
2021年度秋学期 横浜国立大学生協
(教育学部/経営学部/経済学部/理工学部/都市科学部/留学生・大学院対象)

教科書購入案内

教科書のご購入方法

１、サイト内の全教科書は、組合員価格（10％割引）にて購入できます。
未加入の方は生協HPにてお手続きをお勧めいたします。2万円なら2,000円、3万円なら3,000円もお得で
す。店舗では、通常の書籍・雑誌・コミックも定価の10%割引でご利用頂けます。

教科書注文サイト新規会員登録説明動画はこちら

下記ご案内ページから教科書注文サイトにお進み頂き、ご注文ください。

https://www.univcoop.jp/ynu/news_4/news_detail_212977.html

※ご注文前にご利用案内ページをご一読ください。

皆様のご利用お待ちしております。

お問い合わせ：横浜国立大学生協 教科書担当 永井

電話番号：045-335-1126 メールアドレス：book@ynu-coop.jp

３、教科書は、「ご自宅配送」か「店舗受取」でお届けいたします。
●ご自宅配送の場合

送料は注文ごとに一律800円かかります。注文から翌々営業日までにご自宅ご住所に発送いたします。

※ご自宅配送の場合、ヤマト便で教科書をお送り致します。国内配送のみ(海外不可)

※新型コロナウィルス感染症感染拡大防止に伴い、原則ご自宅配送のご協力をお願いいたします。
●店舗受取の場合

お支払い・ご入金完了後、お渡し準備ができましたら生協より「準備完了」メールをいたします。

メールが来ましたら大学会館2階 旧食堂ホールにお越しください。

受取時間は上記営業時間をご確認ください。窓口で「受付番号」（注文後お送りするメールタイトルか

注文サイトのマイページで確認）をお知らせください。

ご注文：10/4(月)▶10/22(金)
お受取：10/5(火)▶10/29(金)
受取場所：横浜国立大学生協 大学会館2階 旧食堂ホール
営業時間： 10：00～15：00 ※土日祝日は閉店
理工学部店では教科書・の販売・受取は実施していないのでご注意ください。

販売期間終了後は、出版社へ順次返品致します。必要な教科書は、早目にお申込みください。

ご来店の際は、マスクを
必ず着用してください。

また風邪症状や発熱が
ある方などはご来店をご
遠慮ください。

教科書お申込み期間 ※サイトOPEN：10/4（月）を予定

２、すべて事前決済、お支払い方法はクレジットカードかコンビニ決済をお選び頂けます。
注文サイトの案内に従ってクレジットカード決済かコンビニ決済の入金お手続きをお願いします。

教科書注文方法（コンビニ決済・スマホver.）説明動画はこちら

横国大生協HP

https://youtu.be/0r2_kezXVZ0
https://www.univcoop.jp/ynu/news_4/news_detail_212977.html
https://youtu.be/kqPz0wNWsEo
https://www.univcoop.jp/ynu/index.html


2021 Fall YNU Coop

How to purchase textbooks

How to Order

You can purchase textbooks though YNU Coop “textbook sales page” 
and have them delivered, or pick them up at Coop Textbook Sales Spot. 

１. 10% Discount applies if you order textbooks through YNU Coop website
We recommend that you become a Coop member (but not required) through Coop homepage.

２. Go to YNU Coop  Textbook sales page and order textbooks
・YNU Coop textbook sales page lists textbooks for Spring 2021 YNU courses. 

・ The list is constantly updated, upon professors’ request.

★In order to use the textbook sales page, you need to create an account. If you have created an 
account in the past, you can use the same account. 

★Please pay with credit card in advance or use convenience store payment. 
３ . You may choose “Delivery” or “Store Pickup” to receive textbooks

※Please choose either “delivery” or “store pickup” when you see “お渡し情報 (pick up 
information)” on the webpage.
・Delivery ・ We will use KURONEKO YAMATO for delivery. You will be charged 800 yen per 

delivery.

・ It takes 3 to 4 business days to deliver.

・Store Pickup  

・After payment and payment are completed, ｗe will send you a "textbook 
ready" email from the Co-op when you are ready to hand it over.

・When you receive an e-mail, please come to the book counter on the 1st floor 
of the University Hall store.

・ At the Store, please tell your “受付番号（うけつけばんごう：Order number)” to 

the store staff. 

・ In case the store becomes crowded, we may limit the number of students 

who can enter the store at the same time.

Textbook Order & Pickup

Order: 2021/10/4 (Mon)▶10/22(Fri)
Pickup: 2021/10/5 (Thu)▶10/29(Fri)

Pick-up location：YNU University Hall 2st floor, “Coop Textbook Sales Spot” 
Opening hours： 10：00～15：00
※Closed on Saturdays, Sundays, and Holidays
※No textbook pickup service available @ YNU Coop Engineering department branch. 

Please order textbooks by October 22rd.

If you are coming to the store, please wear a 
face mask. Please refrain from coming to the 
store if you  have cold symptoms or fever.

YNU Coop Textbook Sales Page： https://kyoukasho.univ.coop/ynu01/html

https://kyoukasho.univ.coop/ynu01/html

