
業 種 商 社 名 電 話 番 号 店 舗 組合員割引率
百 貨 店 ㈱水戸京成百貨店 029-231-1111 本店 6%（一部除外品有）
家 電 量 販 店 ビックカメラ 029-303-1111 水戸駅店 ポイント優待2%
紳 士 服 コナカ（水戸本店） 029-243-7790 水戸本店，水戸内原店，つくば研究学園店，他 10%

洋服の青山 029-247-9561 水戸笠原本店，石岡店，荒川沖店，牛久店，他 10%
AOKI 029-241-9388 水戸本店，石岡店，勝田店，神栖平泉店，他 10%

着 物 Kimono京扇 029-246-3800 水戸店，岩瀬店，下館店，石岡店，笠間店 5～10%
写 真 撮 影 フォトスタジオSharaku 029-212-8851 水戸スタジオ，岩瀬スタジオ，石岡スタジオ 5～10%
宝 石 ・ 時 計 ㈱石川時計店 029-224-5811 水戸本店 20%（一部除外品有）
宝 石 全 般 ヤシロ商事 029-887-4550 茨城営業所 10～30%
貴 金 属 ㈱千雅 029-825-5020 茨城支店 20～30%

㈱グランド 0296-28-1916 20～30%
ジュエルはま 043-202-8001 10～30%

時 計 ・ 宝 石 宝石時計ナカタ 029-252-9197 10～20%
宝石・貴金属 アンズ・コーポレーション 078-327-6110 組合員割引
羽 毛 布 団 東洋羽毛北関東販売㈱ 029-246-1590 茨城営業所 3～10%
低周波治療器 丸菱産業株式会社 0120-002820 東京支店 20%
電解還元整水器 日本トリム 03-3537-1611 東京営業所 20%
贈 答 品 シャディ・ナカムラ 029-224-2711 本店，那珂バイパス店サラダ館，友部店サラダ館 15%
メ ガ ネ オリオンメガネ 04-7184-8391 25%
コ ン タ ク ト アイシティ 029-259-1533 イオンモール水戸内原店，水戸駅前店，他 15%
メ ガ ネ 他 メガネスーパー 029-305-5566 水戸笠原店，つくば学園店，常陸多賀店，他 10%
家 具 カリモク家具 029-243-1411 水戸営業所 組合員特別価格
マンション販売 穴吹工務店 029-257-9310 サーパス赤塚姫子，北関東支店，他 1.5%

マリモ 082-273-7772 本社，小山マンションギャラリー 1%
長谷工コーポレーション 03-3456-5451 本社 0.5%

住 宅 三井ホーム 029-226-4331 開発営業部，笠原モデルハウス，他 見積決定額3%
トヨタホーム茨城㈱ 0299-48-3411 本社，読売ハウジングギャラリー水戸，他 見積決定額3%
根子左 0120-330-844 見積書5%
ミサワホーム株式会社 029-305-2113 水戸支店，つくば支店，日立支店 見積決定額3%
大和ハウス工業㈱ 029-246-0112 茨城支店，つくば支店 見積決定額3%
トヨタウッドユーホーム 029-841-6767 つくば支店 見積決定額3%
住友林業 029-304-1133 水戸支店 見積決定額3%
株式会社カナメ 029-309-0370 水戸出張所 見積決定額7%
一条工務店 029-243-8011 水戸笠原展示場 見積決定額2%
那珂ハウジング 029-295-5611 見積決定額3%
パナソニックホームズ 0120-8746-83 茨城支社 見積決定額3.5%
株式会社藏持 029-878-3966 見積決定額3%
日立ライフ 029-273-4411 ひたちなか支店 建物建築請負住宅3%
住友不動産 029-860-3330 つくば営業所 本体価格（税込）の3.24%
サンヨーホームズ 03-5678-8409 東京東営業所 建物3％，マンション1％
日本住宅塗装協会 0120-277-767 3万円相当の家電を贈呈
エイプラス･デザイン 029-227-3361 本社，つくば事務所 住宅の設計・監理5%
パナソニックリフォーム 029-246-2191 水戸営業所 見積決定額3%
ミサワホームイング 029-305-2123 水戸支店，つくば支店，日立支店 見積決定額3%
サンヨーリフォーム 029-893-2680 茨城営業所 見積決定額3%
株式会社エムズ 029-303-5061 見積金額の5～10%引

賃 貸 大和リビング株式会社 03-5500-6505 組合員専用サイト 大和リビング物件仲介手数料なし
東建コーポレーション 052-232-8007 ホームメイト 仲介手数料15%
レオパレス21 029-231-0712 水戸，その他全国の店舗 契約金より1万円

ホ テ ル ザ グラン リゾート 0570-00-1955 グランリゾート茨城県学校生協組合員ページ 会員制ホテルのご利用
ライフイン土浦駅東、他 029-824-0500 ライフイン勝田西，ライフツリーひたち野うしく，他 組合員割引

ハウスクリーニング おそうじ本舗 0120-988-817 勝田駅前店 10%
結 婚 相 談 所 ツヴァイ 029-224-4747 ツヴァイ水戸 入会時の費用組合員価格
買 取 ブックオフ 0120-25-2902 買取金額10%UP、送料無料
引 越 日本通運 0120-154022 水戸支店 運賃・作業員費用の20%

アートコーポレーション 03-5479-0123 法人営業部 基本作業料金の20%
自動車買取・販売 カーチス 029-240-7633 カーチス水戸，カーチス土浦 10,000円
自 動 車 買 取 株式会社ＪＣＭ 0120-322-755 10,000円（ギフトカード等）

タイヤ館 029-246-3247 水戸けやき台店，日立大みか店，取手店，他 店内全商品5%
レ ン タ カ ー トヨタレンタリース 029-225-0100 茨城県内の店舗 レンタル料金20%

日産レンタカー 029-227-5523 水戸駅南口店，土浦駅東口店，他全国の店舗 19～42%
ニッポンレンタカー ホームページより予約 20～55%

仏 具 まつや仏具店 029-291-0033 総本店，那珂支店，石岡支店 10%
はせがわ 0120-724-150 水戸バイパス店，勝田店，その他全国の店舗 10～20%

墓 石 株式会社ビージェイシー 029-222-9222 茨城水戸本部，茨城つくば本部，他 5%
葬 祭 業 葬祭部富士祭典 029-303-5100 50号バイパス館，水戸駅南館，那珂・東海館，他 10%

総合葬祭業ライフケア 029-821-4444 土浦支店，藤代会堂，朝日会堂，土浦会堂，他 基本セット49～60%
セレモニー千代田 0280-76-8271 三和店（本社），古河店，野木店，間々田店 15%

スポーツ用品 ヒマラヤ 全国の店舗 割引券持参で5%引
パソコン・電化製品 ソフマップ ソフマップ・ドットコム 生協会員割引
旅 行 業 近畿日本ツーリスト㈱ 029-225-1015 水戸支店 3%

東武トップツアーズ 029-224-6627 水戸支店 企画商品3%
詳細はホームページをご覧ください。 10,000S

茨城県学校生協指定店・提携店一覧

安心安全な商品を組合員価格で !
指定店・提携店でお得なサービスが受けられる！

割安な保険料で保険が利用できる！

学校生協
加入のご案内

みんなでつくる安心生活・みんなの学校生協

URL http://www.ibagaku.jp/

組合員の仕事と生活をサポート

茨城県学校生活協同組合
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利用できるのは

組合員とその家族です

総代会
決算の承認・役員の決定
事業計画・予算の決定

総代会決定に基づく
重要事項や規則等の決定
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学校生協への加入で
特典が盛りだくさん !!

学校生協加入のご案内

茨城県学校生活協同組合（学校生協）は戦後の混乱期に、教職員のくらしの安定と向上を目指して設立された「茨
城県教職員購買利用組合」（昭和 23年設立）を母体として、1957年（昭和 32年）新生活協同組合法に基づい
て設立されました。
設立当時の組合数は、8,070人、出資金 80.7万円で代行店による物資の供給、生命保険の集金受託を主業務とし

て組合員とともに安心安全な商品やサービスの提供を続け、教職員の福利厚生事業の一役をになってきました。2018
年 7月末現在、組合員数は 15,873人、出資金 118,852,000円となっています。
教職員を取り巻く環境は大きく変わりましたが、学校生協は教職員の相互扶助・協同の精神のもと「教職員のラ

イフパートナー」として様々な商品、サービス事業の提供を通じ、その使命を果たしています。学校生協の事業に
ご理解いただきぜひご加入をお願いします。

6学校生協 　 つの特典

生協など協同組合の思想と実践が「無形文化遺産登録」
2016年「ユネスコ」は「協同組合の思想と実践」を無形文化遺産に登録しました。「共通の利益と価値を通じて様々な
社会問題に対する革新的な解決策を編み出しコミュニティづくりを可能とする」と協同組合を評価しました。
学校生協などの消費生活協同組合が、組合員共通の価値や利益を求めて取り組む「思想や実践」に大きな価値があると
認められました。

安心・安全な商品を
チラシから

共同購入チラシ
『ハーベスト』『ハーベスト

neo』他、安心安全な食品や
教育書等の書籍、学校で使え
るスタンプ、便利な生活雑貨、
CD、DVDを共同購入により、
割安な価格で購入できます。商品はお届け予定日に学校へ
のお届けとなります。

宅配企画チラシ
衣料・生活雑貨（『一番ヒット』『わくわくショッピング』）・

ギフト商品・季節の商品（『茨城産クインシーメロン』『山
形産さくらんぼ』『りんご』等）をご希望先にお届けします。

指定店・提携店で良い品物や
信頼のサービスを

学校生協の指定店・提携店で組合員割引や特典をうけて
利用することができます。
デパート、貴金属、紳士・婦人服、住宅メーカー、寝具、

メガネなどたくさんの指定店があります。店舗や施設で組
合員証をご提示していただければご利用できます。また指
定店が学校を訪問し、展示販売を行ったりもしております。
指定店の一覧は裏表紙に掲載しております。購入のご予
定がある場合は是非ご確認ください。
※ 貴金属や寝具等、学校生協から請求のものについては 24回まで分割可
能、10回まで分割手数料が無料となります。

学校生協ホームページには様々なコンテンツをご用意し
ています。インターネット独自の商品が掲載されている『学
校生協ショッピング』『学協くん .com』、書籍や DVDを
5%引きで購入できる『学校生協の本やさん』などのイン
ターネットショッピングがご利用できます。
また、「共同購入」「宅配企画」のチラシ商品も注文フォー
ムよりご注文いただけます。
その他にも開催するイベントや、指定店、保険について
の情報も載せていますので、表紙の QRコードまたはアド
レスより是非アクセスしてください。

学校生協ホームページを
是非ご利用ください !

組合員証兼DC VISAゴールド
カードが年会費無料
ガソリンカードが全国で利用できます

組合員証兼DC VISAゴールドカード
国内外の加盟店で利用可能、旅行傷害保
険付、ETCカードも年会費無料。

ENEOS ASSOCカード
全国の系列ガソリンスタンドで利用できる

カードです。学校生協価格で給油でき、代金
は学校生協が登録口座引落で。（年会費無料）販売価格は
変動します。学校生協ホームページでお知らせします。
EMGカード
現金価格より2円 /リッター引きで利用で

きます。洗車、オイル交換は 5％割引でカー
ド盗難補償料、年会費 103円がかかります。

組合員の仕事と生活をサポート 割安な保険料で充実保障

１． 教職員向け公務員賠償責任保険、長期収入補償保険、
拠出型企業年金保険、ペット保険

２． 団体扱い生命保険（日本生命、富国生命、第一生命、
住友生命他）損害保険（東京海上日動火災、共栄火災
海上、あいおいニッセイ同和損保　他）

３． 教職員共済生活協同組合（総合共済、自動車共済、火
災共済、医療共済　他）

学校生協とはPoint 1

出資金1,000円をお預かりするだけ
あなたも学校生協の仲間になりましょう。学校生協へご連絡ください。「加入申込書」を送

ります。必要事項をご記入の上、「加入申込書」をご提出ください。出資金 1,000円を学校
生協指定のお支払い方法で 1度だけお預かりします。ご加入後「組合員証」をお渡しします。

Point 3

1

3

2

4

学校生協は、就職・転勤・結婚・子育てなど組合員のラ
イフプランに合わせたお得なサービスをご用意しています。
アパートなどの住居・引越・ハウスクリーニング・レンタカー・
車の査定買取・結婚相談・レジャー宿泊施設など多数の指
定店・提携店のご利用ができます。ホームページでもご案
内し、組合員の仕事や生活をサポートできるよう取り組んで
います。

6

役に立つ情報提供と様々な体験を
各種セミナーの開催
・ライフプランセミナー…住宅資金や教育資金、老後資金などの計画・準備・活用法
・セカンドライフセミナー…年金など社会保障制度、退職後のライフプラン（50歳から考える）
・介護セミナー…日本の介護の現状、仕事と介護の両立等
・ハウジングセミナー…賢い住まいづくりのための講座、新築リフォーム、インテリアセミナー
社会貢献活動及び交流（ふれあい）事業
被災地支援活動（復興支援ボランティアツアーなど）、JAL工場見学ツアー、地曳き網＆バーベキュー、宝塚観劇ツアー
学校教育環境充実支援活動・教育研究活動助成
南極クラス、ぼうさい授業（専門のスタッフが学校へ出向いて授業を行います）、各教育研究団体への助成

Point 2

出資金は増えていきます
お預かりした出資金には、毎年の学校生協の運営状況により、出資配当金と利用分量に応じた割戻金が加算され

ます。（出資配当、利用割戻は事業の状況で変動します。毎年保証されるものではありませんが、2007年度分よ
り毎年出資配当金・利用割戻金を加算しています。2018年は出資配当で 1％、利用割戻 5％（一部除外あり）を
出資金に加算しました。）退職後も継続組合員として学校生協を利用することができます。

Point 4 退会時に出資金は全額戻ってきます
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