
5名

ポイントが
獲得

できますよ。

「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。※
画
面
は
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

※
画
面
は
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

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
（2021.5/18～6/29まで）
学協くん 検索

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

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

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

新規登録
入会

期間：2021年期間：2021年
5/18   6/29

B 5名

Aポイントを貯めて
いろいろなグッズと
交換できます。

絵本「なんだろうなんだろう」

銀座千疋屋　
フルーツクーヘン　
メロン1,800pt

DECOP
ストロングパンチ　
ハート

※当選者への発送は7月中旬頃の予定です。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

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！
まずは学協くん.comに登録してくださいね。

登録・ご利用はもちろん無料！

サイトを訪問
するだけでも…

ヨシタケシンスケが描く
「たとえばこんな考え方，どうでしょう？」の本。

生地にメロン果汁を練り込んで丁寧
に焼き上げた、老舗店のフルーツク
ーヘンです。
●内容量：1個/箱●賞味期間：常温70日間
●小麦、乳、卵

●B5変型判・49ページ

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。

プレゼントへの
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

火 火

さらに

ゲット！

21

こどもとおとなと、
そのあいだのひとたちへ
こどもとおとなと、
そのあいだのひとたちへ

道徳教科書（小1～中3／光村図書）の
コラムが、かき下ろしを加えて１冊に！

クーヘンの
直径約13cm
クーヘンの
直径約13cm



300枚×2箱
の大容量

●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：2021年5月18日（火）～6月29日（火）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

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！

おいしさそのままに　
お楽しみいただけます。
個包装、大容量なので
お配り用にも最適です。

おいしさそのままに　
お楽しみいただけます。
個包装、大容量なので
お配り用にも最適です。

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。

　  松ぼっくりロール
本体3,940円（税込4,255円）

●規格：10個入り●賞味期間：冷凍140日間●アレルゲン：小麦、卵、乳
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ふわふわ生地となめらかなクリームの、
濃厚で爽やかなロールケーキに仕上げました。 　  【在庫限り】 

　  不織布マスク 女性・子供用 
本体2,160円（税込2,376円）

【5・6共通】●セット内容：50枚入り×2●材質：・本体・フィルター部＝ポリプロピレン不織布
・耳部＝ポリウレタン、ポリエステル・ノーズワイヤー部＝ポリエチレン●生産国：中国

　  【在庫限り】 
　  不織布マスク 大人用 

本体2,160円（税込2,376円）
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225001

岩手県の人気手作りアイスクリーム牧舎
「松ぼっくり」と「花月堂」のコラボ♪
岩手県の人気手作りアイスクリーム牧舎
「松ぼっくり」と「花月堂」のコラボ♪

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

伝統銘菓ゴーフルを気軽に楽しめる
可愛らしいサイズにしました
伝統銘菓ゴーフルを気軽に楽しめる
可愛らしいサイズにしました

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♪

サッと使えて使い捨て！
衛生対策に食品衛生法適合品を♪
サッと使えて使い捨て！
衛生対策に食品衛生法適合品を♪

飛沫ウィルス・花粉を99%カットする
3層構造・高密度フィルター不織布マスク
飛沫ウィルス・花粉を99%カットする
3層構造・高密度フィルター不織布マスク

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

　  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、卵、乳
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238027

　  東京風月堂 
　  ゴ－フレット 72枚入り

本体3,700円（税込3,996円）
●規格：ゴーフレット×72枚（バニラ・チョコレ－ト・ストロベリー　
各24枚）●賞味期間：常温180日間●アレルゲン：小麦、卵、乳

8

238004

　 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×
９.５ｃｍ・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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238194

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

女性・子供用 女性・子供用 

　  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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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。

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。

青梅ソース青梅ソース 黒蜜きな粉黒蜜きな粉

抹茶きな粉抹茶きな粉 柚子ソース柚子ソース

ストロベリーストロベリー

チョコレートチョコレート
バニラバニラ

　  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、卵、乳
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238030

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。

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。

冷凍

冷凍

クロワッサンクロワッサン

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

「松ぼっくり」のこだわりの
「牧舎のヨーグルト」を使用した
さわやかなヨーグルトの
ロールケーキです。

鼻の形に
フィットする
ノーズワイヤー

耳にやさしい
柔らか平ゴム

口元の息苦しさを
軽減する

立体プリーツ加工

本体＝約9.5×17.5cm

本体＝約9.5×14.5cm

　  【在庫限り】 
　  ポリエチレン手袋 

本体1,196円（税込1,315円）
●セット内容：300枚入り×2●サイズ：・本体＝全長28cm・手のひら周り＝28cm・指の長さ＝
８cm●材質：ポリエチレン●生産国：中国
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