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後期使用の教科書販売については、混雑や密集緩和の対策等、新型コロナウイルス感染拡大防止策を

取りながら以下の日程で販売します。ご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。 

また、大学から指示されているように、北見に戻った後 2 週間の自宅待機期間が下記各学年の販売指

定日と被る場合は、待機期間終了の後に来店いただき購入するようにお願いします。 

 

教科書の購入方法は生協店舗で購入する方法と WEB サイトにて購入する方法があります。 

1 年生や北見にいらっしゃる方は店頭で購入してください。 

また、1 年生や２，３年生の方のうち実家等で授業を受けられる方で教科書の配送を希望される方は、WEB

サイトより購入してください。 

 

①  生協店舗で購入する方法 

 教科書販売期間 9/23（水）～10/9（金） 土日除く   

 営業時間：9/23～9/25 10：00～16：00    9/28～10/9 9：30～17：00 

 販売場所 生協食堂 教科書販売特設会場 

   

 教科書販売期間は上記期間ですが、感染防止等の観点から、学年別にご来店いただきたい日時・時

間をご指定させていただきます。 

（ご来店いただきたい時間は、学籍番号またはコース別にご指定いたします） 

 

 1 年生のみなさん 学籍番号順の来店時間は別紙。 

 地球環境工学科 販売日 9 月 29 日（火）  10：30～17：00 

 地域未来デザイン工学科 販売日 9 月 30 日（水） 10：30～17：00 

 29 日、30 日に来店できない方 10 月 1 日（木）以降 9：30～17：00 

 2 年生のみなさん コース別の来店時間は別紙。 

 地球環境工学科 販売日 9 月 23 日（水）  10：00～16：00 

 地域未来デザイン工学科 販売日 9 月 24 日（木） 10:00～16：00 

※予備①～③の時間にも来られない場合は、3 年生の予備の時間にも購入可能です。 

 3 年生のみなさん コース別の来店時間は別紙。 

 地球環境工学科 販売日 9 月 25 日（金）  10:00～16：00 

 地域未来デザイン工学科 販売日 9 月 28 日（月） 9：30～17：00 

※予備④～⑥の時間にも来られない場合は、２年生の予備の時間にも購入可能です。 

9 月 29 日、30 日は 1 年生専用日のためご対応できません。 

 



 4 年生・院生のみなさん  

 特に指定はしませんので、9 月 29 日（火）、30 日（水）を除く販売期間にお越しください   

 

 販売場所 

北見工業大学生活協同組合 1 階 特設会場 

   ※10 月 12 日以降は 2 階 書籍店で販売します。 

 

■その他 

 お使いになる教科書のリストは店頭にて配布いたします。生協 HP からもご確認いただけます。 

 ご来店の際は、マスク着用の上お越しください。 

 指定の日時が帰省等から北見に戻った後の自宅待機期間に該当する場合は、自宅待機期間終

了の後来店してください。 

 教科書は販売期間終了後も一定期間は店頭に在庫しますので、体調不良等の場合は無理に来

店しないでください。 

 混雑時には入場を制限することがありますので、ご理解いただきますようお願いします。 

 感染防止等のため、生協電子マネーでのみのお支払とさせていただきます。事前に残高確認・

チャージをお願いいたします。 

 

② WEB サイトから購入する方法 （9/21～注文可能、9/23～順次発送） 

 北見工大生協で提携しています、ヤマトグループ「らくうるカート」から購入できます。 

（会員登録することなく購入可能です） 

https://wwwhokkaidoseikyounejp.raku-uru.jp 

    

←スマホからもご注文できます。 

 

 商品の発送時期について 

お申込みが確認でき次第、順次発送いたします。9/25 までにお申込みいただきますと 9 月中に配送

が完了いたします。それ以降のお申込みは、9 月中にお届けできないことがあります。 

 

 お支払方法や送料について 

・教科書代金のお支払いは、商品代引きとさせていただきます。 

・教科書代金のほかに代引き手数料と送料が発生しますので、代金のお支払いの際に併せてお支払

いください。（総額は教科書注文の際にご確認できます） 

 

教科書販売に関する問い合わせ先 

090-0015 北見市公園町 165 

北見工業大学生活協同組合 書籍店  

TEL/FAX 0157-24-6968 



◆コース別に指定の時間帯にご来場ください

◆ご指定の時間に来れない場合は予備①～③もしくは別の日にお越しください

◆混雑状況によっては食堂ホールにて待機していただくこともありますので、

時間に余裕をもってお越しください。

時間 10:00 ～ 11:00 11:10 ～ 12:10

コース

時間 12:20 ～ 13:20 13:30 ～ 14:30

コース

時間 14:40 ～ 15:40

コース

※教科書の販売は生協食堂ホールにて行います
※学生証をご持参の上ご来店ください

◆コース別に指定の時間帯にご来場ください

◆ご指定の時間に来れない場合は予備①～③もしくは別に日にお越しください

◆混雑状況によっては食堂ホールにて待機していただくこともありますので、

時間に余裕をもってお越しください。

時間 10:00 ～ 11:00 11:10 ～ 12:10

コース

時間 12:20 ～ 13:20 13:30 ～ 14:30

コース

時間 14:40 ～ 15:40

学籍番号

※教科書の販売は生協食堂ホールにて行います
※学生証をご持参の上ご来店ください

9月24日（木）

予備③

■地球環境工学科　2年生の皆さん

■地域未来デザイン工学科　2年生の皆さん

9月23日（水）

予備②

予備①

バイオ食品

エネルギー 環境防災

先端材料/地域マネジメント

機械知能・生体 情報デザイン/地域マネジメント

社会インフラ



◆コース別に指定の時間帯にご来場ください

◆ご指定の時間に来れない場合は予備④～⑥もしくは別の日にお越しください

◆混雑状況によっては食堂ホールにて待機していただくこともありますので、

時間に余裕をもってお越しください。

時間 10:00 ～ 11:00 11:10 ～ 12:10

コース

時間 12:20 ～ 13:20 13:30 ～ 14:30

コース

時間 14:40 ～ 15:40

コース

※教科書の販売は生協食堂ホールにて行います
※学生証をご持参の上ご来店ください

◆コース別に指定の時間帯にご来場ください

◆ご指定の時間に来れない場合は予備④～⑥もしくは別に日にお越しください

◆混雑状況によっては食堂ホールにて待機していただくこともありますので、

時間に余裕をもってお越しください。

時間 9:30 ～ 10:30 10:40 ～ 11:40

コース

時間 11:50 ～ 12:50 13:30 ～ 14:30

コース

時間 14:40 ～ 17:00

コース

※教科書の販売は生協食堂ホールにて行います

※学生証をご持参の上ご来店ください

9月28日（月）

予備⑥

■地球環境工学科　3年生の皆さん

■地域未来デザイン工学科　3年生の皆さん

9月25日（金）

予備⑤

予備④

バイオ食品

エネルギー 環境防災

先端材料/地域マネジメント

機械知能・生体 情報デザイン/地域マネジメント

社会インフラ


