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【謝恩セール参加企業一覧】 学校生協小売部会主催

わくわくスクラッチカード付 謝恩セール
その場で当たり !! を確認 開催中

小泉時計メガネ店 小林宝飾 (株)正光画廊

9123-982-7201623-263-7209354-323-720

(株)三英時計眼鏡店 (有)新日本総合企画

0088-17-59402323-452-7203867-52-0720

(株)角田時計店 東洋羽毛北関東販売(株) ムラタ洋服店

3081-422-7209340-79-02101606-132-720

(株)千雅 (株)ワールドエコ 紳士服　コナカ

店全内県1135-26-9620565-596-0210

イトイ(株) (株)日本トリム

0276-45-1477(本店)
027-386-8120(高崎)

027-386-6464

キャンペーンお問い合わせ
学校生協フリーダイヤル

0120-39-5318

メガネ
時　計
宝飾品

宝飾品 絵　画

寝　具

健康器具

ウォーター
サーバー

電解水素水
整水器

タイヤ等
自動車関連

時　計
宝飾品

紳士服
婦人服

貴金属
宝飾品

　

 

 

謝恩セール期間中に下記の参加指定店をご利
用いただきますと、10,000円（税込）お買上
げごとにスクラッチカードを１枚進呈！

謝恩セール期間：
第１弾　2020年９月１日㈫ ▶ 2020年11月15日㈰
第２弾　2020年11月16日㈪ ▶ 2021年１月31日㈰

Ａ賞…
Ｂ賞…
Ｃ賞…
Ｄ賞…
Ｅ賞…

10,000円相当　食品…
5,000円相当　食品…
3,000円相当　食品…

QUOカード　500円分…
図書カード　　500円分…

10本
21本
42本
208本
208本

景品の詳細は学校生協のホームページでご確認ください。

2020年度下期

A 賞　ザ グランリゾート　ギフトカード
　　　　　　　　　　　　　　　　　（利用期限なし）
　　　　15,000 円分　　　　　　　　　１本

B 賞　学校生協おすすめ品　　100 本

総勢１０１名様に抽選で素敵な賞品をプレゼント !!

マイページ登録キャンペーン　　　　
下期キャンペーン締切　12月 31日　

キャンペーン終了時点で

「マイページログイン手順」
　　　　に沿ってご登録ください。→ →

2020 年上期には、マイページ登録者向けに

衛生用品（不織布マスク、冷感マスク、ハンドジェル）
の販売や「Nintendo Switch」の抽選販売などを行い
ました！

ぜひ職場での登録をおすすめください。

マイページ登録率が６０％以上の【すべての所属】に

「特 別 賞」（お菓子）を進呈します！

※所属の規模により数量を調整いたしますので、皆さんで
　お分けください！

※12月末日時点でマイページへご登録中の全ての組合員様が
　抽選対象です。
　　　（判定日に脱退やマイページ登録を解除されている方は対象外です）
※抽選日：２０２１年１月中旬頃
※発表は発送をもって代えさせていただきます。　　

＊制度内容詳細についてはパンフレットをご一読ください。
＊グループ保険は団体定期保険【生命保険部分】と普通傷害保険【損害
保険部分】をセットしたものです。＊団体定期保険と普通傷害保険では
お支払いの対象となる支払事由や支払保険金の算出方法、給付割合等が
異なります。＊保障内容、保険料、お支払いできない場合等詳細につい
てはパンフレットをご参照ください。＊グループ保険【損害保険部分】
への加入はグループ保険【生命保険】への加入が要件です。＊記載の保
険料は概算保険料です。適用となる保険料は変動する可能性があります。

引受会社：
明治安田生命保険相互会社（事務幹事）
富国生命保険相互会社
第一生命保険株式会社
日本生命保険相互会社
引受損害保険会社：
明治安田損害保険株式会社

○今回のお手続き内容(新規加入・内容変更)は
令和３年２月１日より保障が開始されます！

○令和３年１月中旬に各学校宛に
「ご加入内容のお知らせ」を送付いたします。
保障内容のご確認をお願いいたします。

＜ 一般的なお支払事例 ＞グループ保険の普通傷害保険(損害保険部分)では
●通院時
日額1,800

2,900

560

円 × 通院日数分(90日限度)

●入院時
日額  円 × 入院日数分

MYG-A-20-LF-416

更新募集（10月16日申込締切日）

では大変お世話になっています。

給付事由発生

※(注２)ご提出いただいた書類を拝見し、お支払の可否を引受損害保険会社にて判断させていただきます。
※(注１)ご請求に必要な書類については別途所定の診断書をいただく場合もございます。

まずは学校生協（０１２０－３９－５３１８）にご連絡ください！

（入院保険金）

（通院保険金）

保険料月額 円

・階段で足を踏み外して
転倒した。

・運動している最中に負傷した。
・交通事故によるケガ。

etc…

※手術給付もあります。 ※普通傷害保険で給付対象となるケガとは、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害のことです。

現職時から退職後までメイン保障として
備えていただける相互扶助の制度です。

MY-CF-20-341-835364-200811-1

年に１度の手続きの機会です

お手続きもれのないようお願いします★

ご指定の口座に
保険金をお支払

請求書に病院の
領収書・診察券
のコピー等を
添付し返送
（注2）

ご請求の対象
となる場合、
請求書類一式が
学校生協から

事故連絡票に
細を記入して
学校生協へ
返送（注1）

詳

でご準備できます！

(180 日限度)
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組合員のひろば組合員のひろば組合員のひろば
この用紙を使ってご応募出来ます。
フリーFAX0120-03-5318
お便りをいただいた方に、もれなく

「coop紅茶ティーパック50袋入」プレゼント!!

対象期間

学校生協
指定店

10／1木 ～ 12／31木

指定店６社のガソリンカードを利用して景品をGET！指定店６社のガソリンカードを利用して景品をGET！

◆今回のテーマは
「この人生が二度あれば」です。
お便りお待ちしております。

・・・・・・・・・・

お便りコーナー
コロナ感染拡大防止で
自粛が続いておりますが

■学校名

■名　前

■ペンネーム
（ご希望の方はご記入下さい）

〈ご注意〉
①ご契約の内容によっては、保険料が変わらない場合もあります。
②団体料率適用後の保険料は、ご契約の保険会社にお問い合わせ
　ください。

①学校生協の組合員であること。
②保険会社へ直接（口座振替）お支払いされていること。
③下記の保険会社で加入されている契約であること。

団体扱い対象となるご契約は

現在個人で加入している
生命保険・自動車保険を
　　　　　　　　 団体扱いにすると…

保険料が割安になります‼
　新規のご契約や、すでにご加入のご契約も変更可能です。また、団体
扱いに変更後も、契約内容やご担当者の変更はございません。

※各保険会社のご担当者様に団体扱いに変更したい旨お申し出
　ください。

　　　お手続きについては　　お手続きについては　

■プルデンシャル生命　■太陽生命　■ソニー生命　■マニュライフ生命
■オリックス生命　■東京海上日動あんしん生命　■メットライフ生命　
■第一生命　■日本生命　■富国生命　■朝日生命　■大樹生命
■住友生命　■明治安田生命　■アフラック　■かんぽ生命
■ジブラルタ生命（旧：AIGエジソン生命・AIGスター生命）
■東京海上日動火災保険　■三井住友海上火災保険　■共栄火災海上保険　
■あいおいニッセイ同和損害保険　

【団体取り扱い保険会社一覧】

エコバッグ

　プレゼン
トエコバッグ

　プレゼン
トエコバッグ

　プレゼン
ト

◆コスモ石油販売㈱　　　◆両毛丸善㈱　　◆三山石油㈱
◆群馬自動車燃料販売㈱　◆カナイ石油㈱　◆吉澤石油㈱

抽選で

　100名様に
　　　　　当たる！

抽選で

　100名様に
　　　　　当たる！

期間中、下記の指定店スタンド６社にて専用ガソリンカード払いで
合計３万円以上ご利用いただいた組合員様の中から

期間中、下記の指定店スタンド６社にて専用ガソリンカード払いで
合計３万円以上ご利用いただいた組合員様の中から

学校生協指定店ガソリンスタンド
ご利用 感謝 キャンペーン

学校生協指定店ガソリンスタンド
ご利用 感謝 キャンペーン

学校生協
石油部会 主催

生 命 保 険
自動車保険の団体割引をご利用ください

。

引越基本料金
※引越基本料金とは「車輌費」＋「人件費」です。

※1、引越基本料金とは「車輌費」＋「人件費」です。
※特別特典は上記、特典２も対象となります。

※お引越し日時は、お見積もり時にお客様のご希望とご相談の上、決定させていただきます。
※特別特典は１日運行のお引っ越しに限ります。（長距離お引越しでのご利用は除く）また、法人契約・一斉入居の引越は
　適応外です。

※

引越基本料金※1

特典1 通常２０％割引 25％OFF!!
引越資材無料サービス!! ダンボール

布団袋 ハンガーボックスガムテープ
お引越し日時をお任せいただくと割引率UP

２枚最
大

50箱最
大

5箱最
大

3個最
大

※必ず、備考欄に特典コードを入力してください。
　入力がない場合、特別特典が受けられません。

特典コード：ん‒０９９‒５９

!

見積依頼ＱＲコード 0120-0123-33
※お電話にてご依頼の際は、

【群馬県学校生協】 のチラシをみたとお伝えください。

無料お見積りご依頼はこちら➡簡単

９月1日～12月30日
お引越しキャンペーン 特別優待のお知らせ特別優待のお知らせ特別優待のお知らせ

特典2

特別特典

➡

２５％割引 50％OFF!!➡
最大

●アート引越センターが同時期に実施する他のキャンペーンとの重複利用はできません。●お見積り後のお申し出には対応できま
　せんのでご了承ください。
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