
共同購入 

●学校生協の基本となる 

 事業です。 

●月２回、チラシを学校へお届けし、 職場に居ながら 

良い品を組合員価格でご利用いただいております。 

●ご注文いただいた商品は、職場へお届けしています。 

●年３回、「生協強化月間」も展開しています。 

注文用フリーダイヤル・・・・・0800-200-1600 

ＯＣＲＦＡＸご注文ダイヤル・・0120-930-560 

週配（ふれあいカタログ） 
●コープおおいたとの提携事業です。 

●毎週決まった曜日に、職場に生鮮食料品や日用雑貨 

 等のチラシ、商品をお届けします。 

●職場へのお届けは、配送料無料 

 です。  

●詳しくは、学校生協へお問合せください。 

提携店・指定商社 

●学校生協が提携店契約を結んだ企業です。 

●スポーツ用品、衣料品、住宅（ハウジング事業）など 

 の購入の際、組合員特典が利用できます。 

●指定店の担当者が職場を訪問して 

  商品のご提案もしています。 

●職場に居ながら利用することができ、便利です。 

        ・・・詳しくは、裏面をご確認ください・・・ 

<ハウジング事業> 

●住まいのことならなんでも相談できます。 

●提携企業との契約で組合員特典があります。 

 ※ご商談の前に、学校生協への連絡が必要です。 

★ホームページ 

「住宅部会のお得な住まいのインフォメーション」 

●住まい全般の役立つ情報やキャンペーンなどを 

 随時更新しています。 

給油カード 

●「エネオス」「出光」「コスモ」の給油カードで、組合員価 

 格（半月に1回更新）で給油ができます。 

●入会金・年会費無料です。 

●高速道路を除き、全国同一の組合員価格で給油がで 

 きます。（一部対象外のSSあり） 

●３社同時発行もできるので、安いSSが選べます。  

●家族カードも作れます。 

 

 

 

この他、大分県内のみ使える 

県内カードが７社ございます。 

詳細・商社につきましては、裏面を 

ご覧ください。 

         ・・・お問い合わせは、学校生協まで・・・ 

コープライブラリー 
組合員のカンパにより購入したＤＶＤ・ビデオを平和 

や消費者教育を目的として利用する場合にのみ貸出で 

きます。貸出規定などにつきましては、ホームページま   

たは学校生協までお問い合わせください。 

グループ保険制度 
●グループ保険は、学校生協組合員の皆様だけの 

 相互扶助の制度です。 

●お手頃な掛け金で必要な保障が得られます。 

●グループ保険制度は、1年ごとに収支計算を行い、剰 

 余金が生じた場合には配当金として還付しています。 

●在職中だけでなく、退職後も一部70歳まで続けられ 

 るので安心です。 

●加入、更新、変更は2月～３月で、 

 （保険期間は毎年9月～翌年8月） 

教職員共済 

●代理店として、教職員共済の各種共済を 

 取り扱っています。 

●全国の学校生協で人気のある食品や雑貨をはじめ、 

 文具書籍、音楽等の商品が購入できるサイトです。 

 ・学校生協ＨＰからご利用ください。 

 ・ポイントを貯めて、商品との交換ができます。 

学校生協の本屋さん 
●書店受取を学校生協の本屋さん（学校生協から 
 お届け）でご利用いただくといつでも５％ＯＦＦ！ 

 送料無料で学校へお送りします。 

●学校生協のｅーｈｏｎ登録後、24時間 
スマホでもパソコンでも注文可能！ 

右のＱＲコードから学校生協のｅ-ｈｏｎ 

登録画面へアクセスして、新規登録して 

下さい。登録終了後は、ｅ-ｈｏｎのホー 

ムページよりお買い物をお楽しみ下さい。 

くらしの相談室 
●生活全般にわたる法律上の問題 

 については顧問弁護士へ。 

 贈与税・相続税など税に関する 

 一切は 顧問税理士へ。電話または面接にて相談でき 

ます。 （相談費用は、学校生協が負担します） 

 ※相談の限度を超えて（示談交渉や訴訟など）の費用 

 については依頼者本人負担となります。 

産直頒布会（登録制）  

生産者の自信作をお届けします。 

●フルーツ頒布会（募集月：6月頃）     

●山香りゅうせん米（募集月：9月頃）     

●お酒の頒布会（新規募集：随時） 

各種保険・・詳しくは学校生協まで 

<生命保険> 
●団体扱い割引が適用されます。 

・朝日生命      ・アフラック（九州共栄ファミリー） 

・住友生命        ※退職後も継続できます。 

・第一生命      ・東京海上日動あんしん生命 

・日本生命      ・富国生命 

・マニュライフ生命 ・明治安田生命 

・簡易保険      ・かんぽ生命 

<ゴルファー保険> 
●学校生協の組合員のみが加入できます。 

●お申込みは随時できます。 

 （保険期間は毎年4月1日～翌年4月1日） 

●賠償責任補償、ゴルファー傷害補償、ゴルフ用品補償 

 ホールインワン・アルバトロス費用補償がセットです。 

カード事業 

●組合員証にクレジット機能を兼 

 ね備えた「Ｓ・COOPカード」です。 

●年会費無料です。 

家族カードやETCカードも作れます。 

        ・・・お問い合わせは、学校生協まで・・・ 

生協会議室をお気軽にご利用ください 
●ご利用対象者：組合員様・学校生協関連団体様 

●収容人数：最大40名様 

●休館日：土日祝、8/13～15、12/31～1/3 

●料金表：下記の通り（利用日にご持参願います） 

  ＊午前（9：00～12：00）・・・1,500円（税別） 

  ＊午後（13：00～17：00）・・2,000円（税別） 

  ＊終日（9：00～17：00）・・・3,000円（税別） 

          ・・・お問い合わせは、学校生協まで・・・ 

 学校生協に加入しませんか？ 
   出資金は 

毎月500円 ずつ 

    40回でOK！ 
県費職員様は給料引き・市町村費職員 

様は口座引きとなります。  

お預かりする出資金は脱退時 

 に返金致します。 

2022.4.1現在 

「協同組合とは・・・」 

 協同組合がユネスコの「無形文化遺産」に登録されま
した。自発的に手を結んだ人々が共通のニーズと願い
をかなえることを目的とした組織です。仲間は世界    
１００か国以上、１０億人の組合員が連帯してよりよい社
会づくりに貢献しています。 

「学校生協とは・・・」 

 県の条令に明記された教職員のための福利団体であ
り、教職員共済生協は厚生労働省の認可団体で学校生
協はその代理店です。教職員互助会と共に教職員の福
利厚生向上を目的に活動している団体です。 



商　社　名 TEL 商　社　名 組合員特典 TEL 商　社　名 TEL 商　社　名 TEL

大分エンジンオイル販売㈲
※保管契約

097-573-6870 ㈲今村化学工業白蟻研究所 097-546-4040

㈱穴吹工務店 0120-336-384 TOYOTA Rent a Car
（問合窓口：㈲ｽｺｰﾌﾟｻｰﾋﾞｽ）

097-567-6789 ・斎苑中津（宮夫58-7） ・柴田斎場（長島1-7-18） 0972-23-4200

住友林業㈱ 097-554-3020 新電力おおいた㈱ 0800-777-5600 ・斎苑ヒカリテラス（上宮永487-1）

住友林業ホームテック㈱ 097-554-3122 アートホテル大分
097-567-4000
(学校生協）

・斎苑豊前（豊前市大字久松246-1） ・セレモニーホール中央（中ノ島東町6-22） 0972-22-7789

㈱大富住建 097-534-9482 ㈲まるみや
097-567-4000
(学校生協）

・斎苑ミナモテラス(宮夫58-4)

大和ハウス工業㈱ 097-556-5276
大分カントリークラブ
月形コース

097-595-1084 城島高原ゴルフクラブ 0977-22-1164 ・三豊会館（三重町芦刈1030-25） 0974-22-8081

㈱一条工務店 097-503-2511
大分カントリークラブ
吉野コース

097-595-1085 久住高原ゴルフ倶楽部 0974-64-3010 ・葵会館中津斎場（古金谷2212-2） 0979-26-1144

積水ハウス㈱ 097-545-1700 大分中央ゴルフクラブ 097-588-1331 ・君ヶ園会館（君ヶ園394-2） 0974-63-1933

住友不動産㈱ 097-504-7670 ㈱大分白屋 0975-34-4682 ・宇佐斎場（石田70-1） 0978-32-0128 ・やすらぎの里おぎ斎場（荻町恵良原774-6） 0974-68-3737

㈱大洋 097-522-1706 ㈲ブンゴヤエンタープライズ 097-503-3810 ・柳ヶ浦すみれ斎場（住吉1-36） 0978-38-4449

江藤産業㈱ 097-558-7765 ㈱アデランス 097-537-1135 ・やすらぎ市民斎場（飛田川2440）

㈱シモセ 0978-22-2453 日本通運㈱　大分支店 ・宇佐中央メモリアルホール（南宇佐688-1） 0978-37-2000 ・家族斎場　絆（飛田川2440）

㈱東信 097-551-2236 アート引越センター㈱ ・あじむ中央斎場（安心院町折敷田194-1） 3978-34-4777

出光興産（TRUST＆FLEX) アズマ工業㈱
097-567-4000
(学校生協）

・公益会館（久住町久住6200）

東建コーポレーション㈱ 0979-85-0500 ・泉都葬祭（光町12-25） 0977-24-1015 ・家族葬斎場　心（久住町久住6200）

Apaman　Network㈱ 03-6682-8513 ・ながゆ会館（直入町長湯9067-35）

東九州アポロ㈱ 積水ハウス不動産九州㈱ 097-573-7660 ・風之荘別府（上野口1-60） 0977-22-7070 ・家族葬斎場　想（直入町長湯9067-35）

㈱西石油 ㈱レオパレス21 050-2016-2316

㈱カートピアキクチ ㈱ヤノメガネ 097-536-1500 ・葵会館住吉斎場（住吉1-3-45） ・玉川斎場（玉川3-555-1） 0973-22-1555

㈲オガタ 0978-44-1281 ・葵会館南大分斎場（畑中775番地）

はるやま商事㈱ 097-556-1129 ・葵会館高城斎場（仲西町2-2-1） ・法輪斎場（玖珠町大字塚脇334-1） 0973-72-0320

㈱カートピアキクチ 0979-22-2224 ㈲鳥越自動車 0972-63-1361 ㈱コナカ（フタタ） 097-551-2001 公益財団法人やすらぎ霊園 097-598-0100

Honda Cars宇佐 0978-32-1311 ㈲エイ・ワン・モーター販売 097-582-3266 青山商事㈱ 097-546-0422 ・大分南会館（田原898-1） 097-542-0983 ㈲東和石材 097-551-9004

㈱別府中野車輛 0977-26-1200
Honda Cars佐伯中央
㈱佐伯ホンダセンター

0972-23-3211
㈱ベスト電器高城店
大分法人営業部

097-551-2137 ・大分東会館（森493-1） 097-523-0983 高城石材㈲ 097-556-2199

㈲川嶋モータース 0977-72-2123 ㈲塩月自動車整備 0972-46-0254
㈱ベスト電器Ｎｅｗ
中津店法人営業部

0979-23-4711 ・寒田会館（寒田952-1） 097-567-2200 豊後高田市 ㈲豊後石材 0978-26-2130

中小路自動車㈱ 097-521-8181 ㈱新光 0974-63-0011 ヒマラヤ
097-567-4000
(学校生協）

佐伯市 ㈱中央葬祭社 0972-22-0001

スズキアリーナわさだ
平山商会車検センター

097-541-0034 ㈱オートオアシス 0973-72-0356 ㈱アンズ・コーポレーション 078-855-7411 ・風之荘本館（大道町3-2-24） 097-544-4444 中津市 ㈱さいえん 0979-22-0610

㈲やまむら自動車 097-520-2525 ㈲カードクター・フカミ 0973-23-6072 ジュエリーズ　ハシ
旧：ジュエリーハシモト

097-594-8808 ・風之荘高尾山あけの（高尾山公園入口1-1） 097-528-7744

FUJIMOTO PEARL&JEWELRY
藤本電業㈱

06-6862-6091 ・風之荘わさだ（市450-1） 097-542-7777

㈲えだ画廊 097-542-0015

㈱日本トリム 096-355-3100
・セレモニーホールわくやおおざい
（大在浜2-2-5） 097-592-6611

㈱高麗人蔘本舗 0942-39-6868

㈲ネイティブラック 092-434-3883 ・エヴァホールわくや（二王座上塩田22） 0972-62-2552

東洋羽毛九州販売㈱ 096-365-7733

・風之荘津久見（港町4142-25） 0972-83-4444

　　　　　　

車検・修理
・購入

097-567-4000
(学校生協）

専用クーポン券で店頭表示価格より5％割引（一部商品を除く、また他の割
引券との併用はできません）※クーポン券につきましては、学校生協へお
問合せください。

（婚礼含む）飲食は基本料金の5％割引・宿泊は基本室料の10％割引・婚礼は婚礼プ
ランの飲食基本料金の5％割引　※ご利用の際は直接ホテルへご予約ください。ネッ
ト予約などは対象外になる場合がございます。割引のお申込みは学校生協へ

リフォーム

ご成約価格から3％割引

エネオス（アソックカード）

コスモ石油（コスモプロカードL）

097-567-4000
（学校生協）

全国のSSでご利用可能。学校生協協定価格で統一されていますので、全国どこでも（但し、高速SSを除く）安心してご利
用頂けます。　　　　価格変動：1日～15日迄・16日～月末迄　　※3社とも盗難紛失保険付

㈱アーク

097-567-4000
（学校生協）

大分県内のSSでご利用頂けます。学校生協協定価格で統一されています。但し、高速SSは店頭価格、セルフスタンドは各
商社で価格が違います。価格変動：1日～10日・11日～20日・21日～月末

ガソリン商社

大分県内限定。「Shamaison」物件へのご入居で家賃1か月分サービス。※
左記連絡先にお問合せをしてください。お問合せ以外からのお申込みは対
象外となります。

各店舗店頭価格より10％割引（セットメガネ除く）

時計・宝石・眼鏡　店頭価格より10％～20％割引

各店舗販売価格より10％割引

各店舗特価品及び他の割引併用も含み全品10％割引

引越

新築

㈱柴田葬具店

㈱中央葬祭社

㈲和久屋

各種ホームクリーニングサービス（エアコンクリーニング・レンジフー
ド・浴室クリーニング・トイレクリーニング等）※詳しくは学校生協へお
問合せください。

組合員様・ご家族様限定で仲介手数料15％割引　※ホームメイト直営店の
みでのサービスとなりますので、左記連絡先にお電話して頂くか学校生協
ホームページバナーより依頼して下さい。

ご依頼をApaman　Network㈱にすると、ご成約時仲介手数料15％割引　※店舗に直接
来店、お問合せの場合は対象外となりますので、左記連絡先にお電話して頂くか学校
生協ホームページバナーより依頼して下さい。

㈱風之荘

大分市

㈱葵

0120-34-0098

㈱うるま優交社

㈱風之荘

㈱秀観

㈱さいえん

葬
儀
社

マンション

新築・
リフォーム

お弁当
会議・催事用弁当を配達（一部配達できない地区もありますのでご相
談ください）※お申込みは学校生協へ。

介護用品
レンタル

ウィッグ

自社指定カタログ「まごころ」標準価格の10～20％割引（特殊品は除く）来店時に組
合員証、ガイドブックの提示をお願いします。介護保険に係る部分は介護保険優先と
なります。配達地域は大分、別府のみ（購入金額税別8,000円以上）

オーダーメイドウィッグ・レディメイドウィッグ・ヘアスキン　　各
定価（税別）の10％割引

津久見市

㈲こうだ

玖珠郡

㈲さとや葬儀社

墓地

墓
石

大分市

三豊会館㈱

竹田市

(有)さとう葬儀社

㈱やすらぎ葬祭

0974-62-4220

㈱公益社

0974-76-0082

0974-75-2181

㈱風之荘

仏
壇
・
仏
具
等

0120-240-610

㈱葵

宇佐市

㈲秀平葬儀

㈲友善社

別府市

㈲泉都葬祭社

全商品、標準価格の25％割引・さらに価格応相談

組合員特別価格：最大55％割引　県内13店舗。大分県内全域対応可能。用
途に合わせて車種も豊富にご用意しております。　お問い合わせは、有限
会社スコープサービスまで。

申込特典あり。お問合せの際、学校生協の組合員である旨を必ずお伝
えください。

標準価格の15％割引

ホーム
クリーニング

新光石油㈱

東九州石油㈱

大分石油㈱

羽毛布団（単品、セット）購入された場合、カバーサービス・全品表
示価格から10％割引。

表示価格の5％割引（天然石ネックレス含む）（特別価格を除く）

一般価格より安価で販売

表示価格の10％割引

美術品
版画・額縁

本体特別価格・基本取付費12,000円（税別）サービス・3年保証

高麗紅蔘精ゴールドプレミアム・タブレットゴールドを組合員価格で

販売　※詳しくはお問合せください。

基礎化粧品セット商品標準価格の10％割引。初回のみセット商品購入
の方にサンブロックABサービス。

宿泊・飲食

ゴルフ場

引越料金の20％割引（オプション除く）単身パックは1件につき
2,000円割引。　　　　　※お申込みは学校生協へ

①引越基本料金（車両費+人件費）30％割引②エコ楽ボックスレンタルなど
4つのサービスが無料です！※3/20～4/10は10％割引のみ。お申込みは学校
生協へ

販売商品 販売商品

見積り価格の12％割引

見積り価格の3％割引

リフォーム15％割引・住設機器10％割引
太陽光発電30％割引・内装関係5％割引

販売商品

豊後大野市

日田市

エンジン
オイル

佐伯市

レンタカー

電力供給

組合員特典

①次回オイル交換は遅くとも1年以内に行って下さい。②エンジンオ
イルの保管期間は3年です。（期間内に完了として下さい）③オイル
交換時には、「預り証」で交換量・残量をご確認下さい。

分譲金額（税抜）×1.5％割引

<新築>本体価格の3％割引
<リフォーム>本体工事価格の3％割引

<新築>リビングエアコン1台プレゼント
<リフォーム>本体工事価格の3％割引

建物金額（税抜）に対して3％割引

建物本体価格にて2％割引

（新築のみ）建築請負契約金額の2％割引（但し限定商品・土
地・建売は除く）

中津市

販売商品

葬
儀
社

臼杵市

宝飾品・時計・表示価格の10％割引（特価品を除く）

羽毛寝具

白蟻駆除
予防

クリーニング
集荷価格の10％割引（布団・ジュータン・こたつ布団・革製品・着物は対
象外）集荷地区：大分市（一部除く）・別府市※詳しくは学校生協へお問
合せください。

・5生協合同ゴルフコンペ
・5生協利用優待ポイントカード
・コンペ優待

賃貸アパート
・マンション

等

メガネ・補聴
器・光学品

紳士服

電気製品
修理

リサイクル

スポーツ用品

宝石・貴金属

電解水素水
整水器

健康食品
化粧品

契約金額から1万円値引き

各店舗店頭価格より全品10％割引※全国の洋服の青山で利用可能・
クーポン券との併用可能

お支払いは直接ベスト電器にお願いします。（対象外商品あり）

【ご利用方法】

葬祭・墓石・仏壇指定店へ直接お申込み下さい。

※この時に必ず学校生協の組合員である事と伝えて下さい。ご利用費用は直接

指定店へお支払い下さい。

【組合員特典】

①葬祭指定店・・祭壇価格およびお棺代等（棺セット・骨壺セット・位牌セッ

ト・まくら飾り等）が、組合員特別価格（通常価格より10％から20％割引）で

ご利用いただけます。

②墓石・仏壇指定店・・墓石および仏壇（リフォームを含む）については、通

常価格15％割引でご利用いただけます。

③利用還元金・・後日、学校生協より祭壇価格の約5％を還元いたします。

※必ず最初の申込時に学校生協の組合員である旨を伝えてください。葬祭商社

により割引率が異なりますので事前にご確認ください。葬儀社の互助会制度や

他の割引制度を利用した場合は還元金が無い場合があります。親族に他生協の

組合員がいる場合は還元金が無い（重複により）場合があります。

【特典】①車検は安価な組合員価格。さらに車検料金から2,000円割引。②一般修理整備料は標準工賃の5％割引。

【ご利用方法】①指定整備工場をご利用いただく際は、学校生協の組合員である旨をお伝えください。②お支払いは、指定整

備工場へお支払い、または学校生協の給料引き・ボーナス引き・分割払いがご利用頂けます。

【スペシャルコース】スタンダードコースの整備外にエンジンルーム及びボディの洗浄・下部（ボディ）塗装料金は、スタンダード

コース料金に8,800円～9,800円（税抜）の価格となります。【車検について】・部品代、個人注文の追加作業は別料金です。四駆・

外国車・特殊車は別料金です。・重量税は、車両重量に合わせて変わることがあります。・自動車の引き取り・納車は無料です。

ただし、無料引き取り納車の範囲は、組合員の自宅もしくは勤務先から指定工場までの距離が概ね10㎞までです。代車を準備

します。・車検整備後6ヶ月以内（走行した距離5,000㎞以内）に整備項目箇所にトラブルが発生した場合は、無料で修理します。

※お問い合わせは、学校生協または各整備工場へ

2022.4.1現在ご不明な点等ございましたら、大分県学校生活協同組合（097-567-4000）までお問い合わせください。


