。
③2021年 1月18日（月）～ 2021年 2月12日（金）

２：受取日数と受取曜日を選びます＊日数別特典付き！（ポイント還元）
(1)週1日プラン 週のうち1回（選択した曜日）を毎週 ＊ポイント２%つき
(2)週2日プラン 週のうち2回（選択した曜日）を毎週 ＊ポイント２%つき
(3)週3日プラン 週のうち3回（選択した曜日）を毎週 ＊ポイント３%つき
(4)週4日プラン 週のうち4回（選択した曜日）を毎週 ＊ポイント４%つき
(5)週5日プラン 平日毎日を毎週 ＊ポイント８%つき！

４、お支払いについて
お申込いただいたプランの受取最終日の翌日以降に、申込金額分をミールプリペ

イド残高から引き落としさせていただきます。
＊通常、店舗レジでミール利用される利用額の２％分ポイント付与はなく、その代わりに利用日数別の
ポイント（上記３、-２）を付与致します。ポイントは利用される金額に対して各比率で算出した分を
付与いたします。

＊ポイントはプラン受け渡し終了日翌月10日～15日に、ポイント分の金額が、ミールプリペイド残高に
自動的にチャージされます。

＊料金の決済及びポイント分のチャージ手続きが終了次第、メールにてご案内させていただきます。

ミールプリペイドを使った事前予約制弁当提供サービスの曜日別プラン等を追加し
ました！ ＊既存プランをご利用の方も、変更等ご希望がございましたら、お問い合わせください。



組合員の皆様へ

ミールプリペイドをご利用されていない方へ

＊2021年1月8日（金）～1月14日（木）の期間は自然研の食堂購買
いずれも通常営業を休業予定です。（弁当プラン受け渡しのみ営業）

＊そのため、②受取期間2021年1月8日（金）～1月14日（木）の
プランは、ミールプリペイドを利用されていない方もご利用
いただけます。

• 金沢大学生活協同組合 食堂部

１、弁当受取場所と時間
【夕食】自然研食堂受取プラン

自然研食堂 17：00～18：00
メニュー提供カウンターで学生証をご提示の上、お受け取りください。

２、提供メニューについて
弁当セット価格：471円（1日）･･･具体的なメニュー内容は次ページをご覧ください。

食堂で作った温かい丼弁当（343円（容器代込））＆副菜（64円（容器代込））2個のセットです。

☆副菜の価格は容器代分が13円割引！⇒定価77円が64円
＊メニュー内容は提供メニュー献立表をご確認ください。

３、プラン料金について
2021年 1月 8日（金）～ 2021年 1月14日（木）の4日間

1,884円（471円×4日間）
＊受取時間は17：00～18：00になります

４、お支払いについて
1月8日（金）の分を受け取り時に、自然研食堂のレジにてプラン料金を一括

でお支払いください。（現金または電子マネーでお支払いください。）

申込方法につきましては、
『事前予約制 弁当サービスのお申込みについて①②』
をお読みください。



① 2020年12月15日（火）～2021年1月7日（木）

ご提供
日数

② 2021年1月8日（金）～2021年1月14日（木） ＊4日間

③ 2021年1月18日（月）～2021年2月12日（金）

ご提供
日数

〇：提供日
×：提供のない日

受取日程について

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

12月14日
×

12月15日
〇

12月16日
〇

12月17日
〇

12月18日
〇

12月21日
〇

12月22日
〇

12月23日
〇

12月24日
〇

12月25日
〇

12月28日
×
休講

12月29日
×
休講

12月30日
×
休講

12月31日
×
休講

1月1日
×
休講

1月4日
〇

1月5日
〇

1月6日
〇

1月7日
〇

月曜申込
利用：2日分

火曜申込
利用：3日分

水曜申込
利用：3日分

木曜申込
利用：3日分

金曜申込
利用：2日分

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

1月8日
〇

1月11日
×
祝日

1月12日
〇

1月13日
〇

1月14日
〇

1月15日
×
休講

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

1月18日
〇

1月19日
〇

1月20日
〇

1月21日
〇

1月22日
〇

1月25日
〇

1月26日
〇

1月27日
〇

1月28日
〇

1月29日
×
休講

2月1日
〇

2月2日
〇

2月3日
〇

2月4日
〇

2月5日
〇

2月8日
〇

2月9日
〇

2月10日
〇

2月11日
×
祝日

2月12日
〇

月曜申込
利用：4日分

火曜申込
利用：4日分

水曜申込
利用：4日分

木曜申込
利用：3日分

金曜申込
利用：3日分



提供メニュー献立表①

＊お弁当は受け取り後なるべくお早めにお召し上がりください。
＊プランに記載しているメニューは当日の仕入、配送状況によって急遽変更する場合がございます。予めご了承ください。
＊同プランは数量限定となります。申込受付時に上限に達した場合は、受付をお断りさせていただく場合があります。

丼メニュー /     副菜① / 副菜②
12月15日（火）白身魚照りマヨ丼 /ほうれん草 ポテトサラダ
12月16日（水）チーズかつ丼 /千切り煮 スライスオクラ
12月17日（木）白身魚チリソース丼 /ほうれん草 ひじき煮
12月18日（金）和風コロッケ丼 /ポテトサラダ 千切り煮
12月21日（月）若鶏照りマヨ丼 /千切り煮 ほうれん草
12月22日（火）コロッケ味噌あん丼 /ポテトサラダ スライスオクラ
12月23日（水）和風コロッケ丼 /ほうれん草 ポテトサラダ
12月24日（木）唐揚げ丼 /ひじき煮 千切り煮
12月25日（金）白身魚照りマヨ丼 /スライスオクラ ほうれん草

2021年
1月 4日（月） コロッケ味噌あん丼 /ポテトサラダ 千切り煮
1月 5日（火） チーズかつ丼 /千切り煮 ほうれん草
1月 6日（水） 白身魚チリソース丼 /ほうれん草 マカロニサラダ
1月 7日（木） 若鶏照りマヨ丼 /千切り煮 ポテトサラダ

丼メニュー /     副菜① / 副菜②
2021年

1月 8日（金） コロッケ味噌あん丼 /ほうれん草 千切り煮
1月12日（火） 若鶏照りマヨ丼 /スライスオクラ ほうれん草
1月13日（水） 唐揚げ丼 /ほうれん草 マカロニサラダ
1月14日（木） 和風コロッケ丼 /ひじき煮 千切り煮

メニュー例：白身魚照りマヨ丼＆スライスオクラ＆ポテトサラダ ＊写真はイメージです

① 2020年12月15日（火）～2021年1月7日（木）

② 2021年1月8日（金）～2021年1月14日（木） ＊4日間



提供メニュー献立表②

丼メニュー /     副菜① / 副菜②
2021年

1月18日（月） チーズかつ丼 /スライスオクラ ほうれん草
1月19日（火） 白身魚チリソース丼 /ほうれん草 ポテトサラダ
1月20日（水） 唐揚げ丼 /マカロニサラダ スライスオクラ
1月21日（木） 若鶏照りマヨ丼 /ひじき煮 ほうれん草
1月22日（金） 和風コロッケ丼 /ポテトサラダ スライスオクラ
1月25日（月） 若鶏照りマヨ丼 /千切り煮 ほうれん草
1月26日（火） 唐揚げ丼 /ほうれん草 スライスオクラ
1月27日（水） 白身魚南蛮丼 /千切り煮 ポテトサラダ
1月28日（木） コロッケ味噌あん丼 /千切り煮 ひじき煮

2月 1日（月） 和風コロッケ丼 /ポテトサラダ 千切り煮
2月 2日（火） チーズかつ丼 /ほうれん草 マカロニサラダ
2月 3日（水） 白身魚チリソース丼 /ひじき煮 ほうれん草
2月 4日（木） 若鶏照りマヨ丼 /ポテトサラダ スライスオクラ
2月 5日（金） 和風コロッケ丼 /千切り煮 ほうれん草

2月 8日（月） 白身魚南蛮丼 /スライスオクラ ポテトサラダ
2月 9日（火） 若鶏照りマヨ丼 /千切り煮 マカロニサラダ
2月10日（水） 唐揚げ丼 /ほうれん草 スライスオクラ
2月12日（金） チーズかつ丼 /千切り煮 スライスオクラ

③ 2021年1月18日（月）～2021年2月12日（金）

＊お弁当は受け取り後なるべくお早めにお召し上がりください。
＊プランに記載しているメニューは当日の仕入、配送状況によって急遽変更する場合がございます。予めご了承ください。
＊同プランは数量限定となります。申込受付時に上限に達した場合は、受付をお断りさせていただく場合があります。



金沢大学生活協同組合 食堂部

宛先： k-food@kindai-coop.or.jp
件名：「事前予約制 弁当サービス申込」
本文： 下記、申込フォーム内容を記載ください。＊太字部分はすべて入力してください。
【申込フォーム】

・組合員様（学生ご本人さま）の氏名
・組合員様の生年月日
・電話番号（ - - ) ※受取当日に連絡が取れる番号
・組合員番号（学生証裏面右上に記載の6172から始まる12桁の番号）

※組合員番号が分からない場合はご本人確認のためにご所属の学類を記載ください。

・申込をするプラン（【夕食】自然研食堂受取プラン）
・受取期間、受取日数と曜日をお選びください。
□受取期間：①2020年12月15日（火）～ 2021年 1月 7日（木）

②2021年 1月 8日（金）～ 2021年 1月14日（木）
＊1月8日～1月14日プランは曜日の選択はできません
＊②はミールをご利用されていない方もお申込みいただけます。
ミールをご利用でない方は「ミールなし」と記入ください。

③2021年 1月18日（月）～ 2021年 2月12日（金）

□期間①③をお申込みの方へ
受取日数、曜日 （(1)～(4)は【】内に希望曜日のみ残して、他は消してください）

(1)週1日プラン 毎週【月曜・火曜・水曜・木曜・金曜】
(2)週2日プラン 毎週【月曜・火曜・水曜・木曜・金曜】
(3)週3日プラン 毎週【月曜・火曜・水曜・木曜・金曜】
(4)週4日プラン 毎週【月曜・火曜・水曜・木曜・金曜】
(5)週5日プラン 毎週 月曜～金曜

・同意署名
「事前予約制弁当サービスのお申込みにあたってご確認いただきたい事項」の内容を
確認し、同意の上申し込みます。
⇒日付と氏名を入力してください。（日付： 年 月 日 氏名： ）

●申し込み方法
申込フォーム項目を入力して、下記宛先までメールを送付してください。
お申込み受付完了時、及び、お支払い金額確定時にメールにてご連絡いたします。

*お申し込みの際に記載された個人情報は､ご本人への連絡及びお申し込みいただいた注文内容の確認等に必要な範囲で利用
させていただきます。個人情報保護に関する金大生協の基本方針はホームページ又は店舗での掲示をご覧ください。

事前予約制 弁当サービスのお申込みについて①

上記メールの同意署名は、次ページの

『事前予約制弁当サービスのお申し込みにあたってご確認いただきた
い事柄』をご覧いただいたうえで、氏名・日付を入力してください

mailto:k-food@kindai-coop.or.jp


金沢大学生活協同組合 食堂部

事前予約制弁当サービスのお申し込みにあたって
ご確認いただきたい事柄

●事前予約制弁当サービスの申込取消（キャンセル）を希望される場合は、プラン開始日の
3営業日前までにお申し出ください。期日を過ぎてのお申し出については、下記の違約料を
お支払いいただきます。
●プラン期間中の解約については、お申出日当日以前の日数分の商品代金および、下記違約
料金をお支払いいただきます。
●キャンセルのお申し出なく弁当のお受け取りがない場合は、該当日数分の商品代金をお支
払いいただきます。
●プラン開始以降にやむを得ない事情で商品の受取ができない日がある事が判明した場合は、
申込先の宛先にメール送付にてお知らせください。
●キャンセルのお申し出方法は、申込時と同様に、上記宛先にメール送付にてご連絡くださ
い。
●天災、感染症、政府・自治体及び大学の命令等、やむを得ない事情により営業を休止し商
品提供ができなかった分は、お支払い不要となります。

事前予約制 弁当サービスのお申込みについて②

お申出日 違約料金

予約受付確定
～受取3営業日前まで

違約料金なし

受取2営業日前まで 予約商品1日分の50%相当額＋違約手数料として（13円×未受取日数分）

受取前日まで 予約商品2日分の50%相当額＋違約手数料として（13円×未受取日数分）

受取当日 予約商品当日分の全額＋予約商品2日分の50%相当額
＋違約手数料として（13円×未受取日数分）

（違約料金）

必ずお読みください
お申込みの際の同意署名は、以下の

『事前予約制弁当サービスのお申し込みにあたってご確認いただきたい事柄』
をご覧いただいたうえで、氏名・日付を入力してください


