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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。

2019年 ５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

Ｑ 学生協に加入すると、どんな特典があるの？

Ａ ● 事業で得た剰余金を出資金に応じて「配当金」として還元いたします。また、学生協で商品を購入
いただきますと、その利用高に応じて「利用分量割戻し」として還元いたします。

●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。）

新採用者・未加入者の皆さまへ

学生協への加入お待ちしております！
　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。2019年3月末現在7,992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。

Ｑ 学生協への加入は、どのようにすればいいの？

Ａ 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 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。

学生協フリーダイヤルFAXを

ご注文の際に、 ぜひご利用ください！

お得な情報がいっぱいの学生協ホームページをぜひご覧ください。

生命保険
損害保険 
団体扱いで  

割 安 !

グループ保険制度
ロングサポート に

ご加入いただけます。

県下80店舗の
ガソリンスタンド を
ご利用いただけます。

DC/VISAゴールドカードが
年会費無料年会費無料

福井 学生協

万
が
一
の備え

に
！

指定店・協力店で

組合員特典 を
ご利用いただけます。

書籍（専門書から月刊誌まで）
2 ～10％OFF

（専門書から月刊誌まで）
2 ～10％OFF

（専門書から月刊誌まで）
2 ～10％OFF

学生協祭り、特選会 等
イベントに参加いただけます。

コンサート・演劇 等
チケット が
ご利用いただけます。



学生協共同購入がお得な理由

おすすめ商品
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日時：2019年6月22日（土）
午後1時30分～

会場：（一財）福井県教育センター
4階 大ホール

第62回 通常総代会

開催決定

その１ ：学校配送 送料無料

その２ ： 安心・安全・お得な商品情報のご案内

その３ ：組合員価格での販売

チラシ・カタログをご希望の方は、福祉対策委員・福祉対策部長の先生にお尋ねください。 チラシは無料です
！

≪食品≫
季節の食品、全国のご当地食品、家庭料理に欠かせない調味
料等組合員価格でご案内しております。

≪書籍≫
教育関係の本を多く取り扱っております。一般の書店さんよ
りもお得です。
「手に入りにくい教職員向けの書籍」は、とても人気があります!!

「図書購入のご案内」チラシでの注文及び、ｅメール、ホームペー
ジ「12％OFF」バナーからのご注文、TEL、FAXでのご利用を対
象とさせていただきます。（ホームページの「お急ぎコース（6％
OFF）」と「Honya club 学校生協の本やさん（2％OFF）」、学校
図書館等でのご利用は、対象外とさせていただきます。）

★『書籍ご利用キャンペ－ン』

ご利用期間　5月21日（火）～6月30日（日）
通常コース10％オフが 12％OFF!!

★『夏のホットホットご利用キャンペーン 2019』 

ご利用期間　6月21日（金）～8月20日（火）
～ 指定店利用促進月間 ～

★『学生協指定スタンドご利用キャンペーン 2019』
ご利用期間　7月21日（日）～9月20日（金）

ハーベスト12月号 
第２回 特別展開のご報告

　「ハーベスト12月号」を東日本大震災支援企画として
展開をいたしました。供給高は「1,820,592円」（前年
比105.7％）、利用人数は「998名」（前年比113.9％）
と多くの組合員さまにご利用をいただきました。誠にあ
りがとうございました。
　今回の「ハーベスト12月号」の支援金（54,617円）
と「ハーベスト7月号」の支援金（51,521円）を合算
して、106,138円を宮城県宮城郡利府町立利府中学
校へ「みやぎ生協学校部（株）宮城県学校用品協会」を通
じ、図書館図書代金として支援しました。

今後とも、ご利用・ご協力を
お願い申し上げます。

今年もはじまります!
お得なキャンペーン

学生協チラシ・カタログ配付日程

５月31日 お届け予定

【●共同購入 6月 7日締め切り 6月4週目から商品発送予定】
●ハーベスト 6月号 ●ハーベストneo 6月号
●読樹
●すまいるらいふ 6月号 ●グッズ＆ビューティー

生活応援セール 6・7月号　　日本海産 新もみわかめ
カシオ電子辞書　　𠮷野家祭り　　丸大の夏ギフト
使って快適 良品市場 夏

６月21日 お届け予定

【●共同購入 6月28日締め切り 7月2週目から商品発送予定】
●ハーベストneo 7月号　　●コスメティック＆ヘルス

マイサポートパンスト＆レッグウェア春夏
日本海産 新もみわかめ 日本海産 塩うに
美食宅配夏号 ファミリーライフサポート

くらしと生協冊子 盛夏号　　まいにち着る服冊子 盛夏号
おすすめベスト 夏号　　　　おすすめベスト（衣類） 夏号
好きな暮らし 盛夏号

くらしと生協

季節のくらし 盛夏号 まいにち着る服 盛夏号
すくすく応援団＆Baby 盛夏号

くらしと生協

夏ScrollBasic　　　　夏エラスティ
スクロール

ご注文お待ちしております。

𠮷野家
牛丼の具

門外不出の老舗の味
わいをぜひご賞味く
ださい。

福岡県産 あまおう苺

宮崎県産 マンゴー

大人気のドーナツ棒シリーズが九州各県の名産品とコラボ♪

昔ながらの
なつかしい
ドーナツです。

山陰のきれいな海で採れた磯の香り
いっぱいの一番採りのわかめをもん
で作り上げました。
温かいご飯の上に。また、おにぎりに。
海の香りをお楽しみください。

一升瓶（270g）も
あります！

今年も入荷！
日本海産　新もみわかめ

ご贈答用にも
最適です！

熊本県産 デコポン

九州
ドーナツ棒

おすすめ商品おすすめ商品
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団体扱いは
お得で便利 !!
団体扱いは
お得で便利 !!

団体扱い自動車保険のご案内団体扱い自動車保険のご案内団体扱い自動車保険のご案内
団体扱い割引率
12％割引!!
保険料の

分割割増なし！

団体扱い一時払いは、
一般契約分割払いに

比べて
約16％割安!!

ご家族のお車も
団体扱いに
加入できます。

【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 右記の保険会社で学生協指定
代理店、指定ディーラーでの
ご契約であること。

損保ジャパン日本興亜㈱
■（有）アトラス（嶺北）　■クローバ保険ナビ（株）（嶺北）　■（株）富士殖産（嶺北）　■（株）長村自動車（嶺北）
■（有）コラボ（嶺南）　■（有）アスクール（嶺南）　■（有）ファースト企画（嶺南）

東京海上日動火災保険㈱
■（有）アトラス（福井市・鯖江市・丹生郡）　■（株）オールティ（あわら市・坂井市・吉田郡）　■TADA 総合サービス（勝山市・大野市）
■（有）イノウエ（越前市・今立郡・南条郡）　■（有）ＴＲｉＯ（敦賀市・三方郡）　■（有）田中総合保険サービス（小浜市・三方上中郡・大飯郡）

三井住友海上火災保険㈱
■ MS 福井　■ 橋本代理店（勝山市・大野市）

あいおいニッセイ同和損保㈱
■（有）アトラス　■三和イコール企画（株）  武生オフィス、 福井オフィス

【団体取り扱い保険会社、学生協指定代理店・指定ディーラー　一覧】

詳しくは、学生協（TEL 0776-23-1889）までお気軽にお問い合わせください。

学生協指定代理店※（）内は担当地区

学生協指定ディーラー ※各ディーラーの団体扱い取り扱い保険会社を●で表記しています。

福井トヨペット（株）
トヨタカローラ福井（株）
ネッツトヨタ福井(株）
福井トヨタ自動車（株）
日産プリンス福井販売（株）
福井日産自動車（株）
福井スズキ自動車販売（株）

（株）スズキ自販北陸
（株）スズキアリーナ福井中央
福井三菱自動車販売（株）

（株）北陸マツダ
（株）ホンダベルノ福井
（株）ホンダクリオ福井
（株）ホンダ四輪販売北陸

福井ヤナセ（株）
福井ヤナセ中央（株）
福井ダイハツ販売（株）
北陸スバル自動車（株）
あおい商事（株）

損保
JPNK

東京海上
日動火災

三井住友
海上火災

あいおい
ニッセイ同和

損保
JPNK

東京海上
日動火災

三井住友
海上火災

あいおい
ニッセイ同和
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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。

ゴールドカードの特典

〈福井県教育用品株式会社からのご報告〉
　東日本大震災の被災地復興支援活動の一環として、児童図書企画の「2018年度 秋・冬の楽
しい読書」の収益の一部 93,810円を宮城県多賀城市立山王小学校へ、「みやぎ生協学校部（株）
宮城県学校用品協会」を通じ図書館図書代金として支援しました。
　今後も、児童図書企画を通じて被災地復興活動を続けてまいりますので、引き続きご理解、
ご協力をお願い申し上げます。

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!!


