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学生協は組合員さまのライフパートナーをめざします。

2018年 11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

＊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

ふ く い

学生協だより

お 知

ら せ ご注文の際に、 ぜひご利用ください！

学生協フリーダイヤル FAX  を開設しました!! 0120―291―660

学生協は、県内の教職員等の福利厚生を目的に作られ、教職員等一人ひとりが出資金を出し合って
作った協同互助の組織（生協）です。2018年10月末現在8,080名の方に加入いただいております。
安心・安全な商品の供給はもとより、多種多様なニーズに応えられるよう努めてまいります。

加入申込書に必要事項をご記入のうえ、学生協まで送付ください。出資金は、6,000円（1口300円×20口）でお
願いいたします。出資金は入会金ではありません。加入している間だけ預けていただくお金です。（出資は一回のみで
す。お預かりしました出資金は脱退時にお返しいたします。）
※加入申込書は、学生協ホームページ（各種届出用紙）よりダウンロードできます。
※出資金は「加入申込書」を確認後、県費教職員の方は翌月に給与引去りさせていただきます。
　（市町費職員の方、給与引去りができない方は、口座振替または郵便振込にてお願いいたします。）

【
加
入
方
法
】
組合員特典がいろいろあります！� 学生協ホームページにも掲載しておりますのでご覧ください。

◦�事業で得た剰余金を出資金に応じた「出資配当」があります。また、
学生協で商品を購入いただきますと、その利用分量に応じた「利
用分量割戻し」があります。

◦�ご利用代金につきましては、便利な給与引去りをご利用できます。
　（県費教職員さまが対象です。）
　（分割払い�1回～8回までは、手数料がかかりません。）

◦�DC/VISA�ゴールドカードが年会費無料
◦書籍の割引
◦指定店・協力店での組合員特典
◦チケットの特別斡旋
◦学生協祭り、特選会等へのご参加
◦県下81店舗のガソリンスタンドのご利用
◦住宅、引越、自動車教習所の組合員特典
◦ロングサポートへのご加入
◦生命保険・損害保険の団体扱い

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5,000万円の自動付帯！（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

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。

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。

ICチップが付いてセキュリティが向上しました!!

ゴールドカードの特典

新採用・未加入者のみなさまへ

学生協へのご加入をお願いいたします。
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2011年度第３回平成30年度 第２回目

「平成30年度 第2回 一人一品利用運動」では、3,409人（前年比 110.1％）の組合員さまにご利用いただき、
供給高は 4,893,283円（前年比 106.2％）となりました。10月より取り扱いができる「ロイズ商品各種」、毎回
とても人気のある「黒糖ドーナツ棒」など多くのご利用をいただき、誠にありがとうございました。
また、134校の学校に学校賞としてお菓子の詰め合わせをプレゼントさせていただきました。
今後も組合員さまに喜ばれる商品・企画をご案内できるよう努めてまいりますので、何卒よろしくお願い
申し上げます。

一人一品利用運動 ご利用、ご協力
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㈮）
学生協は、収集ボランティア活動の一環として、使用済み切手・書き損じはがき・ベルマーク等を集めて
おります。収集物は、福井県ボランティアセンターを通じて売却され、その売上金が福祉活動に活用さ 
れますので、学校、ご家庭にございましたら、無料封筒（オレンジ色）または（一財）教育センター間メール 
便（福井市）をご利用いただき、学生協へ送付くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

人気商品ベスト３ ラーメン 人気商品ベスト３

第1位第1位
ロイズ
ポテトチップチョコレート
2個組

ロイズ
ポテトチップチョコレート
2個組 第1位第1位 奈良ラーメン

ラーメン家みつ葉
奈良ラーメン
ラーメン家みつ葉

第2位第2位 黒糖ドーナツ棒黒糖ドーナツ棒 第3位第3位 ナッティー
バーチョコレート
ナッティー
バーチョコレート

第2位第2位 札幌のらーめん
吉山商店
札幌のらーめん
吉山商店

第3位第3位 博多ラーメン
秀ちゃん
博多ラーメン
秀ちゃん

11月3日（土）～4日（日）の2日間で415人の
組合員さまにご来場いただき、盛況のうちに終え
ることができました。
ご来場いただきました組合員の皆さま、誠にありが
とうございました。

ご来場ありがとうございました！



いろいろあります！ ホームページ限定 お得情報♪

学生協ホームページ →
バナーをクリック！

←学生協ホームページ
　バナーをクリック！

←学生協ホームページ
　バナーをクリック！

PC・家電の販売店ソフマップが運営するショッピングサ
イト『ソフマップ・ドットコム』と『学校・職域生協』がタッ
グを組んで、組合員さま専用にご提供する『ソフマップ
CO-OP会員サービス』です。

ご注文の際、注文画面の 備考欄に『学校名（勤務先名）』をご入力くだ
さい。ご退職者は『退職継続組合員』とご入力ください。
ご入力がない場合、ご優待価格対象外となりますのでご注意ください。
※はじめてコンタクトレンズをご使用になられる場合は、必ず眼科医の受診を受け、

処方箋をもとにコンタクトレンズのお買い求めをお願いいたします。

コンタクト・カラコンの通販ショップです。

◆ 組合員さま限定の優待ポイント進呈
◆ ソフマップ・ドットコムならではのサービス
 　●3,000円以上送料無料！
 　●在庫のある商品は16時間以内に発送！
◆ ソフマップならサポートも安心！
 ご購入後もさまざまなサポートがあります。

表示価格より５％OFF
4箱以上購入で 送料無料

学生協HPよりログインください。
エンターコードは、《COOP1889》です。

オトクがたくさん！
ぜひご利用ください。

ドリンクなどが

最大 半額以下
ドリンクなどが

最大 半額以下
全国どこでも

   送料無料！
全国どこでも

   送料無料！
安心して注文できる

有名メーカー多数
安心して注文できる

有名メーカー多数
重たいドリンクなどを

ご自宅までお届け！
重たいドリンクなどを

ご自宅までお届け！
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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。）

◦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
MT車　通常312,070円（税込） AT車　通常306,560円（税込） その他教習　通常料金より

284,040円（税込） 278,530円（税込） 10,000円割引！
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。
（仮免学科受験料（県証紙代金2,800円）は、含まれておりません。）（安心パックを超える延長補習料金は、別途請求になります。）
（その他教習の審査は、除きます。）（直接各教習所に申し込まれた場合は、組合員限定割引の対象外とさせていただきます。）

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。

おみやげ宅配便おみやげ宅配便 海外おみやげ品が

らくらく あんしんかんたん
自宅でじっくり
おみやげを
選んでください。

学生協へ
カタログを
お申し込みください。

旅行を満喫
してください♪

ご希望の日時に
受け取れます。

～ご利用の流れ～ おみやげ宅急便のメリット

●荷物を減らせます！
●面倒な輸入手続きもお
まかせ！
●おみやげ選びの時間を
節約できます！0776-23-1889TEL.



タイヤセールスグループ提携しています!（福井県内７店舗）
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【団体扱い可能な条件】とは、
① 学生協の組合員であること。

② 保険料を県費給与引去りできること。

③ 下記の保険会社で加入されている契約であること。

【保険会社一覧】
■ 第一生命　 ■ ジブラルタ生命（旧：AIG エジソン生命・AIG スター生命）　 ■ 日本生命　 ■ 富国生命　 ■ 住友生命
■ 明治安田生命　 ■ かんぽ生命　 ■ 朝日生命　 ■ 三井生命　 ■ アフラック　 ■ マニュライフ生命

団体扱いは
お得で便利 !!
団体扱いは
お得で便利 !!

個人扱いにてお支払いされている保険はございませんか？個人扱いにてお支払いされている保険はございませんか？

団体扱い保険のご案内団体扱い保険のご案内団体扱い保険のご案内

～お手続きについて～
各保険会社の担当の方か、各保険会社お客様コールセンター、または学生協（TEL0776-23-1889）までご連絡ください。

現在、口座振替払い等で直接保険会社にお支払いしている生命保険料を団体扱いにされますと、保険料が割安 になります。
新規のご契約、すでにご加入のご契約も団体扱いへ変更可能です。団体扱い変更後も、契約内容やご担当者の変更はございません。

※ 月払いのみの取り扱いとなります。
※ 所属異動、退職等で要件を満たさなくなった場
合は、団体扱いができなくなります。
※ 各保険会社、保険種類等によって団体扱いでき
ない商品がございます。

ご参加、ご欠席のご連絡は

までお願いいたします。

学生協 TEL 0776-23-1889
ご退職予定者説明会を開催します！
○ 期日　平成30年12月８日（土）

○ 会場及び日程

嶺北会場　10：00～12：00

（一財）福井県教育センター 4F 大ホール

嶺南会場　14：00～16：00

敦賀市福祉総合センター「あいあいプラザ」 2Fふれあいホール

● 福井県学校生活協同組合の退職後手続きについて
●  （公財）日本教育公務員弘済会福井支部の退職後

手続きについて
●「リタイアメント・マップ」セミナー

○ 内容

ご案内 ◦（株）シン展示会�………平成30年12月８日㈯・９日㈰　　於：（一財）福井県教育センタ－�4F特別会議室

学生協組合員証
をご提示するだけ
で…

お支払いは、給与引去りが便利です。分割払いもご利用いただけます。（８回分割まで手数料無し、ボーナス併用もOK）
もちろん利用分量割戻しの対象にもなりますので、さらにお得です。

車　検

組合員特別価格！

タイヤ
店頭表示価格より

５％～10％ OFF

工　賃
通常価格より

20％ OFF

板 金
見積もり価格より

10％ OFF

メンテナンス用品
店頭表示価格より

10％ OFF

ボディコーティング
通常価格より

店頭表示
価格より10％ OFF

タイヤ預かり
店頭表示価格より

店頭表示
価格より10％ OFF








