
府庁生協  く ら し コープ 2016/12

 年末斡旋品の注文 締切迫ってます （ホームページにも申込書あります）

 今年もやります！年末（12/28）「特別弁当（海鮮ちらし弁当）」

購買からのお知らせ  購買 075-451-6976・3055  本庁内線 6111・6115   FAX 075-432-5060・441-8000　（福利厚生センター１階）

●１２月の催し（企画出店）　※購買店舗内です ●年末斡旋品　職場配布のチラシでお申し込みを。（ホームページにも申込書あります）

日 曜 アークホテルのおせち        カニすき鍋セット
1 木  アークホテル京都（京   　　　　 生ズワイガニのセット

2 金  料理「味舞」）のおせち。  　　　　  3～4人前、5～8人前

5 月  二段重、三段重あり。   　　　   などあります。

6 火  12月3１日にお届け。            お歳暮用ご自宅用に

7 水    締切：12/16金 　　　　　 配達日指定です。

8 木 締切：1/31火
9 金 伊根のまるご

 脂がのって美味しい！ 今が旬の伊根まるご（ぶり） 日土段畑みかん

12 月 野菜販売 農大 愛媛八幡浜の段畑

13 火 みかんです。段々畑

14 水 で太陽をたっぷりあ

15 木 浴びて、とても甘い

16 金 本シメジ等 海産物 瑞穂農林 かねと食品    締切：12/16金 みかんです。

19 月    締切：12/22木
20 火 象印商品
21 水  象印特選商品ご案内 家庭常備薬等
22 木  話題の商品＆新製品  備えて安心。いつもの家庭常備薬です。

26 月  が満載です！  化粧品、入浴剤、肌着、まくら等あります。

27 火  　   南部鉄 極め羽釜→  チラシから申し込みをしてください。

28 水    締切：12/16金    締切：12/19月

●有名ブランド激安セール　※詳しくはチラシを ●オンラインショッピング（まずはホームページを）
 ・お菓子・化粧品・食品など激安でご案内しています。  本やクラブ  本のご注文は「生協購買」受取りで５％引き！

 ・5,000円以上でお申し込みを（7,000円以上で送料無料） 　　登録し、商品受取店舗を「京都府庁生協購買課」に

 ・少額の場合は職場で取りまとめてご注文下さい。  ｅ－ｓｈｏｐ２１  家電とパソコンの専門店"ジョーシン"のネット店

 ・数量限定となりますのでお申し込みはお早く！！ 　　生協組合員限定価格でご提供！ １万円以上なら送料無料！

　　今回の申込み締切　１２月９日（金）  有名ブランド激安セール 　※左欄のとおり

　　※ホームページ [オンラインショッピング]からも  社販マーケット  各種ドリンクなどの箱買いが超お得！

　　　お申し込みいただけます。 　　有名メーカーの商品も最大半額以下！

旅行部からのお知らせ  旅行部 075-441-9615  本庁内線 6116   FAX 075-432-5040　　（福利厚生センター１階）

●親睦会幹事様 ●１月からのご旅行に （下記はほんの１例）

◯新年会 まだ間に合います ◯１月からの「素敵にハワイ」  ハネムーナーやカップルにおすすめ
 ・プランリストも参考に、まずは旅行部にご連絡ください。 （選べる５コース）・初めてのハワイコース　・２つの人気ホ
 ・プランリストにないホテルや料亭にも対応します。　 　　テルに泊まるコース　・ホノルルコース　・アウラニに泊
 ・大人数の場合はお早めにご連絡ください。 　　まるコース　・ハワイ島＋ホノルルコース
◯１月以降の職場旅行をお考えなら ◯オーストラリアの楽しみ方 144,000～191,000円
 ・年内に設定できなかった職場の皆様。１～３月はいかがでしょうか。 　シドニー…市内観光、人気ｱﾄﾗｸｼｮﾝ、ﾃﾞｨﾅｰｸﾙｰｽﾞ、素敵な夕食
 ・提案書のコース、提案書にないコース　様々対応いたします。 　ケアンズ…コアラ抱っこ、クルーズ、世界遺産の森、OGﾋﾞｰﾌ
 ・まずは旅行部にご相談ください。 　ゴールドコースト…ｶﾗﾋﾞﾝ動物園、洞窟の土蛍、魅惑の海岸線

証紙等販売所からのお知らせ  証紙等販売所 075-414-0751  本庁内線 6112   FAX 075-432-5040　　（福利厚生センター１階）

●年賀はがき販売　１２月１６（金）～２６（月）　１２時～１３時　福利厚生センター１階　　※年賀状作成本は購買にあります！

総務課からのお知らせ  総務課 075-441-7657  本庁内線 6110   FAX 075-441-2686　　（別館１階）

●古いカードの組合員証の切替を（レジでカード利用されている方） ●三井住友ゴールドカード始めます！（１月～）

 ・2014年3月以前に発行したカード型の組合員証は、2017年2月末で加金と  ・三井住友VISAコーポレートゴールドカード始めます！
　レジでのカード支払いができなくなります。 組合員証としては有効。  ・年会費無料！（通常１万円の年会費を無料に。家族会員の場

 ・切替手続は、申請書を生協総務課（別館１階）へお出しください。（FAX可）  ・旅行傷害保険付いてます。 　合は1,000円＋税）

 ・申請は次頁の申請書で。 （食堂入口横や購買にも置いています）  ・ｉ Ｄ年会費無料 （コンビニ自販機で使える電子マネー）

 ・古いカードで加金がある場合は、レジで返金を受けてください。  ・ポイントサービス、その他色々な特典・サービスあり！

（２時で閉店します）
－ －

－

掛け軸など 日芸美術

漆器販売 あか井漆堂

発行：京都府庁生活協同組合　TEL075-441-7657 FAX075-441-2686  Mail: fucho-coop@mb3.seikyou.ne.jp

ホームページ：http//fucho.u-coop.net/　 「府庁生協」で検索してください。

内容 出店業者
－ －

チェルキオ
ちりめん山椒 丹の実

ハム・ウインナー 京都特産ぽーく

豆腐パン

チラシ申込書or電話で食堂へ申込んでください（12/16まで）

和菓子 笹屋伊織
寝装品 オカベ寝装

味職倶楽部の特選品 京都味職倶楽部

コーヒー特価販売
小川コーヒー

UCCコーヒー

－ －

豆腐パン チェルキオ

この週は「地産地消フェア」

－



●次の理由により組合員証（カード）の切替をお願いします。（切替は無料（切替後の再交付を除く）です。）
 ①　2014年3月以前に発行したカード型の組合員証（ＩＣチップの付いたもの）は、2017年2月末で、加金（チャージ）
　 及びレジでのカード支払いができなくなります。（このカードの対応機器が使えなくなるため。なお組合員証とし
   ては引き続き有効です。） ※新しいカードの加金（チャージ）はレジにお申し付けください。

 ②　カード型の組合員証は加金（チャージ）できるので、特に食堂でのレジ通過がスムーズになり、また、現金を直
　　接触らなくてよいという衛生面でのメリットもあります。これまで紙の組合員証を使用している方も、この際、カー
　　ド型組合員証に切替えてはいかがでしょうか。

●手続きは、以下の申請書を府庁生協総務課（別館１階）へ出してください。（ＦＡＸ可 075-441-2686）

　 これは記入見本です

京都府庁生活協同組合

組合員証再交付申請書

組合員証の再交付を申請します。 　氏名 様

ﾌﾘｶﾞﾅ 組合員Ｎｏ．

氏　名

生年月日 金 円

　（自宅住所をお書きください。）

　↑カードはこの住所へ大学生協から郵送します。（約１０日）

職場名

職員Ｎｏ．

【提出用】

京都府庁生活協同組合

　　　　年　　 月 　　日　

組合員証の再交付を申請します。 　氏名 様

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏　名

生年月日 金 円

職場名

職員Ｎｏ．

生協記入欄

生協加入日 　組合員Ｎｏ． 6099-         - 担当者 印

出資口数 　 出資金 預り金 合計

（区分）　６ 府職員　 ７ 生協職員　 ９ その他 受付日 担当者
2016.3

京都府庁生協 組合員証（カード）の切替について

２０１６ 年１０ 月３１ 日

6099-         -        

実費として申し受けます。

き　り　と　り

Ｓ４７ 　年　１ 　月　２５ 　日 生

領　　収　　証

住　所
（自宅）

〒◯◯◯  - ◯◯◯◯ TEL◯◯◯  - ◯◯◯  - ◯◯◯◯

　　　　 セイキョウ　タロウ

　　　 生協　 太郎 　　　　　 （印鑑不要）

　◯◯課

京都府庁生活協同組合

※再交付２回目以降は、作成

※再交付２回目以降は、作成
実費として申し受けます。

年　　　月　　　日　

6099-         -        

領　　収　　証

※組合員証が届くまでの仮組合員証

上記金額を再交付手数料
 として受領しました。

年　　　月　　　日　（府職員の方はわかればご記入ください）

住　所
（自宅）

〒        - TEL            -          -

年　　　月　　　日 生　

上記金額を再交付手数料
 として受領しました。

組合員証再交付申請書

組合員Ｎｏ．

９９９９９９９ 　　　　 （府職員の方はわかればご記入ください）


