学校生協
NOW!
NOW!
次回「学校生協NOW!」発行予定は2015年５月18日となります。
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ホームページもご覧ください！
検索

学校生協に加入するには？
学校生協に加入するには？
★出資申込書にご記入いただきFAXにてお送りください。
（出資は1回するだけでOK！出資金は退会時に全額返金します。）
※出資申込書は学校生協のホームページからダウンロードできます。

退職後も継続してご利用いただけます。
★出資金は申し込み翌月の給与からお預かりします。
★お申し込み後約２週間で組合員証をお届けします。
検索

ガソリンカードも便利です！

★洋服なら…

現金不要（給与控除）の学校生協
ガソリンカードは、出光・エネオス
全国どこでも使えて便利です！

紳士服のコナカ……１０％割引
洋服の青山…………１０％割引
（割引チケット併用で更にお得!!）

価格はホームページでご確認
いただけます。

★メガネなら…

（毎月1日～15日、16日～月末の
２回更新）

眼鏡市場………………５％割引
板 垣…………………５％割引

★旅のことなら…

ＪＴＢ関東［LOOK、エース］の商品が
トラベルサロン前橋・高崎で３％割引！

「学校生協グループ保険」制度
Q． 学校生協グループ保険って
何ですか？
◆群馬県の教職員(組合員)のみが加入できる
団体保険制度です。
本人・配偶者・子で平成27 年2月1日現在
約6,300 名が加入しています。

◆制度の内容は、身近なケガの通院から、

病気での入院・手術、三大疾病時の一時金、
長期休職した場合の補償から万一(死亡・高度
障害) の場合まで幅広く保障を準備できます。
◆うれしい配当金のしくみがあります
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今年度も学校生協を
よろしくお願いします！

学校生協にはさまざまな指定店（提携店）があります。紳士服、
貴金属、メガネから住宅、旅行、保険まで多種多様！それぞれ
組合員の皆さまに、割引などの特典をご用意しています。
組合員証をご提示いただき、お得にご利用下さい。

過去３年間の平均配当実績
グループ保険（生命保険部分）

発行
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発行者／「学校生協ＮＯＷ」編集委員会
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What‛s Co-op?
ちょこっと 学校生協ってなに？
学校生協ってなに？
紹介
学校生協は、戦後まもない混乱期に群馬県内の
教職員によって、くらしの安定と向上を目指し
昭和23年に設立されました。以降60余年にわた
り、組合員皆様の福利厚生を、くらしや仕事に
役立つ様々な商品、サービス事業の提供を通じ
て担っています。2014年度末では約15,000名の
教職員にご加入いただいております。

2015年４月１日

１年間ありがとう
ございました

60.2％

予定です。
※配当金は９月にお戻しする予定です。

商品の購入については、裏面
「井戸端大学」をご覧下さい。

<春季加入のお手続き期間中です>今回のお手続き分は
平成2 ７年8 月1 日から保障されます
申込手続期間： 平成２７年４月３日（金）～５月１５日（金）
募集期間は、新規採用者の方がいらっしゃる学校を中心に訪問しております。
新規のご加入

制度の追加加入

※既にグループ保険にご加入の方については、今回の
募集で追加加入できない制度もございます。詳細はお
問い合わせください

説明・加入のご希望がございましたら、学校生協までお気軽にご連絡ください
学校生協グループ保険では、万一(死亡・高度障害)の場合だけでなく
不慮の事故による入院保険金(日額2,900 円)通院保険金(日額1,800 円)
手術保険金(1.45 万円・2.9 万円)【損害保険部分】や
三大疾病への保障(重病初期サポート)も準備する事ができます。
（お支払いできない場合についてはパンフレットをご参照ください）
＊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。
＊グループ保険は団体定期保険と普通傷害保険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。
＊それぞれの保障内容等詳細はパンフレットをご参照ください。
＊グループ保険（生命保険部分）、医療保障保険は、1年ごとに収支計算を行い剰余金が生じた場合は、配当金としてお支払いします。
ただし今回は6カ月間で収支計算を行います。
＊配当率は2011年度・2012年度・2013年度の3年間の決算配当率の平均を記載しております。
＊グループ保険（損害保険部分）、総合医療サポート、重病初期サポート、生活あんしんサポートに配当金はありません。
＊左記配当率は、今後保険金のお支払いがないことを前提に試算しております。
＊配当率は、お支払時期の前年度決算によって決定しますので、将来お支払いする配当金額は現時点では確定していません。
＊配当率は、今後変動することがありますので記載の配当金額は将来のお支払いを約束するものではありません。

「学校生協NOW!」は、再生紙を使用しております。

MY- A- 15 - 他- 002444
MYG - A- 14 - LF - 1113
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

各種割引内容はホームページでご確認ください。

学校生協のお得な提携店

ご予約時に組合員であることをお伝えいただくか、
会計時にレジにて組合員証をご提示ください。
便利にお得にお買い物ができます。

㈱オートアールズも提携を開始しました。
タイヤ・カーナビ・ドライブレコーダーなど、
お得に購入できます。
指定商社名

業

種

宝飾品

㈱ジュエリー恵
シダックス・コミュニティー㈱

カラオケ

指定商社名

種

指定商社名

業

種

高崎葉菜葉（㈱ケイズダイニング)

飲食店

㈱はせがわ

仏壇

焼肉乃上州

飲食店

メモリード

婚礼・葬儀

Rooming+

家具

群馬温泉やすらぎの湯

エーアイディー

家具

伊香保和心の宿オーモリ

貸衣装
貸衣装

㈱深野衣裳店

業

日帰り温泉

墓石

経営戦略会議

冠婚葬祭・ホテル

ホテル

㈱コナカ

紳士服・婦人服

伊香保旅館ふくぜん

ホテル

洋服の青山

紳士服・婦人服

水上ホテル聚楽

ホテル

㈱板垣

メガネ

人形処かんとう

節句商品

高崎ワシントンホテルプラザ

ホテル

眼鏡市場

メガネ

穴吹工務店

マンション

ホテルメトロポリタン高崎

ホテル

㈱JTB関東 トラベルサロン前橋・高崎

日本通運㈱

引っ越し

湯沢ニューオータニホテル

ホテル

セコム上信越㈱

ホームセキュリティ

アート引越センター

引っ越し

新潟ホテルイタリア軒

ホテル

㈱ヨコタ

車検・中古車販売

ホテルグリーンガーデン

ホテル

ユウセイ自動車

車の販売・修理・保険他

㈱マイム

結婚相談所

㈱ツヴァイ

旅行

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。

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引になります。
（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。

■生命保険会社■

第一生命保険（株）／富国生命保険（相）／日本生命保険（相）／明治安田生命保険（相）
アフラック
（アメリカンファミリー生命保険会社）／朝日生命保険（相）／住友生命保険（相）
プルデンシャル生命保険（株）／ソニー生命保険（株）／三井生命保険（株）／太陽生命保険（株）
ジブラルタ生命（AIGエジソン／スター）／東京海上日動あんしん生命保険（株）／メットライフ生命保険（株）

ぜひお気軽に
ご相談下さい

フリーダイヤル
ＴＥＬ

0120-39-5318

■損保会社■

東京海上日動火災保険（株）
三井住友海上火災保険（株）
朝日火災海上保険（株）
共栄火災海上保険（株）
あいおいニッセイ同和損害保険（株）

「メットライフ生命」の団体扱い（月払い）が始まりました！
メットライフ生命にご契約のある組合員のみなさま！
学校生協団体扱いの取扱いを始めました。
メットライフ生命にご契約のある組合員は、
ぜひご連絡ください！
団体扱いにするとこんなメリットが・・・
■ 保険料は毎月の給与から控除となります。
外貨建て商品など保険種類によって団体扱いができない場
合もあります。

■ 保険料の割引が適用されます。
割引率はご加入の保険種類によって変わります。

©PNTS

＜ご連絡先＞ご連絡の際は保険証券を準備してください。
メットライフ生命保険株式会社
高崎エイジェンシーオフィス（担当：大嶋）
☎：０２７－３２２－９９６１
新高崎エイジェンシーオフィス（担当：上杉）
☎：０２７－３２２－９６１１
または、お知り合いのメットライフ生命取扱代理店にご連絡ください。

学校生協の
新車購入紹介制度を
ご存知ですか

新車購入をお考えなら

県内ディーラー様をご紹介いたします
ディーラーへ行く前にまずは学校生協にお電話を！
こちらからお送り致しますアンケート用紙で
ご希望のメーカー、車種をお知らせください。

（ホームページからもダウンロードできます）

各社ディーラーと提携している下記の保険会社よりご連絡いたします。
ご紹介までには一週間ほどお時間をいただきますのでご了承ください。

ご紹介が成立いたしますと

普通車 10,000円
（ダイハツ車 5,000円）
軽自動車 5,000円
をキャッシュバック

〈ご注意ください〉
商談中または契約済、
商談中または契約後、
購入後は対象外です!!
中央労金のマイカーローンもご利用できます。
お近くのろうきん窓口へご相談ください。
＜お問合せ先＞
群馬県学校生活協同組合
ＴＥＬ ０１２０−３９−５３１８
ＦＡＸ ０１２０−０３−５３１８

＜提携保険会社＞
東京海上日動火災保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社

《2015年度チラシ配布スケジュール》

☆お配りしたチラシはぜひご家庭へお持ち
帰りいただき、ゆっくりとご覧ください。
今年度もたくさんのご利用をお待ちして
おります。☆

今年度は年間１４回（３週間に１回程度）のお届けを予定しております。
【ひとり一品以上利用拡大キャンペーン】は年３回（６月・１０月・1月）
【生活応援割引セール】は年２回（７月・１１月）の予定です。
回

数

チラシ届け日

申込締切日

商品お届け日

備

回

考

数 チラシ届け日

申込締切日

商品お届け日

備

考

第１回

３月２４日
（火）

４月１７日
（金） ４月３０日
（木）

第 ８回

第２回

４月３０日
（木）

５月１５日
（金） ５月２９日
（金）

第 ９回 １０月１９日
（月） １０月２３日
（金） １１月 ９日
（月） 第２回ひとり一品

第３回

５月２９日
（金） ６月 ５日
（金） ６月２２日
（月） 第１回ひとり一品

第１０回 １１月 ９日
（月） １１月１３日
（金） １１月３０日
（月）

第４回

６月２２日
（月）

６月２６日
（金） ７月１０日
（金）

第１１回 １１月３０日
（月） １２月 ４日
（金） １２月２１日
（月） 生活応援割引セール

第５回

７月１０日
（金）

７月１７日
（金） ７月３１日
（金）

第１２回 １２月２１日
（月）

１月１５日
（金）

１月２８日
（木）

第６回

７月 １日
（水）

７月３１日
（金） ８月２４日
（月） 生活応援割引セール

第１３回

１月２８日
（木）

２月 ５日
（金）

２月２２日
（月） 第３回ひとり一品

第７回

８月２４日
（月） ９月 ４日
（金） ９月１８日
（金）

第１４回

２月２２日
（月）

３月 ４日
（金）

３月２２日
（火）

日本建築仕上学会会員

有限会社クチキテック
〒378-0015 沼田市戸鹿野町324-3

http://www.kuchikitec.jp/ クチキテック

小冊子請求はこちらへ

0120-51-4152
0120-51-4112

検索← メール kuchikitec@yahoo.co.jp

必要箇所こそ
半端なく高耐侯に

塗装業界では︑高耐侯が高品質で
あるという偏った考えのもと︑透湿
性も断熱性もない塗料で家︵外壁︶を
覆うような︑建物寿命に悪影響を及
ぼす塗装が行われてきました︒高耐
侯性を重視すべきは︑外壁よりも︑
むしろ破風板や鉄骨部分などです︒
クチキテックでは︑他社では重き
をおかない︑破風板などに︑超高耐
侯プレミアム無機塗料
を塗り︑その上にクリ
ヤーをかける︵塗る︶
という工法をはじめま
した︒
車の塗装は上にクリ
ヤーがかかっているの
で︑いつまでも艶が引
けません︒車と同じよ
うにクリヤーをかける
工法です︒
クリヤー塗料は永久
にチョーキングしませ
ん︒

●問い合わせ

高品質・高機能塗装

９月１８日
（金） １０月 ２日
（金） １０月１９日
（月）

井

戸 端 大

学

学校にチラシと申込書をお届けします。
申込書には学校名・氏名・組合員コード
をご記入ください。後は
で学校生協
へ送るだけ！ （0120-03-5318）
商品は個人ごとに仕分けして各職場へ
お届けします！

ご利用代金は、お給料から控除されるのでとっても便利♪

WEBショッピングをぜひご利用ください！
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のでぜひ、
ショッピングサイ
トをご利用ください！

共同購入は、コスト削減のため、チラシと商品を一緒に
ひとつの箱に入れて（同梱）お届けしています。
ご注文金額が5,000円以上の場合には、ご自宅届けでも
送料無料としていますが、できる限り学校へのお届けにし
ていただきますようご協力をお願いいたします。

①ホームページに
あるこのバナー
をクリック。
②まずは新規登録
！
！
画面へ進み会員
登録をします。
③会員登録が完了したら、お買い物
を続けることができます。商品を
選んでカゴに入れたら「レジでお
会計」へ！

ご注文者ごとに白いビニール袋に入れてお届けしていま

①

すので、学校生協係の先生の仕分けの手間もありません。
チラシと商品を同梱
でお届けしています。

③

※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。
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。
※届かない場合は、ご登録いただいたメールアドレスが間違っ
ている可能性がございます。学校生協までお電話をください。

職場内のみなさんへも、ご協力のお声掛けをお願いいたします。

■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

