
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

指定店・提携店をご利用の際には、組合員証カードをご提示ください！ 

     

学校生協の全国版ショッピングサイト  

共同購入チラシに載らない  

レアな商品もゲット  

https://www.gakkyo-kun.com/ 

高性能パソコン･ハイテク家電が 

充実の品ぞろえ 

 組合員特別ポイント 

http://www.sofmap.com/ 

 

はるやま商事★（県内各店舗） 0120-923-324 
紳士･婦人服等  10%引  小禄店：那覇市金城 5-2-6 

洋服の青山★（県内各店舗） 098-857-2825 
紳士･婦人服等 10%引 小禄本店：那覇市赤嶺 1-4-7 

マキの靴★ 098-867-3683 
紳士･婦人靴等  10%引 那覇市天久 1131-9 

音伍繊維工業 098-858-6994 
紳士服仕立等 組合員価格  那覇市小禄 696 

トータルファッション華飾 098-965-1314 
呉服等  10～30%引  うるま市石川 2626 

㈱ヤマチ 03-3832-9941 
パール＆ダイヤジュエリー販売  組合員価格  東京都台東区上野 3-15-8-３F 

 

あなたのオシャレを 
演出します！  

㈱東江メガネ★（県内各店舗） 098-833-2888 
メガネ･コンタクト･補聴器等 3～5%引 本店：那覇市上間 290-6 

㈱りゅうせきエネルギー★ 098-876-1920 
ガソリン販売等  リッター4 円引 本店管理部：浦添市西洲 2-2-3 

㈱護地楽（ゴジラ）  03-3372-2181 
健康器具（健足器）等 組合員価格  東京都渋谷区代々木 2-22-2 

関西軽金属工業㈱ 098-886-2225 
家庭用調理器具等  10%引 那覇市首里赤平町 1-47-1 

ヒマラヤ★（全国の店舗） 098-867-3683 
スポーツ用品等  5%引（要割引券） お問い合わせ先＝学校生協  

眠りの駅★（県内各店舗） 0800-919-0843 
寝具・クリーニング等  5～10%引 本社：那覇市おもろまち 3-7-15 

 

欲しかったあの品が 
きっと見つかります！  

ご利用、お問い合わせ等、まずは学校生協にご連絡を 

009988--886677--33668833  
http://seikyo.okigaku.or.jp/ 

ますます充実！ 使ってなっトク！ 学校生協の提携店・協力店！ 
ご利用の際に学校生協組合員様だけの割引や特典がうけられる。  
提携業者さんが学校・職場を廻って、特別な商品やサービスをご提供。 
皆様にたくさんのウレシイをお届けします！  
（★の商社は、店舗にてその場で特典が受けられます。）  

 
《たすけあい》 
《あいぷらす》 
《ずっとあい》 
終身医療・終身生命 

火災共済・自然災害共済  

 
遺家族支共済「きずな」 
＜充実の特約＞  

新・医療プラン 

リビングガード  

重病克服支援  

長期療養収入補償  

 
新･生きるためのがん保険  

Days 

新･生きるためのがん保険  

Days＋ 

ちゃんと応える医療保険 

EVER 

 

団体加入で、断然有利な学校生協の共済・保険！  
あなたの「安心」をサポート！  

24 時間 365 日、パソコンやスマホでお買い物！  
あこがれの商品や話題の逸品が組合員特価で！  

（2016 年 3 月 1 日現在） 

これからも組合員の皆様の「ウレシイ」を増やして
いくよう、どんどん提携商社を充実させていきます。 
｢こんな提携店があったらいいな｣と思う業種・商社
がありましたら、どしどし学校生協へリクエストを
お寄せ下さい！ 

㈱スズキ自販沖縄★ 098-855-6111 
自動車販売 組合員価格  那覇市上間 531-1 

オリックス自動車㈱★ 0120-42-3201 
中古車販売・カーリース 最大２万円返金他 那覇市宮城 1-15-23 

日本カーソリューションズ㈱ 098-860-0440 
カーリース等  組合員価格  那覇市久茂地 3-1-1 

㈱松川オート 098-877-3181 
車検･鈑金塗装･修理等 組合員価格  浦添市仲西 3-12-2 

㈲西自動車商会★ 0120-24-3154 
自動車販売・リース等 1 万円商品券進呈  沖縄市登川 2398 

 

カーライフをステキに 
サポートします！  

㈲ウエストマリン★ 098-866-0489 
ディナークルーズ他  組合員割引  那覇市通堂 2-1 

Y!mobile 沖縄★ 098-866-6418 
携帯電話販売  新規契約手数料無料  那覇市旭町 114-4 

長谷川興産 098-860-9380 
家事代行･清掃･訪問マッサージ 組合員割引 那覇市おもろまち 4-20-20 

英会話の AEON★ 0800-111-1111 
英会話教室 入会金無料･授業料 10％

引 
那覇市久茂地 3-2-22 

㈲拓商 098-832-2700 
葬祭全般 10～15%引  那覇市仲井真 130-24 

公益財団法人沖縄県メモリアル整備協会 0120-202-869  

お墓･霊園の管理運営  組合員割引  中城村当間 340 

管理型墓苑清明の丘公園  0120-4194-33 

お墓･霊園の管理運営  5％割引  糸満市大渡 1010 

 

あなたの素敵な毎日の  
お手伝いをします！  

＊オークスカード・りゅうぎんＤＣカード・おきぎんＪＣＢカードは、現在カードに表示されている有
効期限迄のご利用となります。（新規及び継続のお取扱いはできません。ご了承ください。） 

（★は、店舗にて組合員証をご提示ください。）  

㈱モリンガ振興会 098-930-7012 
健康食品  組合員特価  北中城村島袋 308 

㈱沖縄トリム 098-857-7386 
自然食品他 10～20%引 那覇市宇栄原 1-26-23 

㈱日本トリム 098-860-7770 
電解水素水整水器  組合員特価 那覇市松山 1-1-19-5F 

㈲雅楽通商 098-942-3025 
化粧品・健康補助食品  組合員特価 中城村南上原 202-1-１F 

 

健康で活気ある生活を  
ご提案します！  

パナホーム㈱沖縄支店  098-939-3511 
住宅施工･リフォーム等  組合員価格  沖縄市仲宗根 37-6 

ダイワハウス工業㈱沖縄支店 098-941-7111 
住宅施工･リフォーム等  組合員価格  那覇市おもろまち 4-11-25 

㈲住太郎ホーム 098-943-5077 
住宅施工･リフォーム等  組合員価格  那覇市泊 2-15-9 

㈱新洋 098-879-1721 
住宅施工･リフォーム等  組合員価格  浦添市西原 5-7-1 

ホームメイト 052-232-8007 
不動産仲介  仲介手数料  15％引 名古屋市中区丸の内 2-1-33 

イカリ消毒沖縄㈱ 098-889-6499 
シロアリ･害虫駆除等  10%引  南風原町兼城 185-1 

㈲兼城畳産業 0120-967-223 
畳販売・表替え等  10%引  うるま市宮里 265-5 

㈱ダスキン 098-859-2727 
エアコン清掃･害虫駆除等  5%引  那覇市具志 1-13-6 

クリーンエイド 098-930-1088 
エアコン清掃･タンク掃除他  20%引  北中城村島袋 504 

㈲太陽光沖縄 098-932-7500 
太陽光発電システム施工  組合員価格  沖縄市胡屋 6-1-1 

 

お住まいの事は私達に  
お任せ下さい！  


