
STEP2 『大学生協アプリ（公式）』をインストール
2次元バーコードを読み取ってアプリをダウンロード、インストールしてください

※ 2次元バーコードを読めない場合は「大学生協アプリ（公式）」で検索してダウンロード、
インストールしてください。

新入生本人の大学生協アプリの登録方法

次のドメインの受信許可をあらかじめ設定しておいて下さい。
＠univ.coop,@microsoftonline.com, @pokepay.jp
加入WEBで手続きが完了した方は「岩手大学生協WEB手続き完了のお知らせ」メールが届いた翌日以降に「上
記のお願い」メールが届きます。
手書きの加入申込書をお送りいただいた方は送付から約１週間で「お願い」メールが届きます。
STEP2の設定をしてください。

届かない場合は、6ページの手順にて生協に登録した新入生本人のメールアドレスの確認をお願いします。上記
のメールが届かなくても、6ページの手順で新入生本人のメールアドレス登録が確認できたら、STEP２に進んで
大学生協アプリのインストール、登録作業が行えます。

新入生の皆さま

組合員証は「大学生協アプリ」
（スマホアプリ）となります

重要

大学生協アプリで
できること

・組合員証表示 ・生協電子マネー利用
・ミールプラン ・営業時間等の確認
・CO･OP学生総合共済、学生賠償責任保険の
加入状況（共済マイページ）の表示
など

STEP1 『univcoopマイポータルへのご登録をお願いいたします』メールが届く
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新入生本人の大学生協アプリ登録方法 1ページ
大学生協アプリでの電子マネー、ミールプランの利用方法 ４ページ
サインインでエラーになった場合の対応方法 6ページ
機種変更でメールアドレスが変わった場合の対応方法 7ページ、11ページ、12ページ
保護者様の大学生協アプリ登録方法 8ページ
紙加入申込書で申し込まれた保護者様を大学生協アプリで登録する方法 9ページ
（保護者様を追加で登録する場合）
保護者様のアプリ利用方法 10ページ

iOS10.0以降
（日本語環境のみ）

Android9.0以降
（らくらくフォンは非対応）

2023/3/26

※まず岩手大学生協の加入手続き（安心プラン、ミニマムプランの申し込み）
をお済ませください。 加入WEBでの申し込みを推奨しております

新入生本人のスマホで設定してください。加入WEB、加入申し込み書に記入した本人のメールアドレスで作業を
行ってください。わからなくなった、変更したい場合は6ページをごらんいただき、手続きをしてください。
設定には10分から15分ほどかかります。電波状態の良い場所で作業を行ってください。途中で設定作業を中断す
ると、「ログインエラー」等の原因となります（事務局作業が必要となり、修復に時間がかかります）。登録方法に目
を通して確認してから作業をおこなってください。

https://apps.apple.com/jp/app/%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%94%9F%E5%8D%94%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA-%E5%85%AC%E5%BC%8F/id1604711094
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.coremobile.daigaku


STEP3 『大学生協アプリ（公式）』にサインアップ

②は加入WEBで登録、もしくは紙の加入申込書に記入いただいた新入生本人のメールアドレスを入力
してください。また、携帯電話のSMS認証を利用します。

①大学生協アプリ
を起動し、「サイ
ンアップ」をタッ
プします。

②生年月日と登録
したメールアドレ
スを入力し、「確
認する」をタップ
します。

③メールアドレスを
入力し、「確認コー
ドを送信」をタップ
します
(パスワードは入力し
ない)。

新しいパスワードは入力しない

④
msonlineservicest
eam@microsoftonli
ne.com 
から送られたコード
を入力し、コードを
確認をタップします。
(パスワードは入力
しない)。

⑤パスワードを決め
て入力し、作成を
タップします。

希望パスワード

希望パスワード

⑥国コードを「日
本」に、電話番号に
お使いの携帯番号を
いれてコードの送信
をタップします。

⑦SMSに大学生協アプ
リ（公式）認証コー
ドが送られてくるの
で入力して、コード
の確認をタップしま
す。

⑧左の表示になったら登録
完了です。「はい」をタッ
プしてください
STEP4に進みます。

新しいパスワードは入力しない

送られたコード

入力

⑥でSMSが使えない場合は下
の「電話をする」を押してく
ださい。携帯に認証センター
から電話がかかってくるので、
音声ガイダンスに従って操作
してください。
⑦の認証まで終わります
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メールアドレスの変更は出来ない



STEP4 『大学生協アプリ（公式）』にサインイン

サインインをして利用を開始します。一度サインインをすれば次回からは不要です。なお、長期間使用し
なかった場合はサインインを求められる場合があります

①アプリを起動し、
「サインイン」を
タップ。

②STEP3で設定した
メールアドレスとパ
スワードを入力して
サインインをタップ。

③「多要素認証」の画
面が表示されたら
「コードを送信」を
タップ。
（SMSを利用できない場
合は、「電話をする」
をタップ）
STEP3で設定した電話に
送信します。

STEP5 生協電子マネー、ミール機能（Pokepay）を有効にする

「pokepay」の登録①

pokepayの画面が開いた
ら、お使いの携帯の電話
番号もしくは「マイペー
ジで登録したメールアド
レス」を入力してくださ
い。
入力後「ログイン・新規
登録」をタップします。

※携帯電話番号の登録を
おすすめします。

「pokepay」の登録②

①で入力した電話番号
／メールアドレス宛に
届いた認証コードを入
力し、「ログイン」を
タップします。

「pokepay」の登録③
アクセス許可が求め
られますので、「ア
クセスを許可する」
をタップします。

これで設定は終了で
す。

携帯会社のメール（docomo,au,softbank)を認証に使用される方は@pokepay.jpからのメールを受信でき
るように「受信許可」の設定をしてください。
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「決済機能を利用します
か？」のアラートが表示
されるので、「はい」を
タップ

「いいえ」を押した場合は
アプリの決済画面を押すと
上の画面が表示されるので、
「はい」をタップしてくだ

さい。

④SMS（もしくは音声ガイ
ダンス）で送られてきた
確認コードを入力して
コードの確認をタップ。

XXX-XXX-45678

ica00000@docomo.ne.jp

mailto:Krm-mailregist@univ.coop


生協電子マネー、ミールプランでの支払い

【お願い】レジをお待ちの間に、事前にスマホを取り出して大学生協アプリを立ち上げ、
電子マネーのバーコードをご準備ください。
画面が異なる場合はバージョンアップを行ってください。

①アプリを起動する
と「生協電子マネー」
の支払画面になりま
す。
そのまま表示された
バーコードをレジの
スキャナにかざしてく
ださい。

③バーコードの上
が「ミールプラン」に
なっていることを確
認して、レジ係員に
「ミールプラン」で支
払うことを伝えてく
ださい。

④ミールプランの
残高が不足した
場合は「生協電子
マネー」→「現金」
の順番で自動決
済されます。

かざすイメージ
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アプリを起動すると、
アプリの「生体認証」
が有効の場合は上記
の画面が表示されま
す。スマホのパスワー
ド等、FaceID等で
ロックを解除します。

ミールプランで支
払うときは、「支払
いマネーを選択」
の「ミールプラン」
をタップします

ミールプラン申込の方は「よく使う電子マネーの設定」をしましょう

ミールプランを申込の方は、よく使う電子マネーを「ミールプラン」に設定して、大学生協
アプリ起動後の電子マネー表示を「ミールプラン」にしておきましょう。
なお、この設定はミールプランが利用できるようになってから行ってください。

「よく使う電子マネー
を設定」をタップ

「ミールプラン」をタッ
プすると設定されます。

電子マネーのバーコードをスワイプして
「ポイント受け取り画面」にします

現金払いで書籍ポイントを受け取りたい場合

お願い
レジ混雑緩和の
ため、電子マネー
にチャージして、
電子マネーでの
お支払いをお願
いします。

電子マネーで支払うと書籍の10%ポイントが自動付与されます
ポイントは次回の電子マネー支払いで使用されます。
大学生協アプリに再度サインインする場合は、Pokepayの再認証が必要です。

大学生協アプリ（公式）の使い方



• 加金機は各食堂入口、購買中央店食堂側入口に設置しています

大学生協アプリを起動し
「チャージ」ボタンをタップ

「スキャン」を
タップ

カメラ（ＱＲ読み取
り）になります

加金機に紙幣を
入れる

（1枚ずつ）

お金を入れたら
加金機画面の
「QRチャージ」

をタッチ

QRコードをアプリで
読み込みます

チャージ完了

（加金機利用の場合、
1％分ポイントが付きます）

加金機は釣銭が出ません。誤ってチャージしても返金はできませんのでご注意ください。
生協電子マネーは卒業までに使い切ってください。返金は出来ません。
加金機に表示されたQRコードを他の人に読まれないよう注意してください

読み取り

加金機の利用（電子マネーを追加する）
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利用履歴の見方

5

大学生協アプリ（公
式）にサインインして、
左上の「≡」をタップ
→「univcoopマイ
ポータル」をタップ

利用履歴を確認する

STEP

３

電子マネーのバーコード部分を左にスワ
イプして「レジチャージ」画面にします

レジでのチャージ

お願い
レジ混雑緩和のため、加金機での
チャージをお願いします

35,000円

「ホーム」をタップすると
ホーム画面をスクロール
して下段に利用履歴が
表示されます。



①実家（扶養者住所）

の郵便番号と新入生本人
の生年月日を入力し、
「入力内容を確認する」
をタップします。

登録した新入生のメールアドレスを忘れてしまった場合
紙での加入申込をしたが「ポータル登録のお願い」メールが届かない場合

https://cdsconnect-release.univ.coop/promotion/hello

②入力内容を確認し、

「この条件で大学生協の
登録情報を検索する」を
タップします。

郵便番号、生年月日が違
う場合は上記の画面とな
ります。入力内容をご確
認ください。
それでも上記エラーが出
る場合は岩手大学生協ま
でお問い合わせください。

③名前が表示されます

（一部は＊表示）ので
「メールアドレスを確
認する」をタップ。

④生協にメールが登録

されている場合、登録
されたアドレスがマス
キングして表示されま
す。そのアドレスを引
き続き使用する場合は、
「更新用パスコードを
送信する」をタップし
ます。

⑤Krm-mailregist@univ.coop
から届いたメール内のURL
をタップします。

⑥URLをタップ後、表示

された画面にメールで送
付されたパスコードを入
力し、「パスコードを確
認する」をタップします。

⑦上記画面が表示され

たら変更完了です。

STEP１に戻り、アプリ
インストール、サイン
アップから大学生協ア
プリの登録をお願いし
ます。

こちらのURLから生協に登録したメールアドレスの確認をお願いします
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大学生協アプリ登録後にメールアドレス、携帯番号を変更する場合

こちらの問い合わせフォームにてご連絡をお願いします。
（５．エラー状況で「E.大学生協アプリに登録されているメールアドレスを変更したい」を
選択してご連絡下さい。
なお、大学生協アプリ事務局で設定変更するため、作業完了まで日数を頂戴しますので
ご了承ください。

https://forms.gle/k94VZhPay1QN7gEF9 設定エラー問い合わせ

新入生のメールアドレスを変更する場合は、岩手大学生協新入生サポートNewlifeにユーザー登録の上、
「お問合せフォーム」より下記の事項を入力して、登録メールアドレスの変更依頼をお願いします。
①新入生氏名 ②新入生の生年月日 ③実家の住所・郵便番号 ④登録したいメールアドレス

https://newlife.u-coop.or.jp/iwate/

設定メール確認

Newlife

https://cdsconnect-release.univ.coop/promotion/hello
https://forms.gle/k94VZhPay1QN7gEF9


まずは、「UNIVCOOPマイポータル（アプリ）にサインアップ」が完了しているか以下のサイトで確認
＜大学生協加入情報（メールアドレス）確認・変更受付 )＞

https://cdsconnect-release.univ.coop/promotion/hello

登録した本人のメールアドレスを忘れた方はこちらでご確認ください。
（画面操作は次頁参照）

「既に登録が完了しているようです。」
サインアップが完了しています

「登録されているメールアドレスはあ
りません。」

サインアップが完了していません

「登録されているメールアドレスが
あります。」

サインアップが完了していません

アプリへの
「サインイン」
を試してくだ
さい。

UNIVCOOPマイポー
タルからサインインを試
してください。

https://krm-
system.powerappsportals

.com/

マイポータルでサインインができ
たら、大学生協アプリを削除し
て、スマホを再起動し、大学生協
アプリを再インストールして「サ
インイン」を試してください。

岩手大学生協新入生サポート
Newilfeのお問合せフォームより大
学生協アプリで登録するメールアドレ
スを連絡してください（下記）。

登録したメールアドレスで、アプリの
「サインアップ」

から再度アプリ登録を進めてください。

表示されたメールアドレスに誤り
が無いか確認し、そのまま使用する
か、変更するか決めてください。

本人のスマートフォンで受信でき
るメールアドレスでない場合は変更
してください。

登録メールアドレスを
そのまま使用する

画面下「更新用パスコード
を送信」をクリックし、コー

ドを受信
（受信したメールのURLをクリック）

登録メールアドレスを
変更する

岩手大学生協新入生
サポートNewilfeのお
問合せフォームより新し
いメールアドレスをご連
絡下さい（下記）。

サインイン
できれば
完了！

※サインインで
きたら決済ボタ
ンからpokepayシ
ステム認証も忘
れずに実施して
ください。
※できない場合
、UNIVCOOPマイ
ポータルからの
サインインを試
してください。

サインアップ完了後、サインインできれば完了！
※サインインできたら、決済ボタンからpokepayシステム認
証も忘れずに実施してください。

①

登録したメールアドレスで、
アプリの
「サインアップ」から
再度アプリ登録を進める

※サインインできなければ再度一番上の「サインアップが完了してい
るかどうかの確認」から再度確認をしてください

※それでもサインインできない場合は、岩手大学生協へお問い合わせ
ください。

【注意】

•加入Webにて手続き完了された場合、手続き完了翌日午後以降にアプリ登録できます（手続き完了当日は登録でき
ません）。

•加入Webにて手続きされた方は、その際に登録したメールアドレスが登録メールアドレスです。
•なお、加入Webで保護者様が加入手続きをして、新入生本人のメールアドレスを間違えて登録した場合は、生協ま
でお問い合わせください。
•紙の加入申込書の場合、記入の読み間違いで登録エラーになっている場合があります。
•エラーメッセージは10ページ以降もご確認下さい。
•サインインエラーの場合は下記の手順でご確認ください。

「ご登録者の確認」画面 氏名（一部マスキング）が表示される
「メールアドレスを確認する」をクリック

② ③

大学生協アプリのサインインでエラーが出る場合
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大学生協アプリ登録前に、新入生のメールアドレスを変更する場合は、岩手大学生協新入
生サポートNewlifeにユーザー登録の上、「お問合せフォーム」より下記の事項を入力して、
登録メールアドレスの変更依頼をお願いします。
①新入生氏名 ②新入生の生年月日 ③実家の住所・郵便番号 ④登録したいメールアド
レス

「≡」をタップ→「サイン
イン」をタップ→画面手
順に従ってサインイン

https://cdsconnect-release.univ.coop/promotion/hello
https://krm-system.powerappsportals.com/
https://krm-system.powerappsportals.com/
https://krm-system.powerappsportals.com/


大学生協アプリ（公式）の保護者登録手順

「サインアップ」をタッ
プ

「今すぐサインアップ」
をタップ

加入Webにて登録した
メールアドレスを入力し、
「確認コード」を送信をタップ

まずは保護者様情報を登録します。

加入Webで申し込まれた方は扶養者・
保護者に登録したメールアドレスをご用
意ください。

メールで受信した確認コー
ドを入力し「コードの確認」
をタップ

パスワードを決めて「パス
ワード」の欄に入力し、姓、名
も入力して「作成」をタップ

携帯電話番号を入力し
「コードを送信」をタッ
プ

STEP7で入力した携帯電
話番号のSMSに届いた6
桁の確認コードを入力し
「コードの確認」をタップ

マイポータルの「プロファイル」画面が表示
されるので、生年月日など必要事項を入
力し、「ユーザー情報の変更」をタップ。
※「生協ユーザー種別」は「保護者」を選択

紙の加入申込書の方は次
ページSTEP10へ進みます
加入WEBで手続きされた方は
ここまで出来たらブラウザを閉じ、
アプリのサインインに進みます。

「サインイン」をタップ

Univcoopマイポータル
で
サインアップしたメールア
ドレスとパスワードを入力
し「サインイン」をタップ

「コードの送信」をタップ Univcoopマイポータル
の
サインアップで登録した電
話番号にSMSで確認コー
ドが届きますので、その
コードを入力し「コードの
確認」をタップ

「決済機能を利用しま
すか？」と表示される
ので、「はい」をタップ
しpokepayシステム
認証に進みます

最後にお財布機能であるpokepayのシステム認証です（保護者チャージで使用します）。

いよいよアプリをスマホにダウンロードしてサインインです。

Pokepayの画面に遷移しま
すので、電話番号またはメー
ルアドレスを入力し「確認コー
ドを送信する」をタップ

入力した電話番号またはメー
ルアドレスで確認コードを受信
し、入力欄に受信した6桁の
コードを入力し、「ログイン」を
タップ

アクセス許可の画面に遷移しま
すので「アクセスを許可する」を
タップ この画面が表示されたら

pokepayシステム認証完了で
す。

１ 2

加入Webで
加入手続きが
完了したら！

新入生本人の大学生協アプリ（公式）の登録を先に必ず行ってください。
加入Webシステムで生協加入手続き完了後、翌日午後以降に以下の手順でアプリ登録をお願いいたします。
紙加入申込書で申し込まれた場合、保護者様を追加登録する場合はSTEP9の後、10ページの登録作業を行ってください。
スマホのSMS認証機能を使います。加入WEBで登録した保護者のメールが受信できるスマホで登録作業を行ってください。

１０ページにアプリのご利用方法を掲載しておりますのでごください。
8

STEP

５
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新入生本人のファミリー申請承認手順

上部メニューから「ファミ
リー申請」をタップ

「あなたに送信されたファ
ミリー申請の一覧」に保護
者様からの申請が表示され
るので、「V」をタップし
て表示される「ファミリー
申請の承認」をタップ

「入力欄」に送られてきた
合言葉を入力し、「承認す
る」を選択して「ファミ
リー承認登録」をタップ

「承認中」と表示されれば
承認終了です
画面左上の「完了」をタッ
プしてからブラウザを閉じ
てください

ファミリー申請の承認が済んだら
保護者様のアプリ登録に進みます

大学生協アプリ（公式）の保護者登録手順（つづき） 保護者の追加登録
紙加入申込書の場合

大学生協アプリ（公式）にサイン
インして、左上の「≡」をタップ→
「univcoopマイポータル」を
タップ



保護者チャージの手順

利用履歴の見方

大学生協アプリからお子様のアプ

リに仕送りのように電子マネーの

チャージをすることが出来ます。

支払い方法は「コンビニ

払い」となります。

「支払電子マネーを選択」
画面の「チャージ」をタップ

「扶養者（保護者）チャージ」
をタップ

組合員MYページに遷移します
のでログインし、右上の「≡」
をタップ

表示されるメニューから
「チャージ」を選択し、サブメ
ニューから「保護者チャー
ジ」を選択しタップ

表示される画面のチャージ
対象者をタップして選択し、
下の「クレジットカード・コン
ビニを利用」をタップ

表示される画面の希望
チャージ金額をタップ

画面下の支払い方法を選択
タップ（クレジットは不可）

チャージするマネーを選択し、お名
前等必須情報を入力し「確定する」
をタップ

支払いするコンビニ
を選択し、各コンビニ
での手続き方法を確
認

届いたメール内URLリンク
案内に従ってコンビニで
お支払い。

大学生協アプリ（univcoop

マイポータル）からお子様の

食堂利用履歴、商品購入履歴

をご確認いただけます。

その手順をご紹介します。

保護者チャージの手順

10

チャージ画面に扶養者（保護者）
チャージが表示されない場合

UNIVCOOPマイポータルよりプロ
ファイルを選択し、生協ユーザ種別
を「保護者」に変更してください。

大学生協アプリ（公
式）にサインインして、
左上の「≡」をタップ
→「univcoopマイ
ポータル」をタップ

利用履歴の見方
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設定でエラーが出る場合

携帯会社のメール（docomo,au,softbank)を登録（記入）した方は@univ.coopと
@microsoftonline.comからのメールを受信できるように「受信許可」の設定をしてください。

①

②

STEP3で「指定されたメールアドレスのユーザーは既に存在します。」（①）「指定された資格
情報を持つユーザーが見つかりませんでした。」 （②）のようなエラーが表示される場合

① UNIV COOP マイポータ
ルにアクセスします
https://krm-
system.powerappsport
als.com/

② 画面をスクロールして、
「univcoopマイポータル
にユーザ登録」をタップ

③「今すぐサインアップ」を選択し
タップします。

④加入WEB,加入申込書に記載した
メールアドレスを入力して「確認コー
ドを送信」を選択しタップします。

※新しいパスワードは入力しない

⑤ 届いた確認コードを入力して「コ
ードの確認」を選択しタップします。

⑥ メールアドレスの確認ができた
ら、パスワード・姓・名を入力して
「作成]を選択しタップします。

⑦ 国番号「Japan（+81）」を選択し、
お手持ちの携帯電話の番号を入力し
て「コードの送信」または「電話する」
を選択しタップします。

SMSを使えない場合は「電話する」
をタップしてください。

⑦届いた確認コードを入力し、
「コードの確認」を選択しタップ
します。

⑧登録のメールアドレスに「ポータ

ルサイト登録完了（univcoopマ

イポータル）」というメールが届い

たら完了です。

以上の手順が完了してもサインインができない場合は、岩手大学生協まで
お問い合わせください。

⑨手順書３ページに戻ってSTEP4から大学生協アプリにサインインします。

mailto:Krm-mailregist@univ.coop
https://krm-system.powerappsportals.com/
https://krm-system.powerappsportals.com/
https://krm-system.powerappsportals.com/


最新の情報は岩手大学生協ホームページをご覧ください。
ご不明な点は岩手大学生協までお問い合わせください。

設定でエラーが出る場合（つづき）

これでも解決しない場合は、問い合わせフォームにてお問い合わせください、なお、回答までお時間を

いただいております。https://forms.gle/k94VZhPay1QN7gEF9

https://newlife.u-coop.or.jp/iwate/
こちらの「お問合せフォーム」をご利用ください。
TEL0120-823-533（つながらないときは019-652-3533）

設定エラー問い合わせ

携帯会社のメール（docomo,au,softbank)を登録（記入）した方は@univ.coopと
@microsoftonline.comからのメールを受信できるように「受信許可」の設定をしてください。

③

電子マネー残高、ミールプランの設定について

安心プラン、ミニマムプランでお申込みいただいた「入学時チャージ」について、
大学生協アプリでの生協電子マネーの残高は4月1日以降に反映いたします。それ
までは大学生協アプリで表示される生協電子マネー残高は0と表示されます。

ミールプランは別途プランのお申し込みが必要です。
ミールプランは4月6日より利用開始となります。それまでは大学生協アプリに
「ミールプラン」のアイコンが表示されない、「利用期間外」と表示されます。
なお、大学生協アプリ（Pokepay認証）の設定当日、ミールプランは利用できま
せんのでご注意ください。21時までに大学生協アプリの登録が完了した場合、翌
営業日よりご利用いただけます。

岩手大学生活協同組合

12

STEP4のサインインでログインエラー（③）が表示される場合は
７ｐの「UNIVCOOPマイポータルからサインイン」の手順をお試
しください。

左のエラーが出た場合は、7ページの手順をご
確認ください。それでも解消しない場合はアプ
リ事務局で修正作業を行います。エラーメッ
セージと個人情報をお問い合わせフォームに
てお問い合わせください。なお、修正作業に時
間をいただいております。
https://forms.gle/k94VZhPay1QN7gEF9

https://forms.gle/k94VZhPay1QN7gEF9
https://newlife.u-coop.or.jp/iwate/
mailto:Krm-mailregist@univ.coop
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