
       府庁生協 くらしコープ 特別号    　　2020.4.1

　オンライン
ショッピング 

 京都府庁生協について

　ご利用・営業窓口

　加入等の諸手続

　組合員カード・お支払い さらに詳しい内容は、府庁生協のホームページをご覧ください！
　個人情報の取扱い

 取扱商品・サービス

　購買・共同購入 ・ホームページには府庁生協が行っている全事業を掲載しています。

　食堂・弁当等 ・ホームページにはそのときどきのホットな情報を掲載しています。

　旅行・証紙等 ・ホームページには職員掲示板に掲載されたものは全部掲載しています。

　総務・保険等 スマホはこちらから→

 オンラインショッピング ●４つの事業分野 詳しくは次ページ以降に掲載

◎ 府庁での日々の暮らしを応援する商品を提供！

●シリーズ企画● パン、菓子、飲料、弁当、日用雑貨、書籍・雑誌、文具

京都のええもん 企画出店､地産地消ﾌｪｱ、職場共同購入、チラシ斡旋販売

京の老舗を訪ねる 住宅関連事業、ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ（本・家電など）　　　　他

◎ お昼はおまかせ！ 安心・安全な食材、栄養バランスの

とれたメニューでおいしい食事を！

定食、ランチ、単品、丼、カレー、うどん、そば、ラーメン

配達弁当、テイクアウト弁当、特注弁当　　　　　　　　　他　　

◎ くらしに潤いを！　お仕事もサポート！

個人旅行（海外・国内）、親睦会旅行、歓送迎会

忘・新年会、貸切バス、新幹線回数券、出張応援　

証紙、印紙、切手、申請書、チケット    　　　　　　　　　他

◎ くらしに安心・安全を！ 

アフラックがん・医療保険、損保の傷害保険、自動車保険

　ＨＰには これら以外にも 旅行保険、火災共済、公務員賠償責任保険、自転車保険

　色々なバナーがあります 車検、カード、住宅ローン、車買取、カーリース　　　　　他

　　府庁生協は、府職員のくらしの向上をめざし、 ◎出資金は １口1,000円で ３口からお願いします。

　　１９７２年に設立され、ほとんどの職員（加入 ※ 出資金は生協をやめられるときはお返しします。

　　率８５％）の皆様にご加入いただいています。 ◎加入は 申込書(出資金を添えて)を 生協総務課(別館

　　生協の各事業は次頁以降をご覧ください。 　１階)まで  ※別館の場所は次ページの地図を参照してね

京都府庁生活協同組合

Aflac
府庁生協専用アフラックＨＰ

購買・共同購入

食堂・弁当等

旅行・証紙等

この「くらしコープ」特別号は、組合員の皆様の暮らしの色々な

場面で 府庁生協がお役に立てるよう、 府庁生協が行っている

様々な事業をご紹介しています！お手元に置いてご活用ください！

　◎京都府庁生協のホームページは　府庁生協　検索

おいでやす
府 庁 生 協

　　　　　府庁生協に未加入の皆様　府庁生協にお入りください

総務・保険等

新・海外旅行保険
OFF　 ﾈｯﾄ契約入口

セゾン・アメリカン
エキスプレス R カード

住宅 (新築・リフォーム・
マンション・賃貸等）



　オンライン
ショッピング 

 京都府庁生協について

　ご利用・営業窓口 ● 現在発行している組合員証は、プリペイド機

　加入等の諸手続 　 能付きで、レジで２万円まで加金（チャージ）

　組合員カード・お支払い 　 できます。（購買・食堂レジで利用可） 

　個人情報の取扱い ● 加金はレジでお申し付けください。レジでの

 取扱商品・サービス 　 お支払いがスムーズになり、便利です。

　購買・共同購入 ● 組合員証は、加入申込書の住所に郵送しま

　食堂・弁当等 　 す （約２週間かかります）。 それまでは加入

　旅行・証紙等 　 申込書の「控え」が仮組合員証になります。

　総務・保険等 ● 旧のカード（ＩＣチップの貼ってあるもの）や紙の組合員証をご使用の方は、組合員証とし

 オンラインショッピング 　 ては今後も有効ですが、生協総務課で現在のカードに切り替えられます（無料）。

●シリーズ企画●

京都のええもん

京の老舗を訪ねる

② ◎氏名や住所等を変更された場合は、生協総務課にご連絡ください

京都府庁生活協同組合

住宅 (新築・リフォーム・
マンション・賃貸等）

ｅ サイクル保険

 組合員証（カード）について

Aflac
府庁生協専用アフラックＨＰ

新・海外旅行保険
OFF　 ﾈｯﾄ契約入口

三井住友ＶＩＳＡコーポ
レート　ゴールドカード

セゾン・アメリカン
エキスプレス R カード

生協旅行部ご旅行
相談フォーム

乗る　　　　ピタ
12時間から入れる自動車保険



　オンライン
ショッピング 福利厚生ｾﾝﾀｰ１階　営業時間 10:00～18:00

 京都府庁生協について 直通 075-451-6976  本庁内線 6111

　ご利用・営業窓口

　加入等の諸手続

　組合員カード・お支払い ●店舗販売（コンビニ商品） パン　サンドイッチ　弁当

　個人情報の取扱い 　　おにぎり　各種飲料　菓子色々　カップ麺　スイーツ　文

 取扱商品・サービス 　　具　ＰＣ周辺商品　日用雑貨　

　購買・共同購入 ●雑誌・書籍 （５％引き）

　食堂・弁当等 　　「本やクラブ」の商品受取店舗にもなります。

　旅行・証紙等 ●企画出店 菓子、食品、化粧品など日替わりで生協提携業者が出店します。

　総務・保険等 ●お取寄せ販売 ＩＴ機器、家電、ＤＶＤ、家具などのお取寄せを行います。

 オンラインショッピング ●カード・チケット 図書カード　ギフトカード　市バス回数券　交通関係カード　認め印

●住宅関連 新築・リフォーム・賃貸等の住宅事業　ガス関係　ｴｱｺﾝｸﾘｰﾆﾝｸﾞ　引っ越し

●シリーズ企画● ●生活全般 紳士・婦人服　着物　家具　ひな・五月人形　仏壇・仏具　バイク　自転車

京都のええもん ●冠婚葬祭 結婚相手紹介(ツヴァイ、官公庁マリッジ)　葬祭(クオレ)　ペット葬

京の老舗を訪ねる

別館１階　営業時間 9:30～18:00

直通 075-451-3055  本庁内線 6115

● チラシやカタログによる斡旋販売
　　　「有名ブランド激安セール」、「家庭用常備薬」、「象印特選品」、「年末・正月用品」（

　　おせち、かに、ぶり、みかん等）、その他ときどきの商品を、チラシやカタログで斡旋販売

　　します。チラシやカタログは職場に配布・回覧されます。

● 職場共同購入
　　　「京都生協の共同購入」が職場でできます。週１回のお届けで食料品等が揃います。

府庁生協ホームページから

※「府庁生協」で検索

● 本やクラブ（Honya Club） 本のことならHonyaClub.comにおまかせ！

　　「生協購買」受取りで５％引き！　登録し、商品受取店舗を「京都府庁生協購買課」に

● Joshin wｅb ｓｈｏｐ 家電とパソコンの"ジョーシン"のネット店

　　各商品を会員限定価格でご提供！   法人コードは「c06Ee5570b」

● 有名ブランド激安セール カタログ以外にネットからもお申し込みＯＫ！

　　職場配布のカタログと同じものです。 商品確認・お申込みをネットからどうぞ。

● 社販マーケット　各種ドリンクなどの箱買いが超お得！

　　有名メーカーの商品も最大半額以下！　エンターコードは「fucho55」

福利厚生ｾﾝﾀｰ１階　営業時間 9:00～17:30

直通 075-414-0751  本庁内線 6112

● 京都府収入証紙 １０円～１０，０００円の証紙を取り扱っています。

● 収入印紙 　   ２０円～２０，０００円の印紙を取り扱っています。（他の金種は取寄せ）

● 切手・はがき 通常の切手、はがき、往復はがき、記念切手等を取り扱っています。

● その他 土木やその他の申請書、南座チケット（一部）等を取り扱っています。

③

乗る　　　　ピタ
12時間から入れる自動車保険

 オンラインショッピング

京都府庁生活協同組合

ｅ サイクル保険

◎みなさんのご利用が生協事業を支えています！一層のご利用をお願いします

住宅 (新築・リフォーム・
マンション・賃貸等）

 購買店舗

府庁での日々の暮らしを応援する商品を
提供します

 共同購入
Aflac

府庁生協専用アフラックＨＰ

新・海外旅行保険
OFF　 ﾈｯﾄ契約入口

三井住友ＶＩＳＡコーポ
レート　ゴールドカード

セゾン・アメリカン
エキスプレス R カード

 証紙・印紙等販売所

生協旅行部ご旅行
相談フォーム



　オンライン
ショッピング 大食堂 福利厚生ｾﾝﾀｰ地階　営業時間 12:00～13:30

 京都府庁生協について サロン 直通 075-432-5055  本庁内線 6113

　ご利用・営業窓口

　加入等の諸手続

　組合員カード・お支払い ●大食堂「グリーンスポット」（１０％引き）
　個人情報の取扱い 　　定食・ランチメニュー … 日替わりでご提供

 取扱商品・サービス みそ汁付きで 408円＋ご飯価格

　購買・共同購入 　　単品メニュー … 毎日７種類ご用意 176円～330円

　食堂・弁当等 　　丼、カレー  …　２種類の丼を週替わりで、カレーは普通とトッピングカレーを。

　旅行・証紙等 単品と丼は、月～水と木・金でメニューの内容を変えています。

　総務・保険等 　　麺類  …　うどん、そば、ラーメン(２種類)を週替わりで。季節の麺類も。

 オンラインショッピング 　　小鉢　…　野菜を中心に色々な小鉢を用意しています。

●サロン「ふれんず」 ・ 大食堂ホール（客席）の追加スペース

●シリーズ企画● ●配達弁当 ※職場へお届けします！

京都のええもん 　・ ７種類のおかずを日替わりで組合せ、飽きが来ないように工夫しています。 

京の老舗を訪ねる 　・ 忙しいあなたへ職場までお届け（本庁、京都市内の公所に配達しています）。

　・ 配達弁当はお得な回数券を。10枚綴5,000円(１個500円）。

　　回数券の購入は配達員まで。現金売りは１個 540円。

　・ 本庁：朝10時～ 所定の注文用紙に記入（職場へ回収に伺い

　　ます)、または食堂へ電話で注文してください。

　・ 市内公所：朝9時30分までに職場毎の注文数を電話で。

●テイクアウト弁当 ・ 福利厚生ｾﾝﾀｰ１階の購買前でお持ち帰り用の

　　テイクアウト弁当等を販売。各種弁当、丼、カレー、サラダなど多彩です。

●特注弁当 ・ 会議・研修用などの特注弁当もご予算に応じて承っています。

別館１Ｆ　営業時間 10:00～18:00

（JTB総合提携店） 直通 075-441-9615  本庁内線 6116

　個人旅行（国内・海外）、グループや 　ＪＴＢのデジタルパンフレットです。

　職場の団体旅行・ご宴会などのご相談 　旅行のお申し込みは左の [ ご相談

　は、こちらからどうぞ。 　フォーム ] からお願いします。

● 海外旅行 　ＪＴＢルック（海外）…３％引き（ハネムーンは５％引き）

　　JALパック・阪急トラピックス・ＡＮＡハローツアーなど各社の海外旅行も手配

　　格安航空券・海外ホテル泊なども手配

● 国内旅行 　ＪＴＢエース（国内）…３％引き

　　全国ＪＴＢ加盟の旅館・ホテル・民宿なども斡旋

● 団体旅行 　職場の親睦旅行（国内・海外）はお任せください。（モデルプランあり）

● 出張も便利 「出張応援価」（交通機関と宿泊をセットしたお得プラン。３％引き）

　　新幹線回数券…京都－東京の片道 13,410円。 超安tokyobookmark も取扱い。

● 宴会／歓送迎会、忘・新年会 ※特別料金プランを出しています。

● その他のサービス 貸切バス、レンタカー、ＴＤＬやＵＳＪなどのチケット、旅行券等

ウェディング特別優待プラン（式場と提携）

※ 職場行事などがあれば、まずは生協旅行部にご相談ください。

④ ◎生協へのご意見・ご要望は「一言カード」でお寄せください

京都府庁生活協同組合

京都府庁生協 旅行部

ご旅行相談フォーム

ＪＴＢお買得旅

デジタルパンフレット一覧

 食堂

安心・安全な食材、栄養バランスのとれたメニューで
おいしい食事を！　※メニューは 職員掲示板とＨＰに掲載！

 旅行部

Aflac
府庁生協専用アフラックＨＰ

新・海外旅行保険
OFF　 ﾈｯﾄ契約入口

三井住友ＶＩＳＡコーポ
レート　ゴールドカード

生協旅行部ご旅行
相談フォーム

乗る　　　　ピタ
12時間から入れる自動車保険

住宅 (新築・リフォーム・
マンション・賃貸等）

ｅ サイクル保険

セゾン・アメリカン
エキスプレス R カード



　オンライン
ショッピング 別館１階　営業時間 10:00～18:00

 京都府庁生協について 直通 075-441-7657  本庁内線 6110

　ご利用・営業窓口

　加入等の諸手続

　組合員カード・お支払い ●生保 （アフラックのがん保険、医療保険）

　個人情報の取扱い 　・ 「団体扱い」でご加入いただけます。個人で加入されるよりお得！

 取扱商品・サービス ●損保の医療保険・傷害保険 （新・団体医療保険、団体傷害保険）

　購買・共同購入 　・ 「団体扱い」でお得！

　食堂・弁当等 ●自動車保険・自転車保険 ・ ｢集団・団体扱い｣でお得！

　旅行・証紙等 　・ 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

　総務・保険等 　　損保（以上は代理店）及び三井住友海上火災の自動車保険を扱っています。　

 オンラインショッピング 　・ 12時間から入れる自動車保険（友人からちょっと車を借りるだけなどに便利。スマホでOK）

●旅行・レクリエーション保険 （新・海外旅行保険OFF!(ｵﾌ)、国内旅行傷害保険、

●シリーズ企画● ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ保険、その他の保険）

京都のええもん ●公務員賠償責任保険 （1月1日から１年間　 人事異動後追加募集）

京の老舗を訪ねる 　・ 職務に起因して提起される住民訴訟。個人が賠償責任を問われる時代、職員の皆様に

　　安心して職務に専念していただけるようにご用意した保険です。 

●全労済の火災共済・自然災害共済（住まいる共済）
　・ 火災や地震などから皆様のお住まいや家財を守る保障です。

●自動車関連サービス
　・ 車検整備工場の紹介…全労災と提携し、府内２２の整備工場をご紹介。

　・ 新車購入クーポン券（１万円）、自動車ローンの紹介。 ・車買取り、カーリースも。

●カード、住宅ローン
　・ 大丸百貨店ゴールドカード（5％、8％、10％などの割引）の取扱いをしています。

　・ 三井住友ＶＩＳＡコーポレートゴールドカード（年会費無料）の取扱いをしています。

　・ セゾンのゴールドとプラチナのアメリカンエキスプレスカードの取扱いをしています。

　・ 長期固定金利の住宅ローン「フラット３５」の取扱いをしています。

●再任用職員・嘱託職員となられる方…引き続き生協の組合員です
     ※ ただし、保険にご加入の方は、掛け金の口座引落しができなくなる場合（職員番号が

変わる場合）がありますので、職場でご確認の上、引落しできなくなる場合は銀行口座

振替となりますので生協総務課にご連絡ください。

●職場を去られる方…生協に継続加入できます
     ※保険や旅行などで引き続き加入を希望される方は、「継続申出書」を生協総務課に出し

てください。用紙はＨＰからもプリントアウトできます。

・保険にご加入の方は、掛け金が銀行口座振替となりますので、生協にご連絡ください。

●生協をやめられる方
     ※「脱退申出書」を生協総務課に出してください。用紙はＨＰからもプリントアウトできます。

・出資金をお返しします。組合員証は返納してください。組合員証（カード）に現金チャー

　ジがある場合は、レジで返金を受けてから返納してください。

・購入代金の未払がある場合は、精算してください。

・職場共同購入をされている方は、京都生協の担当支部に連絡してください。

⑤

京都府庁生活協同組合

 くらしの安心と便利をサポート　生協での保険加入は「団体扱い」でお得！

住宅 (新築・リフォーム・
マンション・賃貸等）

　　◎詳しくは、生協総務課（075-441-7657）へお問い合せください

 総務・保険

Aflac
府庁生協専用アフラックＨＰ

新・海外旅行保険
OFF　 ﾈｯﾄ契約入口

 退職後も府庁生協が保険や旅行など豊かな生活をサポートします

 退職後も継続加入できます

ｅ サイクル保険

三井住友ＶＩＳＡコーポ
レート　ゴールドカード

セゾン・アメリカン
エキスプレス R カード

生協旅行部ご旅行
相談フォーム

乗る　　　　ピタ
12時間から入れる自動車保険



⑥

総

組合員特別価格

組合員特別価格

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

大島タイヤ 京都市南区(075-681-5301)

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

(賃貸)

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

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

安心の価格
親切丁寧な説明

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

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)

住友林業、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)

(マンション)
三菱地所レジデンス、長谷工コーポレーション、
エスリード

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

購

家電製品

一条工務店、ヤマダホームズ、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)

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

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

　　　　府庁生協ご利用方法等一覧（売店・食堂除く）

商品種類 　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）

購飲　料

購

紳士服
婦人服 アサヒフレックス

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

Joshin web
shop

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・パソコ
ン等を低価格で

ホームページから申込
み・自宅配送

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

購

購

結婚相手紹介

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

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

京都市上京区(075-431-4111)、下京区 5～30％引き 075-431-4111（直接）

整水器

仏壇・仏具 田中極楽堂 京都市下京区(075-341-1000)、北区 15～20％引き

組合員証又は紹介カード

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

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

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 総

青山・はるやま
AOKI・コナカ

府内各所（店舗の所在地はそれぞれのHP
で確認してください）

10％引き・クーポン 店舗で組合員証提示

※詳しい内容は、生協ホームページでご確認 又は 各担当にお問い合わせください

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

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

エムティ物流　　南丹市園部町エアコンクリーニング

心を込めたお見送り

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



⑦

保険 総

　生協の様々な事業・新たな事業は、ホームページで より詳しくご確認いただけます。

　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。　※クレジットカードとペイペイは旅行部のみ使用可能です↓

　生協総務課（別館１階／営業時間10:00～18:00）でお支払い。

　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。

　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。

　保険の掛金でできます。（一部不可）　※保険の手続き時に確認。

※旅行部ではクレジットカード
　 とペイペイがご使用いただけ
　 ます（ポイント還元対応）。

　◎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。

【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

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

あいおいニッセイ同和損保公務員賠償責任保険

　府庁生協　　　検索　　 ※「府庁生協」で検索　　　　　　　　　　スマホは→

　給与からの口座振替

◆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 ・「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。

　生協総務課で支払い

　口座振替（別途申込み要）

　振込用紙による銀行振込

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

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

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

カー
ド クレジット

カード セゾン ゴールド/プラチナ・アメリカンエキスプ
レス・カード

年会費など色々お得
ホームページから申込み
チラシのQRから申込み

総

「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）

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

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） 生協総務課に申込み

職務に安心を 生協総務課に申込み

損保ジャパン日本興亜（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）

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

自動車保険

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、東京海上日動火災、あい
おいニッセイ同和損保（※三井住友海上火災の集金業
務もあります）

「集団扱い」でお得 生協総務課に申込み

ホームページから申込み損保ジャパン日本興亜（12時間から入れる自動車保険「乗るピタ」）

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

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

車検
整備
工場

全労済提携
車検整備工
場

舞鶴市(2)、福知山市(2)、綾部市(2)、南丹市
(2)、亀岡市、京都市（左京区、上京区、中京区
(2)、山科区(2)、南区(2)）、宇治市、久御山町、
城陽市、京田辺市、精華町　以上22工場

・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

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（軽は5千円）

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

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、ウェディ
ング特別プラン　など

・JTBの海外/国内
3%引き(ﾊﾈﾑｰﾝ5%)
・その他割引/特典
・ペイペイ使用可

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

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



生協は「ＳＤＧｓ」や「エシカル」を重視
して事業をすすめます

　　SDGsとは 2015年9月、国連サミット「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択されました。

2030アジェンダは、2016年から2030年までの国際社会共通の目標を掲げています。

この目標が、17分野の目標・169のターゲットからなる「持続可能な開発目標」（SDGs）です。

コープSDGs行動宣言
　 日本生協連は、2018年6月15日に開催された、第68回日本生協連通常総会にて「コープSDGs行動

宣言」を採択しました。 「持続可能な開発目標（SDGs）」 について、生協もその一端を担うべく、７つの

取り組み（下記のもの）を通じてその実現に貢献することを約束する行動宣言です。

　 日本生協連は、全国の生協とともに「コープSDGs行動宣言」の７つの取り組みを通じて、持続可能な

社会の実現を目指します。

SDGsとエシカル消費
　 エシカル（Ethical）は、直訳すると「倫理的」という意味です。そして、地域や環境、社会や人々に配慮して

モノやサービスを買うことを「エシカル消費」と呼んでいます。

　 このエシカル消費が世界の「これから」について大きな役割を担っていると言われています。

　 SDGｓは 世界が目指す「目標」ですが、エシカル消費は消費者がその目標を実現するための手段となる

ものであり、そのために果たすべき責任でもあります。

　 エシカル消費が広がり、多くの消費者が 「地域や環境、社会や人々のことを考えた商品を選びたい」、

「そういうことを意識した暮らしをしたい」 と思うようになったとき、商品をつくる側も消費者の思い、エシカル

を意識した商品づくりをするようになります。

　 商品をつくる側がその責任をはたし、消費者がそれを後押しする、そんな好循環が生まれたとき世界は

変わり、未来につづく（＝持続可能な）社会ができると期待されています。

　 でも、大上段に構える必要はありません。日々の暮らしの中で、ほんのちょっとした意識と行動がこの取

組みを大きくすすめるものと考えます。　さあ、今日から始めましょう「エシカル消費」。

 2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」には、生協の事業

 活動と強い関わりを持つ目標があります。日本生協連合会は、2018年に「コープ

 SDGｓ行動宣言」を採択しました。 府庁生協でもSDGsを重視し、微力ですが取

 り組みをすすめます。


