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加入するには加入するには加入するには

マイページに登録いただくと、
毎月のご利用明細がWEBで確認できる他、
お得なサービスがご利用いただけます。
出資お申し込みをいただいた後に登録方法の
ご案内をお送りしますのでマイページにご登
録ください。

マイページの登録方法は中面をご覧ください。
問い合せ先▶学校生協　　0120－39－5318

マイページの登録がお済みでスマートフォン
をお持ちの方はデジタル組合員証をご利用
ください。指定店や提携店（ホームページに
掲載）でお得な割引特典が受けられます。

生協法の定めにより、出資が必要となります。
出資申込書にご記入いただきFAXにてお送りください。
①出資は加入時に１回のみ、１口（1000円）以上です。
※安定的な経営のため、新規加入の場合は５口（5000円）
　でのご協力をお願いしています。
②出資金は退会の際に原則返還します。
③県職員の方は申込月の翌月に給与控除となります。
④市町村職員の方は口座
　引き落としとなります。
⑤退職後も継続利用いた
　だけます。

※申し込みは
　webからも
　できます。

新規加入申込から
ご確認ください。

主な活動内容主な活動内容主な活動内容

デジタル組合員証とマイページ登録についてデジタル組合員証とマイページ登録について

①食品・書籍・雑貨・CDなどの共同購入

②「くらしと生協」ほか宅配企画
③指定店の学校訪問による商品紹介
④ガソリンカードの取り扱い
　（出光・エネオス・指定SS）

⑤教職員共済の取扱い
⑥グループ保険・生命保険・損害保険の
　団体扱い
⑦提携施設店舗の割引
⑧キャッシュバックのある新車購入
　紹介制度
⑨新築・リフォームの組合員割引、住宅祝
　金制度

組合員の
65％以上
の方が登録
しています

ひとり一品以上利用拡大キャンペーン
年３回 （5月 9月 1月） に行っています。

夏 ・冬生活応援５％割引セール
年２回 （7月と 11月） に行っています。

組合員一人ひとりが出資・利用・運営するのが学校生協です。組合員一人ひとりが出資・利用・運営するのが学校生協です。組合員一人ひとりが出資・利用・運営するのが学校生協です。
2022年度スタート！　皆さまのお役に立てる生協を目指します。

　群馬県学校生協は、県内の公立学校、教育機関に勤務される方および
退職後会員の約15,400名で構成されております。小中学校の91％、高校では85％の方に
ご加入いただいております。学校生協に加入して日ごろのくらしや業務にご活用ください！

新規提携店 紹介



★　☆　★　☆　学校生協はこんなことをやってます！！　★　☆　★　☆

「くらしと生協」ほか宅配企画
　　チラシ名　一番ヒット、わくわくショッピング、フラワーフェア、美食宅配など

指定店の学校訪問による商品紹介

①学校にチラシと申込書をお届けします。
 （チラシは希望者配布となっております。登録は一度でOK!!）
②お申込みはフリーダイヤル0120-39-5318
　　　　又はフリーファックス0120-03-5318まで
　共同購入の商品は、ホームページからも注文できます。
　ＷＥＢ限定企画もあります。ぜひ、ショッピングサイトをご利用ください！
　次回からは、メールアドレスとパスワードを入力していただくだけでログインできます。
③商品は個人ごとに仕分けして各職場へ無料でお届けします！
　ご自宅届けは別途送料がかかります。（ただし5,000円以上は送料無料です。）
④ご利用代金は、お給料から控除されるのでとっても便利♪（※市町村費の方は口座の登録をお願いしています。）

　宅配商品は送料無料でご希望の場所に
　お届けします。

学校生協と契約する指定店は「登録証」を着用、車
両には「学校安全パトロール」ステッカーを付けて
訪問活動を行っています。指定店は期中で変動する
場合があります。詳しくはＨＰでご確認ください。

食品・書籍・雑貨・CDなどの共同購入　　チラシ名　ハーベスト、ハーベストネオ、すまいるらいふなど

会員登録の際にご指定いただいたメール
アドレスに、新規登録と注文内容につい
て、確認のメールが届きます。

スマートフォン
でもご注文

　いただけます‼�

※キャンペーンについて
①ひとり一品以上利用拡大キャンペーン
　生協の理念である利用を通じて、参画いただく生協としてのキャンペーンです。被災地応援企画として年３回（５月・９月・11月）に実施、
毎回５千人以上の組合員のみなさまに利用いただいております。利用高の2％を被災地支援に活用しています。
②生活応援５％割引セール
　組合員のくらしを少しでも応援したいとの思いから年２回（７月・11月）、回覧形式で実施しています。

マイページログイン手順 
１．右の QR コードを読込むか、スマートフォン・ タブレット 

 

 またはパソコンから 学校生協」ホームページにアクセス 

群馬学校生協」で検索 または http://www.gungaku.jp 

 

  

２．画面右上の マイページログイン」をクリック 

 

３．【組合員様ログイン画面】で 初めてご利用の方」をクリック 

 

４．【初めてご利用の方へ ログイン画面】で各項目を入力 

 

 

 
   ● 組合員番号(６ケタ)      ２○○○○○  

 

       市立高校等の場合   Ｂ○○○○○  

 

 
             継続組合員の場合   Ｔ○○○○○  

 

       再任用組合員の場合 ６○○○○○  

  初回ログインパスワード：     

 

  

 

 

   ● 組合員名 漢字または全角カタカナ）  

 
５． 初回ログイン」をクリック 

 
６． 個人情報変更」ページで各項目を入力 

 ７． 更新」をクリック 

 ８． 登録完了」でマイページの登録ができました。  
 

９．スマートフォン・ タブレットの方は マイページにログインして頂き、

引き続きアプリをインストールして下さい。 

再度ログインの際 次回以降入力を省略」にチェックをいれますと便利です。

 

☎フリーダイヤル ０１２０-３９-５３１８お問合わせ先：群馬県学校生活協同組合

Android の方は

Ggaku5318

iOS の方は

注）10 分経過してもご指定のアドレスにメールが届かない場合は、スマートフォンの
　　ドメイン受信設定をご確認いただき、gkseikyo.jp からの受信を許可して下さい。
　　受信設定をされないとメールが届きませんのでご注意下さい。

「みんなのMYポータル　登録手順」

～マイページ登録のお願い～
　ご登録いただくと、ハガキ請求明細書に替えて
WEB請求書を発行いたします。マイページでは過
去6か月分の明細がご確認いただけます。

　ご登録いただくと、加入内容・保障内容制度のしくみ
や特長のほか健康に役立つ情報が確認いただけます。
　なお、配当金明細もWEB配信に切り替わります。

　１月に「加入通知書」に同封しましたハガキから登録く
ださい。ハガキがない方は学校生協へお問い合わせくださ
い。

①リニューアルしたマイページ画面の「グループ保険」 
　のアイコンをタップしてください。
②「はじめてログインされるお客様」（白いボタン）を
　タップ
③「お客様ＩＤ」と「初回アクセスコード」ははがき
　シーラー中面に記載

マイページに登録すると
利用明細がＷＥＢ配信され、生
協係の方の負担軽減につながりま
す。またデジタル組合員証なら指定
店・提携店のメリットも忘れずにご利用
いただけます。是非、マイページ登録にご
協力ください。　　　　　　　　　
登録いただくと「プレゼント
キャンペーン」に応募で

きます。

グループ保険「みんなのMYポータル」開始しました！

マイページの登録がお済みでスマートフォンを
お持ちの方はデジタル組合員証をご利用ください。
マイページの登録がお済みでスマートフォンを

お持ちの方はデジタル組合員証をご利用ください。



第一生命保険／富国生命保険／日本生命保険／明治安田生命保険／アフラック生命保険
朝日生命保険／住友生命保険／プルデンシャル生命保険／ソニー生命保険／大樹生命保険
太陽生命保険／ジブラルタ生命保険 （AIGエジソン／スター）／東京海上日動あんしん生命保険
メットライフ生命保険／かんぽ生命保険／マニュライフ生命保険／オリックス生命保険

■生命保険会社■

■損 保 会 社■

個人保険の団体割引をご存知ですか？
各保険会社の
営業担当の方に
学校生協の団体扱い
に変更したいと
お伝え下さい。

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

　ライフプランを考えるうえでも保険はかかせませんね。
個人でご契約いただいている生命保険や自動車保険も学校
生協の団体扱いに変更することで保険料が割安になります。
（一部商品を除く）長い期間掛け続ける保険だからこそ、
この差が大きいのです。保険料は給与より控除されます。



■発行／群馬県学校生活協同組合　〒371-0847 群馬県前橋市大友町一丁目13番地12
●「学校生協NOW!」に関するご意見・ご要望は編集係までどうぞ
　フリーＴＥＬ （０１２０）３９－５３１８　フリーＦＡＸ （０１２０）０３－５３１８

第462号
2022.４.１

４月号

群馬県のマスコット
「ぐんまちゃん」

許諾第2019-100866号

学校生協学校生協 NOW!NOW!
群馬県のマスコット
「ぐんまちゃん」

許諾第2021-100433号 〒３７１－０８４７　前橋市大友町一丁目１３番地１２　　　ＴＥＬ（０１２０）３９－５３１８　　　ＦＡＸ（０１２０）０３－５３１８

＊生協法では組合員名簿登録事項に住所・氏名
　・生年月日の登録が義務つけられています。
　　　　　　　　　　　　改姓・住所変更の場
　　　　　　　　　　　　合にはマイページか
　　　　　　　　　　　　ら変更いただくか、
　　　　　　　　　　　　学校生協までご連絡
　　　　　　　　　　　　ください。

改姓・住所変更は
マイページから変更ください。

ガソリンカードの取り扱い

価格はホームページやマイページでご確認いただけます。
（毎月1日～15日、16日～月末の２回更新）

現金
不要

（給与控除）

全国どこでも使える
出光・エネオスカードをお作りします。

◆指定ガソリンスタンド専用カード
　の申込も受け付けております。

ＩＤ：gungaku　パスワード：5318

その他の指定店事業についてその他の指定店事業についてその他の指定店事業について

アンケートにお答えください。提携の損保会社
よりご希望のディーラーを紹介いたします。
ご契約が成立しますと、
　　　　　　軽自動車 5,000 円
　　　　　　普 通 車 10,000 円
　　　　　　キャッシュバックいたします。

キャッシュバックのある
　　　　　新車購入紹介制度
　　――事前紹介が条件となります――

●紹介が成立いたしましたら「キャッシュバック引換券」を
　ご自宅へ郵送いたしますのでディーラー様へお渡し下さい。

キャッシュバックキャッシュバック

10,000円10,000円 5,000円5,000円

キャッシュバックキャッシュバック
普通自動車普通自動車 軽自動車・ダイハツ車軽自動車・ダイハツ車

学校生協
から
お祝い金
建物本体
価格（税別）の

組合員割引
1％～ 
3％割引

0.5％
※注　一条工務店群馬は0.2％のキャッシュバック

組合員割引
2％～ 
7％割引 0.5％

（100万円以上の工事の場合で
　　　　　　　最高10万円限度）

※注　一条工務店群馬は、500万円
　　　以上の工事で２万円のキャッシュバック

学校生協から
お祝い金
施工価格
（税別）の

新築・リフォームの組合員割引
　　　　　　  ＆住宅祝金制度

年４回発行の「Housing 学」や、
ホームページから資料請求いただ
けます。
『学校生協扱いで』とお申出いただ
くと、提携割引が適用され、さらに
は住宅祝い金制度の対象になると、
最大 0.5％のキャッシュバック !

提携施設店舗の割引
＊旅行・ホテル・ゴルフ・引越・賃貸情報ほか多数提携し
　ております。
＊ホームページまたはデジタル組合員証メニュー『指定店・
　提携店』をご確認いただきお得にご利用ください。

登録がうまくいかない方は、遠慮なく学校生協（0120-39-5318）までご連絡を！

デジタル組合員証が便利！
○スマートフォン・タブレットの方は、
　マイページ登録後に「学校生協アプリ」
　をインストールすると、組合員証を表示
　でき、使いたいときにいつでも利用でき
　ます！
○デジタル組合員証で約６０社の提携店が
　お得に利用いただけます。

提示しないなんてもったいない！! デジタル組合員証画面 組合員証メニュー画面

カナイ石油・群自燃・コスモ石油・三山石油
吉沢石油・両毛丸善のカードをお作りします。
ご希望の方には申込書をお送りいたします。

提携ディーラー
29社

提携ハウスメーカー
21社
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