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学校生協のホームページをご覧ください!!
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スマートフォンでも
ご覧いただける
ようになりました

WEBショッピングをぜひご利用ください！

①
②
③

最新情報を更新しています。
Web 限定企画もあります。

ホームページにあるこの
バナーをクリック。
まずは新規登録画面へ進
み会員登録をします。
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！

※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ください。

本紙学校生協NOWの
バックナンバーもご覧
いただけます

キャンペーン情報も
チェックしてください！

家電は便利な
ソフマップ
ユナイテッドシネマ
映画情報も
毎月更新！

お得な
クーポン券
がダウンロード
できます。

教職員情報機能として教育関連ニュース（リセマム）や教員生活に役立つ情報
サイトをまとめた「おすすめリンク集」などのコンテンツがあります。

「学校生協NOW!」は、再生紙を使用しております。

合員様・ご家族の皆様を提携ディーラーへ紹介する制度
学校生協組
です。
の
前
談
商
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ご紹介の流れ

①ディーラーに行く前に必ず学校生協へご連絡ください。
（学校生協は土・日・祝日・祭日はお休みですのでご注意ください。）
②新車購入紹介制度アンケート用紙をＦＡＸいたします。ご記入いただき
ご返信ください。
（学校生協ホームページからもダウンロードできます。）
③アンケートの回答を基に事前紹介の審査を行います。
（※審査には約１
週間かかります。）
④ご紹介が成立いたしましたら「キャッシュバック引換券」をご自宅へご郵
送いたします。
⑤ご紹介のディーラーで「キャッシュバック引換券」を提示し、商談を開始
してください。
(価格条件等は直接交渉できます。商談の中止も可能です。)
⑥商談成立後に「キャッシュバック引換券」
（学校生協提出用）
を学校生協
へＦＡＸにてお送りください。
⑦ ＦＡＸ受領後約２ヶ月で組合員様ご指定の口座へ
お振込みいたします。
普通車１０，
０００円 軽自動車・ダイハツ車５，
０００円

注意事項

※提携ディーラー以外は対象外です。（提携ディーラーはホーム
ページ等でご確認ください。）
※商談中、車両注文書・購入契約締結済みの場合は対象外です。
※ご紹介ディーラー以外での購入は対象外です。
同じディーラーで
も営業店が違うと対象外となりますので、ご商談前にご連絡く
ださい。
※提携損害保険会社へのご加入を強制するものではありませんの
でご安心ください。

改姓・住所変更の際は
ご連絡ください。
＊生協法では組合員名簿登録事項に生年月日や
住所、電話番号を常に最新の情報に保つこと
が義務づけられていま
す。改姓・住所変更等
の場合にはお手数でも
学校生協までご連絡く
ださいますようお願い
いたします。

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。
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
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。

チラシ・カタログは通常
各職場へお送りしており
ます。
職場によっては個別の配
布ではなくご回覧いただ
いているところもござい
ます。

休職・退職など
の方も
ご対応いたします。

ご希望ありましたら、ご自宅へ
チラシをお届けしますので下記
フリーダイヤルへお気軽に
お電話ください。

学校生協フリーダイヤルTEL 0120-39-5318

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。
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第３回ひとり一品以上利用拡大キャンペーンで

は 5，
833人の方々にご利用いただき、ご利用金額
は 927 万円となりました。
皆様のご協力に感謝申し上げます。

今回の義援金 185,000 円は宮城県気仙沼市立
大谷小学校と東松島市矢本西小学校へお届けします。

渋川市北群馬郡・富岡市甘楽郡・安中市
吾妻郡・高崎市・桐生市・みどり市では
利用校率 100％を達成しました。

人気ベスト３は !!
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ᇹ ˮ 『大地の恵み

気仙沼市立大谷小学校

ナッツ＆フルーツ』

 『ブラックサンダー』
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東松島市立矢本西小学校
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おばあちゃんの
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５０５ コ

ᵐᵎᵏᵔ ࠰ࡇᇹᾀׅỊᾅஉỆʖܭẲềẟộẴẇ ấಏẲỚỆ ᴿᴿ

˰ộẟỀẪụἧỹỴ2016

ᲬஉଐᲢםᲣᚨ˟ƴƯ͵ƠǇƠƨ
ƨƘƞǜƷƝஹئƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨᲛ

ⅹ↭ↄ܇ᡲ↻↝
ٶ↱ۋⅾ
ᙸ↸↻↭ↆ⅛

ൢ↚↙↺
ɧѣင↞
ᙸ↓ⅺ↹
↭ↆ↖
ↆ↶ⅵⅺ
≢

当日会場へお越しいただけなかった方も住宅に関する
ご相談などがありましたらお気軽にご連絡ください！
学校生協の施工部会が発行している『Housing 学』も
チェックしてみてくださいね！

年度末ご退職予定の皆さまへ
長年にわたり学校生協へのご理解とご協力を賜り厚くお礼
申し上げます。
ご退職後の生協利用についてご案内いたします。
めでたくご定年を迎えられる組合員様には、今月中（一月）に
めでたくご定年を迎えられる組合員様には、１月に手続き書
類を各所属あてにお送りいたしました。ご確認いただき「継
手続き書類を各所属あてにお送りいたします。ご確認いただ
続」または「脱退」のどちらかの届出用紙を必ずお送りくだ
き「継続」または「脱退」のどちらかの届出用紙を必ずお送
りください。（再任用の方は、現職と同様に引き続きご利用
さい。（再任用の方は、現職と同様に引き続きご利用できま
できますので「継続」用紙をお送りください。）
すので「継続」用紙をお送りください。）
また、勧奨退職ご予定の組合員様は、学校回覧でお送りして
おります「２０１５年度末退職による手続きのご案内」の用
紙にてお知らせください。順次ご自宅に手続き書類を送らせ
ていただきます。

ご退職後も継続して学校生協をご利用いただけます。
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《一例》
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教職員共済退職者説明会
ᾁஉᾅଐίםὸᵏᵎᾉᵑᵎ῍ᵏᵓᾉᵎᵎ
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場所：群馬県学校生協会館

5月14日
（土）
にも開催します。
《セミナー内容》

① 充実したセカンドライフをおくるために
（年金・資産運用・保障の見直しについて）
② 教職員共済「さぽーとプラン（年金共済・終身共済・
医療共済）」のご案内
③ 退職された先生の体験談
④ 退職にともなう学校生協の手続きのご案内
グループ保険退職者制度の説明も簡単に行います
⑤ 個別相談会
＜参加者の声＞

・セカンドライフの心構え
を短時間の中で要点をふま
えてお話いただき、意識す
べき点が整理できた。
・さぽーとプランは保障と
運用の面で魅力的なもので
あり、退職金を安心して預
ける意味でも年金共済・終
身共済を活用できる事が良
くわかった。
・実際に退職された先生の
お話が聴くことができてた
いへん参考になった。
・個別相談では、丁寧に説
明していただき保障の見直
しができて助かった。

○紳士服コナカ・洋服の青山
…10％割引
《一例》
○メガネの板垣・眼鏡市場………５％割引
○紳士服コナカ・洋服の青山 …10％割引
○ＪＴＢ関東高崎・前橋…………３％割引
○メガネの板垣・眼鏡市場………５％割引
他にも多数の提携店をホームページでご紹介
○
（株）
ＪＴＢ関東…………………３％割引
しております。
詳細他、多数の提携店をホームページでご
★もちろんガソリンカードも引き続きご利用ＯＫ！
紹介しております。
★チラシやカタログはご自宅へお届けします。
★もちろんガソリンカードも引き続きご利用ＯＫ！

★チラシやカタログはご自宅へお届けします。
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市町村教育委員会や事業団に異動される場合は、引き続
き学校生協をご利用いただけますが、お手続きが必要とな
ります。お早めに学校生協までご連絡ください。
２月に『2015年度末形式退職・派遣等異動に伴う手続
『2015年度末形式退職・派遣等異動に伴う手続きにつ
きについてのご案内』を学校回覧でお送り致します。
いてのご案内』を学校回覧でお送りしています。

〈昨年度の教職員共済退職者説明会〉

お問合せ先

群馬県学校生協

保険共済課

TEL 0120-26-0753 FAX 0120-56-9292

ܖఄဃңǰȫȸȗ̬ᨖСࡇ
退職後制度のご案内
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ૅ̬ᨖƷምЈ૾ඥŴዅ˄лӳሁƕီƳǓǇƢŵ

ͤ䜾䝹䞊䝥ಖ㝤䛿1ᖺ䛤䛸䛻ᨭィ⟬䜢⾜䛔䚸వ㔠䛜⏕䛨䛯ሙྜ䛿㓄ᙜ㔠䛸䛧䛶䛚ᨭᡶ䛔䛩䜛
⤌䜏䛸䛺䛳䛶䛔䜎䛩䚹㓄ᙜ⋡䛿䛚ᨭᡶ䛔ᮇ䛾๓ᖺᗘỴ⟬䛻䜘䜚Ỵᐃ䛧䜎䛩䛾䛷䚸ᑗ᮶䛚ᨭᡶ䛔䛩
䜛㓄ᙜ㔠㢠䛿⌧Ⅼ䛷䛿☜ᐃ䛧䛶䛔䜎䛫䜣䚹(ణ䛧䜾䝹䞊䝥ಖ㝤䠄ᦆᐖಖ㝤㒊ศ䠅䚸⥲ྜ་⒪䝃䝫䞊
䝖䚸㔜ึᮇ䝃䝫䞊䝖䚸⏕ά䛒䜣䛧䜣䝃䝫䞊䝖䛻䛴䛔䛶䛿㓄ᙜ㔠䛿䛒䜚䜎䛫䜣)
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