
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門書から文庫、雑誌、洋書などなど多種多様な品揃えです♪ 

しかも、お得な割引価格でご購入いただけます！ 

また、TOEIC・TOEFL などの検定申込みも承っています。 

こんな本あるのかな？と思ったら、迷わずﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ Ascella にお越しください！ 

店頭にない商品でもお取り寄せできる場合があります。 

 

You can also order in foreign books.  

Please feel free to ask our staffs! 

どんな商品があるの？ 

通常は平日 8:45～17:30。土曜日の営業がある時は

8:45～14:00。日曜日・祝日はお休みです。 

大学の行事・スケジュールによって変更の場合、 

感染症対策のため短縮営業中の場合もありますので

店頭掲示、大学ホームページ

(http://www.kyoto-su.ac.jp/campuslife/welfar

e/baiten.html)、Twitter(＠Kino_BC_Ascella)等で

ご確認下さい。 

 営業日・時間は？ 

ご来店お待ちしております！ 

紀伊國屋書店京都産業大学ﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ Ascella    Twitter: ＠Kino_BC_Ascella 

 

2022 年 3 月現在、現金、クレジットカード、 

各種電子マネー、図書カードがご利用いただけます。 

※図書カードご利用の場合は割引対象外となります 

教科書販売の会場受取につきましては現金のみのお

支払いとなります。 

支払方法は？ 

１．購入（注文）方法 

教科書（参考書を除く）は、教科書販売サイト「MyKiTS」から一部商品を除き割引価格にて 

ご購入いただけます。 

※学内店舗「ブックセンターAscella」での注文受付は行いません。 
 

【教科書販売サイト「MyKiTS」】 

https://gomykits.kinokuniya.co.jp/kyotosangyo/  
 

２．注文受付期間 

令和４年３月２８日（月）10：00 ～ 令和４年４月１５日（金）23：59 
 

３．受取方法 

「宅配」 または 「学内受取（雄飛館 1 階ﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ Ascella特設会場）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

4．その他留意事項 

物流の都合で遅延が発生する可能性があります。その場合は、ご登録いただいたメールアドレスまで 

ご連絡いたします。 

令和４年度 春学期 

京都産業大学 教科書販売のご案内 

お問い合わせ先：               MyKiTS サポートデスク 

Mail:mykits@kinokuniya.co.jp TEL:03-6741-9896 10:00～12:00 / 13:00～16:00（平日のみ） 

紀伊國屋書店 京都産業大学ﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ Ascella とは ? 
 

店内 

EV 

外 

外 

教科書受取・受付窓口 
お問い合わせ窓口 

書店倉庫 

事務室 

雄飛館 

■特設会場での受取 注意事項■ 
 

特設会場：学内 雄飛館１階 ブックセンターAscella 

 北側廊下（至サギタリウス館側廊下）教科書受取・受付窓口 

受付期間・時間：４月６日（水）～４月２０日（水） 

平日９：００～１６：３０ ※６日のみ１０：００～１６：００ 

--------------------- 

※店内は入場制限を行っておりますため、一度の受付・店内の会計 

窓口へのご案内は最大１０名を予定しております。社会的距離を保つ

形での受付待機列を雄飛館～サギタリウス館 1 階廊下に形成しますが

（左図・水色ライン部分に該当）、混雑時など状況により待機列への 

お並びをお断りする場合がございます。予めご了承ください。 

※お待ちいただく間は、大きな声での会話はお控えいただくなど、 

感染対策にご協力をお願いいたします。 

※必ず、当案内３頁にございます【学内受取 引換依頼書】をご記入

の上、お持ちください。 

※会計が済みましたら、速やかに真理館側自動ドアから出ていただき

ご友人をお待ちになる際は外の開けたスペースでお願いいたします。 

※教科書販売にかかわるご不明点は【教科書受取・受付窓口】では 

なく、直接店内奥の【お問い合わせ窓口】までお声がけください。 

1 4 

https://gomykits.kinokuniya.co.jp/kyotosangyo/


 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MyKiTS での教科書購入方法 URL: https://gomykits.kinokuniya.co.jp/kyotosangyo/  

  
 

 

   

初回のみの作業ですので、以前

の注文でご登録済みの方は登録

不要です。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 

パスワード:任意のパスワード 

ID およびパスワードは在学中

通して使いますので、忘れない

ようにしてください。 

--------------------- 

※ご登録の住所・電話番号等に

変更がある場合、「ユーザー情報

の変更」をお願いします。 
 

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。 

登録した IDとパスワードで

ログインしてください。 

ログイン後の「お知らせ」で、

常に最新情報をご確認くだ

さい。 

メニューから「教科書をえらぶ」を選択。 

「教科書検索」画面で授業名、教員名、書名

などを入力して教科書を検索してください。

「学部」については、ご自身の所属学部では

なく授業の開講学部を選んでいただくか、 

何も選択せずに検索してください。 

教科書が表示されたら、授業名と商品名を 

よく確認し、冊数を入力後、「買い物かごに 

入れる」ボタンを押してください。 

メニューから「買い物かご（未注文）」を 

選びます。画面の右側「注文」チェック 

ボックスに、チェックを入れ、「注文する」

ボタンを押します。 

--------------------- 

特設会場で受け取る場合…「学内受取場所」

を、選んでください。お支払いは会場での

現金払いのみとなります。 

宅配の場合…「送付先」を選んでください。

お届け希望時間帯をご指定いただき、お支

払方法を「代金引換」もしくは「クレジッ

トカード」よりお選びください。 

※Visa、MasterCard、JCB がご利用可。 

※カード情報のご登録が必要となります。 

いずれの場合も配送関係手数料が加算され

ます。同一日付内の受付分は１回分の送料

となりますが、日付をまたいだ注文はそれ

ぞれ配送関係手数料がかかります。 

【学内特設会場で受取】 

本案内 1 頁に記載の学内入荷日 

以降に、下の引換依頼書をご記入

の上、切り取って窓口までお越し

ください。お支払い方法は現金 

のみとなります。 

【宅配】 

代金引換の場合は、教科書代金と

配送関係手数料 950 円の合計額

を荷物と引換に宅配業者にお支払

いください。クレジットカードで

のお支払いの場合は、荷物の受取

のみとなります。 

各回受付終了時間の 23:59 の時

点で MyKiTS に登録されている

住所へお届けいたします。 

代金引換の場合は、受付終了時間

以降は送付先の変更はできません

ので、確実に受取可能なご住所を

ご登録いただきますようお願いい

たします。 

クレジットカードでのお支払いの

場合は、発送完了時にご指定のメ

ールアドレスにお送りする発送完

了メールに記載の伝票番号にてヤ

マト運輸のホームページからお届

け先の変更が可能です。 

登録したメールアドレスが表示されます。 

※注文が確定すると「注文承りメール」が送信されます。 

■返品・交換について■ 
お客様都合による返品・交換につきましては、発送後２週間以内に、

商品に同封されている明細書と書籍を、学内雄飛館１階ﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ

Ascella までご持参ください。 

未使用の美品に限り返品・交換致します。 

書き込み、折れ、汚れ、ビニールでパックされている書籍の開封後、

発送後２週間以上経過した返品・交換は一切お受けできませんので、

購入前に間違いがないか確認をお願い致します。 

8～24（半角）字で 

英数字両方を使用。 

■注意事項■ 
 
・教科書販売ウェブストア MyKiTS は紀伊國屋
書店の一般向けウェブストアとは別サイトです。
必ず 
https://gomykits.kinokuniya.co.jp/kyotosan
gyo/ 
からログインしてください。 
 
・各回の受付締切までの間は、MyKiTS の画面上
で変更・キャンセルが可能です。(例:第 1 回受付
期間 3/28 に申し込み→3/28 23:59 まで変更・
キャンセルが可能) 
 
・受付締切の際にご登録いただいている住所へお
届けとなりますので、引っ越し等の際はご注意く
ださい。受け取り可能な住所をご登録ください。 
 
・宅配の場合、各回受付締切ごとに配送関係手数
料がかかります。できるだけ同じ受付期間内にま
とめてご注文いただきますようお願いします。 
 
・代金のお支払いは、特設会場受取の場合、会場
での現金払いのみとなります。クレジットカー
ド、各種電子マネー、図書カードはご利用いただ
けません。 
宅配の場合、代金引換、もしくはクレジットカー
ドでの決済となります。クレジットカード決済の
場合は、クレジットカード情報のご登録が必要と
なります。Visa、MasterCard、JCB のクレジッ
トカードがご利用いただけます。 
 
・売り切れが発生した場合の代金支払い： 
※特設会場で受取… 
代金は、受取時に揃っている商品のみのお支払い
です。後日該当商品が入荷しましたら、特設会場
で再度受取と支払いをしてください。 
※宅配・代金引換… 
先に届いた商品と一緒に注文全点分の代金の支
払いをお願いいたします(先払い) 
売り切れの教科書が再入荷次第配送いたします。
後日配送分には配送関係手数料はかかりません。
（例:4/1 に 10 冊注文、1 冊売り切れで後日発送
の場合、4/4 に 9 冊お届けの際に 10 冊分の代金
と配送関係手数料をお支払いいただき、後日商品
入荷後に残り 1冊お届けの際には支払いはなし） 
※宅配・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と配送関
係手数料を決済、売り切れの教科書が再入荷次
第、2 回目以降の発送の際には発送ごとに教科書
代金を決済させていただきます。（例:4/1 に 10
冊注文、1 冊品切れで後日発送の場合、先に 9
冊発送時に 9 冊分の代金と配送関係手数料を決
済、後日残り 1 冊発送時に 1 冊分の代金を決済
させていただきます。後日発送分には配送関係手
数料はかかりません） 

学内受取 引換依頼書 

氏名                      

カタカナで記入してください 

学生証番号                

所属学部に○をつけてください 

経済  経営  法  現代社会  国際関係  外国語 

文化  理  情報理工(ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ理工)  生命科学(総合生命科学) 

１.新規登録 ２.ログイン ３.教科書をえらぶ ４.注文を確定する ５.受取・支払 
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専門書から文庫、雑誌、洋書などなど多種多様な品揃えです♪ 

しかも、お得な割引価格でご購入いただけます！ 

また、TOEIC・TOEFL などの検定申込みも承っています。 

こんな本あるのかな？と思ったら、迷わずﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ Ascella にお越しください！ 

店頭にない商品でもお取り寄せできる場合があります。 

 

You can also order in foreign books.  

Please feel free to ask our staffs! 

どんな商品があるの？ 

通常は平日 8:45～17:30。土曜日の営業がある時は

8:45～14:00。日曜日・祝日はお休みです。 

大学の行事・スケジュールによって変更の場合、 

感染症対策のため短縮営業中の場合もありますので

店頭掲示、大学ホームページ

(http://www.kyoto-su.ac.jp/campuslife/welfar

e/baiten.html)、Twitter(＠Kino_BC_Ascella)等で

ご確認下さい。 

 営業日・時間は？ 

ご来店お待ちしております！ 

紀伊國屋書店京都産業大学ﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ Ascella    Twitter: ＠Kino_BC_Ascella 

 

2022 年 3 月現在、現金、クレジットカード、 

各種電子マネー、図書カードがご利用いただけます。 

※図書カードご利用の場合は割引対象外となります 

教科書販売の会場受取につきましては現金のみのお

支払いとなります。 

支払方法は？ 

１．購入（注文）方法 

教科書（参考書を除く）は、教科書販売サイト「MyKiTS」から一部商品を除き割引価格にて 

ご購入いただけます。 

※学内店舗「ブックセンターAscella」での注文受付は行いません。 
 

【教科書販売サイト「MyKiTS」】 

https://gomykits.kinokuniya.co.jp/kyotosangyo/  
 

２．注文受付期間 

令和４年３月２８日（月）10：00 ～ 令和４年４月１５日（金）23：59 
 

３．受取方法 

「宅配」 または 「学内受取（雄飛館 1 階ﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ Ascella特設会場）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

4．その他留意事項 

物流の都合で遅延が発生する可能性があります。その場合は、ご登録いただいたメールアドレスまで 

ご連絡いたします。 

令和４年度 春学期 

京都産業大学 教科書販売のご案内 

お問い合わせ先：               MyKiTS サポートデスク 

Mail:mykits@kinokuniya.co.jp TEL:03-6741-9896 10:00～12:00 / 13:00～16:00（平日のみ） 

紀伊國屋書店 京都産業大学ﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ Ascella とは ? 
 

店内 

EV 

外 

外 

教科書受取・受付窓口 
お問い合わせ窓口 

書店倉庫 

事務室 

雄飛館 

■特設会場での受取 注意事項■ 
 

特設会場：学内 雄飛館１階 ブックセンターAscella 

 北側廊下（至サギタリウス館側廊下）教科書受取・受付窓口 

受付期間・時間：４月６日（水）～４月２０日（水） 

平日９：００～１６：３０ ※６日のみ１０：００～１６：００ 

--------------------- 

※店内は入場制限を行っておりますため、一度の受付・店内の会計 

窓口へのご案内は最大１０名を予定しております。社会的距離を保つ

形での受付待機列を雄飛館～サギタリウス館 1 階廊下に形成しますが

（左図・水色ライン部分に該当）、混雑時など状況により待機列への 

お並びをお断りする場合がございます。予めご了承ください。 

※お待ちいただく間は、大きな声での会話はお控えいただくなど、 

感染対策にご協力をお願いいたします。 

※必ず、当案内３頁にございます【学内受取 引換依頼書】をご記入

の上、お持ちください。 

※会計が済みましたら、速やかに真理館側自動ドアから出ていただき

ご友人をお待ちになる際は外の開けたスペースでお願いいたします。 

※教科書販売にかかわるご不明点は【教科書受取・受付窓口】では 

なく、直接店内奥の【お問い合わせ窓口】までお声がけください。 
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