
2021年度春学期教科書購入のご案内

春学期の授業で使用する教科書は、販売サイトMyKiTS（マイキッツ）にてご購入頂きます。
この資料を熟読の上、シラバスで履修する授業の情報をよく確認し、買い漏れ、お間違えのないよ
うご購入下さい。

■注文受付期間︓2021 年3月26 日（⾦）〜4 月25 日（日）

注文は↓から⾏って下さい。

（右のQRコードからもアクセスできます）

https://mirai.kinokuniya.co.jp/tamagawa/
※前年度のアカウントがそのまま使えます。新規登録はしないで下さい。

■MyKiTS注文受付スケジュール

※交通状況などによって荷物到着日は変動する可能性があります。

■配送関係⼿数料について

 各回受付締切ごとに配送関係⼿数料がかかります。（出来るだけ同じ回の受付期間にまとめてご注⽂

下さい。

 売り切れ、⼊荷待ちの商品がある場合

■代引き
先に届いた商品と一緒に支払いをお願い致します。(前払い)商品が入荷しだい後日配送を致します。
後⽇配送の代⾦、配送関係⼿数料は、かかりません。
例）4/5に10冊注文した。
【配 送】 4/8に9冊⾃宅到着。（1冊は売り切れ）
【支 払】 4/8に10冊の代⾦+配送関係⼿数料。
【後日発送】 4/15に残りの1冊⾃宅到着。⽀払なし。
■クレジットカード
1回目の発送時に、発送した教科書代⾦＋配送関係⼿数料を決済させていただきます。
2回目以降の発送では、発送ごとに教科書代⾦を決済させていただきます。
例）4/5に10冊注文した。

【配 送】 4/8に9冊⾃宅到着（1冊は売り切れ）。
【支 払】 4/8に9冊の代⾦+配送関係⼿数料。
【後日発送】 4/15に残りの1冊⾃宅到着。この1冊の代⾦を決済。（配送関係⼿数料はなし）

購入⽅法︓ ＭｙＫｉＴＳ(マイキッツ)でWEB注文（受取は宅配）
支払⽅法︓代引き(現⾦) または クレジットカード決済

学内向け価格で販売します（⼀部例外品あり）。

商品代に加え、配送関係⼿数料がかかります。

キャンパスストアでの教科書購入・注⽂は⾏っておりません。上記期間内にMyKiTS にて

ご購入下さい。返品・交換はお受けできませんので、お間違いのないようご購入下さい。

上記受付期間終了後の注⽂⽅法は後⽇案内しますが、 4/26以降は教科書は⼀部を

除きお取り寄せとなりお届けに時間がかかりますので、極⼒は期間内にご購入
下さい。 ※期間限定取扱の教科書もあり

第1回 3月26日 金 0:00～23:59 3月29日 月

第2回 3月27日 土 0:00～23:59 3月30日 火

第3回 3月28日 日 0:00～23:59 3月31日 水

第4回 3月29日 月 0:00～23:59 4月1日 木

第5回 3月30日 火 0:00～23:59 4月2日 金

第6回 3月31日 水 0:00～23:59 4月3日 土

第7回 4月1日 木 0:00～23:59 4月4日 日

第8回 4月2日 金 0:00～23:59 4月5日 月

第9回 4月3日 土 0:00～23:59 4月6日 火

第10回 4月4日 日 0:00～23:59 4月7日 水

第11回 4月5日 月 0:00～23:59 4月8日 木

第12回 4月6日 火 0:00～23:59 4月9日 金

第13回 4月7日 水 0:00～23:59 4月10日 土

第14回 4月8日 木 0:00～23:59 4月11日 日

第15回 4月9日 金 0:00～23:59 4月12日 月

第16回 4月10日 土 0:00～23:59 4月13日 火

第17回 4月11日 日 0:00～23:59 4月14日 水

第18回 4月12日 月 0:00～23:59 4月15日 木

第19回 4月13日 火 0:00～23:59 4月16日 金

第20回 4月14日 水 0:00～23:59 4月17日 土

第21回 4月15日 木 0:00～23:59 4月18日 日

第22回 4月16日 金 0:00～23:59 4月19日 月

第23回 4月17日 土 0:00～23:59 4月20日 火

第24回 4月18日 日 0:00～23:59 4月21日 水

第25回 4月19日 月 0:00～23:59 4月22日 木

第26回 4月20日 火 0:00～23:59 4月23日 金

第27回 4月21日 水 0:00～23:59 4月24日 土

第28回 4月22日 木 0:00～23:59 4月25日 日

第29回 4月23日 金 0:00～23:59 4月26日 月

第30回 4月24日 土 0:00～23:59 4月27日 火

第31回 4月25日 日 0:00～23:59 4月28日 水

Web受付期間
宅配

(荷物到着日)

お問い合わせ 購買部教科書販売担当 9時30分〜17時00分（土日を除く）

電話 042-739-8945 メール tmgw-text@kinokuniya.co.jp
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■注意事項
 ご注文内容に関する購買部からの確認には、UNITAMAの学生呼び出しを使っています。

 MyKiTSには原則としてシラバス掲載の教科書を掲載していますが、シラバス未掲載のものや販売可否
未確認の教科書もあります。これらはご注文をお請けできませんので担当教員にお問合せ下さい。

 各回の受付締切時間(当日PM23︓59)まではMyKiTSの画⾯上で、注⽂変更・キャンセルおよび配送先
住所の変更ができます。ただし、電子書籍版教科書はMyKiTS上で注文確定すると即時配信され、キャ
ンセルできませんのでご注意下さい。

 各回受付日ごとに注文をまとめての発送となり、別日のご注文をまとめることは出来ません。注文受付
日各回は本紙p4のMyKiTS注文受付スケジュール参照して下さい。

 注文された教科書の発送状況のお問い合わせには対応できません。MyKITSにログインして「注文済み
リスト」からご確認ください(本紙p3参照)。

 教員の希望で教科書に電子版を販売しているものは、MyKiTSの検索結果に該当商品がヒットするよう
になっています。電子版の購入はクレジットカード決済のみです。ご利⽤には紀伊國屋書店ウェブスト
アの会員登録（無料）が必要です。手順は、別紙資料「電⼦書籍版教科書を注文するために」を必ずお
読み下さい。

 教科書についてのお問い合わせは、原則メール（本文に学籍番号・お名前・連絡先・質問内容）にてお
願いします。



での教科書注文方法 URL: https://mirai.kinokuniya.co.jp/tamagawa/

1．ログイン 2．教科書を選ぶ 3．教科書を購入する 4．受取・支払

※（上記URL または QRコード）から販売サイトMyKiTS（マイキッツ）にアクセスしてください。UNITANAブックマークからもアクセスできます。

メニューから「買い物かご（未注文）」
を選び、内容をよく確認して「注文
へ」ボタンを押す。「【重要】ご住所は
あっていますか︖」とポップアップ表示さ
れます。必要なら「ユーザー情報変更へ」

を押して、お届け先住所を変更、住所変更
が必要なければポップアップを閉じてくだ
さい。次に「受取方法」を選択します。
※「宅配」のみ
次に「商品・決済方法確認」画面でお
支払方法（代引もしくはクレジット
カード）を選択して「注文を確定す
る」ボタンを押してください。

メニューから「教科書をえらぶ」を選

択。「教科書検索」画面で教科書を探

します。探す方法は３種類あります。

①絞り込みキーワード（授業名・教員

名・書籍名で検索）

②授業コード（数字６桁で⼀発検索）

③学部・学科で絞り込む

検索結果から授業名と商品名をよく確

認して、冊数を１にして買い物かごに

入れます。複数の教科書を注文する場

合は、⼀旦買い物かごに溜めてからの

注文が楽です。

登録したIDとパスワードでログインする。

ログイン後の画面の「お知らせ」で、

常に最新情報をご確認ください。

※前年度に使ったIDがそのまま使えま

す。パスワードを忘れた場合は、⼀度

以下のルールでお試しください。

★ログインID︓⼤学メールアドレス

★パスワード︓学籍番号の頭にtを付け

た10桁の⽂字列

それでもログインできない場合は購買

部宛メールで【標題︓パスワード初期

化依頼、本文︓学籍番号および氏名】

としてお問い合わせ下さい。

受取可能⽇の前⽇に「発送完了メー

ル」が送信されます。
【受取】

宅配でお届けいたします。
【支払】

教科書代⾦に配送関係⼿数料を加えて
ご請求致します。
「4.教科書を購入する」で決済方法
「代引き」を選んだ方はお届け時に配
達員に現⾦でお⽀払い下さい。
「クレジットカード」を選んだ方は発
送時に決済させていただきます。

※入荷待ち商品の代⾦のお⽀払いと受
渡しは4p記載内容を参照下さい。

ログイン後の画面

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

★注文が確定すると「注文承りメール」が送信されます。

★「注文済みリスト」画面で、【注文取消】欄に
「注文取消」ボタンが表示されている間は、
ボタンを押すことで注文をキャンセルできます。

※画像はイメージです。

「受取方法」→「宅配」を選択。

お支払い方法を選択。※代引もしくはクレ

ジットカード。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。
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「コード／Course number」に授業コードを⼊⼒すると

検索がスムーズです。授業コードは、時間割表で科目名の左に

ある6桁の数字で、シラバスの一番左上にも書かれています。

★商品名がグレーのものは、MyKiTSでは、注文
を受け付けておりません。

★重複購入には十分注意してください★
入学前事前課題で使用した本を教科書に使用す
る授業があります。
また、複数の授業で同じ教科書を使用する場合
があります。

5．注⽂履歴を確認する

注⽂履歴は「注文済みリスト」画面で
確認できます。
「注文済みリスト」の[ステータス]は
以下の通りです。

［ご注文承り中] ⇒注文日PM23:59まで
［出荷作業中] ⇒配送準備中
［発送済] ⇒配送完了

注文日PM23:59までは注文キャンセル
ができます(電⼦書籍版は不可)。翌日
以降は“未発送”から“準備中”に変わり
キャンセルできません。また、教科書
の発送状況のお問い合わせには対応で
きませんので、「注文済みリスト」か
らご確認ください。

電子書籍版(Kinoppy)の教
科書購入方法は別紙資料
「電子書籍版教科書を注文

するために」をお読み下さ
い。

「ユーザー情報変更」は画面上段メニューから選択

「注文済リスト」は画面上段メニューから選択
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