≪教科書購入について≫
明治大学和泉売店
【販売場所】
第二学生会館１Ｆ（特設教科書販売所）
※明大マート２Ｆの書籍売店では販売していません

【販売期間及び営業時間】
2022年4月8日(金)～5月13日（金）

4/8～4/28

平日

土曜日

10：00～17：30

10：00～17：00

（4/8～15は18:30まで営業）

5/6～5/13

12：00～16：30
＜ 定休日 ＞

休業

日曜、4/29～5/5

【教科書リスト（注文書）の閲覧と入手方法】
①明大サポート教科書販売情報サイトで4月4日頃より閲覧及びダウンロード可能
https://www.meidai-support.com/textbook/izumi/ 教科書リスト
②第二学生会館２Ｆエントランスにて設置及び掲示
③第一校舎１Ｆラウンジにて掲示

注意！

教科書リストは、「語学」と「一般」に分かれています
事前にご自身で印刷しご用意くださいますようご協力ください

【購入方法】
①教科書リスト記入・・・
（列に並ぶ前に）

Ⅰ.名前を必ず記入する

Ⅱ.購入する本の教科書番号に、判りやすく○印または、
マーカーで色をつける
②教科書販売所のカウンターで、リストを係員に渡す
③教科書が揃ったらお名前をお呼びするので、レジで精算する
④商品を必ず確認してから持ち帰る
エコバック・マイバックのご利用にご協力ください

※教科書は履修をしっかり決めてから購入して下さい
【価格】
現金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 定価の10％引き
図書カード,交通系ICカード,PayPay・・ 定価の5％引き（1冊でも使用する場合は、5%引きになります）
※検定教科書はいずれの場合でも割引なし
◎現金以外は教科書販売所では利用できません。
図書カード,交通系ICカード,PayPayをご利用の場合、翌日のお渡しになります。

【返品について】

クレジット決済お取り置き

レシートは必ず持ち帰り、保管をして下さい
販売所開設期間中に限り、レシートがある場合のみ返品に応じます
但し、レシートがあっても汚損や書込みがある場合は、応じかねます
※教科書販売所で購入した教科書は、２Ｆ書籍売店では一切返品できません

【クレジット事前清算】
クレジットでの事前清算が可能です(お渡しは翌々日となります)
（こちらから→）

http://univ-meiji-izumi.books-sanseido.co.jp/
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How to purchase your textbooks
Sanseido Bookstore
Meiji University Izumi Bookshop

【Where to buy】
Temporary sales site located on the first floor of the Second Student's Hall
Please note that textbooks are not available in the campus bookshop on the second floor
of the Meidai Mart.
【Sales Period and Opening Hours】
Friday, April 8 - Friday, May 13.

4/8～4/28
5/6～5/13

Weekday

Saturday

10：00～17：30

10：00～17：00

（4/8～4/15 18：00）

12：00～16：30

Closed

We are closed on Sunday and 4/29～5/5
【How to get the Textbook List】
1. You can check and download the textbook list from the website; ‘Meidai support textbook information’
2. The list is posted on the bulletin board on the second floor of the Second Student's Hall.
The textbook list
You can take away the printed textbook lists there.
3. It is posted in the lounge on the first floor of the First School Building.
＜ Attention ! ＞
The textbook list is divided between ‘Language Study’ and ‘Major Subjects’, and you need to have two separate
sheets.
To save paper, please use your order form repeatedly.

【How to Purchase】
1. Order Form (Textbook List) ・・・Circle the number for each item of the textbooks you need, or color the titles
with a highlighter clearly.
2. Hand in your order form to the staff at the Reception counter.
3. Wait until your textbooks are picked out by the staff and your name is called at the checkout counter.
After making payment, you receive the textbooks.
4. Please check the textbooks which you ordered.
We recommend that you have your own bags for eco-consciousness.

※Please you buy textbooks after you make sure decide courses.
【Price】
Cash・・・・・・・・・・・ ・・・10 % discount off the regular price
Book cards,IC cards,PayPay ・・・5 % discount off the regular price
If you want to pay by Credit cards,,IC cards,PayPay or book cards, you can pay the next day.
Be sure to receive a sales receipt and keep it.
Return Policy : Returns must be accompanied by a sales receipt. We accept returns so long as
the books are in clean, unised and resalable condition.
Returns are only eligible during the sepecified sales period.
*NO REFUND at the campus bookshop on the 2nd floor.

【Payment in Advance】
It is possible to reserve by payment in advance with credit (to pass will be the day after next)
Click here for more details!

http://univ-meiji-izumi.books-sanseido.co.jp/
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