
府庁生協  く ら し コープ2018/11

　　　ホームページ：http//fucho.u-coop.net/ 府庁生協    検索 　※スマホでもご覧いただけます

　ご存知 ご利用
 ですか?  ください！

①カーライフサポート事業 ②住まいサポート事業
◇自動車保険 「集団扱い」で保険料が５％お得になります。 ◇生協の提携企業１５社が皆様の住まいをサポート
　　　損保ジャパン、東京海上、あいおいニッセイ の３社があります。 新築・建替 リフォーム 不動産仲介 賃貸仲介

◇車検・整備工場ご紹介 ◯
　　　全労済提携の車検整備工場が府内22所＋吉祥院サービスオート ◯ ◯
　　　組合員価格、組合員特典あります！ ◯ ◯
◇新車購入クーポン ◯ ◯
　　　新車購入で１万円（軽は５千円）のクーポン券をご利用ください！ ◯
◇自動車購入ローン ◯ ◯
　　　新車・中古車・オートバイ購入のローンあります！(年利2.2％） ◯
◇車買い取り ◯
　　　車を高く買い取ります。ディーラー下取り価格と比べてください。 ◯
　　　ネット・出張で無料査定いたします。ご家族も利用できます。 ◯ ◯ ◯
◇カーリース ◯ ◯
　　　車買うよりリースがお得！全国50社のリース会社から最安値を！ ◯ ◯
　※車を高く売って、リースにすればダブルでお得！ ◯
　詳しくは、生協ホームページの「総務・保険」
　　　　→「カーライフサポート事業」をご覧ください！

　　割引き色々あります！下記「相談会」やお問い合せをお気軽に！

　　◇住宅相談会は１１月１０日（土） 福利厚生センター
　　　　住まいをお考えなら、消費税増税前にご相談を！
　　　詳しくは、生協ホームページの「購買・共同購入」
　　　　　　　→「住まいサポート事業」をご覧ください！

③コープ葬「クオレ」 ④ペット葬
　生協のお葬式５つの安心 　ペットは大切な家族です
　①宗教宗派形式は問いません　　②葬儀費用はわかりやすいお見積もりをします 　心を癒やしてくれるペットは大切な家族です。

　③府内全域のネットワーク （４つの葬儀社、府内２８カ所の葬祭ホール）　　 　最後のお別れは「ありがとう」の気持ちを込め

　④充実のアフターフォローをします （仏壇、位牌、お墓、香典返し など） 　て行いたいものです。

　⑤事前の不安を解消します（葬祭ホール見学会、相続・遺言学習会など） 　府庁生協では、「コープのペット葬」ができる

　お葬式のことは、誰もがわからないことだらけ。長男・長女の時代になり、「もしものとき、いっ 　ように株式会社京都コープサービスと提携し

　たい誰に聞いたらいいの？ 何をしなくてはいけないの？」など 不安がいっぱいです。こんな 　ています。

　とき安心なのが、コープ葬「クオレ」です。京都生協と提携しています。 【コープペット葬】
　クオレ案内センターは、京都生協と京都府庁生協の組合員とそのご家族ならどなたで ◇葬儀の流れ

　も、２４時間３６５日ご利用いただけます。「もしも」のときはもちろんですが、「もしも」にあわて 　　お迎え ＋ 個別火葬 ＋ 一任埋葬あるいは

　ずに済むように、「もしも」の前に 葬儀にまつわる様々な疑問や質問は、クオレ案内センター 骨壺による返骨

　にお尋ねください。学習会や見学会も行っています。　 ◇お問い合せ

　コープ葬「クオレ」は、府内４つの提携葬儀社（葬祭ホールは府内２８カ所）の協力で実 　　0120-075-502　

　現しています。明瞭な費用と頼れるネットワークでエンディングをお手伝い。また、仏壇、仏 　　　（京都府外からは075-681-1302）

　具、位牌や、香典返しからお墓、様々な法的手続きなど、組合員の幅広い要望にワンストッ  　営業時間　9:30～17:30　（土・日・祝は休み）

　プでお応えします。 　　　※営業時間外の受付は「ペットマザー

　「クオレの会」にご登録ください。ご自身やご家族の「もしも」に備えて、安心と納得の葬 　　　京都・滋賀霊園」0120-5940-68

　儀プランを事前に登録できる「クオレの会」。「もしも」のときにあわてずに済むように、また、

　「こんなお葬式がしたい」という希望にもお応えする「クオレの会」へのご登録をお勧めします。 ◇詳しくは、㈱京都コープサービスのホーム

　入会金、積立金、年会費などは一切不要です。 　 ページでご確認ください。

　　「クオレの会」：中京区西ノ京星池町217 　「京都コープサービス」で検索　

（コープ二条駅店北側） 　　　　→　「ペット葬」

　　　パンフレット請求・ご入会等は

　　　下記へお電話ください

 大阪ガス㈱

以下の２ページは、府庁生協の
色々な事業の一覧です

企　業　名

 ㈱一条工務店

 ㈱ヤマダ・エスバイエルホーム

 京都不動産㈱

 住友林業㈱

 セキスイハイム近畿㈱

 積水ハウス㈱

 積和不動産㈱

 大和ハウス工業㈱

 パナソニックホームズ㈱

 ㈱フラットエージェンシー

 ㈱ボウスイシステム

 ミサワホーム近畿㈱

 三井ホーム㈱

 三菱地所レジデンス㈱ マンション対応

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



ツヴァイ 0120-277-281（京都市下京区 075-221-3281） 組合員特別価格 購買へお問い合せを

日本トリム 京都営業所(075-842-2171)　電解還元整水器 組合員特別価格 購買へお問い合せを

大島タイヤ 京都市南区(075-681-5301)

人　形 田中人形 京都市東山三条(075-761-4151)、伏見区大手筋 20％引き 組合員証又は紹介カード

組合員特別価格 購買へお問い合せを

着　物 塚喜商事 京都市下京区(075-341-1101) 卸価格 購買で紹介カード発行

家　具

ヨコハマタイヤ直営店　丹後営業所、福知山営業所

仏壇・仏具 田中極楽堂 京都市下京区(075-341-1000)、北区 15～20％引き 購買で紹介カード発行

田中家具 京都市上京区(075-432-2217) 15％引き 購買で紹介カード発行

組合員特別価格 購買で紹介カード発行

購買で紹介カード発行組合員特別価格

組合員特別価格

(賃貸)

ハウ
ジン
グ

① 生協へ連絡
② 紹介カードの発行
③ ショールーム・住宅
展示場などで提携企業
と打合せ
④ ご成約時に割引の適
用

購

府南部：洛王セレモニー14ﾎｰﾙ、京都セ
レモニー(公益社グループ)6ﾎｰﾙ
府北部：おのえ、三星社の6ﾎｰﾙ

コープ葬クオレ
(京都生協運営)

京都市中京区（クオレ案内センター）COOP仏壇店

クオレの会にご入会を
入会金も会費もなし
※詳細はｸｵﾚ案内ｾﾝﾀｰ
(0120-402-900)へ

葬　儀
仏　壇

京都不動産、フラットエージェンシー、積和不動
産

仲介手数料より10
～20％割引

(不動産仲介)

京都不動産、フラットエージェンシー
仲介手数料より
10％割引

三菱地所レジデンス

ヤマダ・エスバイエルホーム、住友林業、セキス
イハイム近畿、積水ハウス、フラットエージェン
シー、ボウスイシステム、ミサワホーム近畿

工事請負金額又は
見積もり金額より2
～15％割引

(リフォーム)

紳士服
婦人服

購

本やクラブ
府庁生協ホームページのオンライン
ショッピング　※公費利用もできます（ＨＰを
確認してください）

受取店舗を「京都
府庁生協購買課」
にすれば5%引き

ホームページから申込
み・生協購買から受取
り(地方機関へ配送)

購書　籍

社販マーケット
府庁生協ホームページのオンライン
ショッピング

箱買いペットボト
ル等が格安

ホームページから申込
み・自宅配送

購飲　料

青山

アサヒフレックス 京都市上京区 組合員特別価格 購買で紹介カード発行

レナウンダーバンセール（みやこメッセ）（年４回） 組合員特別価格 案内ハガキ職場配布

峰山、舞鶴、福知山、亀岡、八幡、城
陽、京都市内12カ所　※全国の店舗で利用可

10％引き・クーポン 店舗で組合員証提示

はるやま
舞鶴、福知山、亀岡、八幡、城陽、京都
市内４カ所　※全国の店舗で利用可

10％引き

購

府庁生協をご利用ください

　府庁生協は、「購買店舗」や「生協食堂」でのご利用以外にも、様々な事業を行っています。

種類 　店舗等 　所在地・商品内容等 　割引・特典等 　ご利用方法等 担当

共同購入 京都生協の共同購入を職場の班で利用 毎週職場にお届け
職場班単位で利用（購
買へお電話を）

購

総

購

チラシ斡旋
職場配布のチラ
シによる斡旋販
売

有名ブランド激安セール(年5回)、家庭常
備薬(年２回)、象印特選品セール(年２
回)、おせち(アークホテル)(年末)、伊根
のまるご(年末)、かにすきセット(年末)、
段畑みかん(年末)、段畑いよかん(年1回)

組合員特別価格
自宅にお届けなど

職場配布のチラシで申
込み（FAX可）
※有名ブランド激安セールは
ＨＰからも申し込めます。

購

購

(カタログ販売) 購買店舗 大学生協価格 購買店舗へお電話を

(マンション)

ｅ-shop21
府庁生協ホームページのオンライン
ショッピング　※上新電機のネットショップ

最新家電を低価格
で

ホームページから申込
み・自宅配送

家電製品

一条工務店、ヤマダ・エスバイエルホーム、住友
林業、セキスイハイム近畿、積水ハウス、大和ハ
ウス工業、パナソニックホームズ、ボウスイシス
テム、ミサワホーム近畿、三井ホーム

(新築)

注文住宅：建築本
体価格より3％割引
分譲マンション：
販売価格より1％割
引

店舗で組合員証提示

結婚相手紹介
官公庁マリッジ 0120-737-150（大阪市北区 他） 入会半額割引 フリーダイヤルにお電話を

ペット葬 京都コープサービス 0120-075-502（京都生協グループ）　 フリーダイヤルにお電話を

引　越 ヒロセライフサービス 京都市南区（075-748-7416）　全国どこへでもOK 組合員特別価格 購買へお問い合せを

タイヤ

オートアシストヨシムラ　京都市中京区(075-841-1788)バイク 購買へお問い合せを

ガス器具 かつらぎガス器具 京都市上京区(075-431-4111)、下京区 5～30％引き 075-431-4111（直接）

整水器

安心の価格
親切丁寧な説明

心を込めたお見送り

エムティ物流　　南丹市園部町エアコンクリーニング

ジュエリー 京セラ宝飾事業部 店舗(下京区 0120-315-903)、展示販売(随時) 組合員特別価格 フリーダイヤルにお電話を 総



種類 　店舗等 　所在地・商品内容等 　割引・特典等 　ご利用方法等 担当

旅　行
出　張
宴　会
その他

生協旅行部
（ＪＴＢ総合
提携店）

海外/国内の個人旅行・団体旅行(親睦旅
行等)宴会(歓送迎会・忘/新年会)、貸切バ
ス、出張応援、新幹線回数券　など

・JTBの海外/国内
3%引き(ﾊﾈﾑｰﾝ5%)
・その他割引/特典
・各種プラン提案

生協旅行部へ電話
ホームページ（相談
フォーム）から送信

旅

自動
車

購入

(新車購入
クーポン)

トヨタ、スズキ、日産、ホンダ、スバル、ダイハ
ツ、三菱、輸入車（販売店はチラシ等でご確認を）

購入代金から１万
円引き

生協総務課でクーポン
券を発行 総

(自動車ローン) 損保ジャパン日本興亜の低金利パーソナルローン 年率2.2% 0120-100-059へTELを

車検
整備
工場

全労済提携
車検整備工
場

与謝野町、舞鶴市、福知山市(2)、綾部市、南丹市
(園部町)、亀岡市、京都市(上京区、中京区(2)、左
京区、山科区(2)、南区(2)、伏見区)、長岡京市、
宇治市、久御山町、八幡市、城陽市、精華町

・引取り、納車
・費用割引
・エンジンオイル
無料交換(車検時)

組合員であること工場
に直接を伝える（連絡
先はホームページでご
確認ください）

総

吉祥院サービスオート 京都市南区(075-314-7511) 組合員価格等 工場にTELを

自動車買取 ㈱ＪＣＭ 高価買取　査定無料　ご家族もＯＫ　全国どこでも ＪＣＭへ　0120-322-755
総

カーリース ㈱エクシア 最安値リース　特典(1)リース料1カ月無料　(2)オプション装備10%OFF エクシア　0120-8107-99

総

(自転車保険)
東京海上日動火災（ｅサイクル保険）

自転車保険義務化
に対応

ホームページから申込み

損保ジャパン日本興亜
（団体傷害保険「自転車事故」への備え）

生協総務課に申込み

(損保の傷害保
険・医療保険)

損保ジャパン日本興亜（団体傷害保険） 「団体扱い」でお
得

生協総務課に申込み
損保ジャパン日本興亜（新・団体医療保険）

(がん保険など) アフラック(専門の保険会社がお手続きします) 「団体扱い」でお得 生協総務課へ連絡を

(公務員賠償
責任保険)

あいおいニッセイ同和損保 職務に安心を 生協総務課に申込み

(旅行保険)
損保ジャパン日本興亜（新・海外旅行保険Off！） 旅行日当日加入も可 ホームページから申込み

損保ジャパン日本興亜（国内旅行傷害保険）
ジェイアイ傷害火災保険（海外旅行保険）

生協総務課に申込み

(レクリエー
ション保険)

損保ジャパン日本興亜
参加中のケガを、
参加者全員に補償

生協総務課に申込み

(火災/自然
災害共済)

全労済の「住まいる共済」
（火災や地震から住まいを守る）

見積もり無料 生協総務課に申込み

カー
ド

(百貨店カード) 大丸ゴールドカード 優待率5～10％ 生協総務課に申込み

保険

(自動車保険)
損保ジャパン日本興亜、東京海上日動火災、あい
おいニッセイ同和損保

「集団扱い」でお得 生協総務課に申込み

総
(ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ) 三井住友VISAコーポレートゴールドカード 年会費無料など色々

ホームページから申込み
申込書を三井住友へ郵送

住宅ローン 財形住宅金融㈱
勤労者財産形成促進法第９条の福利厚生
会社「財住金フラット３５」を利用

長期固定金利の住
宅ローン

財形住宅金融へTELを
06-6343-5300

総

・「代金決済申請書」と「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を生協総務課に提出してください。

【担当】「購」： 購買075-451-6976    FAX075-441-8000　　「旅」： 旅行075-441-9675    FAX075-432-5040

「総」： 総務075-441-7657    FAX075-441-2686　　「食」： 食堂075-432-5055    FAX075-432-9606

　　お支払い方法について
　 商品等の代金のお支払いには、次のような方法があります。

　店舗等へ直接支払い
　現金又は組合員証カード等による支払い。　　※組合員証カードによる支払いは購買と食堂

のレジでご利用いただけます。なお、クレジットカードは旅行部のみ利用可能です。

　生協総務課で支払い 　生協総務課（別館１階／営業時間10:00～18:00）でお支払い。

　◎支払いの流れ ・商品等ご購入の際は「組合員証」若しくは「組合員番号」が必要となりますので、組合員証をお持ちください。
・月末締めで「請求書」を作成し、翌月15日頃お送りします。
・ご購入の翌月26日に登録された銀行口座から引落します。

※このチラシの説明は概要です。詳細は、各担当にお問い合わせいただくか、ホームページでご確認ください。

生協の様々な事業は、ホームページで より詳しくご確認いただけます。
　　　　　　府庁生協　　　検索　　 ※「府庁生協」で検索

　口座振替（別途申込み要） 　下記によりお申し込みください。　※幅広い支払いに対応できます。

　振込用紙による銀行振込 　請求書といっしょにお渡し（送付）します。　※幅広い支払いに対応できます。

　給与からの口座振替 　保険の掛金でできます。（一部不可）　※保険の手続き時に確認。

◆口座振替の手続き◆ ※これは給与からの口座振替ではありません。生協独自の制度です。

　◎お申し込み


