
高校生協のご利用には、出資して組合員になっていた 

だくことが必要です。右の加入申込書にご記入いただき、

ＦＡＸ・郵送でお申し込みください。 

出資金は１口５００円ですが、６口３，０００円以上 

をお願いしています。出資金は脱退時に全額お返しし 

ます。出資金の入金確認後、

組合員証をお送りします。 

高校生協のご利用には、原

則として組合員証の提示が

必要となります。 

 高校生協をご利用の場合、年度末に決算状況により利用

割戻しや出資配当があります。前年度の実績は、利用割戻

しはありませんでしたが、出資配当は出資額の 1.0％です。

利用割戻し・出資配当ともに、原則として出資金に繰り入

れられます。毎月の利用高と出資金残高は、自分で WEB

のマイページサービスから確認できます。 

商社名 商品 市町村 ＴＥＬ 

高見澤石油事業部 ｶﾞｿﾘﾝ灯油 長野市 026-221-0055 

上 燃 ｶﾞｿﾘﾝ灯油 上田市 0268-35-1200 

駒ヶ根自動車産業 ｶﾞｿﾘﾝ灯油 駒ｹ根市 0265-83-3434 

イタクニ ｶﾞｿﾘﾝ灯油 飯田市 0265-22-0262 

扇屋石油 ｶﾞｿﾘﾝ灯油 伊那市 0265-72-5121 

    

大和ハウス工業 住宅 長野市 026-243-5554 

ﾄﾖﾀﾎｰﾑしなの 住宅 長野市 026-299-5189 

ﾄﾖﾀﾎｰﾑ信州 住宅 松本市 0263-27-7110 

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾎｰﾑｽﾞ信州 住宅 長野市 026-227-4556 

アエラホーム 住宅 長野市 026-257-0777 

住友林業 住宅 東京都 03-3214-2220 

一条工務店 住宅 浜松市 0120-447-812 

あなぶき興産 ﾏﾝｼｮﾝ 高松市 0120-333-618 

marimo ﾏﾝｼｮﾝ 長野市 026-219-8030 

    

日本通運 引越 長野市 026-229-0205 

中越運送 引越 長野市 026-285-4161 

引越し本舗 引越 長野市 0120-95-4355 

    

  高校生協 FAX 026-234-3549 

 高校生協加入申込書  

私は、貴生協の趣旨に賛同し下記のとおり加入を申し込みます。 

申込日    年  月  日 

学校名  

氏名 

ｶﾅ 男 

・ 

女 

 

職員コード        

生年月日       年    月    日 

自宅住所 

〒   － 

電話番号 －    － 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

出資金 

＊６口以上をお願いしています。 

  口×500 円 ＝       円 

上記出資金は給料引去りさせていただきます。 

給料引去りができない場合は振込書を送付します。 

ガソリンカード

申込希望の方は

カードに○を 

・エネオスカード ・出光カード ・コスモカード  

＊高校生協ホームページより「申込書」をダウンロー

ドし、運転免許証等を添付して、お申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県の高校教職員なら、どなたでも加入できます 
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長野県高等学校生活協同組合 

長野県高等学校生活協同組合 

＜営業時間＞ AM9:30～PM5:30（土日祝祭日休） 

〒380-8765 長野市県町 593 高校会館３階 

Tel 026-234-1358 Fax 026-234-3549 

HP http://nkcoop.com ﾒｰﾙ mail@nkcoop.com 



高校生協専属ファイナンシャルプランナーが、無料で

生命保険・共済の新規加入・見直し相談に応じます。 

 

 
 

 

 

 

 

指定商社の商品を給与引きで購入可！ 

以下の指定商社では、代金は現金不要の給与引き去りで、

分割払いもご利用いただくことができ、利用実績に応じた

割戻しがあります。 

＊指定商社は全て、互助組合「健康管理助成券」の利用対象です。 

提携商品・サービスを特別価格で提供！ 

＜学校生協提携ガソリンカード＞ 

通常のガソリンスタンド 

よりも割安の価格でご利用い

ただけます。 

ＥＮＥＯＳ・出光・コスモ

については、半月毎に更新価

格をお知らせします（高校生協ホームページに掲示）。 

＜書店割引カード ＝ 組合員証＞ 

 組合員証を呈示して、給与引去りで左の指定書店を利用

すると、５％割引となります。平安堂の店舗では、カード

裏面のバーコードで簡単に利用できます。 

＜提携デパート＞ 

次のデパートで「お買い物整理券」を購入しますと、５％

引きでご利用できます。 

 ○ながの東急・・・・・本館 4F・商品券売場 

○井上百貨店(松本)・・本館 6F・商品券売場 

○アイシティ 21・・・・3階サービスカウンター 

＊ 除外商品がありますので、整理券購入場所でご確認下さい。

現金払いと分割払い（５回まで）があります。 

＜全国学校生協の提携事業＞ 

洋服の青山 レジにて全商品１０％割引＋α 

ＡＯＫＩ  レジにて全商品１０％割引＋α 

＜提携産直農産物＞ 

 農民運動全国連合会（農民連）との

提携農家より、安全でおいしい農産物

を産地直送でお届けします。 

有利な団体生命保険に加入できます！ 

＜グループ保険 きずな（明治安田生命保険）＞ 

毎年春に加入・更新の取り組みを行っています。５月

中旬から６月初旬が募集期間ですが、新採の皆様には４

月中にご案内します（本年度も 12 月に中途募集をする

予定）。明治安田生命の担当者が職場を訪問し、制度内

容を説明します。 

退職後も、「退職者専用コース」で継続して加入いた

だけます。 

（例）30才の男性 

☆ 死亡 3,000万円  月払保険料 3,240円 

  保険金の受取方法は一括か、25 年以内の年金方式の

どちらかを選択できます。 

☆ 医療保障保険日額 5千円    

月額保険料 2,000円  

☆ 三大疾病一時金 100 万円                  

月額保険料 234円 

＜民間生命保険（団体扱）＞ 

  以下の保険会社と団体扱い契約を締結しています。 

給与引き去り、または口座振替で団体割引が適用され、

通常より割安な保険料で加入できます。 

日本生命､第一生命､明治安田生命､三井生命､朝日生命､

住友生命､ｱﾒﾘｶﾝﾌｧﾐﾘｰ生命､三井住友海上あいおい生命、

ﾒｯﾄﾗｲﾌ生命、ﾌｺｸ生命、教弘保険、全労済 

商社名 商品 市町村 ＴＥＬ 

    

平安堂･県下 18 店 書籍 長野市 026-224-0363 

金井書店 書籍 中野市 0269-22-4588 

平林堂書店 書籍 上田市 0268-22-1561 

西沢書店 書籍 佐久市 0267-62-0240 

今井書店 書籍 茅野市 0266-72-1240 

笠原書店 書籍 岡谷市 0266-23-5070 

ニシザワ書籍部 書籍 伊那市 0265-78-3811 

中島書店 書籍 塩尻市 0263-54-3968 

塩原書店 書籍 大町市 0261-22-0076 

笠原書店・松本外商 書籍 松本市 0263-46-6211 

丸善書店・松本外商 書籍 松本市 0263-88-8301 

    

ﾋﾟｯﾄｲﾝ･県下 16 店 タイヤ 下諏訪 0266-28-3488 

    

バルコン長野 紳士服 長野市 026-235-6672 

㈱ 西 澤 衣料品他 伊那市 0265-78-3811 

キドウ 靴・鞄 長野市 026-226-8067 

東洋羽毛販売 羽毛布団 長野市 026-243-4176 

    

千 雅 貴金属 長野市 026-268-1071 

ｼﾞｭｴﾘｰﾘｯﾂ一真堂 貴金属 長野市 026-226-8131 

ﾐﾂﾎﾞｼ時計眼鏡店 眼鏡貴金属 小諸市 0267-23-3333 

フクヤ時計店 眼鏡貴金属 岡谷市 0266-22-3886 

ＰＡＬツノダ 眼鏡貴金属 飯田市 0265-23-1321 

一真堂貴金属店 眼鏡貴金属 飯田市 0265-52-6633 

ジュリー金賞堂 眼鏡貴金属 松本市 0263-32-0596 

メガネのフキ 眼鏡貴金属 松本市 0263-35-3289 

    

レイラ化粧品 化粧品 長野市 026-231-5823 


