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組合員加入には、加入申込書の提出と出資金 5,000 円のお預かりが必要です。
出資金のお預かりは加入時のみで、脱退時にはお返しします。

出資金については、出資配当金や学校生協
物資購入高に応じた割戻金が加算されます。
（一部例外あり）※年度末決算時に剰余金が出た場合

お得が
　いっぱい！！

  

  

ガソリンが組合員価格で給油できます。
ENEOS・出光・コスモ・四国オイル

新築・マンション・リフォーム契約時に特別割引または特別サービスがあります！
※特典を受けるためには事前に学校生協から各業者へ組合員紹介が必要となります。
　まずは学校生協へご連絡ください。

学校生協の組合員はとってもお得！！

組合員になると他にもお得なサービスがいっぱい！
詳しくは → 徳島県学校生協 検索

➡
Click

〒779-3233　名西郡石井町石井字石井1845-1
TEL　088-679-1357   
FAX　0120-565-705

自動車保険を学校生協団体扱いにすると
保険料が一般契約に比べ

R3.10.1～R4.9.30のご契約適用分

最大で

自動車任意保険を取扱っています。
団体割引5％＋大口団体割引があります。
三井住友・東京海上・AIG 損保
損保ジャパン・あいおいニッセイ

割引

学校生協福利厚生制度
あんしん団体保険

CO･OP 共済
随時募集中！！

直接保険会社支払にしている生命
保険料が割引になります。
（取扱可能な保険会社については、学校生協
　ホームページにてご確認ください。）

書籍、CD、DVDについては
定価の 10％引きにてお求めになれます。
（共同購入企画、Honya Club）
※一部例外の物もあります。

VISA
Card

四国 VISA ゴールドカードが年会費無料
でお申込みいただけます。
（無料のロードサービスや空港ラウンジ
　サービスがご利用いただけます。）

学校生協指定店で特別価格にてお買い物
ができます。（組合員証提示が必要です。）

紳士服はるやま・青山の商品を10％OFF
で購入できます。
（他の割引特典との併用ができない場合もございます。）

  

マイカー購入サポート

新車購入・中古車購入でキャッシュバック

  

団体
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徳島県学校生活協同組合
約15.0％割引

お得なサービスは
　　  こちら
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共同購入をご存知ですか？ 

お店で見ない商品多数掲載しています！ 

 



[CO・OP共済ニュース ]

K-79942-2203



制度内容等詳細はパンフレットをご参照ください。 MY-A-21-他-008202　MYG-A-21-LF-720　MYLP-チ-21-健サ-033

12月1日 翌年2月頃

配当金の還付対象の制度は「あ・ん・し・ん」と「医療保障保険」です。

■「あ・ん・し・ん」C1コース　■「医療費あ・ん・し・ん制度」2.5万円コース
■「総合医療サポート」（生保部分）日額5,000円コース　に加入の場合

6月下旬～7月中旬（予定）

学校生協の組合員（注）のみが加入することができる、学校生協独自の福利厚生制度です。
（注）「組合員」とは「生協組合員（再任用含む）」を指します。

更新日（加入日）
今回の更新日（責任開
始期）です。
翌年の11月末日までの1
年間の保障が始まります。

※配当金の還付対象は、「あ・ん・し・ん」と「医療保障保険」で、その他の制度については配当金はありません。（「あ・ん・し・ん」と「医療保障保険」は
1年ごとに収支計算を行ない、剰余金が生じた場合は配当金としてお返しする仕組みになっています。配当率は、お支払時期の前年度決算により決
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。）
※「入院日数」は、暦の上での日単位として数えます。また、入院の有無は、入院基本料の支払の有無などを参考にして判断します。
対象となる先進医療については、パンフレットの「給付金に関するご注意」をご確認ください。
ホームページに掲載している内容は2021年度の制度内容（2021年12月1日時点）のものです。ご加入に際しては最新のパンフレットを必ずご参
照願います。

後期PR期間
ご結婚やご出産など、
ライフスタイルの変化
にあわせて保障を見直
すことができます。

年末調整資料送付
10月頃

保険料控除に関して、
年末調整手続きに必要
な資料をお送りしま
す。

5月中旬～下旬（予定）

前期PR期間
「あ・ん・し・ん」の新規
加入のみ受けつけてお
ります。

学校生協 福利厚生制度「あ・ん・し・ん」 について

配当金還付
前年度の収支計算を行
い、剰余金が生じた場合
は配当金としてご加入
の皆さまへ還付します。

POINT

POINT

あ・ん・し・ん
万一（死亡・高度障害）の場合などに備えて

●「あ・ん・し・ん」より【入院給付金】
　　　 日額6,300円×7日間＝44,100円
●「医療費あ・ん・し・ん制度」より【入院支援給付金】
　　　1日～30日以内の入院で25,000円給付
●「総合医療サポート」（生保部分）より【入院給付金】
　　　 日額5,000円×7日間＝35,000円

例：マラソン中に転倒し骨折。継続して7日間入院
　　した場合

ケガの場合

●「医療費あ・ん・し・ん制度」より【入院支援給付金】
　　　1日～30日以内の入院で25,000円給付
●「総合医療サポート」（生保部分）より【入院給付金】
　　　 日額5,000円×3日間＝15,000円
●「総合医療サポート」（生保部分）より【手術給付金】
　　　 日額5,000円×10倍＝50,000円

例：白内障で継続して3日間入院して所定の手術
　　（レーザー・冷凍凝固による眼球手術）をした場合

病気の場合

給付例

1年間のスケジュール

制度概要

病気やケガによる
入院に備えて

病気やケガによる
就業不能に備えて

（8日目から1年の短期補償）

病気やケガによる
就業障害に備えて

※既加入者専用コースのため
　新規加入できません

（373日目から60歳（55～64
歳の方は3年）までの長期補償）

健康管理をサポート

ビッグライフワイドライフ医療保障保険 健康づくりサポート

給付されます合計　104,100円 給付されます合計　90,000円

病気や災害による
入院・手術などに備えて

傷害による
入院、手術、通院に備えて

先進医療や入院、入院を
伴わない手術・放射線治療

などに備えて

医療費あ・ん・し・ん制度 傷害保険総合医療サポート
【生保部分】【損保部分】

重病克服支援制度
○所定の悪性新生物（がん）と診
断確定されたとき

○急性心筋梗塞・脳卒中を発病し
て、所定の状態になられたとき

○急性心筋梗塞・脳卒中で、所定
の手術を受けられたとき

に備えて



徳島県教職員・徳島県教職員ＯＢかつ徳島県学校生活協同組合の皆さまへ

団体扱自動車保険

他の保険会社から保険を切り替えても等級は継承可能︕

③保険料は給与引去り!または口座引き落とし

②ご家族の車も加入可能!
本人、配偶者はもちろん、ご家族（※3）の車も団体扱でご契約できます。

今より年間13,680円割引に!

お見積りで保険料を
比較ください!

（※1）大口団体割引は、2021年10月1日～2022年9月30日の間に始期日があるご契約に適用されます。
なお、大口団体割引は、団体全体のお引受実績に応じて毎年10月1日に見直されます。

（※2）大口団体割引が適用されない団体扱以外でのご契約と比べた割引率です。
（※3）次のご家族のお車も団体扱でご契約できます。

①本人 ②配偶者 ③同居の親族（配偶者と同居の場合も可）
④別居の扶養親族（離れて暮らすお子さま等）

（※4）一部、等級が継承できない共済がございます。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い
合わせください。また、等級別の割増引率を「無事故」と「事故有」の2種類に分け、事故のな
かった方とあった方では、同じ等級でも異なる割増引率が適用されます。

このチラシは三井住友海上火災保険㈱の商品特徴を説明したものです。詳細は各商品パンフレットをご覧ください。

④等級の継承ができる! （※4）

最大約15％適用!
（※2）

【試算条件】ＧＫ クルマの保険、始期日︓（令和4）2022年1月1日、初度登録︓（令和2）2020年12月、記名被保険者︓個人＜35才＞、
ゴールド免許割引適用、日常・レジャー使用、自家用普通乗用車、型式別料率クラス︓車両7・対人･自損9・対物9・傷害9、11等級、事故有係
数適用期間︓0年、35才以上補償、対人賠償保険︓無制限、対物賠償保険︓無制限＜免責金額︓なし＞、人身傷害保険︓5,000万円、入院・後
遺障害時における人身傷害諸費用特約︓あり、傷害一時金（1万円・10万円）特約︓あり、車両保険︓あり＜一般補償、保険金額︓100万円・
免責金額︓0-10万円＞、車両保険無過失事故特約︓あり、新車割引︓適用
（注）自動セット特約は記載していません。自動セット特約についての詳細は『ご契約のしおり（普通保険約款・特約）』等をご覧ください。

①大口団体割引
（※1）

年間保険料

（月額保険料︓7,980円）

団体扱以外での契約 組合員さま専用団体扱でご契約

年間保険料

（月額保険料︓6,840円）

13,680円割引︕年
間

裏面のお見積依頼票をFAXいただくのみで
カンタンお見積り︕︕

95,760円 82,080円



お見積もりの
ご依頼

お見積もりの
ご検討

ご契約
手続き

FAX：０１２０－５６５－７０５
本シートに必要事項をご記入のうえ、下記番号にＦＡＸしてください。

折り返し代理店よりご連絡させていただきます。

【お問い合わせ先・取扱代理店】

徳島県学校用品協会（有）
〒７７９－３２３３
徳島県名西郡石井町石井字石井1845番地１

TEL：０８８－６７９－１３５８
FAX:０１２０－５６５－７０５

【引受保険会社】

三井住友海上火災保険株式会社 TEL:０１２０－１３０－５３１
東京海上日動火災保険株式会社 TEL:０８８－６２６－２９４０
ＡＩＧ損害保険株式会社 TEL:０８８－６２５－７１１５
損害保険ジャパン株式会社 TEL:０８８－６５５－９６１１
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 TEL:０８８－６２２－０３１７

お見積もりを希望される保険会社にレ点をご記入ください。(複数社可）

□三井住友海上火災保険株式会社 □東京海上日動火災保険株式会社
□ＡＩＧ損害保険株式会社 □損害保険ジャパン株式会社
□あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

※団体扱自動車保険を契約いただくには、保険契約者・記名被保険者（ご契約のお車を主に使用される方）・ご契約のお車の所有者のいずれもが以下の方であることが条件
となります。
①保険契約者：徳島県の学校・教育委員会および教育諸団体に勤務され、徳島県から毎月給与の支払いを受けている徳島県教職員かつ徳島県学校生活協同組合員の方
②記名被保険者：保険契約者ご本人、保険契約者の配偶者、保険契約者またはその配偶者の同居のご親族・別居の扶養親族のうちいずれかの方
③ご契約のお車の所有者：保険契約者ご本人、保険契約者の配偶者、保険契約者またはその配偶者の同居のご親族、別居の扶養親族のうちいずれかの方
※保険期間の途中で、保険契約者・記名被保険者・ご契約のお車の所有者のいずれかが上記の条件に合致しなくなった場合には団体扱特約が失効し、残りの保険料を
一括してお支払いいただきます。詳しくは、取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。

●このチラシは学校生協の団体扱自動車保険の特徴を説明したものです。保険の商品内容は、各引受保険会社の自動車保険パンフレットをご覧ください。
また、契約にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。

●ご不明な点等がある場合は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。

個人情報の取扱について：当社（徳島県学校用品協会（有））は、この保険料見積依頼書・保険証券にご記載の個人情報をもとに、お客様のニーズに合った自動車保険プランをご
提案させていただきます。なお、適切でわかりやすい資料にてご提案させていただくために、同個人情報を当社（徳島県学校用品協会（有））が各引受保険会社ならびに学校生協
提携代理店に提供することにご同意のうえご記入ください。ご提供いただいたお客様の個人情報は、これ以外の目的には使用しません。

ただし、商品改定、保険料改定等により、本書の内容に変更が生じた場合は、無効となります。

団体扱自動車保険会社５社

生 年 月 日 ご 連 絡 先

ご 住 所

フ リ ガ ナ

お 名 前
組合員番号

昭和 ・ 平成 年 月 日（ 歳）
勤務先 ・ ご自宅
携帯 (連絡時間帯）

〒 －

□ゴールド □ブルー □グリーン(有効期限 年 月 日） □日常･レジャー □通勤･通学 □業務使用

□本人のみ □本人･配偶者のみ □限定しない

１

２

３

４お車を主に使用される方の運転免許証の種類(色）は？

お車を運転される方の範囲は？

ご契約のお車の主な使用目的は？

保険の満期日・保険の等級

年 月

勤 務 先

５

６

お車を主に運転される方の年齢

□ ３５歳以上 □ ３０歳以上 □ ２６歳以上 □ ２１歳以上 □ ２０歳以下

等級 （事故有係数適用期間 年）

同居のご家族で運転する一番若い方の年齢

D-005441 2022-9     96157-5/2022.1/AVE67/D 2022年1月作成

□ ３５歳以上 □ ３０歳以上 □ ２６歳以上 □ ２１歳以上 □ ２０歳以下



プレミアムなドラレコ型保険登場

録画するだけでは、もう安心できない！そんなみなさまに事故発生時
「自動通報機能」＆「常時通報機能」を搭載した

360

360

2022 1
12





徳島県学校生活協同組合員の皆さまへ お得なご案内がございます！

マイカー購入制度クーポン券（成約時５，０００円プレゼント券）

組合員氏名：

組合員番号：

購入者氏名：

住 所：

連 絡 先：携帯 － －

自宅 － －

ご購入予定のお車：

本制度をご利用いただくにあたり、ご提供いただいた情報は徳島県学校生活協同組合、三井住友海上火災保険株式会社およびその提携自動車販売店に提供させて
いただきます。本制度以外の目的での利用、外部への提供はいたしません。

「徳島県学校生活協同組合
マイカー購入サポート
制度」のご案内

制度の仕組み
（※本制度は徳島県学校生活協同組合と三井住友海上が提携し、
三井住友海上の提携ディーラーとともにご提供する制度です。）

STEP２ 本制度をご利用され、提携ディーラーで新車・中古車をご注文頂きました場合
には、お車の納車後に５，０００円（中古車3,000円）をプレゼントいたします。

STEP１ 提携ディーラーでの初回商談時に組合員証の提示と
本クーポン券をディーラースタッフの方へ手交して下さい。
※ディーラー店舗は本クーポン券押印後に、保険課回送と三井住友海上へＦＡＸをお願いいたします。

提携ディーラー（裏面）の店舗皆様へ
本クーポン券を持参して徳島県学校生活協同組合員の皆さまが商談にお伺いした際は、①下記「提携ディーラー使用欄」に記入・押印の上で、
②本社保険課への回送をお願いいたします。 ③ 同時に下記三井住友海上宛に報告のＦＡＸをお願いいたします。

5,000円
プレゼント！

※新車ご購入の場合に限ります。
中古車の場合は3,000円と
なります。

提携ディーラー使用欄

ディーラー受付印

ディーラー名：

店舗名 ：

担当者名：

三井住友海上へＦＡＸ後に、本クーポン券を

本社へ回送 ください。

ディーラー受付日

年 月 日

＜お問合せ先＞徳島県学校生活協同組合 〒779－3233 徳島県名西郡石井町石井字石井１８４５－１ TEL: 088-679-1357 FAX:0120-565-705

三井住友海上 徳島自動車営業課宛
FAX：088－625－2698

※ディーラー初回訪問時にご持参ください。すでに、お車を注文されている場合は、 本制
度利用対象外となりますので、ご了承ください。



Point
2

Point
3

Point
1



つながるドラレコは、

かけつける！
つながるドラレコは、

見守る！
つながるドラレコは、

分析する！

取扱代理店・お問合せ先

〒770-0939

徳島県徳島市かちどき橋 1 - 2 5損保ジャパン徳島ビル 2 F
TEL：088-655-9625
受付時間：平日午前9時～午後5時

その他注意事項

・ このチラシは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

・ Driving!」は「ドライブレコーダーによる事故発生時の通知等に関する特約」に付帯されるサービスの名称です。
・ 損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用します。また、そ の他業

務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等 ( 外国にある事業者を含みます。) に提供等を行う場合があります。なお、保健医療等のセンシティブ情報 ( 要配慮個人情報 を含みま

す。) の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細 ( 国外在住者の個人情報を含みま す。) に

ついては損保ジャパン公式ウェブサイト (https://www.sompo-japan.co.jp/) をご確認いただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

・ つながるドラレコ」とは、損保ジャパンが提供する通信型ドライブレコーダーを指します。

※団体扱・集団扱で、保険期間1年の場合の保険料（一括払の場合、年間9,230円）です。

引受保険会社

徳島県学校用品協会有限会社
〒779-3233

徳島県名西郡石井町石井字石井 1 8 4 5 - 1
TEL：088-679-1358 FAX：0120-565-705

ドライブレコーダーが一定の衝撃を検知した
場合に自動的に損保ジャパンに通知するほか
ドライブレコーダーの通話機能を用いた警
察・消防手配やロードアシスタンスの依頼、
ALSOKによる事故現場かけつけサービスを依
頼することができます。
また、一定の衝撃を検知しなかった場合でも、
専用スマホアプリを利用して簡単に損保ジャ
パンに映像を連携できます。

フルハイビジョンテレビで見る映像と同一の
画質で録画します。夜間も非常にクリアな映
像を取得できるため相手の車のナンバーや信
号機の色など、確かな証拠映像として残すこ
とが可能です。

3

運転後のセルフメンテナンス機能として、運
転診断レポートがあり、地震の運転の振返り
や運転能力の維持・向上を図ることができま
す。
運転スコアの推移やヒヤリハット※1などを確
認することで、これまで意識してこなかった
自身の運転の特徴を知り、要注意ポイントを
把握できます。
さらに、運転特性スコア※2が８０点以上であ
る場合は翌年度の自動車保険料を５％割り引
く走行特性割引が適用されます。

(注)自動車専用道路(有料道路を含みます。)、
山間部または島しょ部など一部かけつ
けできない場所があります。

※1 重大な事故になりかねない、運転中のヒ
ヤリとする体験や、ハッとした体験のこ
とを指します。

※2 当社が定める走行情報等のデータに基づ
き算出したスコアです。

ドライブレコーダー
で撮影している運転
中の映像を解析し、
前方車両との接近な
ど、危険回避または
軽減するために画面
表示と警告音等で注
意喚起し、安全運転
をサポートします。

運転中のもしもの時の 運転力を

高性能ドライブレコーダーを使用した
安全運転のサポート機能。

運転能力などを分析し、
専用アプリで運転診断レポートを表示。

万が一の事故時には、「事故時通報機能」に加え
「ALSOKのかけつけ安心サービス」で安心を提供。

サポート機能 データで見える化事故対応サポート

1 2

高度な事故対応サービス 高性能ドライブレコーダー

安全運転サポート機能

運転診断サービス

損保ジャパンのつながるドラレコDriving！は、
録画するだけでなく、平常時の見守り、事故後のかけつけなど、
事故の未然防止から解決までをトータルサポートします。

結論。 いざというとき、助けてくれる つながるドラレコ

SJ21-12591 2022/01/13

















 
 

 
 

 
 

 





加入申込書類を含む
より詳しい資料をお渡しします

★iDeCoは、加入者のみなさまがご自身の判断でどのような運用商品を選択するかを指示（運用指図）し、資産運用を行っていただく
制度です。運用結果によっては掛金元本を下回ることがあります。　

★iDeCoは、原則60歳前での中途解約（脱退）はできません。ただし一定の要件を満たした
場合に限り、脱退一時金の受給が可能です。詳細は、資料請求後に届くお手続き書類
（スタートガイド）にてご確認ください。
★給付は原則60歳以降の受取りになります。
ただし、60歳時点の加入期間（通算加入者等期間 ※1）が10年未満の場合、通算加入者等
期間により、受取開始年齢が引上げられます。
※1 確定拠出年金における加入者 ※2もしくは運用指図者※3であった期間の合計。他の企業年金制度や退職金

制度から資産の移換を行った場合には、その算定の基礎となった期間を含みます。
※2 掛金を拠出しながら、資産の運用を行う方
※3 掛金を拠出せず、これまで積立てた資産の運用のみを行う方

★iDeCoをご利用いただくにあたり、お立場により一定の手数料 ※1が発生します。

加入をご希望される方は、資料請求をお願いします！
iDeCoの詳細な情報や運用商品についてご確認いただけます。

iDeCo（個人型確定拠出年金）は、
税制優遇を受けながら効率よく老後の資産形成ができる制度です。

是非、この機会に加入を検討してみましょう。

のご案内 のご案内

より詳しくiDeCoの仕組みを知りたい方などは、ニッセイのiDeCoのオフィシャルHP
（https://www.nissay.co.jp/kojin/shohin/401k/ ）で確認いただけます。

掛金  拠出

掛金

60歳
資
原
金
年

3
給付

60歳以降

または

一時金

年金

加入

用意された
商品ラインアップ
の中から
自由に選択

運用

1

2

そもそもなんで今、
ｉＤｅＣｏが必要なの？

60歳以降の平均余命は男女ともに20年越え！

自分らしいセカンドライフ
を送るには、備えが
必要だからです！

誰でも
始められるの？

ほとんどの方がご利用可能
です。ただし掛金（積立金）
にそれぞれ上限が
あります！

ｉＤｅＣｏって
どんな仕組みなの？

「掛金」「運用」「給付」
の３つの仕組みが
あります！

出典　※1 生命保険文化センター「令和元年度　生活保障に関する調査」
※2 令和2年版　厚生労働白書（平均的な収入（平均標準報酬（賞与含む額換算）43.9万円）で40年間就業した場合

に受け取り始める年金（老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金（満額））の給付水準です。）

勤務先から
支給

個人で
準備入

収

個人で
準備出

支 最低必要額
　約22万円 ※1

ゆとり費用
　約14万円 ※1

公的年金
　約22万円 ※2

※１ 企業年金等とは企業型確定拠出年金、確定給付企業年金等。
企業型確定拠出年金に加入している場合、規約でiDeCoへの加入を認めている場合（注）のみ加入可能。
（注）企業型確定拠出年金規約において、マッチング拠出を規定している場合、iDeCoへの加入を併用することはできません。

※２ 拠出限度額は加入者掛金の額と中小事業主掛金の額の合計で判定します。
中小事業主掛金の拠出有無については、お勤め先にご確認ください。

※３ 企業年金等（※１）に加入している方のうち、「企業型確定拠出年金にのみ加入している方」の額。
※４ 企業年金等（※１）に加入している方のうち、「企業型確定拠出年金にのみ加入している方（※３）以外の方」の額。
（公務員・私学共済加入者もこちらに含まれます。）

iDeCo（個人型確定拠出年金）の加入範囲

国民年金基金
＊iDeCoと重複加入

可能
厚生年金保険

国民年金（基礎年金）1階

2階

3階

自営業者等 専業主婦（夫）
等

企業年金等※1
に加入して
いない方

企業年金等※1に
加入している方や
公務員・私学共済
加入者の方

年額81.6万円
年額24.0 万円※３

または
年額14.4 万円※４＊国民年金基金

　との合算枠
企業年金等※１

第１号被保険者 第３号被保険者 第２号被保険者

年額
27.6 万円

年額
27.6万円
          ※２

拠出
限度額

■通算加入者等期間と受取開始年齢

加入までの流れ

資料請求されるみなさまへ

iDeCo普及推進キャラクター
「イデコちゃん」

記入書類一式の
送付

STEP3
資料請求 加入、移換に

必要な書類の記入

STEP1 STEP2
お手続きの
流れ

通算加入者等期間

10年以上

8年以上10年未満

6年以上8年未満

4年以上6年未満

2年以上4年未満

1カ月以上2年未満

受取開始年齢

60歳～

61歳～

62歳～

63歳～

64歳～

65歳～

遅くとも
70歳から
受取り

※1 この他にもご負担いただく手数料が発生する場合が
あります。詳細は、資料請求後に届くお手続き書類
（スタートガイド）にてご確認ください。　

※2 iDeCoにご加入される時にご負担いただきます。
（運用指図者として移換する場合を含みます。）　

※3 掛金の拠出区分期間（加入者の任意で月単位で掛金
拠出単位期間を区分した期間）の月数分の手数料を
まとめてご負担いただきます。

加入時※2 初回のみ2,829円（税込）

運用期間中

加入者（掛金を拠出する方） 運用指図者（掛金を拠出しない方）

月あたり※3
 319円（税込）

月あたり※3
 66円（税込）

掛金拠出1回あたり 105円（税込）

運営管理機関（当社）
事務委託先金融機関 月あたり66円（税込）

月あたり319円（税込）運営管理機関（当社）
事務委託先金融機関国民年金基金連合会

負担方法 個人別管理資産から負担掛金から負担

日本-DC基-202012-0181-F

法
方
求
請
料
資

①インターネットから取寄せ

https://www.nissay.co.jp/kojin/shohin/401k/

検索ニッセイ 個人型

②コールセンター
から取寄せ ０１２０－２１８６５６

＊自動音声のアナウンス後、すぐに[＊9＃]をご入力いただくとオペレーターにつながります。
＜オペレーターによるご案内＞
月～金曜日 9:00～20:00 土・日曜日 9:00～17:00 祝日、振替休日、年末年始等を除く。
※営業時間は予告なく変更する可能性があります。

ニッセイの
はじめよう！自分のための年金積立て！

資料請求時は申込みコードを入力、
またはニッセイ確定拠出年金コールセンターへお伝えください。 ＰＲ８６１申込み

コード

のご案内

ニッセイの







TEL.088-679-1357FAX.0120-565-705

お名前

学校名

連絡先 ― ―

カ ナ

※ご記入いただいた個人情報は、適切な管理のもと、ご請求いただいた申込書の送付及びそれに関する連絡に限り利用させていただきます。

徳島県学校生活協同組合

申込書送付先
住所（自宅）

下欄に送付先住所をご記入ください。

カード入会申込書は左記のお勤め先へ送付いたします。

〒

※退職者のみ

現職の方
退職者の方

▼ カード入会申込書をご希望される方は、下記項目をご記入のうえ徳島県学校生協までFAXをお願いします。

TEL.087-844-0707
担当／業務企画部

カードに関するお問い合わせ▶

カードご利用代金決済口座

主な金融機関がご指定できます。

阿波銀行
徳島大正銀行
ゆうちょ銀行
阿南信用金庫
徳島信用金庫　等

●

●

●

●

●

入会金・年会費が
（税込12,100円） 永年無料!!

最高5,000万円の国内・海外旅行
傷害保険が自動付帯

（I様・女性）
旅行が好きなので旅行保険がついているの
はうれしいです。

お車のトラブル・アクシデント発生時に、
24時間安心無料のロードサービス

（M様・女性）
ロードサービスがついていて、
何かあった時に安心。

徳島県学校生協組合員様限定

カードを使われている組合員様にお話をお伺いすると…

全国の空港ラウンジが
無料でご利用可能

（Y様・男性）
空港に早く着いた時、
ラウンジが使えてよかった。

カードご入会後4ヵ月以内に
カードショッピングを3万円以上ご利用の上、
専用の応募用紙にてご応募いただいた方に新規入会キャンペーン使って

お得！

6,000円分最
大 ギフトカードプレゼント

その他にも…
ETC専用カード
家族カード
Visaタッチ決済
ドクターコール24
VJデスク
VJトラベルデスク
お買物安心保険
ポイントUPモール
入会者特典

リニューアルによりETC機能を分離して専用カードを無料発行

ご家族会員が何名様でも無料で追加発行可能

Visaカードをタッチするだけでスピーディーなお支払い

医師・看護師・保健師などの専門スタッフによる無料の健康・医療相談

世界の主要都市で海外旅行先の組合員様を日本語でサポート

主要旅行会社の国内・国外パッケージツアーが最大5%OFF

カードで購入された商品トラブルの補償

ネットショッピングでサイトを経由するだけでポイントが2～20倍

新規ご入会者全員に500円相当のポイントをプレゼント













32

Ｊ
Ｃ
Ｍ







　　　徳島市論田町和太開３番地の１　　TEL:０８８－６６２－０１１１

　　　※対象店舗は、徳島本店・鳴門店・阿南店・鴨島店の４店舗での購入に限ります。

～ 徳島県学校生活協同組合 組合員のみなさまへ ～

この度 提携店に加入致しました！ お車のご購入時には是非ご利用下さい！！

★新車ご契約の場合、プレゼントとして★
普通車：２０,０００円 軽四：１０,０００円 分のギフト券を弊社より

差し上げます！！













こんな方…まずは学校生協へご相談を！
● 家が古くなったのでリフォームしたい。
● 住宅設備を新しくしたい。
● そろそろマイホームを建てようかな…。
● マンションが安く買えないかな…。
● 住まいのこと、どこに相談すればいいの？

学校生協優遇特典

〒779-3233 名西郡石井町石井字石井1845番地1　　　  TEL.088-679-1357  FAX.0120-565-705　　　　 http://www.tokugaku.jp
お問い合わせ  徳島県学校生活協同組合 

提携店、他詳細はホームページをご覧ください。

あな
たの
ライ
フスタイ

ルを応援いたします！

住まいのことなら

学校生協へ

新築・リフォーム・マンション・土地

学校生協から提携店、
特約店へのご紹介が必要です！

学校生協優遇特典

モデルハウスに行かれる方も、
まずは学校生協へご連絡ください。
※事前に連絡がない場合は、特典が受けられません。

新築・マンション・リフォーム契約時に特別割引 または 特別サービスがあります！

優遇が受けられるまでの流れ

組合員様

学校生協提携店
特約店

①ご連絡

②ご紹介

③アプローチ

徳島県学校生協 検 索

学校生協組合員の皆様へ

※新聞折込などの各社オリジナルチラシ商品は優遇特典が利用できない場合がございますので、まずは学校生協へご連絡ください。



☎088-622-1041〒770-0856　徳島市中洲町1-8-1
営業時間/9:00～18:00　定休日/毎週火曜・水曜、祝日

徳島営業所

宅建業免許：国土交通大臣免許(15)第540号 建設業許可：国土交通大臣許可(特・般-2)第5295号(一社)不動産協会会員（公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟

徳島シャーウッド店

☎088-669-3110
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最新の情報と 90余年に渡って積み上げてきた 

知識と実績で塗り替えの知識については 

どこにも負けないという自負があります！ 

渡辺塗料 
日本ペイント・関西ペイント特約店 

 株式 

会社 

 

リフォーム事業部 

0120-116-497 
徳島市川内町平石流通団地 64 

 

●玄関・サッシ等の改修工事 

●雨樋取り替え工事 

●内装（クロス等）工事 

●浴室・キッチン・トイレ等の改修工事 

●屋根・外壁塗り替え工事 

●防水工事（ベランダ・屋上等） 

●テラス・門扉・お庭の改修工事 

●間取りの増改築工事 

☎ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ  いいいろ    よくなる 

学校生協組合員のみなさまへ 

昭和３年創業からの実績 

http://www.watanabe-toryo.com/ 

W.T. 

あなたの家を 

りたい。 
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アフラック 三井住友海上火災保険

プルデンシャル生命 東京海上日動火災保険

オリックス生命 AIG損害保険

SOMPOひまわり生命 損害保険ジャパン

東京海上日動あんしん生命 あいおいニッセイ同和損害保険

三井住友海上あいおい生命 西日本自動車共済

かんぽ生命 SBI損保

メットライフ生命 コープ共済（学校生協受付）

P 商社名 電話番号
FUJIMOTO 06-6862-6091 組合員割引あり

（株）ジュエリーピコ 0120-075-756

15 （株）ハラダ 088-622-6872

16 （株）池田時計店 088-622-9475

17 林田商会 088-672-0505

牛田織物（株） 0772-42-6234 組合員割引あり

18 （株）呉服の三鈴 088-669-5298 組合員割引あり

いづみ屋呉服店 088-625-1238 休会中

19 はるやま 086-226-7112 組合員証提示で10％OFF

20 洋服の青山 088-625-5846 組合員割引あり

（株）四国オイル 0883-24-1394

22 丸善商事(株) 088-622-011

ENEOS

出光

(有)オーエイエス 0120-926-808

24 株式会社イマデヤ 088-622-4455

(株)日本トリム 088-856-6220

25 ザ　グラン　リゾート 06-6353-1955

26 (株)四国しんきんカード 087-844-0707

27 四国労働金庫 088-623-1113

(株)小山助学館 088-654-2135

28 (株)高麗人参本舗 0120-59-6868

29 東洋羽毛中四国販売（株） 0120-301-507

(株)サカイ引越センター 0120-969-435

30 フジ医療器（株） 087-862-7725

31 スクールサポートクラブとくしま 088-687-3007

32 JCM 0120-322-755 ご成約特典あり

ニッポンレンタカー 03-6859-6177

（株）バジェット・レンタカー四国 0120-957-876

保険

給油時ガソリンカード提示で組合員価格

紳
士
服

第一生命

年会費無料、退職後も継続

組合員証提示で10％OFF

明治安田生命

日本生命

貴
金
属
・
宝
飾
･
時
計

大樹生命

マニュライフ生命

富国生命

朝日生命

住友生命

※上記生命保険会社、自動車保険会社にご加入の県費教職員で、現在保険料が給与天引
きでない方は、団体扱いの対象になる可能性がございますので、ぜひご確認ください。
給与天引きになっているかご不明な方については、学校生協までご連絡ください。

団
体
扱
い
自
動
車
保
険

組合員証提示で20～30％OFF

呉
服

組合員割引あり

利用方法等

団
体
扱
い
生
命
保
険

ガ
ソ
リ
ン
・
石
油

そ
の
他
サ
�
ビ
ス

組合員様定価20～30％OFF

組合員割引あり

組合員割引20％OFF

組合員割引あり

組合員割引あり

電話・生協HPより予約



P 商社名 電話番号

徳島トヨペット(株) 088-622-9137

33 （株）徳島マツダ 088-662-0011

東四国スバル（株） 088-662-5560 組合員証提示で特典あり

34 （株）日産サティオ　徳島店 088-665-4553 組合員証提示で特典あり

（株）ホンダ北徳島 088-693-4677 組合員証提示で特典あり

35 徳島三菱自動車販売（株） 088-662-0114 組合員証提示で特典あり

36 阿波スズキ販売（株） 088-665-7270 組合員証提示で特典あり

37 （株）徳島ダイハツモータース 088-662-5112 組合員証提示で特典あり

38 フォルクスワーゲン徳島 088-663-5111 組合員証提示で特典あり

42 積水ハウス(株)

ミサワホーム四国(株)

43 住友林業(株)

大和ハウス工業(株)

四国ホーム(株)（三井ホーム）

トヨタホーム近畿(株)

44 （株）一条工務店

45 （株）秀光ビルド

（株）はなおか

46 タマホーム（株）

(株)松島組

47 丸浦工業(株)

(株)姫野組住宅センター

(株)岡田組

デザインビルド(株)

(株)ナイスリフォーム

43 住友林業ホームテック(株)

リビング東和

48 渡部塗料(株)

フジスレート(株)

49 穴吹興産(株)　東四国支店 087-825-0580

(株)穴吹工務店　四国支店 087-833-0384 組合員証提示で1％OFF

(株)和田コーポレーション 087-868-6316 組合員証提示で1.5％OFF

セントラル総合開発（株）

東建コーポレーション(株)　 052-232-8007 電話・生協HPより検索

50 (株)ヤマト産業 088-669-0683

(株)トート 088-665-5772

コミュニケーションバンク(株) 045-309-7804

洋食　元 088-689-3754

ホテル千秋閣　レストラン聚楽 088-622-9121（代表）

居酒屋　ひの木 088-699-3988

マ
ン
シ
�

ン

新
築

088-679-1357
（学校生協）

事前に生協へ連絡すると特典あり
※モデルハウス、ショールームに行かれる
方もまずは生協へご連絡ください。
事前に連絡がない場合は特典が受けられ
ませんのでご注意ください。

塗
装

利用方法等

そ
の
他
サ
�
ビ
ス

組合員証提示で特典あり

新
築
・

リ
フ
�
�

ム

リ
フ
�
�
ム

組合員証提示で特典あり

飲
食
関
連

組合員証提示で特典あり
※時季や時間帯により、サービスが異な
る場合がございます。詳細は各店ご利用
時にスタッフにご確認ください。

住
宅
関
連

事前に生協へ連絡すると割引あり

組合員証提示で2％OFF



大正
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