
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■受取方法：宅配  

・MyKiTS でご注文頂いた教科書の決済はクレジット決済か代引き(現金)となります。／返品不可 

・代引き宅配の場合は現金（クレジットカード/振込/図書カード等不可）にてお支払ください。返品、

返金は承っておりません。 

 

■Web 受付期間：2021 年4 月1 日（木）～4 月30 日（金） 
受付はこちらから↓（学内ブックセンターでの受付は致しません！） 

https://mirai.kinokuniya.co.jp/tokoha 

2021 年度 ≪前期･前期集中･通年科目≫ 

常葉大学・大学院 教科書販売のご案内 

静岡草薙キャンパス・静岡瀬名キャンパス 

教科書を下記の通り販売致します。 

（後期科目・後期集中科目の教科書は後期販売期間に購入してください。）※9 月販売予定 

販売ウェブサイト MyKiTS（マイキッツ）からのお申込みとなります。 

この資料を熟読の上、シラバス及び時間割・学生便覧で授業名や担当教員名・クラスなどをよく確認してから、

買い忘れ、お間違えのないようご購入ください。購入前に必ず「注意事項」をお読みください。 

■注意事項（必ずお読み下さい！） 
✔ 教科書購入の前に、常葉大学ホームページのシラバスから、履修したい科目のシラバスを確認してください。

今回の販売対象は、前期科目・前期集中科目・通年科目のみです。 

シラバスの教科書欄に、教科書の指定がある科目は、裏面の方法にて教科書を購入してください。 

（参考書についてはウェブサイトからの販売はしておりません。必要な場合は、静岡草薙キャンパスＣ棟 

１F のブックセンターにて予約・購入してください。） 

✔ 必ず常葉大学ホームページ（在学生の方へ内専用バナー）またはこの案内に記載の URL、QR コードより 

販売ウェブサイト MyKiTS にログインしてください。（他大学でも開設している為、常葉大学のMyKiTS で

ログインしてください。） 

✔ 複数の授業で同じ教科書を使用する場合があります。また、２～４年生は、下級学年での授業で使用した  

教科書を使う場合があります。 

ご自身が既に持っている教科書については、再度購入する必要はありませんので、重複購入には十分注意の

上、教科書を購入してください。誤って購入した場合の返品はできません。 

✔ 必修科目の教科書は授業開始までに間に合うよう、早めに注文してください。  

✔ 複数の教員が担当する科目があります。情報リテラシーⅠや、英語コミュニケーションⅠなど、担当教員名 

等を確認してから購入してください。 

 その他、選択科目であっても、学部によって、クラス分けを行なっている科目があります。 

所属クラスを確認した上で教科書を購入してください。 

✔ 抽選科目については、履修が許可された学生のみ履修ができますので、教科書は、履修確定後に購入して 

ください。 

✔ MyKiTS にログイン直後の画面の「教科書販売のお知らせ」を購入前に必ずお読みください。 

✔ 各回の受付期間中は、変更・キャンセルが可能です。 

 （例：第 1 回に申込をしたものは、第 1 回締め切り時間までなら変更・キャンセルが可能。） 

✔ 締め切り時間後の変更・キャンセル、返品はできません。購入前によく確認してください。 

✔ クレジットカード決済も可能です。発送時に決済となります。 

✔ 代引きの支払方法は現金のみとなります。クレジットカード、振込、図書カード等は利用できません。 

✔ 一時的な品切れや出版社の在庫切れ、配送の交通トラブル等により、宅配到着予定日にお届けができない場 

合があります。その場合は、先にご用意出来た分のみお送りし、発送が遅れる分は後からのお届けになりま 

す。代金のお支払いは代引きとクレジットカードで以下のように異なります。 

代引き例）4/3（第 3 回）に 10 冊注文した。 

【配送】     4/6 に 9 冊自宅到着。（1 冊は売り切れ） 

【支払】     4/6 に 10 冊の代金を支払い 

【後日発送】 4/13 に残りの 1 冊自宅到着。支払なし。 

クレジットカード例）4/3（第 3 回）に 10 冊注文した。 

【配送】     4/6 に 9 冊自宅到着。（1 冊は売り切れ） 

【支払】     4/5 の発送時に 9 冊分の決済。 

【後日発送】 4/13 に残りの 1 冊自宅到着。この分は 4/12 の発送時に決済。 

 ※ただし、別の注文サイクルで注文された場合は別々のお支払になります。 

 

◆MyKiTS サポートデスク  TEL:03-6741-9896  

お問い合わせは電話または MyKiTS 内メールフォームから 

お客様対応時間：10:00-12:00、13:00-16:00（平日のみ） 

土日祝日はメールでの対応となります 

■Q＆A 
Q.ID/PW がわからなくなってしまいました。 

A.MyKiTS ログインページの「パスワードを忘れたら」から再設定の作業をしてください。 

（登録メールアドレスに再設定用の URL が送られてきます。） 

※その他のよくある質問は MyKiTs ログイン後の「よくある質問」から確認できます。 

■スケジュール 受講する授業の開始に間に合うよう、お申込みください！ 

教科書到着予定日

第1回 4/1（木）　0：00　　　 ～ 4/1（木）　23：59　　　 4/4（日）
第2回 4/2（金）　0：00　　　 ～ 4/2（金）　23：59　　　 4/5（月）
第3回 4/3（土）　0：00　　　 ～ 4/3（土）　23：59　　　 4/6（火）
第4回 4/4（日）　0：00　　　 ～ 4/4（日）　23：59　　　 4/7（水）
第5回 4/5（月）　0：00　　　 ～ 4/5（月）　23：59　　　 4/8（木）
第6回 4/6（火）　0：00　　　 ～ 4/6（火）　23：59　　　 4/9（金）
第7回 4/7（水）　0：00　　　 ～ 4/7（水）　23：59　　　 4/10（土）
第8回 4/8（木）　0：00　　　 ～ 4/8（木）　23：59　　　 4/11（日）
第9回 4/9（金）　0：00　　　 ～ 4/9（金）　23：59　　　 4/12（月）
第10回 4/10（土）　0：00　　　 ～ 4/10（土）　23：59　　　 4/13（火）
第11回 4/11（日）　0：00　　　 ～ 4/11（日）　23：59　　　 4/14（水）
第12回 4/12（月）　0：00　　　 ～ 4/12（月）　23：59　　　 4/15（木）
第13回 4/13（火）　0：00　　　 ～ 4/13（火）　23：59　　　 4/16（金）
第14回 4/14（水）　0：00　　　 ～ 4/14（水）　23：59　　　 4/17（土）
第15回 4/15（木）　0：00　　　 ～ 4/15（木）　23：59　　　 4/18（日）
第16回 4/16（金）　0：00　　　 ～ 4/16（金）　23：59　　　 4/19（月）
第17回 4/17（土）　0：00　　　 ～ 4/17（土）　23：59　　　 4/20（火）
第18回 4/18（日）　0：00　　　 ～ 4/18（日）　23：59　　　 4/21（水）
第19回 4/19（月）　0：00　　　 ～ 4/19（月）　23：59　　　 4/22（木）
第20回 4/20（火）　0：00　　　 ～ 4/20（火）　23：59　　　 4/23（金）
第21回 4/21（水）　0：00　　　 ～ 4/21（水）　23：59　　　 4/24（土）
第22回 4/22（木）　0：00　　　 ～ 4/22（木）　23：59　　　 4/25（日）
第23回 4/23（金）　0：00　　　 ～ 4/23（金）　23：59　　　 4/26（月）
第24回 4/24（土）　0：00　　　 ～ 4/24（土）　23：59　　　 4/27（火）
第25回 4/25（日）　0：00　　　 ～ 4/25（日）　23：59　　　 4/28（水）
第26回 4/26（月）　0：00　　　 ～ 4/26（月）　23：59　　　 4/29（木）
第27回 4/27（火）　0：00　　　 ～ 4/27（火）　23：59　　　 4/30（金）
第28回 4/28（水）　0：00　　　 ～ 4/28（水）　23：59　　　 5/1（土）
第29回 4/29（木）　0：00　　　 ～ 4/29（木）　23：59　　　 5/2（日）
第30回 4/30（金）　0：00　　　 ～ 4/30（金）　23：59　　　 5/3（月）

Web受付期間

 

 

お問合せ 

tel:03-6741-9896


他にも購入する教科書がある場合は、 

「買い物かごに入れる」ボタンを押した後に 

再度左上の「教科書をえらぶ」ボタンを押し 

て、同じ動作を繰り返してください。 

 

 

 

 

 

 ※必ず大学 HP（在学生の方へ内 専用バナー）または上記 URL または QR コードから販売ウェブサイトMyKiTS（マイキッツ）にアクセスしてください。 
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                         での教科書購入方法    URL: https://mirai.kinokuniya.co.jp/tokoha 

               

申込開始  2. ログイン 4．教科書をえらぶ 5．教科書を購入する 7．受取・支払 

※昨年度に登録済の方は登録不要で
す！ 
 
4 月 1 日(木)から登録可能です。 
初回のみの作業です。 
以下の要領で設定をお願い 
します。 
ID:任意のメールアドレス 
PW:任意のパスワード 
 

登録した ID とパスワー
ドでログインする。（昨
年度に登録済みの方は、
その際に使用したＩＤ
／ＰＷをそのまま使用
してください。） 
 
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。品
切れや入荷・未入荷情報
などが掲示されます。 

メニューから「教科書をえらぶ」を選
択。「教科書検索」画面で授業名、教員
名、教科書名などを入力して教科書を
検索する。 
教科書が表示されたら、授業名と商品
名をよく確認してから、冊数を入力し、
「買い物かごに入れる」ボタンを押す。 

 

下級学年で使用した教科書を使う授

業や複数の授業で同じ教科書を使用

する場合があります。重複購入には

十分注意してください。 
 
※何も操作をしないまま 30 分経つと
ログアウトします。その場合は再度ア
クセスし直してください。 

メニューから「買い物かご（未注
文）」を選ぶ。不要なものは画面
右側の「あとで買う」や「削除す
る」にチェックを入れ、必要なも
のはそのままにして「注文へ」ボ
タンを押す。次の「受取方法確認」
画面で自宅配送(宅配)希望にチ
ェックし、お届け希望時間を選択
します。お届け希望時間は後から
変更できませんので、ご注意くだ
さい。次の「お支払方法確認」で
「代引き支払い」か「クレジット
カード支払い」をプルダウンで選
択します。「クレジットカード支
払い」の場合はクレジットカード
情報を登録してください。次画面
で注文内容を確認し「注文を確定
する」ボタンを押す。以上で注文
手続きは終わりです。 
 

【宅配】 
代引きの場合は教科書
代金は現金で、教科書
と引換に宅配業者にお
支払ください。 
受取日は、裏面の教科
書到着予定日で確認し
てください。 
当日、不在の場合は、
ポストに不在連絡票が
入っています。 
乱丁・落丁・不良品・
間違った商品が届いた
などの際には、返品を
承ります。その際、教
科書に同封されている
「お届け明細書」が必
要になりますので、捨
てずに保管しておいて
ください。 

※エラーメッセージが出るたびに、パスワード情報はクリアされます。 

①登録したメールアドレスに新規ユーザー登録用 URL が 
送信されます。 

②受信したメールに記載されている URL に 24 時間以内に 
アクセスし、下記の画面にて必要情報を入力して本登録を
おこなってください。 

全角 

半角 

登録したメールアドレスが表示されます。 

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。 

★注文履歴は、「注文済みリスト」画面で確認できます。 
 各回受付期間内でしたら、キャンセルができます。 
 各回受付期間終了後、教科書の配送準備に入ると「注
文済みリスト」の[ステータス]が“未発送”から“準備中”
に変わります。 

※画像はイメージです。 

★返品・交換は出来ません！ 

間違いのないよう注意して購入して 

ください。 

★入荷待ち商品は注文可能です。代
金は、代引きの場合は他の商品と一
緒に受取り時に一括でお支払いくだ
さい。後日、該当商品が入荷次第配
送いたします。クレジットカード支
払いの場合は、後日発送時に決済と
なります。 

8～24（半角）字で 
英数字両方を使用。 

☝ポイント②・・・教科名から検索 
 

・絞込みキーワード欄へ『授業名』や『教員

名』を入力 

 

【注意！！】 

『授業名』検索後、開講曜日時限やクラス

の指定等を確認すること。 

『教員名』は苗字が同じ教員は、フルネーム 

で確認すること。 

 

☝ポイント①・・・準備 
 

・履修したい科目のシラバスを 

検索して、教科書の指定があるかを

確認しておく。 

・時間割と学生便覧を用意する。 

（受講希望科目の開講学部・曜日

時限等を確認するため） 

 

【必ず確認して 
ください!! 】 

画面上方の「注文済み
リスト」タブをクリッ
クすると、注文履歴を
確認することができま
す。間違っている場合
には各回受付期間内に
キャンセル手続きをし
てください。 
【キャンセル手続きの
方法】ユーザートップ
の注文済みリストか
ら、一番右の注文取消
の欄の、オレンジ色の
「注文取消」バナーを
押して手続きしてくだ
さい。クレジットカー
ド支払いの場合も各回
受付期間内はキャンセ
ル可能です。 
 

6．注文内容確認   

1．新規ユーザー登録 

3.ユーザー情報確認 

【重要！！】 
ログイン後にトップページ
上部の 
 
で登録済みの住所・氏名に間
違いがないか再度確認して
ください。 
住所は番地、アパートやマン
ションの部屋番号まで必ず
入力してください。 

 
昨年度 
ユーザー登録済みの

方は、 
2.ログインへ 

 

※画像はサンプル画面です。 

 


