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大阪府職員生活協同組合
☎ 06-6941-0351( 内線 )5761 ～ 5763・5714

http://www.konnitiwa-seikyo.com/

☎ 06-6942-0990( 直通 ) FAX：06-6942-0246
営業時間 9：00 ～ 17：30 ( 土、日、祝は休業 )

E メール :k-coop@vega.ocn.ne.jp

大阪エイドセンター

http://www.konnitiwa-seikyo.com/
aid.html

☎ 06-6942-0198( 直通 ) FAX：06-6942-9188
営業時間 9：00 ～ 18：00 ( 土、日、祝は休業 )

大阪府職員旅行サービス
☎ 06-6949-0628( 直通 ) FAX：06-6946-9452
営業時間 9：00 ～ 18：00 ( 土、日、祝は休業 )
〒 540-0008

大阪府大阪市中央区大手前３丁目 1 番 43 号

－４－

JTB 全商品のパンフ
レットが
ご覧いただけます。
https://stores.jtb.
co.jp/b8441-0

大阪府新別府北館地下１階

大阪府職員生協 です
大阪府職員生協は、組合員一人ひとりが出資・
利用・運営に参加し、組合員みんなが知恵と
力を出し合い、共同して事業を進める
「自主的な組織」です。
組合員になることにより、大阪府職員生協が取扱う物資斡旋や保険、
サービス、指定店、旅行をお得にご利用いただけます！
③

②

①

⑥

⑤

④

－１－

職員生協のお得な事業をご紹介！

職員生協のお得な保険をご紹介！

職員生協と提携している指定店を知っておくとお得！割引などの特典がありますので、ぜひご利用ください。

企画商品

■あした米・夢ごこち

兵庫県但東町の美味しいお米！

■めんの山一

島原のそうめんが特別価格！

■家庭用常備薬

特納品もご用意してます！

取扱商品

生協特別価格で
お得に購入！

■名刺印刷

■丸大食品

ギフト商品が 30％ OFF ！

■揖保乃糸

お中元商品が 20%OFF ！

■信州ハム

最大 29％ OFF ！さらに送料無料！

職域だからできる
特別価格！

ネットショッピング

■ 日用消耗品の職域販売サイト 生活応援フェアーぷらす

https://www.life-support.shop/shop/idinfo.html?gid=fuseikyo
秘密のキーワード：fuseikyo
いつもの日用消耗品が最大 70％ OFF ！
取り扱いメーカー：P ＆Ｇ、花王、ライオン、サンスター

etc...

■Ｊｏｓｈｉｎ web ショップ

府章入りの名刺

1,300 円～！

いろいろな商品を
取り扱ってます！

■日経 BP 情報誌

■週刊ダイヤモンド

■美術館前売券

■文楽

■象印

■ＱＵＯカード

各美術館の前売券を販売！

■刊行物

■レンタカー ニッポンレンタカー

購読料を通常価格から 34%OFF ！

https://www.nipponrentacar.co.jp/ods/

ID:5990

ワンデイスキップ利用で一般価格から 20％～ 55％ OFF ！

■ 職域限定ショッピングサイト 社販マーケット

高価買取 + ご成約特典として商品券 10,000 円分を贈呈！

■自動車購入サポート カーライフＮａｖｉ
https://carlifenavi.atlux.ne.jp/

まずは
無料診断！

https://unicaret.co.jp
パートナー ID：fuseikyo
ユニ・チャーム㈱が出資する職域限定の通販サイト！
あらゆるジャンルの日用品が驚きの低価格で販売中！

葬儀

0120-557-419

ブランド品買取サービス
■ブランディア

https://www.sompo-cre.co.jp/login/
ID：12832 パスワード：fuseikyo
職域限定の優遇条件 ( 固定金利 / 保証料込み ) でご提供！

■財形住宅金融㈱ フラット３５エース

■自習室うめだ

http://www.zaijukin.co.jp/
TEL：06-6343-5300 大阪支所 担当：宮田
フラット 35 業界内で最低金利水準！

■泉屋メモリアルホール

花と緑のお葬式

大阪・奈良に直営 12 ホール

お墓の個別相談会開催！

0120-549401

0120-905-594

組合員特典が
あります！

■福田石材店

TEL：0721-55-0466

明治三十三年創業の石材専門店

お電話時に必ず 「大阪府職員生活協同組合」 の
組合員 ・ その家族であるという旨をお伝えください。

船舶・水上バイク免許

■ＪＣＢビジネスゴールドカード

レンタルボート

■大阪マリン

https://www.bayblue-osakamarine.com/
組合員の皆様は、ポイントが 2 倍たまります！

☎ 06-6225-8976

社会人のための有料自習室。
組合員特別価格 月極コースより 20％ OFF ！

クレジットカード

申込みフォームの 「提携企業 ・ 団体」 「提携企業 ・ 団体の会員」 欄
に 「大阪府職員生活協同組合」 とご入力ください。

宿泊施設

資 料 請 求 https://www.resonacard.co.jp/static/business_jcb/index.html?dgc/sign_card_
jcbmine/form.php?D4UO5Y7N3
ゴールドカードの特典つき！年会費無料！国内 / 海外保険サービス！

■三井住友ＶＩＳＡコーポレートゴールドカード
■ＵＣカードプライス ゴールド

web 入会 https://www.uccard.co.jp/prize/DDPLK
年会費無料 ! ＵＣカードは、永久不滅ポイント。国内 / 海外保険サービス！

■セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス ®・カード

web 入会 http://www.saisoncard.co.jp/rd/osaka-shokuin-pt
年会費 20,000 円 ( 税抜 )。限られた方だけのプラチナカードを特別に承ります！

■セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス ®・カード
web 入会 http://www.saisoncard.co.jp/rd/osaka-shokuin-g/
初年度年会費無料、2 年目以降も前年に 1 回以上のご利用で無料！

●電話予約 予約センター 06-6353-1955
ナビダイヤル 0570-00-195 法人番号：THR100 法人会員名：大阪府職員生活協同組合
● WEB 予約 https://granresort.jp/c-member/base/
法人 ID：THR100 パスワード：a1024
1 泊 2 食付和み会席コース ( 税込・サービス料不要 )12,600 円～

提携店 ( ファッション )

■はるやま

提携特典で、
お得にショッピング♪

はるやま店舗限定特別クーポン提携割引 10％ OFF+ 各種クーポンとの併用可

■洋服の青山

提携割引のご案内画像

■ＡＯＫＩ

AOYAMA タイアップカードご登録・ご提示で 10％ OFF ！

法人会員スマホクーポン
はるやま・青山・AOKI

AOKI 期間限定特別クーポン

クーポン http://www.konnitiwa-seikyo.com/teikeihukusyoku.html

大阪府職員生協ホームページ
http://konnitiwa-seikyo.com/

クレジットカード申し込み、ネットショッピングのＵＲＬなど組合員限定の
パスワード：123456

会員制リゾートホテルで、優雅な休暇を！
自慢は旬の会席料理！

■ザ グランリゾート

web 入会 https://www.smbc-card.com/nyukai/hojin/osk-seikyo/index.jsp
三井住友カード iD 年会費無料 ! 国内 / 海外保険サービス！

( 半角英数 )

－２－

万が一の場合に備えて、死亡・所定の高度障がい状態に対
する保障を確保できます！

■総合医療保険 ( 総合医療保険 ( 団体型 ))

入院や手術等に備えて、ケガや病気による 1 泊 2 日以上
の入院・手術等に対する保障を確保できます！

■健康応援プログラム

三大生活習慣病、長期療養収入、健康づくりをサポート！
保険 WEB ページ

ユーザー名：seikyo

■積立年金保険 ( 拠出型企業年金保険 ( 生命保険 ))
ゆとりあるセカンドライフを今から！
手軽に積立することができます。

火災・交通災害共済
■全労済 住まいる共済

予期せぬ火災・自然災害から大切なお住まいを守る保障で
す。

■公務員賠償責任保険

業務に起因して住民訴訟や民事訴訟が提起された際に、職
員個人の負担となる弁護士費用及び損害賠償金を支払う保
険です。

■全労済 交通災害共済

まさかの交通事故による万一やけがに手厚い、外出時に
安心の保障。

■アフラックの医療保険・がん保険

医療保険とがん保険をいっしょに備えてさらに安心！
契約者を組合員にすることで 2 親等以内のご家族も団体割引！

パスワード：123456( 半角英数 )

各保険の資料請求は生協にご連絡くださ
い。
TEL：06-6942-0990

大阪エイドセンター ( 生協子会社 ) をご紹介！

大阪エイドセンター ( 生協子会社 ) は、
損害保険及び生命保険の代理店です。また、
旅行 ( ＪＴＢ商品 ) も取り扱っております！

保険

一般契約より割安な自動車保険を
ご存じですか？

職員生協団体扱自動車保険ならノンフリート等級の
無事故割増引とは別に大口団体割引が適用されます！
一括払いはさらにお得に！

■新医療保険Ａ ( エース ) プレミアム

簡単な３つの告知 ( 男性は２つ ) で医療保険にお申し込みができ
ます !

各保険会社と団体扱契約をむすんでおります。
1 年から 10 年までの長期契約も取り扱っております。

■ゴルファー保険

ゴルフでの思いがけない事故への備えをお忘れなく！
保険料が一般にくらべて 15％の団体割引が適用！

■大阪府旅行サービス

ご自身に合った補償をお選びいただけます。
団体契約のため 20％割安です！傷害保険は、24％割安です！

【取扱保険会社】
●三井住友海上火災保険● AIG 損害保険
●損害保険ジャパン●あいおいニッセイ同和損害保険
●東京海上日動火災保険

■火災保険

旅行サービス

■団体医療保険・団体傷害保険
団体がん保険・団体介護保険

■自動車保険

■大阪マリン

「大阪府職員生活協同組合」 の組合員であるという旨を
お伝えください。

ゴールドカードが
年会費無料！

■グループ保険 ( 団体定期保険 )

詳しい保険内容は、大阪エイドセンター
にお問い合わせください。
TEL：06-6942-0198
http://www.konnitiwaseikyo.com/aid.html

旅行もお得に！

ＪＴＢ総合提携店

リロクラブ会員様はエース JTB 国内旅行お申し込みで
宿泊助成ご利用ＯＫ！
エース JTB 国内旅行
1 泊 大人 2,000 円 小人 1,000 円の補助
7 月～ 9 月は増額キャンペーン
1 泊 大人 2,500 円 小人 1,500 円の補助
JTB 全商品のパンフレットが
ご覧いただけます。
https://stores.jtb.co.jp/b8441-0

旅行のことなら大阪職員旅行サービス
にご相談ください！
TEL：06-6949-0628

住宅斡旋紹介のご案内

https://menkyo.osaka-marine.co.jp/
組合員特別価格で受講できます！

ご加入には、 職員生協組合員専用の加入申込書が必要です。
職員生協にご請求ください。

施設利用

■八光社

0120-13-2277

会員制の店舗型総合問屋！いつでも卸価格！
公式オンラインショップもございます。
提携特典：登録料・年会費無料！

■損保ジャパン SOMPO クレジット

心に刻まれる葬儀

■須藤石材

問屋会員

■ファンビ寺内

https://www.rokin.or.jp/
大阪中央支店 TEL：06-6946-0023
ろうきん住宅ローン、教育ローンなど

低価格ながら安心・明瞭プラン

お墓

「大阪府職員生活協同組合」 の組合員であるという旨を
お伝えください。

提携割引が
あります！

■葬儀会館 ティア

TEL：0120-53-8585

https://brandear.jp/lp2?pid=otkc53
ブランド宅配買取№ 1 ！

百貨店と同じ品揃え！参考小売価格の 60％～ 85％でお得
にお買い上げ！いつでも卸価格でご購入いただけます♪
提携特典：年会費永年無料！
オンライン入会 https://houjin.manei.co.jp/3914/

■近畿ろうきん

保険

暗証番号：aid130

■小さなお葬式

0120-968-297

■萬栄カード

各種ローン

ライフプランに合わせてご活用ください！

サポート会社の三井住友海上より優良ディーラーをご紹介！

https://www.asante.co.jp/
シロアリ防除 通常価格より 10％ OFF ！

■ ユニ・ケアーアウトレット

0120-322-755

http://www.jcmnet.co.jp/osakafu-shokuin/

府政ノート、府議会手帳、大阪府職員録

■アサンテ

PASSWORD:36692

■車買取サービス ＪＣＭ

ギフト用 QUO カードあります！

シロアリ防除

0120-8107-99

取次店コード：27G0201N

車両リース価格 1 ヶ月無料！ + オプション全品 10％ OFF ！

お電話時に必ず 「大阪府職員生活協同組合」 の
組合員 ・ その家族であるという旨をお伝えください。

https://www.shahan-market.co.jp
専用エンターコード：fuseikyo
有名メーカードリンク商品などが最大半額以下！

ユーザー名：seikyo

https://lease-partners.jp/

チケットを取り扱っております！

象印商品を特別価格でご紹介！

https://joshinweb.jp/cp_stage.html
会社コード：p0TJTy2pBe
会員限定のプレミアムステージご優待！

情報はこちら！

■カーリース リースパートナー

購読料を通常価格から 10％ OFF ！

■プレジデント社

購読料を通常価格から 10％ OFF ！

カーライフサポート

職員生協の保険・損害保険はより多くの組合員で支えあう確かな保険です。

生協住宅提携企業 (39 社 ) で新築・一戸建・マンションの購入や増改築などをされる場合、
０．
５～３％の割引 ( 本体価格 ) をさせていただきます。
新築マンション

新築 ・ リフォーム

不動産 ・ 賃貸住宅仲介

三菱地所レジデンス㈱

㈱ヤマダホームズ

積水ハイム不動産関西㈱

三井不動産レジデンシャル㈱

サンヨーホームズ㈱

住管エステート㈱

大林新星和不動産㈱
阪急阪神不動産㈱
関電不動産開発㈱
エスリード㈱
住友不動産㈱
東急不動産㈱
南海不動産㈱
近鉄不動産㈱

セントラル総合開発㈱

㈱長谷工コーポレーション
大阪ガス都市開発㈱
和田興産㈱
㈱日本エスコン

㈱タカラレーベン
アイデザインホーム㈱

大和ハウス工業㈱

日本住宅流通㈱

三井ホーム㈱

㈱ベイシス

㈱イムラ

増改築 ・ リフォーム

セキスイハイム近畿㈱

㈱セイキョウホーム近畿

ミサワホーム近畿㈱

㈱アルファリフォーム

住友林業㈱

㈱タモツコーポレーション

積水ハウス㈱

パナソニックホームズ㈱
旭化成ホームズ㈱

建設コープおおさか
㈱キヤスヤ

㈱一条工務店
㈱富士住研

㈱吉村一建設
ヤマト住建㈱
ハウジング事業ページ リニューアル！
https://seikyo-housing.com/
－３－

組合員様特別割引等
の特典をご用意して
おります。
※組合員様特別割引等
をご利用いただくため
には、
商談前に「紹介状」
が必要となります。
「紹介状」の発行は大阪
府職員生協にご用命く
ださい。
※提携企業の商品に
よって割引等ができな
い 場 合 が ご ざ い ま す。
また、割引率は提携企
業によって条件がござ
います。
詳しくは、提携企業に
お問い合わせください。
紹介状の発行 ・
住まいづくりに
関するお問い合わせは、
大阪府職員生協まで
TEL ： 06-6942-0990

