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ハーベストneoでは、

学生協は組合員さまのライフパートナーをめざします。

2021年 ３月
【発行】
福井県学校生活協同組合
〒910-8544
福井市大手2丁目22-28
TEL（0776）23-1889
FAX（0776）27-6081

ふ く い

学生協だより

＊学生協だよりは、環境に配慮して再生紙を使用し、SOY INKで印刷しています

0120-291-660

ぜひご利用ください！ぜひご利用ください！ぜひご利用ください！
今年度ラスト！ハーベスト

ハーベストneo
年度末号

第１位

学生協の組合員証をご提示ください。
なお、料金は給与引去りとはなりません。
学生協の組合員証をご提示ください。
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県内の㈱アスピカ、アスピカホールでの

◎祭壇料……10％OFF　◎生　花……10％OFF
◎花　輪……20％OFF　◎盛　籠……10％OFF
◎法事会場費・飲物料金…10％OFF
◎ホールブーケ…20％OFF

葬儀・法事

学校でご注文される場合、ご注文の際に○○学校と
お伝えいただければ10～20％OFFとなります。

結婚式・各種パーティー

福祉用具貸与・販売 …10％OFF

アスピカグループのご利用について
県内の㈱アスピカ アスピカホールでの

アスピカグループのご利用についてアスピカグループのご利用について

民救のご利用について 民救サービス事業部  TEL:0776-26-4199
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◎会 場 費 ……10％OFF

◎貸衣装代 …… 20％OFF

◎飲 食 費 ……（披露宴一式）３％OFF
　 　 　 ……（各種パーティー）10％OFF

県内のアスピカグループでの

0％OFF

ハーベストでは、2020年度食品人気ベスト30を発表

さかなっつハイ！ 利用感謝価格
1,404円（税込）

利用感謝価格

1,382円（税込）

利用感謝価格

950円（税込）

食塩無添加 素焼きミックスナッツ

大地の恵み
ナッツ＆フルーツ

味付け小魚とナッツをミックス！
カルシウム＆マグネシウムがおいしくとれる！

独自のドライロースト製法を採用

第２位

第３位 ～ 今月の応援商品！～

利用感謝価格

993円（税込）

お得な価格で組合員さまの生活を応援

ツナフレーク
食塩・オイル 不使用

利用感謝祭 開催

GOODS

BOOKS（子ども学習部門）

BOOKS（一般書部門）

DECOP BIG3パンチ

掲示物や紙工作、
アルバム作りに

各 2,530円（税込）

ドラえもんたちと
楽しく覚えよう！

パーツを組み合わせて
作る季節の輪飾り

使用例

さくら スター ハート

改訂新版
ドラえもんのことわざかるた
（読み上げＣＤ付き）

3,657円（税込）

リース折り紙12か月
1,485円（税込）

ドラえもん、のび太くん、
しずかちゃんの音声ＣＤが
ついた豪華ことわざかるた。ことわざの意味や使い方が楽しく身につきます。

読み札の裏には意味が書かれています

第１位

第１位
おしゃれなインテリアとして人気のリース（輪飾り）。
四季折々の花や風物などをテーマに作られた美しい作品を折り図とともに紹介。

学校や職場を応援する商品を集めた総合版です

各 2,530各 2,530
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【収集ボランティア活動にご協力いただきまして誠にありがとうございました。】
　生協ボランティア月間（11月15日～2月15日）に、収集ボランティア活動のご協力をお願いしたところ、多
くの使用済み切手・外国コイン・ベルマークなどをお送りいただきありがとうございました。集まった収集物
は福井県ボランティアセンターや福祉団体を通して福祉活
動に活用されます。
　また、期間外でも使用済み切手・書き損じはがき・外国
コイン・ベルマークなどを収集しておりますので、学生協へ
送付いただきますようお願いします。

電子＆ペーパーレス化
すすんでいます！

インターネットサービス

「みんなのMYﾎﾟー ﾀﾙ」への
ご登録は完了していますか？

－総合生活支援制度－

ロングサポート

【引受会社】 明治安田生命保険相互会社 明治安田損害保険株式会社 MY-CF-20-388-421930-210202-1

お手元のスマートフォンやパソコンから、「加入内容・保障内容」の確認、「加入内容通知・配当金通知」の確認、「氏名・生年月日」
変更等の手続き、「パンフレット」の閲覧等ができ、組合員様にとって利便性の向上につながるインターネットサービスが始まっています。
今後通知物は電子通知が主となりますので、ご加入いただいているみなさんはご登録もれの無いようお願いします。

ングサポートは、
福井県学校生活協同組合

の組合員のみなさんだけの相互
扶助の制度です。
スケールメリットのきいたお手軽な
掛金でご加入できます。
ぜひ、ご検討ください！

ハガキシーラー（下図）が昨年2020年10月下旬に
黄緑色の封筒に封入され配付されています。
ご登録漏れが無いようお願いします。

※ハガキシーラーは「ロングサポート」にご加入
いただいている方の封筒に封入されています。

ハガキシーラー

封筒

①ハガキシーラーをご確認ください ②利用設定登録を忘れずに！
ハガキシーラー内に記載の「QRコード」
から画面遷移いただき、
「お客さまID」、「初回アクセスコード」を入力のうえ
設定ください。
＜イメージ＞

ハガキシーラーをなくされた方や登録等で
お困りの方は、

〈みんなのMYポータルサポートセンター〉

０１２０５６５６０９
にご連絡ください。

平日９：００～１７：００

（土曜・日曜・祝日・年末年始は除く）

※制度内容等詳細についてはパンフレットをご⼀読ください。

ロ

くわしく知りたい方は以下のQRコードをチェック！

a0000233

hmgx4913

アフラックの団体扱い加入者募集
【取り扱い要項 】
〇 団体扱いは、福井県学校生活協同組合の組合員さまの契約が対象です。
〇 保険料は、現職の方は給与引去り、退職継続組合員さまは福井銀行口座
振替となります。※月払いのみの取り扱いです。

団体扱い対象 商品：例
・医療保険EVER Prime　　・生きるためのがん保険Days１
・給与サポート保険
※団体扱い対象商品はその他商品もございますが、一部対象にならない商品もございます。

団体扱いで保険料を割安に!
退職継続組合員さまも団体扱いが可能です！

詳しくは、学生協（TEL 0776-23-1889）までご連絡ください。
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転任・退職用

新しい門出を
春の風景と共に送りませんか？
詳しいお申し込み方法は、
2月26日お届けのチラシをご覧ください。
（申し込み締め切りは4月末日です。）

印
刷
料
金
表（
消
費
税
込
）

種類

枚数

私製無地（E）
私製ハガキ代込

※ 郵便ハガキに印刷の場合は
別途ハガキ代がかかります。

カラー（A～D）
私製ハガキ代込

※ 郵便ハガキには印刷
できません。

角丸カード（F）
私製ハガキ代込
（封筒付）

50枚まで 2,800円 3,300円 5,300円

51～99枚 1枚毎に
15円 加算

1枚毎に
26円 加算

1枚毎に
29円 加算

100枚 3,550円 4,600円 6,750円

101枚～ 1枚毎に
13円 加算

1枚毎に
23円 加算

1枚毎に
26円 加算

学生協は、ご退職される組合員さまに対しましても、現職時と同様に、組合員さまの生活に密着した福利厚生事業を行い、組合員さま
のくらし全般にわたってサポートを行っていきたいと考えておりますので、引き続き継続加入いただきますようお願い申し上げます。

～ご退職予定の組合員のみなさまへ～
学生協のご退職時の手続き書類のご提出がお済みでない方は、書類のご提出をお願
いいたします。また、書類がお手元にない場合は、お手数ではございますが学生協
（TEL 0776-23-1889）までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

運転免許証取得は学生協で！
●組合員メリット  （1）技能教習では、優先的に配車予約ができます。

（繁忙期は希望通りにならない場合もあります。）

 （2）組合員限定価格が適応されます。価格表をご覧ください。（仮免学科受験料（県証紙代金2,850円）は、含まれておりません。）

●自動車教習所一覧
 ■ 福井県自動車学園教習所…福井自動車学校・武生自動車学校・大野自動車学校・敦賀自動車学校・小浜自動車学校

 ■ あおい学園教習所…………AOIドライビングスクール福井校・AOIドライビングスクール勝山校・AOIドライビングスクール敦賀校

組合員限定割引価格表 その他教習　通常料金より
MT車 285,000円（税込） AT車 278,000円（税込） 10,000円割引！（但し、審査は除きます。）

追加料金不要の安心パック付き！技能補習は6時間、仮免許（技能）、卒業検定（技能）はそれぞれ1回限定の追加受講を含んでいます。
教習料金は、直接お支払いください。（利用分量割戻しの対象になりませんのでご了承ください。）

ご存知ですか？学生協で運転免許証を取得するとこんなメリットが…！ 組合員さまのご家族（同一生計）の方も対象になります。

その日からご利用いただけます。

紳士服
はるやま

タイアップカードご登録の流れ

特別割引クーポンがお手元にない場合は、学生協
までご連絡くださいますようお願いいたします。

法人会員スマホクーポンのご案内
ご優待価格で
お求めいただけます！

クーポンコードは 
【fkui1516】です。

タイアップカードのご登録・ご提示で
いつでも

10％ＯＦＦ10％ＯＦＦ
1％

ポイント
還元

1％
ポイント

還元&& 組合員証のご提示で
いつでも

10％ＯＦＦ10％ＯＦＦ
特別割引
クーポン
特別割引
クーポン&&

組合員証の
ご提示で 10％ＯＦＦ10％ＯＦＦ

スーツのAOKI’洋服の青山TIE UP
　 CARD

組合員証を
ご提示ください。

登録用紙に
記入。

即日
カード発行。

ダブル
割引
ダブル
割引

日本通運引越サービス お荷物の量に合わせて選べる２つのサイズ♪
単身パックは、専用ボックスに手軽にまとめる引越です。

基本料金より
1基 2,000円OFF!
学生協組合員割引!!
お子様の進学・就職にもおすすめです。

★ 引越費用は給与引去。
★利用分量割戻しの対象になります。

S幅108×奥行74×高さ155cm
L幅108×奥行104×高さ175cm ※写真は、Ｌサイズ1基に積める荷物の目安です。

お申し込み、お問い合わせは、学生協 （TEL 0776-23-1889）までご連絡ください。

新しい門出を
春の風景と共に送りませんか？
詳しいお申し込み方法は、
2月26日お届けのチラシをご覧ください。
（申し込み締め切りは4月末日です。）

あいさつ状
安くて・キレ

イ！
お申し込みカンタ

ン
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2021年1月 学生協クイズ 答え

約650名の方々にご応募いただきました。
正解者の中から抽選で

30名様にQUOカード1,000円分を
送付させていただきます。

問題 学生協 組合員証 兼 DC/VISAゴールドカードは 
○○○無料 です！○○○ に入る漢字３文字は？

ゴールドカードのサービスを
年会費無料でご利用できます！

世界が認める信頼のステータス
学生協 組合員証 兼 DC/VISAゴールドカード

一般のゴールドカードの年会費は、10,000円（税別）必要ですが、福井県学校生活協同組合の組合員でいる
限り、年会費は永年無料です。（家族カード・ETCカードも年会費無料にて発行いたします。）

海外旅行傷害保険　最高5,000万円自動付帯！（事前申し込み不要です）
国内旅行損害保険　最高5,000万円の補償！
DC空港ラウンジサービスのご利用（国内・国外）
ショッピングセイバー　年間限度額300万円

ゴールドカードの申し込みは、専用申込書が必要になりますので、学生協までご連絡ください。

ゴールドカードの特典

キャッシュレス決済で賢くお買い物♪
ICチップが付いてセキュリティが向上しました!!

その他、詳細につきましては学生協ホームページにも掲載いたしております。

答え 年会費無料 家族カード・ETCカードも
年 会 費無料にて発行いたします。


