テイクアウトコーナーのご案内
 生協食堂特製のお弁当・ホットスナック・お茶をテイクアウトできます
 生協食堂特製のお弁当は環境に配慮したデポジット容器を使用しています
 お弁当代金＋容器代10円をいただきますが、食べ終わった後、フィルム
をはがして容器をご返却いただくと10円お返しいたします
 デポジット容器の返却はテイクアウトコーナーとテールレジにて承ります
 回収した容器はリサイクルされ新しい容器に生まれ変わります
 11:30～13:30のテラス席は、テイクアウトコーナーで購入した方専用
です
 上記時間帯以外のテラス席はご自由にお座りください

生協小白川食堂は
3つ
あります！

※1 Co-Pre®(ｺﾌﾟﾘ)とは山形大学生協各店舗で使用できる電子マネーの通称です
予め学生証(または組合員証)に現金をチャージしておくと、生協店舗をキャッシュレスでご利用できます
※2 チャージ機は小白川食堂Terre(ﾃｰﾙ)と小白川コンビニ店Ciel(ｼｴﾙ)に設置されています

ミールカードご利用の方へ
 ミールカードをお申込みすると学生証にミールカード機能が付与されています
 1日の利用可能金額は550円です
 1日のうちであれば複数回に分けて使用することもできます
 レジでの会計の際「ミールカードで」とお申し出ください
 ミールカードの1日の利用可能金額を超えた場合は、
Co-Pre®(ｺﾌﾟﾘ)または現金でお支払いください※3
 お茶は食事の際に1本までミールカードで購入できます
 ミールカードは4つのキャンパスすべての生協食堂で
ご利用いただけます
 厚生会館食堂ではミールカードは利用できませんのでご注意
ください(運営組織が生協とは異なるため)
 ミールカード利用可能日はこちらからご確認ください➡➡➡➡➡

ミールカード
使えます！

山形大学生協

小白川食堂のご案内

生協食堂利用時のお願い
 11:50～12:30の混雑時は席の譲り合いにご協力ください
 入口での手指消毒にご協力ください
 食べる時以外はマスクを着用し、会話をする際はマスクを着用してください
 スピード会計・感染症予防のためCo-Pre®(ｺﾌﾟﾘ)※1決済・ミールカード決済
にご協力ください
 学生証(組合員証)は、入店前や並んでいる際に予めご準備ください
 レジでも1,000円単位でCo-Pre®(ｺﾌﾟﾘ)チャージできますが、チャージ機※2での事前チャージに
ご協力ください
 厚生会館食堂ではCo-Pre®(ｺﾌﾟﾘ)・ミールカードは利用できませんのでご注意ください(運営組織
が生協とは異なるため)

3つの生協食堂で

詳しい使い方は中面をご覧ください
246席

①Terre(ﾃｰﾙ) 10:00～18:30※

席数

自分の食べたいものを組み合わせて食べるカフェテリア方式の食堂





主菜・小鉢・丼ぶり・カレーなど様々な食事を提供しています
昼食はもちろん、ちょっと遅めの朝食、帰宅前の夕食にもご利用ください！
各商品テイクアウト可能です(一部時間帯・生野菜を除く)
夕食用のテイクアウトにもご利用ください

②Pomme(ﾎﾟﾑ) 11:30～13:30※

188席

席数

ラーメン・うどん・そばの麺専用の食堂
 日替わりでいろいろな麺と小鉢を提供しています（季節限定メニューもあります）
 素早く食べたい人におすすめ★立食スペースもあります

③テイクアウトコーナー 11:30～13:30※
生協食堂特製のお弁当とホットスナックをテイクアウト
 日替わりでいろいろなお弁当とホットスナックを提供しています
 講義室・研究室・中庭・自宅等で食べたい方におすすめ★
 テラス席でも食べることができます

②Pomme(ﾎﾟﾑ)は
入ってすぐの階段を

2つ上るとあります
学事日程の変更に伴い、
ミールカード利用可能
日が変更になる場合が
あります

※3 学生証にCo-Pre®(ｺﾌﾟﾘ)がチャージされていた場合、自動でCo-Pre®(ｺﾌﾟﾘ)支払になります

朝食は小白川コンビニ店Ciel(ｼｴﾙ)を
ご利用ください
 小白川コンビニ店(ｼｴﾙ)は8:30から営業しています(2021年4月15日～)
 1コマ前の朝食には小白川コンビニ店Ciel(ｼｴﾙ)を、2コマ前の朝食には小白川食
堂Terre(ﾃｰﾙ)をぜひご利用ください

②
入
口
※2021年4月15日～の営業時間です。日別の営業時間はこちらから➡➡➡

Terre(ﾃｰﾙ)の利用方法
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コプリ決済・ミールカード決済に
ご協力ください
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