
立 命 館 生 協・共 済

加入手続きのご案内
＜附属中学・高等学校＞
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入学準備相談フリーダイヤル

お 問 い
合わせは

重 要 保護者の皆様 必ずお読みいただき お手続きください

お申し込み手続き

HP で
加入登録

24

コンビニで
お支払い

組合員
カードGet

学校内また大学内の生協のお店では、組合員カードをご呈示ください。
組合員価格でお店が利用できます。

中学校入学

高等学校入学

1月31日（火） 23：59

一次 2月28日（火） 23：59

二次 3月27日（月） 23：59

加入期日※コンビニ支払い完了 組合員カードの発送について

コンビニ支払い完了

発　送

お届け

※カード作成期間約3週間

※普通郵便にて発送。
郵便事情でお届け
が遅くなる場合が
あります

● 高等学校にご入学の方で、中学入学時にすでに生協加入されている方は、 
お手続きの必要はありません
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購買は授業や課外活動に役立つもの
をそろえています

立命館生協の使命

「みんな」でつくり、「みんな」で支える、「みんな」のための立命館生協
「みんな」とは立命館生協すべての組合員を意味し、学園構成員を表しています。
立命館生協は相互扶助に基づき、民主的な運営を通して組合員の学園生活の文化的・経済的な状況を改善し、
また向上し続けることを「使命」とします。組合員一人ひとりの気づきや思いをつむぎ実現していきます。

50周年記念
キャラクター
こーぷん

立命館生協と共済

加入手続きは
基本プランをおすすめします

〈ご注意ください〉 
※  すでに兄弟、姉妹が下記の学校に在籍され、生協に加入されている場合も改めてお手続きください。
　  立命館大学／立命館アジア太平洋大学／立命館中学・高等学校／立命館宇治中学・高等学校／ 
立命館守山中学・高等学校

※  高等学校ご入学の方で、中学入学時にすでに加入されている方は、お手続きの必要はありません。

生協に加入しましょう

をお願いしています。

16口 8,000円（一口500円）

出資金は立命館生協は、組合員の出資金で運営されています。
生協店舗やサービスをご利用いただくにあたっては、組合員になることが「消
費生活協同組合法」により定められています。入学手続きと合わせて、期日
までにお手続きください。なお出資金は、卒業時に返還します。お早めのお
手続きをお願いします。
店頭表示価格は組合員価格となっております。レジ精算時に組合員カードの
呈示をお願いしています。呈示がない場合は、組合員価格でご利用いただけ
ません。5％割り増しになります。
※詳しくは立命館生協定款 https://www.ritsco-op.jp/about/association.html をご覧ください。

組合員
（立命館大学・附属中高）

出資・利用
提 供

生協ショップ・食堂
商品・メニュー・サービス

大学・附属中高の中で利用され、大学・附属中高の中で還元されるシステム
剰余が外部に流出せず、すべて組合員のために使われます。

その活用方法は、組合員の代表である総代会、理事会で決められます。

還　元
書籍割引、ポイントの
還元、文具通常20％
OFF…。
日常的な還元。

還　元
「利用感謝企画」の実施、
食堂の改装など利用しや
すい環境の整備、新入生
歓迎企画の開催など

利用によって生まれた剰余

文具はメーカー定価より20％OFF

鉛筆・シャープペンをはじめ、ノート・ルーズリーフやファ
イルなどを提供。授業の合間にご購入いただけ便利です。

取扱
品目

文具・日用品・機器・書籍・学校指定商品・
立命館オリジナルグッズ・一部食品　等

食堂「食と健康」に取り組んでいます

ランチ・主菜・副菜<小鉢>・麺類・丼類など 
幅広く取り揃えています。

◆自分で食べるものを選ぶカフェテリア方式
　各自トレーにお好みのメニューをおとりください。
◆安全な食材を使用しています
　材料名と原産地情報を立命館生協のHPにて紹介しています。

学校の購買・食堂は生協が運営をしております。生協を
ご利用いただくにあたっては、まずは組合員加入をして
いただくようお願いいたします。
また、安心・安全な学校生活を送るためにあわせて共済
加入とスムーズにご利用を開始いただける電子マネー 
チャージもおすすめします。

入学前チャージ 10,000円

生協加入 出資金　16口 8,000円
（1口 500円）

学生総合共済 1年間の掛金 14,400円
（G1200コース）

〈基本プラン〉
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共済に加入しよう

「ご自身のケガや病気」にそなえる ～ケガや病気を24時間、学内外・国内外でも保障～

※学生組合員で発効日の年齢が満34歳以下の方が加入できます。

大学生活は高校時代と違い、授業・レポート、サークル活動、アルバイト等、行動
範囲が大きく広がり、それにともない病気や事故にあうリスクも高まっています。
実際、１年間で14人に１人の学生が共済金の支払いを受けています。「もしも」の
病気・事故にそなえて、全国211大学生協の約68.0万人の学生が加入している大
学生協の学生総合共済に加入することをおすすめします。

「学生総合共済」は学業継続への影響が大きな長期入院（地震・津波や危険なスポーツ
によるケガ、精神疾患による入院含む）や扶養者の「もしも」の場合の保障もあります。
また、治療実費を保障するのではなく、入院等の事実に基づいた定額での保障です。
入院・通院した場合、食事代やタクシー代など医療費以外のさまざまな費用がかか
ります。また、アルバイトに行けない等、収入面での不安も広がります。そんな「も
しも」にそなえ「卒業までの学業継続」を第一に考えた「学生どうしのたすけあい制
度」です。ぜひご加入ください。

他の保険に入っているので学生総合共済は必要ないのでは？●●Q
他の保険から保険金が支払われても、学生総合共済への給付
申請はできます。（※共済金請求手続）●●A

今まで入院や通院をしたことがないので、必要ないのでは？●●Q
大学生活のリスクにそなえた保障が必要です。●●A

CO・OP学生総合共済

1年間の
掛金

厚生労働省認可

14,400円

詳しい保障内容や加入・契約に関する重要事項説
明書は、同封の専用パンフレットに掲載していま
す。必ず一緒にご覧ください。
 契約引受団体
全国大学生協共済生活協同組合連合会
日本コープ共済生活協同組合連合会
学生総合共済は、全国大学生協共済生活協同組合
連合会と日本コープ共済生活協同組合連合会の共
同引受となります。

もしもの時でも学業を継続させるための
保障が充実しています

◦   ケガによる通院は、1日目から90日分保障
◦   入院は病気でもケガでも1日目から360日分
保障

◦   精神疾患の診療を受けたとき、こころの早期
対応保障

◦   重度後遺障害を負って復学した場合、学業復
帰支援臨時費用保障

◦   扶養者が亡くなられた場合、扶養者事故死
亡・扶養者事故重度障害保障など

◦   持病があっても申込いただけます
◦   24時間 365日学内外・国内外問わず保障し
ます

◦   卒業後は健康状態にかかわらず新社会人
コースへの継続可能

●保障表　学生本人のケガや病気の保障と扶養者の死亡保障
加入できる年齢（発効日の年齢）／満34歳以下 
保障の終了日／卒業予定年月の末日（最長満35歳の満期日まで）

G1200コース

同封のこちらの
パンフレットを
一緒にご覧ください

病
気
・
ケ
ガ

入院
1日目から360日分

日額 10,000円

長期入院
270日以上連続した入院
（1回の入院について1回のみ）

60万円

手術
共済事業規約に定める支払い対象手術を受
けた場合
入院・通院の支払限度日数を超えた後の手
術も対象

1回の手術につき
50,000円

学業復帰支援臨時費用
重度後遺障害を負って復学した場合

共済期間（1年）につき1回
100万円

重度後遺障害※1

病気・事故問わず重度後遺障害となった場合
＊障害の程度に応じて金額が変わります。

最高 600万円

ケ
ガ

通院
事故日から180日以内、1日目から90日分
（固定具保障を含みます）
固定具を装着した場合、10日分の通院が 
あったものとみなします。

日額 2,000円
（固定具保障）1事故につき 

定額 20,000円

事故後遺障害
事故日から2年以内の所定の後遺障害状態
＊障害の程度に応じて金額が変わります。

最高 600万円

こ
こ
ろ
こころの早期対応保障
精神疾患の診療を受けたとき

共済期間（1年）につき1回
10,000円

本
人
の
死
亡

死亡
学生本人が死亡した場合
（病気・事故問わず）

100万円

事故死亡
学生本人が事故により死亡した場合
（事故日から2年以内）

上記にプラス 50万円

親
扶
養
者
の
死
亡

親扶養者死亡・親扶養者重度障害※2

病気・事故問わず親・扶養者が死亡または
重度障害となった場合

50万円

扶養者事故死亡・扶養者事故重度障害※2

扶養者が事故により死亡または事故により
重度障害となった場合
お支払い後に変更された扶養者も対象
（事故日から2年以内）

500万円

＋

※1　労働者災害補償保険法施行規則の障害等級表の１級、２級、３級の状態。
※2　労働者災害補償保険法施行規則の障害等級表の１級、２級、３級の②③④の状態。
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給付をうけた方からの
共済おすすめの言葉・感謝の言葉

立命館中高生の給付事例（抜粋）

区分 分類 内容 入院
日数

手術
回数

通院
回数

給付金額
（円）

中
高 病気 気胸 21 1 260,000

中
高 病気 若年型黄色肉芽腫 1 50,000

中
高 病気 アナフィラキシーショック 2 20,000

中
高

授業・部活中
のケガ

テニスコートでサーブを
打った時に腰を痛めた 1 2,000

中
高

授業・部活中
のケガ

サッカーの試合中に相手選
手の足が強くあたり、骨盤
裂離骨折

3 6,000

中
高

授業・部活中
のケガ

ホッケーの練習中スティッ
クが当たってケガ 5 10,000

中
高

自転車事故に
よるケガ

雨の日に自転車で帰宅してい
る途中に滑って転倒した 2 4,000

左肺自然気胸　入院11日／手術1回
給付金額　160,000円
特に何か無理したわけでなく、自然に発生したもの。
コロナの時期であるため、全ての患者が面会をする
ことができない。
病気もケガも十分に気を付ける必要性を感じた。

こころの早期対応保障
給付金額　10,000円
コロナ禍での制限を強いられる中での生活で体調を
崩した。
質問にも丁寧に答えていただき、知らなかった共済金
の請求のことも教えていただきありがたかったです。

自転車事故　通院1日
給付金額　2,000円
ちょっとした不注意で事故は起きてしまう。
起こしたくてやっている人はいないと思うので、本
当に皆さん気を付けてください。私も今後はしっか
りと気を付けて生活していきます。

スポーツ事故（サッカー）　通院8日
給付金額　160,000円
自分自身の不注意でこのようなケガに繋がってしま
いましたが、共済金により助けられました。ケガ中
はバイトが出来ないなど様々な不安がありました
が、共済に加入していたことにより不安も和らぎま
した。加入していて本当に良かったと思います。

専門の相談員がお答えします

※学生生活無料健康相談テレホンの連絡先とご利用方法は、共済証書送付時にご案内します。
※病院にかかっていなくても受けられるサポートとして、多くの学生・保護者に支持されているサービスです。
※ 応急処置・近所の病院の紹介・急に具合が悪くなったとき夜間でも受診できる病院の紹介のご相談に応
じます。

ヘルスアドバイザー 看護師・保健師・管理栄養士 内科・整形外科・精神科・皮膚科・
眼科・泌尿器科・婦人科・耳鼻科・
歯科

専門医
臨床心理士などメンタルヘルス

からだとこころの健康相談
からだとこころに関する悩みに専門の相談員がお答えします。対面で
は相談しにくい内容でも時間帯に関係なく安心して利用できます。

くらしの相談
一人暮らしで困ったことやストーカーのトラブルなど、
生活をしている上で困ったことの解決をお手伝いします。

秘プライ

バシ
ーは守ります！

プ
ライバシーは守り

ます
！

2021年度（全国）
相談件数
からだの
健康相談 906件
こころの
健康相談 1293件

保護者の方も
ご利用
できます

こころの悩み、暮らしの悩み、コロナ禍の悩み…ご相談ください
学生総合共済加入者のための
安心サポート  学生生活無料健康相談テレホン

24時間365日
無 料

※ 給付事例は、2022年度までの保障内容により支払われた事例です。2023年度は保障内容が
異なります。詳しくは「学生総合共済」パンフレットをご覧ください。

共済に加入しよう
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WEB登録ができない方、お近くに指定のコンビニがない方、
WEB申込フォームで表示のプラン以外でお手続きを希望の方
は、加入申込書+ゆうちょ銀行（郵便局）での手続きが可能です。
別途加入申込書を送付致します。お電話で資料請求ください。

平日：10:00-17:00　土日祝年末年始：閉店
フリーダイヤル：0120-465-098

ＷＥＢ＋コンビニ払いでの手続きを希望されない方

立命館生協
衣笠センター

STEP 1 　メールアドレスを登録する

●仮組合員証について
組合員カードがお手元に届くまでの間に生協店舗を利用される場合は、送付されたメールの中の
URLより「加入受付確認証（仮組合員証）」を表示し印刷してお持ちください。現金でのお支払い
にはなりますが、組合員価格でご利用いただけます。
●追加申込について
追加でお申込される場合は、送付されたメールの中のURLからお手続きいただけます。
●メールが届いたら必ずP6の手続きへ進んでください

STEP 2 　必須項目の入力

1.   加入WEBシステム同意項目・サイトポリシーを確認してチェック
を入れてください

2.   メールアドレスを入力し登録ください
このメールアドレスへお申込用URLをお送りします。手続きをされる方のメー
ルアドレスを入力してください。（扶養者様のメールアドレスで構いません。）

「ご加入手続き用URLのお知らせ」メールが届きます

メール受信後、1時間以内に
クリックしてください
※  1時間以内に手続き開始できなかった
方は、STEP①から手続きしてください。
※ 手続きを開始してから、登録途中でブ
ラウザを閉じたり、一定時間画面操
作がされなかった場合、明朝6:00以
降にはじめからやり直しになります。
STEP①から再度お手続きいただくこ
とがございます。

届いたメールのURLをクリックします。

生協加入申込みはこちら

附属中学高校へ入学の方

WEB加入申込みはこちら

お申込み前のご確認へ

をクリック

をクリック

をクリック

をクリック

STEP 4 　コンビニでのお支払い
1. メール「お支払い方法のお知らせ」が届きます
お申込み内容（お支払い内容）、コンビニでのお支払い方法はこちらからも
ご確認いただけます。お申込みから6日以内にお支払いください。
2.   「立命館生協WEB手続き完了のお知らせ」メールが届きます 

STEP 3 　お支払い方法の選択
1. 入力内容確認をし、「初回決算方法選択へ」をクリック
2. コンビニ払いをクリック
コンビニを選択し、指示にしたがって進めてください。ご希望のコンビニをクリック
すると支払い手順と、支払い手続き時に必要なお客様番号等がご確認いただけます。

さあ、始めましょう

スマホからも
アクセスできます。

立命館生協

https://www.ritsco-op.jp/enter/
まずは立命館生協ホームページへアクセス

入学前チャージ 10,000円

生協加入 出資金　16口 8,000円
（1口 500円）

生協・共済加入手続き方法
学校の購買・食堂は生協が運営をしております。生協をご利用いただくに
あたっては、まずは組合員加入をしていただくようお願いいたします。また、
安心・安全な学校生活を送るためにあわせて共済加入についてもおすすめ
いたします。 学生総合共済 1年間の掛金 14,400円

（G1200コース）

画像は昨年のものです

「加入者情報」「扶養者情報」を
入力します。

※ 本人と保護者は別のメールアドレスを
ご登録ください

扶養者様住所について
　契約関係書類の送付先と
なります。日本国内で、書
類を確実に受け取れる住所
をご登録ください。扶養者
様が海外赴任・単身赴任等
の場合も、扶養者様の留守
宅等の日本国内住所をご登
録ください。

1.基本情報入力 2.加入プラン選択
ご希望のプランをご
選択ください。必
要な保険等をご自
身で選択する場合
は、その他プランを
お選びください。

3.口座振替登録（2年目以降分）
2年目以降の「CO・OP学生総合共済・学生賠償責
任保険・就学費用保障保険」掛金・保険料の引き落
とし口座のご登録を行います。
※暗証番号・口座残高などの情報は生協へ伝わることはありません。

　 右記ボタンをタップ後は各金融
機関のサイトへ推移します。

銀行口座の登録が途中で中断された場合注意

左記の「引き続き手続きを
する」をご選択ください。
後日郵送で口座振替依頼書
をお送りします。

加入手続きはWEBから

手続きを始める前に

共済もあわせてお申し込みされる方

メールアドレス登録には @univcoop.or.jp からのメール受信
が必要になります
迷惑メール設定、フィルター設定等のご確認をお願いします。

2年目以降の共済掛金の引落口座登録を「WEBで登録」される
場合は、金融機関ごとの必要項目を事前に確認ください
各金融機関ごとに本人確認必要項目や利用可能時間が異なります。以下よりご確認ください。

ご利用可能な
金融機関

おすすめ〈基本プラン〉
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＼入学までに必ず登録ください／

電子マネー利用開始に必要なお手続き

チャージ欄をクリックすると表示される
「自分チャージ」より必要事項をご入力
ください。

登録メールアドレスへ支払い方法のご案内が送
信されます。
支払いに必要な情報はメールに記載のリンク先
よりご確認ください。

今後の電子マネーチャージ方法
大学生協電子
マネー・マイ
ページアクセ
スはこちら→

ご登録いただいた大学生協電子マネー・マイページよりお近く
のコンビニでご入金いただく番号が発行できます。

STEP② 大学生協電子マネー・マイページで電子マネー認証（Pokepay認証）

マイページへログイン

画面が表示されたら
「ログイン」をクリック

アクセス
はこちら

①Univcoopマイポータル
で登録したメールアドレ
スパスワードでサインイ
ン

②登録メールアドレスに
届く確認コードで認証

Pokepay認証

「ログイン・新規登録」をクリックし、
メールアドレスを登録
登録したメールに届く認証コードを入
力し「アクセスを許可する」

サインイン（確認コード認証）

STEP① Univcoopマイポータルにサインイン

アクセス
はこちら

メールアドレスを登録し
確認コードを送信

「今すぐサインアップ」
をクリック

「コードの確認」をクリック
登録したメールに届いた確認コー
ドを入力して「コードの確認」を
してください。

登録画面へアクセス メールアドレス確認

パスワード・生徒の「姓・名」を
登録ください。

認証コードを登録電話番号（SMS or電
話）に送信します。
送信された番号を入力し認証ください。

パスワード・氏名登録 多要素認証 プロファイル登録
生徒氏名など必要事項をご登録
ください。

【事前の準備】

●メールアドレスの確認
ご登録いただくメールアドレスは生協加入
手続き時にご登録いただいたメールアドレ
スです。

ご不明の場合、ご変更をご希望の場合は以
下の二次元コードよりメールアドレスの確
認・変更をお願いします。

hhttttppss::////wwwwww..uunniivv..ccoooopp//nnrr//nnrr__224455..hhttmmll

コンビニ支払いの翌日12時以降
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加入後に届く組合員カードは
校内必携の便利カード！
4月からの学校生活をスムーズに！

組合員
カード機能
生協電子
マネー

生協店舗のご利用は、電子マネーが便利でお得です。
電子マネーへのチャージ（加金）は加入手続きと合わせてお済ませください。

電子マネーチャージのしくみ

電子マネーの追加チャージは大学生協電子マネー・マイページから

電子マネーは立命館生協の購買、食堂で使えます

「組合員カード規則」は右記URLよりご確認ください
https://www.ritsco-op.jp/meal/cardkisoku.html

電子マネーチャージのしくみ

電子マネーチャージ
（入金）方法

組合員カード到着後、ご利用OK
組合員カードが届きましたら、ご利用可
能です。
※ 生協加入手続き日によって、組合員
カードの発送日が異なります。

生協加入手続きと同時に、電子
マネーチャージのお支払い

コンビニ払いの翌日以降、P.6のお手続
きが必要です。
この手続きをしないと、電子マネーがお
使いいただけません。

Univcoopマイポータルへの
サインインとPokePay認証

おすすめポイント その3おすすめポイント その2おすすめポイント その1
購入履歴をWEBで
確認できて、
保護者様も安心 ！

ポイントが電子マネー
として使えてお得 ！

組合員カード到着後、立命館生協
ホームページから登録しよう！
「生協マイページ」とは、組合員ご本人はもちろ
ん、保護者の方もWEBで利用状況をご確認い
ただける専用ページです。お子様の生活状況も
確認できて安心です！

生協マイページ

電子マネー決済で
ポイントが付与されます。

【ポイント還元率】
食堂ご利用時

お会計金額の1％
現金支払いだとポイント付与されません

組合員カードを紛失した場合、
生協マイページから利用停止できます

小銭不要で混雑時の食堂・購買でも
支払いがスムーズに！

Pi

感染症対策のため
事前チャージして
お使いください

チャージ欄をクリックすると表示される
「自分チャージ」より必要事項をご入力
ください。

登録メールアドレスへ支払い方法のご案内が送
信されます。
支払いに必要な情報はメールに記載のリンク先
よりご確認ください。

今後の電子マネーチャージ方法
大学生協電子
マネー・マイ
ページアクセ
スはこちら→

ご登録いただいた大学生協電子マネー・マイページよりお近く
のコンビニでご入金いただく番号が発行できます。

STEP② 大学生協電子マネー・マイページで電子マネー認証（Pokepay認証）

マイページへログイン

画面が表示されたら
「ログイン」をクリック

アクセス
はこちら

①Univcoopマイポータル
で登録したメールアドレ
スパスワードでサインイ
ン

②登録メールアドレスに
届く確認コードで認証

Pokepay認証

「ログイン・新規登録」をクリックし、
メールアドレスを登録
登録したメールに届く認証コードを入
力し「アクセスを許可する」

サインイン（確認コード認証）

STEP① Univcoopマイポータルにサインイン

アクセス
はこちら

メールアドレスを登録し
確認コードを送信

「今すぐサインアップ」
をクリック

「コードの確認」をクリック
登録したメールに届いた確認コー
ドを入力して「コードの確認」を
してください。

登録画面へアクセス メールアドレス確認

パスワード・生徒の「姓・名」を
登録ください。

認証コードを登録電話番号（SMS or電
話）に送信します。
送信された番号を入力し認証ください。

パスワード・氏名登録 多要素認証 プロファイル登録
生徒氏名など必要事項をご登録
ください。

【事前の準備】

●メールアドレスの確認
ご登録いただくメールアドレスは生協加入
手続き時にご登録いただいたメールアドレ
スです。

ご不明の場合、ご変更をご希望の場合は以
下の二次元コードよりメールアドレスの確
認・変更をお願いします。

hhttttppss::////wwwwww..uunniivv..ccoooopp//nnrr//nnrr__224455..hhttmmll
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コープ共済センター 9:00～18:00　月～土（祝日含む）

立命館生協
衣笠センター

平　日10:00～ 17:00
土日祝休み0120-465-098TEL.

0120-16-9431TEL.

学生総合共済の共済証書は 扶養者住所に郵送されます
（2023年1月までにお申し込みの方は、2月以降順次お送りします。）
証書発行にお時間をいただく場合がございますが、証書が未着でも給付申請はできますのでご連絡ください。

病気や事故にあったら

お問い合わせ先

立命館守山
中学校・高等学校

購買部（TEL）

077-582-9281
食　堂（TEL）

077-582-9280

立命館宇治
中学校・高等学校

購買部（TEL）

0774-44-4026
食　堂（TEL）

0774-44-4072

立命館
中学校・高等学校

購買部（TEL）

075-959-1128
食　堂（TEL）

075-959-1127

ホームページに掲載しています。ご覧ください。
●立命館生協「個人情報保護方針」「学生総合共済普及活動にあたって」
　https://www.ritsco-op.jp/about/privacy.html
●立命館生協定款
　https://www.ritsco-op.jp/about/association.html

立命館生協の事業概要

学生総合共済
給付状況

（2021年4月～2022年3月）

給付件数／のべ 1,720件
　  病気入院、事故入院、事故通院
等への給付件数の合計
給付金額／ 12,238万円

組合員数　53,331名　 出 資 金　746,919千円

名 称 立命館生活協同組合

創 立 1962年6月14日（創立総会 :1962年2月15日）

理 事 長 加國 尚志（立命館大学文学部教授）

役 員 教職員理事11名、院生理事1名、学生理事9名
常務理事3名、教職員監事4名、学生監事3名

組合員数 53,331名（2022年2月末日）

出 資 金 746,919千円（2022年2月末日）

従業員数 175.3名（換算人員数／年・2000時間で1名に換算）

年 間 利
用 高 

3,802,820千円（2021年度）
【内購買部／ 1,300,142千円、食堂部／ 695,695
千円、書籍／ 749,110千円、旅行サービス／
1,056,904千円、その他／ 969千円】

事業規模
2021年度

（単位1,000円）
全体

3,802,820

書籍
749,110

旅行サービス
1,056,904

その他　969

購買
1,300,142

食堂
695,695


