
指定店・提携店・協力店一覧

2022.10.21更新
商　　社　　名 店舗：所在地 住　　　　所 電話番号 組合員割引率 業種

百貨店
ゴールドカード使用で 6％
指定店割引（青）カード提示 ３％
一部除外品有、両カードの併用不可

家電量販店
ポイント優待（通常より＋２％）
分割手数料 2～10回無料、
11～24回は商品代の5%

衣料品
つくば研究学園店 〒305-0817 つくば市研究学園Ｅ21-1 029-861-0703 １０％　引き 紳士服

つくば学園大穂店 〒300-3257 つくば市筑穂1-13-6 029-877-3961

勝田店 〒312-0042 ひたちなか市東大島2-9-5 029-354-0067

下妻店 〒304-0067 下妻市下妻乙453-4 0296-43-2159

結城店 〒307-0001 結城市大字結城字新福寺8170-4 0296-20-8501

古河店 〒306-0011 古河市東4-17-24 0280-30-7010

高萩店 〒318-0002 高萩市大字高戸字権現前362-2 0293-24-4036

岩井店 〒306-0631 坂東市岩井2869-7 0297-36-3145

鹿島店 〒314-0031 鹿嶋市宮中314-4 0299-84-4147

水戸本店 〒310-0851 水戸市千波町2023-7 029-243-7790

水戸内原店 〒319-0317 水戸市内原1-188 029-257-5529

下館店 〒308-0053 筑西市外塚117 0296-22-2911

那珂店 〒311-0105 那珂市菅谷2427-1 029-295-7502

日立多賀店 〒316-0012 日立市大久保町1-7-14 0294-34-3352

竜ヶ崎店 〒301-0832 龍ヶ崎市緑町40 0297-62-4333

洋服の青山 水戸笠原本店 〒310-0852 茨城県水戸市笠原町1188番地の4 029-247-9561 １０％　引き 紳士服

石岡店 〒315-0031 茨城県石岡市大字東大橋3195番地5 0299-24-5861

荒川沖店 〒300-1158 茨城県稲敷郡阿見町住吉二丁目18番地3 029-842-2850

牛久店 〒300-1234 茨城県牛久市中央三丁目1番地1 029-874-6668

笠間店 〒309-1616 茨城県笠間市赤坂17番7 0296-72-2980

茨城鹿嶋店 〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中311番地1 0299-84-0670

茨城千代田店 〒315-0056 茨城県かすみがうら市上稲吉1943番地86 0299-59-6843

茨城総和店 〒306-0234 茨城県古河市上辺見549番地1 0280-31-0470

下館店 〒308-0054 茨城県筑西市西谷貝450番地1 0296-22-7485

つくば店 〒305-0061 茨城県つくば市稲荷前33番の2 029-852-5078

取手店 〒305-0061 茨城県取手市新町四丁目28番10号 0297-74-0051

日立南店 〒316-0015 茨城県日立市金沢町二丁目32番3号 0294-35-0171

日立北店 〒319-1416 茨城県日立市田尻町五丁目2番1号 0294-43-8016

勝田店 〒312-0061 茨城県ひたちなか市大字稲田1062番地の1 029-285-8317

水戸内原店 〒319-0306 茨城県水戸市杉崎町59番1 029-259-5386

茨城守谷店 〒302-0115 茨城県守谷市中央1-2-4 0297-45-0663

竜ヶ崎ニュータウン店 〒301-0002 茨城県竜ヶ崎市中根台三丁目7番2号 0297-65-4433

AOKI 水戸本店 〒310-0851 茨城県水戸市千波町2175-1 029-241-9388 １０％　引き 紳士服

石岡店 〒315-0031 茨城県石岡市東大橋3214-4 0299-23-9888

勝田店 〒312-0011 茨城県ひたちなか市中根3325-1 029-273-7888

神栖平泉店 〒314-0146 茨城県神栖市平泉281-24 0299-90-0888

研究学園店 〒305-0817 茨城県つくば市研究学園6丁目22番地5 029-848-6788

古河店 〒306-0011 茨城県古河市東2-20-53 0280-31-7988

つくば学園店 〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-13-3 029-852-7288

土浦店 〒300-0042 茨城県土浦市城北町3-25 029-823-5888

那珂店 〒311-0110 茨城県那珂市竹ノ内2-3-1 029-298-9988

日立北店 〒317-0052 茨城県日立市東滑川町4-12-30 0294-44-8888

ひたち野うしく店 〒300-1207 茨城県牛久市ひたち野東2-7-2 029-878-2888

日立南店 〒316-0022 茨城県日立市大沼町1-29-1 0294-28-7088

水戸けやき台店 〒310-0842 茨城県水戸市けやき台3-61 029-304-1588

守谷店 〒302-0109 茨城県守谷市本町210 0297-45-5888

竜ヶ崎ニュータウン店 〒301-0001 茨城県龍ヶ崎市久保台2-1-13 0297-65-4888

㈱コナカ

ビッグカメラ 水戸駅店 〒310-0015 水戸市宮町1-7-31　エクセルみなみ4F・5F 029-303-1111 家電量販店

㈱水戸京成百貨店 本店 〒310-0026 水戸市泉町1-6-1 029-231-1111 百貨店
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㈱石川時計店 水戸本店 〒310-0026 水戸市泉町2-3-9 029-224-5811 ２０％（一部除外品有） 宝石・時計

㈱千雅 本社 〒104-0061 東京都中央区銀座5-14-1 03-5565-3377 ２０～３０％ 貴金属

茨城支店 〒300-0037 土浦市桜町４－３－２０三井生命土浦ビル 029-825-5020

㈱グランド 筑西市 〒308-0848 筑西市幸町3-11-27 0296-28-1916 ２０～３０％ 貴金属

ジュエルはま 〒260-0855 千葉市中央区場町6-22 043-202-8001 1０～３０％ 貴金属

宝石時計ナカタ 〒311-4141 水戸市赤塚2丁目2005-20 029-252-9197 10～20％ 時計・宝石

布団・寝具
東洋羽毛北関東販売㈱ 茨城営業所 〒310-0842 水戸市けやき台2-19-2 029-246-1590 ３％～１０％ 羽毛布団

低周波治療器
丸菱産業株式会社 東京支店 〒162-0063 新宿区市谷薬王寺町５８－４０２ 0120-00-2820 ２０％ 低周波治療器

電解還元整水器
(株)日本トリム 東京営業所 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-25-7 KSKビル本館4F 03-3537-1611 ２０％ 下取り値引有り 電解還元整水器

贈答品
シャディ・ナカムラ 本 店 〒310-0053 水戸市末広町2-1-29 029-224-2711 １５％ 贈答品

那珂バイパス店 サラダ館 〒311-0113 那珂市中台660-1 029-270-8055

友部店 サラダ館 〒309-1703 笠間市鯉淵６５２７－１５ 0296-70-5221

メガネ・コンタクト・補聴器
オリオンメガネ 〒270-1143 千葉県我孫子市天王台2-10-7 04-7184-8391 メガネは２５％割引 メ　ガ　ネ

アイシティ イオンモール水戸内原店 〒319-0305 水戸市中原町字西135　イオンモール水戸内原3F 029-259-1533 コンタクト全品１５％ コンタクト

水戸駅前店 〒310-0015 水戸市宮町1-3-38　中村ビル6F 029-221-6113 ケア用品１０％
つくばクレオスクエアQ't店 〒305-0031 つくば市吾妻1-6-1　つくばクレオスクエアQ’t1F 029-863-1611

イオンタウン守谷店 〒302-0110 守谷市百合ケ丘3-249-1　イオンタウン守谷2F 0297-21-0860

(株)フジ医療器 栃木営業所 〒320-0058　栃木県宇都宮市上戸祭3-5-18 028-627-1635 組合員価格 補聴器他

メガネスーパー 水戸笠原店 〒310-0852 茨城県水戸市笠原町１１８８－３ 029-305-5566 メガネ、コンタクト、補聴器１０％割引 メガネ他

イオンタウン水戸南店 〒311-3116 茨城県東茨城郡茨城町長岡3480-101 029-219-1170

常陸多賀店 〒316-0002 茨城県日立市桜川町１－１－１６ 0294-28-5611

フレスポ赤塚店 〒311-4152 茨城県水戸市河和田１－１ 029-309-5332

石岡玉里店 〒315-0033 茨城県石岡市東光台３－１０－１６ 0299-28-2088

日立田尻店 〒319-1416 茨城県日立市田尻町４－３６－５ 0294-44-7544

鹿嶋店 〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中２２６－１ 0299-85-0388

土浦真鍋店 〒300-0051 茨城県土浦市真鍋１－１８－２３ 029-825-3805

つくば学園店 〒305-0033 茨城県つくば市東新井１８－８ 029-850-0511

日立店 〒317-0071 茨城県日立市鹿島町１－１－１３ 0294-24-4160

他全国の店舗

家具
カリモク家具 水戸営業所 〒310-0853　水戸市平須町2-96 029-243-1411 組合員価格

時計・宝石・貴金属
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住宅関係
（株）穴吹工務店 サーパス赤塚姫子 〒311-4152

　　マンションギャラリー 水戸市河和田1丁目1704-13

北関東支店 〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り2-1-5 

　　　明治安田生命宇都宮大通り6F

本社 〒733-0821 広島県広島市西区庚午北1-17-23 082-273-7772

小山マンションギャラリー 〒323-0025 栃木県小山市城山町3-1993-13 0120-981-673

長谷工コーポレーション 本社 〒105-0014 東京都港区芝二丁目32番1号 03-3456-5451 ０．５％ マンション販売

コンチネンタルホーム㈱ 〒305-0005　つくば市天久保1-17-11 029-860-6164 請負金額３％割引 住宅新築

三井ホーム 開発営業部 〒310-0801 水戸市桜川1-1-25 029-226-4331 本体見積の３％　　　　　　 三井ホーム販売　　　

茨城中央ホーム㈱ 笠原モデルハウス 読売ハウジングギャラリー水戸内 029-244-0131

ひたちなかモデルハウス すまいるんグひたちなか内 029-265-8424

トヨタホーム茨城㈱ 本社 〒319-0102 小美玉市西郷地1565 0299-48-3411 見積書３％　 建築

読売ハウジングギャラリー水戸 〒310-0852 水戸市笠原561-1 029-244-1390

すまいりんぐひたちなか 〒312-0005 ひたちなか市新光町22 029-264-2511

ハウジングギャラリーつくば 〒305-0821 つくば市春日2-47 029-856-9111

ミサワホーム株式会社 水戸支店 〒310-0852 水戸市笠原町９７８－３８ 029-305-2113 見積書３％　　　 ミサワホーム販売

つくば支店 〒305-0032 つくば市竹園１－４－１ 029-855-5211

日立支店 〒317-0064 日立市神峰町１－９－５ 0294-22-5211

大和ハウス工業㈱ 茨城支店 〒310-0836 水戸市元吉田1194-24　(住宅営業所） 029-246-0112 見積額の３％ 住宅新築

マンション営業所 029-246-0143 マンションは別途 マンション販売

つくば支店 〒305-0033 つくば市東新井３８－１　(住宅営業所） 029-856-0486

トヨタウッドユ-ホ-ム(株) つくば支店 〒300-0847 土浦市卸町1-1-1関鉄つくばビル1Ｆ 029-841-6767 見積額の３％ 住宅新築

日本エスコン 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-10-4オークラプレステージタワー20階 03-6230-9303 販売価格1％ 
住友林業(株) 水戸支店 〒310-0842 水戸市けやき台３－４８－３ 029-304-5355 見積額の３％ 住宅新築

株式会社カナメ 水戸出張所 〒311-4141 水戸市赤塚1-1978-13 日彰ビル302号室 029-309-0370 見積金額の７％引 建築・リフォーム

一条工務店 水戸笠原展示場 〒310-0852 水戸市笠原町561-1 029-243-8011 見積金額の２％引 住宅新築

株式会社エムズ 〒310-0804 茨城県水戸市白梅1-6-22　ハクタビル 029-303-5061 見積金額の５～１０％引 リフォーム

那珂ハウジング 〒311-0110 茨城県那珂市竹ノ内2丁目11-4 029-295-5611 見積金額の３％引 住宅新築

パナソニックホームズ 茨城支社 〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1194-26 029-246-1311 見積金額の3.5％引 新築・リフォーム

日本住宅塗装協会 〒310-0851 茨城県水戸市千波町2074-4 0120-277-767 3万円相当の家電を贈呈 住宅塗装・リフォーム

大和エステート 組合員専用サイト 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-18 03-5500-6505
大和物件は仲介手数料なし
(その他は0.3ヶ月分に減額)、敷金免除

賃貸

(株) 日立リアルエステートパートナーズ ひたちなか支店 〒312-0057 茨城県ひたちなか市石川町27番17号 029-273-4411

建物建築請負住宅3%、
土地付区分所有建物・土地付
分譲住宅1%

住宅新築

東建コーポレーション ホームメイト 052-232-8007 仲介手数料１５％引 賃貸仲介

水戸 〒310-0803 茨城県水戸市城南2-10-6 029-231-0712

その他全国の店舗

住友不動産 つくば営業所
〒305-0817
つくば市研究学園6-51-12

029-860-3330
建物本体価格(消費税込)の3.24％引
オプション工事は除く

新築

サンヨーホームズ 東京東営業所 132-0021 東京都江戸川区中央４丁目２１ 03-5678-8409 建物3％、マンション1％ 新築・マンション

ミサワリフォーム関東 茨城営業部 310-0852 水戸市笠原町978-38 029-305-2123 見積決定額３％ リフォーム

積水ハウス（株） つくば支店 305-0821つくば市春日2丁目28番地1 029-856-5211 建物３％ 建築

ホテル・施設等
大倉クラブ＆ホテルズ

茨城県学校生協組合員ページ
http://granresort.jp/c-member/ibagaku/

0570-00-1955 会員制ホテル をご利用いただけます ホテル

ライフイン土浦駅東 〒300-0034 茨城県土浦市港町1-5-5 029-824-0500 宿泊費200円割引／ワンドリンクサービス ホテル

ライフイン勝田西 〒312-0025 茨城県ひたちなか市武田1118-3 029-270-0333 宿泊費200円割引 ホテル

ライフツリーひたち野うしく 〒300-1207 茨城県牛久市ひたち野東1-33-5 029-878-2005 宿泊費300円割引 ホテル

ライフツリー上野 〒110-0015 東京都台東区東上野二丁目16番1号 03-5846-7100 宿泊費1000円割引 ホテル

スパーク千代田 〒315-0052 茨城県かすみがうら市下稲吉2008番地1 029-834-8055 入会金無料(通常5,400円) フィットネスクラブ

フットサルグリーンちよだ 〒315-0052 茨城県かすみがうら市下稲吉2008番地2 029-834-7722
チーム登録料無料(通常5,400円)、
スクール入会金無料(通常5,400円)

フットサル場

スパーク青葉 〒312-0056 茨城県ひたちなか市青葉町9番10号 029-354-5020 入会金無料(通常5,400円) フィットネスクラブ

フットサルグリーンかつた 〒312-0055 茨城県ひたちなか市大成町2番2 029-354-1444
チーム登録料無料(通常5,400円)、
スクール入会金無料(通常5,400円)

フットサル場

スパーク鮎川  〒316-0035 茨城県日立市国分町3丁目12番22号 0294-28-6616 入会金無料(通常5,400円) フィットネスクラブ

フットサルグリーンひたち 〒316-0035 茨城県日立市国分町3丁目12番 0294-28-5454
チーム登録料無料(通常5,400円)、
スクール入会金無料(通常5,400円)

フットサル場

リラひたち 〒312-0034 茨城県ひたちなか市堀口702番地3 029-276-7830 入会金無料(通常5,400円) フィットネスクラブ
ゴルフガーデン

結婚相談所

ツヴァイ ツヴァイ水戸
〒310-0015
茨城県水戸市 水戸駅ビル「エクセル」6階

029-224-4747

入会時の費用が組合員価格になります。
イオンウエディングにてデスク経由で成
約、挙式後、お祝い10,000円相当のギフト
カードを贈呈。
(定額マリッジ制約の場合は20,000円)

結婚相談所

買取

ブックオフ 0120-25-2902 買取金額10%UP、送料手数料無料 買取

お引っ越し
日本通運(株) 水戸支店 〒310-0803 水戸市城南１－２－２１ 0120-154022 運賃・作業員費用の２０％ 引越

梱包資材無料レンタル

アートコーポレーション 法人営業部 03-5479-0123 基本作業料金の２０％　ダンボール５０枚 引越

029-257-9310

賃貸

マンション販売

１％ マンション販売

028-651-8881

（株）マリモ

分譲金額(消費税抜)の１.５％

レオパレス 21 契約金より1万円引き
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自動車関係
株式会社ＪＣＭ 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目13 0120-322-755 ギフトカード・電子マネーポイント等、1万円分プレゼント 自動車買取

タイヤ館 日立大みか店 〒319-1221 日立市大みか町６－２－４１ 0294-53-1150 店内全商品 自動車関連

ひたち多賀店 〒316-0004 日立市東多賀５－７－１０ 0294-28-5100 店頭表示価格より５％ｏｆｆ
水戸けやき台店 〒310-0842 水戸市けやき台３－６４ 029-246-3247

結城店 〒307-0001 結城市結城７１３５ 0296-21-2020 取り付け工賃２５％off
総和店 〒306-0235 古河市下辺見２５０３ 0280-315770

牛久店 〒300-1232 牛久市上柏田４－６０－１５ 029-874-2150

取手店 〒302-0015 取手市井野台３－６－３３ 0297-70-1313

守谷ふれあい店 〒302-0034 取手市戸頭１２７７－１ 0297-78-8393

２９４店 〒300-2445 つくばみらい市小絹９６－７ 0297-52-1101

トヨタレンタリース レンタル料金２０％off レンタカー

日産レンタカー 水戸駅南口店 〒310-0801 水戸市桜川1-3-7 029-227-5523 レンタル料金19～42％off レンタカー

土浦駅東口店 〒300-0034 土浦市港町1-4-4 029-824-4123

つくば駅前店 〒305-0032 つくば市竹園1-4-1 南3パークビル2階 029-860-6523

他全国の店舗

三井住友オートサービス（株）  〒310-0021 水戸市南町３丁目４−１０ 水戸FFセンタービル 029-302-4588 組合員優待
ニッポンレンタカー ホームページより予約 レンタル料金20～55％off ワンデイスキップ レンタカー

㈱ネクステージ 本社 〒460-0007　愛知県名古屋市中区新栄町1-1 052-228-8541 商品券1万円贈呈 買取

仏具
まつや仏具店 総本店 〒311-3116 東茨城郡茨城町長岡３５２３－３９ 029-291-0033 １０％引き 仏具

那珂支店 〒300-2445 那珂市菅谷２２９７－１ 029-295-3740

石岡支店 〒315-0033 石岡市東光台５－１１－３０ 0299-26-0284

はせがわ 水戸バイパス店 〒310-0852 水戸市笠原1189-2　ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ西野ﾋﾞﾙ 0120-724-150 定価より仏壇10%,仏具5%引 仏具

勝田店 〒312-0011 ひたちなか市中根深谷津3319-12 0120-238-176 (永代使用料、年間管理費、供養料、

荒川沖店 〒300-0874 土浦市荒川沖西1-14-18 0120-767-669 一部霊園・一部石種・屋内墓苑を除く)

守谷店 〒302-0128 守谷市けやき台2-20-1 0120-767-695

その他全国の店舗 ※全国のはせがわ店舗共通です※

石材・墓石
株式会社ビージェイシー 茨城水戸本部 〒310-0901 水戸市田野町1799番地 029-222-9222 ５％ 墓石

茨城つくば本部 〒300-0849 土浦市中村西根字島添376-1 029-843-4242 開眼式・納骨作業無料
茨城小美玉・石岡本部 〒319-0113 小美玉市竹原2277-1 0299-47-1424

茨城取手本部 〒300-1532 取手市谷中332 0297-82-4422

茨城結城本部 〒307-0001 結城市結城6375-4 0296-33-4424

茨城日立営業所 〒319-1233 日立市神田町1091-1 0294-53-4422

茨城北茨城営業所 〒319-1702 北茨城市大津町2514 0293-46-4244

葬祭業
葬祭部富士祭典 セレモニア富士水戸50号バイパス館 〒310-0851 水戸市千波町1935-1 029-303-5100 １０％ 葬祭業

セレモニア富士水戸駅南館 〒310-0801 水戸市桜川2-5-11 029-231-0081

セレモニア富士水戸西原館 〒310-0044 水戸市西原3-4-6 029-254-8881

セレモニア富士勝田昭和通り館 〒312-0012 ひたちなか市馬渡3906-1 029-354-5553

セレモニア富士勝田稲田館 〒312-0061 ひたちなか市稲田1286 029-285-8512

日立サンプラザ総合葬祭ホール 〒316-0001 日立市諏訪町1-1-40 0294-35-6200

セレモニア富士酒門館 〒310-0841 水戸市酒門4317-2 029-246-0100

セレモニア富士那珂・東海館 〒319-1111 那珂郡東海村舟石川９１１－２ 029-306-3211

セレモニア富士常陸太田館 〒313-0006 常陸太田市宮本町４６０－１ 0294-80-3511

セレモニア富士高萩館 〒318-0004 高萩市上手綱４０７ 0293-20-5311

日立南部営業所 〒319-1235 日立市茂宮町６７－１ 0294-25-5033 （ＪＡ日立南部葬祭場）
総合葬祭業ライフケア 土浦支店 〒300-0048 茨城県土浦市田中2-14-11 029-821-4444 基本セット49～60％ 葬祭業

藤代会堂 〒300-0048 茨城県土浦市田中2-14-11 0297-82-4194 (別途費用は対象外)

朝日会堂 〒300-0341 茨城県稲敷郡阿見町うずら野2-8-5 029-842-4444

土浦会堂 〒300-0048 茨城県土浦市田中2-14-11 029-821-4444

石岡会堂 〒315-0013 茨城県石岡市府中1-1-9 0299-22-4194

セレモニー千代田 三和店（本社） 〒306-0125 古河市仁連2075-1 0280-76-8271 15％ 葬祭業

フリーダイヤル 古河店 〒306-0011 古河市東1-12-12 0280-33-2299 花輪他１０％
０１２０－７９７－５５０ 野木店 〒329-0111 栃木県下都賀郡野木町丸林588 0280-55-2550

間々田店 〒329-0211 栃木県小山市暁1-2-24 0285-41-0310

小さなお葬式 0120-233-426 組合員価格 葬祭業

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 パソコン

インターネットより登録 電化製品

旅行業
近畿日本ツーリスト㈱ 水戸支店 〒310-0015 水戸市宮町2-4-33　小林ビル1階 029-225-1015 ３％ 旅行業

その他サービス
株式会社アサンテ 水戸営業所 〒311-4153 水戸市河和田町3891-503 029-255-0300 税別施工価格から10％割引 シロアリ駆除、他

・トップツアー企画商品３％(国内･海
外)
・JALパック企画商品３％(海外)

旅行業東武トップツアーズ 水戸支店 310-0803 水戸市城南２－１－２０南ウイング水戸ビル６Ｆ 029-224-6627

茨城県内の店舗⇒水戸駅南店 029-225-0100／県庁前店 029-243-0202／赤塚店 029-251-
0100／日立多賀店 0294-37-0100／日立平和通り店 0294-22-2221／勝田店 029-274-3399
／石岡駅前店 0299-36-0330／茨城空港店 0299-37-2131／神栖店 0299-93-1100／那珂店
029-295-7867／土浦店 029-822-0100／土浦駅西口店 029-825-3100／つくば学園店 029-
851-0100／TXつくば駅前店 029-860-2900／牛久店 029-870-0100／取手店 0297-78-0100
／守谷店 0297-48-2900／古河駅前店 0280-32-0077／古河店 0280-30-0550／下館店
0296-25-2211／石下店 0297-42-1010
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