北海道から沖縄まで全国６１の医師協同組合の
スケ－ルメリットをお届けします。加入組合員数３６，０００名
項目

名称

大森医師協同組合ご加入のメリット一覧表
大森医師協同組合

ご利用のメリット

ご利用の仕方

毎年、出資配当金と利用分量配当金を受け取ることができます。
大森医師協同組合へのご加入

組合加入

書籍購入

特選
医学和雑誌

雑誌定期購読

ホテルのご利用

白衣
ナ－スシュ－ズ

日本の医師の
ためのカード

ドクタ－ズ
レストラン

外車
項目

地域に生まれ、地域にご奉仕
相互扶助の精神

本一覧表の各項目サービスを利用することができます。
退会時には、出資金を全額ご返還します。
困ったことの相談承ります。地域で対応することが可能。
経営・税務・相続・医師賠償問題・事故・その他

医学書から文庫本まで
７５０万冊以上の蔵書
書籍購入ＷＥＢサイト
ナレッジワ－カ－

1．すべての書籍が組合特別価格
２．１冊だけでも金額に関係なく送料無料
３．お支払は大森医協からの請求で便利

医師年間購読キャンペ－ン
全１９４種類

１．組合特別価格でお得 ５％ＯＦＦ
２．毎回出版社から直送で送料無料
３．お支払は大森医協からの請求で便利
ご注文ランキング １．日本医事新報 ２．Expert Nurse ３．小児内科

待合室の雑誌から
先生ご家族の趣味の本
マガジンエンスプレスサ－ビス

１．最大５３～５％ＯＦＦ
２．直送無料配送なので安心。ごく一部（週刊誌）に郵送代負担あり
３．数多い取扱定期購読雑誌の種類
４．お支払は大森医協からの請求で便利

最初に５,000円の出資金を
支払、他に年会費等一切なし。

実績
現在、大森医師会員・田園調布
医師会員の先生を中心に200名
の皆様がご加入されています。
（約10名の先生は目黒・世田谷・
品川・中央区）

大森医協ＮＯ１は
ＷＥＢ会員登録でも大森医協事務へ 「今日の治療薬2019」南江堂
直接に電話・ＦＡＸ申込みでも可で
年間１5０冊
す。

毎年９月に組合から募集
随時受付

全国で6,600万円の売上

一番人気／家庭画報/きょうの健康
OFF・週刊文春．オレンジペ－ジ
随時受付中
サライ ．ＧＯＬＦ．週刊ダイヤモンド
http://www.magazine-express.jp 年間 4,000万円の売上

組合までご連絡下さい。
それぞれ全国展開する各グル－プのホテルが安くお泊りできます。
全国医師協同組合連合会がそけぞれのグル－プと法人契約を結んで 法人予約センタ－の電話番号
もしくは、ＷＥＢ予約の場合は
います。
ＪＲ東日本系列ホテル（東京ステ－ションホテル） 東急ホテルズコンフォ－トメンバ－ズ特別ゴ－ルドへ無料で入会できます。 会員番号／パスワ－ドをご連絡
富士屋ホテルグル－プ

Japan Doctor`s Card
ＶＩＳＡ加盟店３５０万
と組合独自特典付与の医師協加盟店
３５０店舗が利用できます。

組合特別価格
どこよりも安くご提供させていただいています。
毎年春には、キャンペ－ンを実施。
１．全国医師協 独自提携の店舗
百貨店 高島屋、大丸、阪急、松坂屋 他
ホテル 帝国ホテル、京王プラザ、ニュ－オ－タニ他
リゾ－ト施設 ラフォ－レ法人会員提携
スポ－ツ、ゴルフ場、レストラン、書店、美容他
GOLF5 Alpen DEPOいつでも５％割引
お得な割引、還元があります。カードが組合員証です。
２．会費は無料 次年度以降もすべて組合負担です。
３．下記記載の招待日和がすべて無料でサ－ビスが受けられます。

年間売上当組合のみ200万円

組合にて常時受付中

カ－ド使用実績 売上
医師協同組合の提携１２億円
ＶＩＳＡの提携店
７２億円

名称

日版

全国医師協同組合連合会
大森医師協同組合

全国医師協同組合連合会
大阪府医師協同組合

全国の有名レストラン２７０店舗の 全国医師協同組合連合会
データ本御進呈しています。
(株)フィ－ルドプランニング

ビ－・エム・ダブリュ－東京(株)

組合にて常時受付中

ＪＣＭ 下取りどこよりも高額買取いたします。

ご利用のメリット

全国医師協同組合連合会
丸善

カ－ド枚数 15,500枚

組合特別価格にご注目いただいております。
ディラ－割引の他にプラスしてメ－カ－割引ができる場合があります。

全国医師協同組合連合会
丸善

全国医師協同組合連合会

ＦＡＸにてお申込み表を送信

掲載レストランの所定コ－スが２名様以上でご予約の場合、１名様無
料になります。
招待日和
組合事務までご連絡下さい
首都圏を中心とした有名レストランの優待 ６名様以上でご利用いただくと２名様分が無料になります。
エントリ－会員急増中
上記掲載のJapan Doctor`s Card会員は、２７０店舗のご利用が会費
サ－ビス
無料でできます。

ＢＭＷ・ＭＩＮＩ
ＶＯＬＶＯ
ジャガ－・ランドロ－バ－
Ａｕｄｉ

大森医師協同組合

なんと全国の医院で１億円の売上

ラフォ－レ倶楽部
東急ホテルズコンフォ－トメンバ－
プリンスホテル 星野リゾ－ト
ル－トインホテルズ

ナガイレ－ベン３２％割引
フォ－ク・モンブラン・KAZEN ３５％割引
富士ゴムナ－ス ３０％割引
クラシコ

取扱業者

ご利用の仕方

ボルボこの4年間で全国の医師協 ボルボ・カ－・ジャパン(株)
同組合の先生1,983台の購入実績 アウディジャパン(株)
＜特別価格による実績＞
ジャガ－・ランドロ－バ－・
ジャパン(株)
実績

取扱業者

グル－プ生命保険

生命保険料
集金代行

日本医師休業共済会 6/1日スタ－ト
日本医師厚生会 9/1日スタ－ト予定

医師の審査なしで告知書の提出のみで
最大保険金額6000万円＋8000万円＝1億4000万円まで加入
剰余金は、配当金として毎年受け取れます。

全国の開業医師申し込み受付中
法人受取の場合、全額損金処理 現在の加入者数
相続対策でのベストな選択
2,000名＋6,000名＝8,000名
（受取人特定）

一般社団法人
日本医師休業共済会
一般社団法人
日本医師厚生会

毎月の保険料支払いを
現在の保険会社・代理店を変更すること
なく、当医師協同組合からの集金（銀行
自動引き落とし）にしてみませんか？

生命保険・損害保険
1．今の保険料が団体扱いで２～３％安くなる可能性があり、長期契約
では大きな差となります。
２．毎年、利用分量配当金を受け取れます。

現在の契約内容、担当者と先生の 現在当組合のみで１０２件の
口座引き落とし口座の設定をさせて
集金実施
いただくだけで簡単に手続きできま
銀行自動引き落とし手続きで
す。

大森医師協同組合
東京都医師協同組合連合
会

休診共済

全国医師協同組合連合会（ＪＭＣ厚生
会）がはじめた共済事業

生命共済

ドクタ－のみが加入できる共済

今までと基本的に変わらず。

休診共済－月額６３万円補償（限度額） で保険料は、月々39歳で4,500円、
49歳5,400円、59歳7,500円、64歳9,000円、69歳12,000円 現在お支払の損保
所得補償保険と比較してみてください。

大森医師協同組合
現在までに延べ1,300名の開業医
全国医師協同組合連合会
の皆様がご加入されています。
ＪＭＣ厚生会

生命共済 他のグル－プ生保契約保険
告知項目が少なく、診療活動されている先生なら、加入可能です。
＜医師の審査不要＞ 金額が年齢によりダウンされた先生もご ８９歳まで新規ご加入ＯＫです。
加入できます。75歳まで新規ご加入ＯＫ

生保損保
生保損保の
無料診断アドバイスの
保険管理一覧表無料作成サ－ビス
実施

最新医療機器
カタログ

『ＭＥガイド』

最新医療機器の共同購買

現在の保険付保状況が自院、家族に本当に適合しているのか、むだな保険、
二重保険料の支払いがないのか、
※過去の生保証券すでに契約ぎれ発覚。付保もれ
※せっかく医療法人にしているのに医療法人名義の契約なし
退職金対策できておらず、もったいなし。
※第三者の立場よりアドバイスさせていただいています。

全国の医師協同組合が提携、25,000医療機関のスケ－ルメリットによ
お見積り等お気軽に大森医師協同
る低価格の実現。
組合までご連絡下さい。
お待ちしております。

MEガイドセレクション

ＮＡＶＩＳ
医療材料全般

クリニック什器・家具

電力小売り自由化

ブル－ノ－ト・グル－プ
法人会員制度
舶来腕時計修理

取扱商品１５０万点以上

いつでも一目でわかる一覧表に
して作成ご提供いたします。
随時実施中。
できれば、毎年ご確認することを
おすすめいたします。

電気の販売 「医協でんき」

(株)エネット
電灯使用量が多く、動力の使用料少ない医院様は、従来の東京電力料金よ 売上高２４１１億円
りもかなりお安くなります。
出資会社

どこと契約しても品質は同じ

Ｂｌｕｅ Ｎｏｔｅ TOKYO
COTTON CLUB

Motion Blue

YOKOHAMA

国内屈指の時計修理メ－カ－の
共栄産業(株)と提携しました。

全国医師協同組合連合会
現在、大森医師会診療所導入の
大森医師協同組合
電子カルテをおすすめしていま
す。

新電力に切替することによる不利益はありません。
前年度の使用料データをいただき、新電力にした場合での料金シュミレ－ショ
ンを組合で行い、金額提示を受けてから、ご検討下さい。

アズワン株式会社

リフォ－ム・新築時での一括購入の
場合、さらに割引ご相談に応じてい 年間売上当組合のみ320万円
ます。

定価より
コクヨ40％割引/ オカムラ40％割引/ 天童木工20％割引

(株)ＮＴＴファシリティ－ズ４０％
東京ガス ３０％
大阪ガス ３０％

リスクマネジメントラボラトリ－

大型医療機器の見積もり多数。

インタ－ネット価格からさらにお安く医師協特別価格でご提供していま お見積り等お気軽に大森医師協同
組合までご連絡下さい。
す。
お待ちしております。

医師協特別価格でのご提供

大森医師協同組合

コクヨ・オカムラ・天童木工
他

エネットでは、
全国２万件の病院、工場、官公社
国会議事堂等へ電気供給中
東京地区１万件。
民間系６割、官公庁系４割。

全国医師協同組合連合会
(株)エネット

通常のミ－ジックチャ－ジより全店舗１０００円税込ＯＦＦ
会員１名参加条件に４名様までご利用いただけます。

すべてメ－ルにて予約希望日の前
日１８時までに該当店舗までメ－ル

全国医師協同組合連合会

通常半年以上かかる修理を約１カ月で、それも組合員特別価格にて２０％割
引。オ－デマピゲ、ロ－レックス、カルティエ、バテックフィリップ、シャネル、ピ
アジェ他。５年に１回のｵ-ﾊﾞ-ﾎ-ﾙで寿命大幅のばし。

時計の故障がありましたら
組合の事務までご連絡下さい。
末永く使っていただけるために

全国医師協同組合連合会

※ この一覧表以外にも各種特典・サ－ビスのご提供があります。

