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「学協くん.com」は、学校生協組合員のためのサイトです。
食品、文具、雑貨、ファッションなどのお買い物ができるほか
共同購入チラシ掲載品のおすすめ情報をご案内しています。

「学協くん.com」は、学校生協組合員のためのサイトです。
食品、文具、雑貨、ファッションなどのお買い物ができるほか
共同購入チラシ掲載品のおすすめ情報をご案内しています。

学校生協組合員の
ためのサイト

イラスト合わせゲーム

登録・ご利用は
もちろん無料！

学協くん.comのトップページから
「新規会員登録」のバナーをクリックします。

プレゼント応募バナーから、手順に従ってお申し込みください。
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学協くん.com

スマートフォン用サイト
利用者急増中!いつでもどこでも 学協くん.com

学協くん.comの
サイト情報

学協くん.comに登録
（2020.6/1～7/10まで）
学協くん 検索

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

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

https://www.gakkyo-kun.com/
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ポイントを貯めて
いろいろなグッズと
交換できます。

とりたま
ミニバウムセット

ふしぎクロス　

1,500pt

©Fujiko-Pro,Shogakukan,TV-Asahi,Shin-ei, and ADK 
発売元／ショウワノート株式会社

ドラえもん
チェックスタンプ

※当選者への発送は7月下旬頃の予定です。またはご所属の学校生協HPをご覧ください。

ポイント交換一例

まずは学協くん.comに登録してくださいね。

学協くん.com 登録はこちらから
登録・ご利用はもちろん無料！登録・ご利用はもちろん無料！

サイトを訪問
するだけでも

ポイントが
  獲得できますよ。

●内容量：プレーン・抹茶味・コーヒー味×各２
個/箱●賞味期間：常温120日間●アレルゲ
ン：乳、卵

小麦粉不使用、米粉で作ったグルテン
フリーバウムクーヘンです。プレー
ン、抹茶味、コーヒー味の3種セット

軽い油汚れなら洗剤なしで拭き取れ、
拭き取った汚れは水洗いでサッと落ち
るふしぎなクロス。年間約70万枚を販
売するロングセラー商品！

●セット内容：4色組●サイズ（1枚）：約
25×15cm●重量（1枚）：約31g●材質：表
毛＝レーヨン、基布＝ポリエステル・レーヨン
●生産国：日本

さらに

教育関連
最新ニュースを
随時更新!

学協くん 検索

Step1

Step3

Step2
会員規約に「同意
して会員登録へ」
をクリックします。
個人情報を入力し、
新規登録完了。

1ポイントでゲームにチャレンジ。
3枚の絵柄が揃えば、下の中から1つ、
学協くんイラストがもらえます。

応募を
忘れない
でね

外出先でも！

登録・ご利用はもちろん無料！

まずは

月 金



× 8 × 3

●学協くん.comなら24時間インターネットでお買い物! チラシ有効期間：2020年6月1日（月）～7月10日（金）商品の詳細情報はサイトにてご確認いただけます。※お申し込みはご所属の生協指定の申込書もしくは学協くん.comで承ります。

●ご注文から約10日前後でお届けします。●不良品の返品・交換は到着後1週間以内に生協へご連絡ください。
●個人情報の取り扱い：ご注文は学協くん.comまたは指定の申込書にご記入ください。個人情報は以下の目的のために利用いたします。
（1）ご注文をいただいた商品の発送（商品の発送のために出荷元に個人情報を委託します。） （2）商品代金の請求 （3）注文の確認作業 （4）商品の感想をお聞きする場合の連絡先

　 クリスタルクリアケーキ
本体3,700円（税込3,996円）

●規格：40ｇ×12個／箱●賞味期間：冷凍180日間●アレル
ゲン：小麦、乳、卵

3
283002

目で見て涼しく、お茶との相性
もよいので、贈り物としても大
変喜ばれます。12個それぞれ
違った味で、食べる度に新しい
おいしさが口の中に広がりま
す。和菓子の匠が想いを込め
て創った新潟の逸品です。

佐賀県で化学農薬や化学肥料を
一切使用せずに栽培した有機み
かんを冷凍しました。冷凍方法に
もこだわり、－13℃まで凍らない
過冷却現象を起こす技術を使い、
細胞の壊れにくいれ急速冷凍で
旬の味を封じ込めました。

九州産銘柄鶏「華味鳥」の手羽元を
しっかりと揚げ、オリジナルの甘辛
たれに絡めて仕上げました。おすす
めは自然解凍後、そのまま冷たい
状態でお召し上がりいただくことで
す。もちろん、冷凍のままレンジで
温めてもおいしく召し上がれます。

　 有機冷凍みかんセット
本体3,330円（税込3,596円）

●規格：200ｇ×8袋／箱●賞味期間：冷凍365日間
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　 博多華味鳥華からっと
本体4,300円（税込4,644円）

●規格：300ｇ×3／箱●賞味期間：冷凍180日間●アレルゲ
ン：小麦、乳

5
283004

一子相伝で３００年に渡って
受け継がれた手作り製法を
かたくなに守って作られてい
ます。手作り故にできてしま
う不揃いな生産はじき品を
セットにしたお徳用です。

一子相伝で３００年に渡って
受け継がれた手作り製法を
かたくなに守って作られてい
ます。手作り故にできてしま
う不揃いな生産はじき品を
セットにしたお徳用です。

お名前と日付の入る、インキ補充型の評価印です。
お名前部分を指定文字で
お作りします。

印面見本（5種類追加
され、全35種に！）は、
WEBでご覧になれます。

　  神戸名物 
　  生のフレンチトースト

本体3,980円（税込4,298円）
●規格：フレンチトースト480g（120g×4個）×2、ハニーメー
プル30g（15g×2袋）×2/箱●賞味期間：冷凍365日間●ア
レルゲン：小麦、乳、卵
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283048

　  ふくらむ魔法の冷凍パン 
　  国産小麦4種セット

本体3,980円（税込4,298円）
●規格：クロワッサン(プレーン)50g×4個入/袋、メロンパン(プレーン)
80g×4個入/袋、カレーパン75g×4個入/袋、あんパン(小倉あん)80g×4個
入/袋●賞味期間：冷凍365日間●アレルゲン：小麦、乳、卵
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283052

ご搭乗時にしか味わえなかった、あの人気の「生のフレンチトースト」が
ご自宅で楽しめるセットです！

ご家庭のオーブンで簡単に調理ができる冷凍パンです。
クロワッサン、メロンパン、カレーパン、あんパン。
人気のパンを詰め合わせました。
国産小麦を使用した4種のパンの
セットとなります。

　  花畑牧場 
　  業務用モッツァレラチーズ

本体4,250円（税込4,590円）
●規格：業務用モッツァレラチーズ1kg/袋●賞味期間：冷凍
365日間●アレルゲン：乳
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　  吉野の葛餅 
　  風呂敷包み 4色詰め合わせ

本体4,200円（税込4,536円）
●規格：葛餅57ｇ×8個、黒蜜きな粉、抹茶きな粉、柚子ソース、青梅ソース　各2袋　
●賞味期間：常温100日間●アレルゲン：卵
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花畑牧場の手造りチーズの中でも
人気が高いモッツァレラ。調理で使
いやすいようにメダル状にスライ
スしました。包丁で切り分ける必要
がありません。

鎌倉時代から続く吉野山にある旧家で
食べられて来た葛餅の味を菓子職人が
見事に再現しました。ひとつずつの小分
けタイプになった食べ切りサイズです。

神戸空港内の搭乗手続き後にあるカフェ
「黒レンガ倉庫」の人気メニュー。
神戸空港内の搭乗手続き後にあるカフェ
「黒レンガ倉庫」の人気メニュー。

上質な風味豊かな餡やクリームで
丁寧に仕上げました。
上質な風味豊かな餡やクリームで
丁寧に仕上げました。

外皮まで食べられる
安心でおいしい
有機農法の冷凍みかん。

外皮まで食べられる
安心でおいしい
有機農法の冷凍みかん。

カラっと、ピリッと、
それが「華からっと」です。
カラっと、ピリッと、
それが「華からっと」です。

コシが強く、のどごしなめらか
老舗の稲庭うどんがお徳用で。
コシが強く、のどごしなめらか
老舗の稲庭うどんがお徳用で。

昔ながらの製法で、釜でじっくり
煮詰めています。
伝統のうまさでリピーター続出！

昔ながらの製法で、釜でじっくり
煮詰めています。
伝統のうまさでリピーター続出！

学校生協でのみお求めいただける、
表情豊かな評価印です♪

今日からお家がパン屋さん!
解凍・発酵不要。
今日からお家がパン屋さん!
解凍・発酵不要。

北海道十勝産の生乳100%使用。北海道十勝産の生乳100%使用。 本葛ならではの艶とコシを
お楽しみください。
本葛ならではの艶とコシを
お楽しみください。

サイトも
見てね！

他にもいろいろな商品を
サイトでご紹介しています

1kgの
大容量サイズ

プラム ブルーベリー ふじりんご 豆乳 こしあん モンブラン

マンゴー カフェオレ いちごみるく 紅いも 黒蜜きなこ 抹茶

彩り豊かな12種類

　  佐藤養助 
　  稲庭干うどんお徳用

本体5,240円（税込5,659円）
●規格：550ｇ×4／箱●賞味期間：常温730日間●アレルゲ
ン：小麦
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　  学校生協 
　  オリジナルつゆ

本体7,380円（税込7,970円）
●規格：360ml×20本／箱●賞味期間：常温18ヶ月間●アレ
ルゲン：小麦
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285006

20
本組

学校生協の
ロングセラー
商品です♪

学校生協の
ロングセラー
商品です♪

　 シャイニー 
　 日付け入り評価印

本体3,800円（税込4,180円）
●セット内容：本体、印面×1個●サイズ：本体=３.０×３.６×９.５
cm、印面=径１.６～２.２cm（注文時に指定できます）●材質：
本体=ABS、スチール、印面=樹脂、合成ゴム●生産国：台湾
※メールオーダーハガキは再発行できません。
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283101

WEBで
ご紹介

詳しくは
はメール
オーダー品です 学協くん.com

印面一例

クリアな
印影回転

自動式
シャイニー社製
ホルダー

冷凍

冷凍 冷凍 冷凍

冷凍 冷凍

クロワッサンクロワッサン 青梅ソース青梅ソース 黒糖きな粉黒糖きな粉

抹茶きな粉抹茶きな粉 柚子ソース柚子ソース

メロンパンメロンパン

カレーパンカレーパン

あんパンあんパン


