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＊ おためし産直・・・2017年度「大試食会」から名称が変更になりました。
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(ＵＣＳ）コープの産地指定　茶美豚
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展開月度展開月度展開月度展開月度

おためし産直

おためし産直
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＜ お問い合わせ先 申込書・実施報告書送付先 ＞ 
生活協同組合ユーコープ 組合員参加推進部 政策企画課 
〒231-0062 横浜市中区桜木町 1-1-8 

 「コープの参加申し込みダイヤル」 ⽉〜⾦ ９時３０分〜１７時 

☎ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ ０１２０－５５３－３７９ 
ＦＡＸ ０４５－３０５－６２１０ 

E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  kumiaiingakusyu@ucoop.or.jp 

2018 年度版                 ≪計画前に必ず申し込み～実施までの手順を確認してください≫ 

 

 

 

 

工場見学の目的工場見学の目的工場見学の目的工場見学の目的    

 コープでは、商品をより具体的に知っていただくため

に、さまざまな形で組合員の商品学習を支援していま

す。そのひとつが「施設・工場見学」です。どのような

環境で、どのような思い・こだわりをもって製造・作業

されているのかを見て・知っていただくことは、商品の

良さを実感してご利用いただくために大切なことと考

えています。 

すすめ方すすめ方すすめ方すすめ方    

（１）見学までの流れ（１）見学までの流れ（１）見学までの流れ（１）見学までの流れ    

 

 

 

 

 

 

    

（２）す（２）す（２）す（２）すすめ方すめ方すめ方すめ方のお約束のお約束のお約束のお約束    

【【【【1111】】】】申込み申込み申込み申込み    

 開催日・見学先を決め、第３希望までをＳ－３Ｓ－３Ｓ－３Ｓ－３施設・工場見学施設・工場見学施設・工場見学施設・工場見学    申込書申込書申込書申込書（ＰＰＰＰ55555555）に記入し提出します。 

 提出先：組合員参加推進部組合員参加推進部組合員参加推進部組合員参加推進部    宛宛宛宛  店舗受付、FAX または郵送でご提出ください。 

 【受付スケジュール表】 

開催日開催日開催日開催日    

希望月希望月希望月希望月    

申込受付 

開始日 

抽選日抽選日抽選日抽選日    最終締切 

    

    

開催日開催日開催日開催日    

希望月希望月希望月希望月    

申込受付 

開始日 

抽選日抽選日抽選日抽選日    最終締切 

6666 月月月月        2 月 1 日 3333 月月月月 1111 日日日日    4 月 20 日 12121212月月月月        8 月 1 日  9999 月月月月 1111 日日日日    10 月 1 日 

7777 月月月月        3 月 1 日 4444 月月月月 1111 日日日日    5 月 1 日 1111 月月月月        9 月 1 日  10101010 月月月月 1111 日日日日    11 月 1 日 

8888 月月月月        4 月 1 日 5555 月月月月 1111 日日日日    6 月 1 日 2222 月月月月        10 月 1 日  11111111 月月月月 1111 日日日日    12 月 1 日 

9999 月月月月        5 月 1 日 6666 月月月月 1111 日日日日    7 月 1 日 3333 月月月月        11 月 1 日  12121212 月月月月 1111 日日日日    1 月 1 日 

10101010月月月月        6 月 1 日 7777 月月月月 1111 日日日日    8 月 1 日 4444 月月月月        12 月 1 日  1111 月月月月 7777 日日日日    2 月 1 日 

11111111月月月月        7 月 1 日 8888 月月月月 1111 日日日日    9 月 1 日 5555 月月月月        1 月 1 日  2222 月月月月 1111 日日日日    3 月 1 日 

 【回答までの流れ】 

開催月３ヶ月前の１日（抽選日）：申込みが重なった時のみ抽選します。→落選の場合 1 週間以内に連絡 

抽選日から最終締め切りまでの期間は先着順に受け付けます。 

 

ユーコープ 見学先 

申込者 

①見学の申込み 

②回答 

③回答書の送付 

【【【【1111】申込み】申込み】申込み】申込み 

開催日・見学先を決め、 

申込書を送付します。 

【２】【２】【２】【２】開催開催開催開催決定決定決定決定後後後後 

・ 交通手段の決定・・・バスの申込みなど 

・ ニュースなどに掲載し、参加者を募集します。 

・ 見学先と打ち合わせ 

・ チェックリスト・参加者一覧の提出 

【３】【３】【３】【３】開催後開催後開催後開催後    

開催日から 

１ 週 間 以 内 に

報告書の提出 

開催月の 4 ヵ月前の１日・・・受付開始 

開催月の 3 ヵ月前の１日・・・抽選日（申込みが重なった時のみ抽選。落選の所には１週間以内にご連絡します。） 

見学先からの回答には２週間以上２週間以上２週間以上２週間以上

かかる場合があります。 

回答書を受け取ったら日程・受付番号・取引先担当者・チェックリストをご確認ください。 

申込調整開始後の日程変更や、一度お約束が成立した場合のキャンセルはできません。 
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【２】開催決定後【２】開催決定後【２】開催決定後【２】開催決定後 
（１）予算・行程計画を立てましょう。 

①収入：参加費、財政支援など 

②支出：交通費（バス代・有料道路代・駐車場代）、試食代など 

③行程：時間に余裕を持った行程で計画を立て、見学先に迷惑をかけないようにしましょう。 

（２）団体バスを利用する場合はバスの手配をしましょう。（組合員参加推進部では手配はしません。） 

旅行業法に抵触しない、指定のバス会社を利用します。 

また、集合場所を店舗にする場合には必ず店長に報告をお願いいたします。 

（３）全員で昼食をとる場合は昼食会場、昼食の手配をします。（昼食代は参加者負担） 

（４）参加者の募集をしましょう。 

ニュース、チラシ・ポスター、ホームページなどで参加者を募集する場合は旅行業法に沿った方法で準備を

すすめてください。わからないことは各県本部にご相談下さい。 

（５）見学先担当者との打ち合わせをしましょう。 

①見学の１ヵ月前までに、必ず見学先の担当者に連絡して当日の打ち合わせをしてください。 

②最終参加人数を、開催３日前までに必ず見学先に連絡してください。 

 ※参加人数について 

見学先によって、受入可能人数が設定されています。開催１０日前の時点で見学先の受入最低人数が集ま開催１０日前の時点で見学先の受入最低人数が集ま開催１０日前の時点で見学先の受入最低人数が集ま開催１０日前の時点で見学先の受入最低人数が集ま

っていない場合は、開催ができないことがあります。っていない場合は、開催ができないことがあります。っていない場合は、開催ができないことがあります。っていない場合は、開催ができないことがあります。その場合はユーコープ担当者までご相談ください。 

くれぐれもお取引先にご迷惑にならないよう、参加者を集めてください。 

（６）チェックリストを提出しましょう。 

見学に際してのチェックリスト（回答書と同時に配布されます）を開催３日前までにユーコープ担当者へＦＡＸ

でご提出ください。 

（７）参加者名簿 Ｓ－Ｓ－Ｓ－Ｓ－4444「施設・工場見学「施設・工場見学「施設・工場見学「施設・工場見学    参加者名簿」参加者名簿」参加者名簿」参加者名簿」（ＰＰＰＰ59595959）を提出しましょう。 

参加者名簿は組合員傷害事故見舞金制度にかかわります。ユーコープ担当者あてに、開催日３日前必着

で郵送してください。 

   ※参加者名簿は必ず郵送で提出してください。※参加者名簿は必ず郵送で提出してください。※参加者名簿は必ず郵送で提出してください。※参加者名簿は必ず郵送で提出してください。ＦＡＸは厳禁です。ＦＡＸは厳禁です。ＦＡＸは厳禁です。ＦＡＸは厳禁です。        

⾒学先での約束事 

� 子ども同伴の場合は、保護者の方が責任を持ってください。 

� 動きやすい服装・靴を着用し、スカート・和服・ハイヒール等はご遠慮ください。 

� 基本的には一般メーカー品の製造工程の見学となります。コープ商品の製造工程を必ず見学できるという約

束はできませんので、ご了承ください。 

� 見学先での試食、試供品は、あらかじめ見学先側が準備したものに限ります。 

� 見学先と個人的なやりとりや取り引きなどはしないでください。 

� 見学先での物品購入は、見学先側で決められたもの以外は購入しないでください。 

� 試食やお土産などを請求しないでください。 

 

【３】開催後【３】開催後【３】開催後【３】開催後    

（１）見学して学習したこと、参加人数などをまとめ、Ｓ－Ｓ－Ｓ－Ｓ－５５５５施設・工場見学施設・工場見学施設・工場見学施設・工場見学    実施報告書実施報告書実施報告書実施報告書（ＰＰＰＰ55556666）をご提出してく

ださい。必要に応じて、ホームページに掲載しますので写真も添付してください。 

（２）写真は携帯電話で撮影し、下記の二次元バーコードから提出いただくことも可能です。 

その際は必ずエリア・グループ名、見学先、実施日を記載してください。 

※撮影不可の工場もありますので、撮影の際は見学先担当者に必ず確認してください。 

 

 

 

 

 

◆提出先：ユーコープ 組合員参加推進部 政策企画課 

◆提出期限：実施後１週間以内 

◆提出方法：店舗受付またはＦＡＸ、メール、郵送でご提出ください 

◆ご記入いただいた “見学先へのメッセージ・要望など”は 

ユーコープ担当者から見学先担当者へお渡しします 

← 写真はこちらから 

見学先企業はユーコープにとって大切なお取引先です。実施前の決められた連絡・実施後の報告はもとより、見学先企業はユーコープにとって大切なお取引先です。実施前の決められた連絡・実施後の報告はもとより、見学先企業はユーコープにとって大切なお取引先です。実施前の決められた連絡・実施後の報告はもとより、見学先企業はユーコープにとって大切なお取引先です。実施前の決められた連絡・実施後の報告はもとより、

当日は時間厳守、決められたルールを守って実施しましょう。当日は時間厳守、決められたルールを守って実施しましょう。当日は時間厳守、決められたルールを守って実施しましょう。当日は時間厳守、決められたルールを守って実施しましょう。    
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Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ． 施設・工場名施設・工場名施設・工場名施設・工場名 所在地所在地所在地所在地 主なコープ商品主なコープ商品主なコープ商品主なコープ商品 ページページページページ

1 ユーコープ　商品検査センター 神奈川県厚木市 コープの基準に基づいた検査 P5

2 ユーコープ　森の里要冷セットセンター 神奈川県厚木市 宅配の冷凍・冷蔵品セット P5

3 ユーコープ　愛川農産セットセンター 神奈川県愛甲郡 宅配の青果品セット P6

4 ユーコープ　座間物流センター 神奈川県座間市 宅配の食品・店舗の食品、非食 P6

5 ユーコープ　座間非食品物流センター 神奈川県座間市 宅配の非食品 P7

6 （株）グリーンピア 神奈川県平塚市 店舗・宅配の生花 P7

7 フジパン（株）　横浜工場 神奈川県横浜市 ハイトースト P8

8 秋本食品(株)　湘南工場 神奈川県綾瀬市 ゆず白菜 P8

9 (株)馬場食品 神奈川県厚木市 白菜漬、ゆずかぶ P9

10 日清オイリオグループ（株）  横浜磯子工場 神奈川県横浜市 一番搾りキャノーラ油、日清オイリオヘルシーリセッタ P9

11 クラウンフーヅ(株）　横浜工場 神奈川県横浜市 マカデミアミックス P10

12 （株）ミツハシ　幸浦工場 神奈川県横浜市 特別栽培米岩手ひとめぼれ P10

13 (株)神奈川県農協茶業センター 神奈川県足柄上郡 神奈川の煎茶、一番摘みあしがら茶 P11

14 (株)山安　本社工場 神奈川県小田原市 脂のりにこだわった国産真あじの開き P11

15 ユーコープ　沼津セットセンター 静岡県沼津市 宅配の冷凍・冷蔵品セット P12

16 (株)籠淸　静岡工場 静岡県焼津市 小田原蒲鉾 P12

17 日本ハムファクトリー（株）静岡工場 静岡県榛原郡 熟成ロースハム P13

18 東洋水産（株）　田子工場 静岡県賀茂郡 伊豆かつおぶし削り P13

19 （株）Ｊ-オイルミルズ　静岡工場 静岡県静岡市 一番搾りキャノーラ油 P14

20 （株）神明きっちん　富士御殿場工場 静岡県御殿場市 北海道ゆめぴりか、北海道ななつぼし P14

21 丸善製茶(株)　丸子工場 静岡県静岡市 静岡の深むし一番茶、静岡の深むし茶 P15

22 ハラダ製茶(株)　向谷工場 静岡県島田市 抹茶入り煎茶、煎茶やぶきた P15

23 大井川農業協同組合 静岡県島田市 一番摘み静岡のおいしい深むし茶 P16

24 (株)ちきりや　静岡工場 静岡県菊川市 一番摘み知覧茶、静岡煎茶徳用深むし P16

25 山陽商事(株)　静岡工場 静岡県菊川市 有機栽培ルイボスティー・台湾烏龍茶 P17

26 春日製紙工業(株)　本社工場 静岡県富士市 ワンタッチ芯までロール P17

27 コアレックス信栄(株) 静岡県富士市 やわらかワンタッチコアノン・グリーンキーパー P18

28 久保田水産　本社工場 静岡県榛原郡 静岡県産釜揚げしらす P18

29 花の舞酒造(株) 静岡県浜松市 静岡県産こだわりの純米大吟醸 P19

30 (株)伊豆フェルメンテ 静岡県三島市 静岡県産紅ほっぺの苺ジャム・ニューサマーオレンジのマーマレード P19

31 盛田甲州ワイナリー株式会社 山梨県甲州市 シャンモリワイン　甲州 マスカット・ベーリーA P20

32 フジッコワイナリー株式会社 山梨県甲州市 フジクレール　甲州シュール・リー P20

33 日本水産(株)　八王子工場 東京都八王子市 おさかなソーセージ P21

34 (株)さかえ屋 千葉県松戸市 味菜卵で作ったこだわりカステラ P21

35 (株）かがやくコスメ　 シャロン香取第二工場 千葉県香取市 生協オリジナル化粧品（シンプリズム・スクワビューティ等） P22

36 伊藤ハム(株） 千葉県柏市 熟成ウインナー・熟成ベーコン P22

37 横浜ファーム　君津農場 千葉県君津市 味菜卵 P23

38 理研ビタミン（株）　草加工場 埼玉県草加市 ごまたっぷりドレッシング・だしの素 P23

39 丸和油脂㈱ 埼玉県春日部市 味菜卵で作ったゴールデンマヨネーズ P24

40 成田食品(株) 　栃木工場 栃木県真岡市 成田もやし P24

41 全国農協食品（株） 栃木県真岡市 指定産地米と国産牛のライスバーガー P25

42 茂野製麺（株）茨城工場 茨城県稲敷郡 国産素材で作ったとろろそば P25

43 タカノフーズ(株)　水戸工場・納豆博物館 茨城県小美玉市 国産中粒納豆、おかめ納豆　極小粒カップ P26

44 トモヱ乳業(株) 茨城県古河市 なめらかヨーグルト P26

45 茨城乳業(株) 茨城県石岡市 味菜卵で作ったこだわりプリン P27

46 (株）タカキベーカリー　つくば工場 茨城県つくば市 石窯　香ばしい皮のミニバゲット P27

47 相模屋食料（株）　第三工場 群馬県前橋市 まろやか絹3個パック、小分けで便利木綿豆腐 P28

48 JA全農ミートフーズ(JA高崎ハム(株)工場） 群馬県高崎市 茶美豚ポークで作ったロースハム、ベーコン P28

49 （株）ヤツレン　 長野県南佐久郡 コープ牛乳、低温殺菌牛乳 P29

50 信州ハム(株)　上田工場 長野県上田市 ロースハム（無塩せき）、ベーコン（無塩せき） P29

51 内堀醸造(株)　アルプス工場 長野県上伊那郡 国産米で作った特選純米酢、べんりな合わせ酢 P30

52 (株)北川製菓　駒ヶ岳工場 長野県上伊那郡 朝の応援食くるみの焼きドーナツ P30

53 (株)スドージャム　松本工場 長野県松本市 100％メイプルシロップ P31

54 ゴールドパック(株)　あずみ野工場 長野県安曇野市 ミックスキャロット P31

55 大和産業(株)　ライスセンター 愛知県碧南市 新潟佐渡コシヒカリ P32

56 トーアス(株)　本社工場 愛知県豊川市 トライパック缶詰の工場 P32

57 おうちＣＯ-ＯＰリサイクルセンター 神奈川県大和市 おうちCO-OPのリサイクル P33

58 (株)エフピコ関東リサイクル工場 茨城県結城郡八千代町 食品トレーのリサイクル P33

59 駿興製紙（株） 静岡県静岡市 (株）兼子グループ　古紙利用しての製紙工場 P34

　●(神奈川県の工場）　●(神奈川県の工場）　●(神奈川県の工場）　●(神奈川県の工場）

　●(静岡県の工場）　●(静岡県の工場）　●(静岡県の工場）　●(静岡県の工場）

　●(３県外の工場）　●(３県外の工場）　●(３県外の工場）　●(３県外の工場）

2018年度　施設・工場見学一覧2018年度　施設・工場見学一覧2018年度　施設・工場見学一覧2018年度　施設・工場見学一覧

　●リサイクル工場　●リサイクル工場　●リサイクル工場　●リサイクル工場

　●(山梨県の工場）　●(山梨県の工場）　●(山梨県の工場）　●(山梨県の工場）

4



ユーコープユーコープユーコープユーコープ    商品検査センター商品検査センター商品検査センター商品検査センター    
コープの基準に基づいた検査 

1 住所 

神奈川県厚木市小野 2025-12 〒243-0125 

2 交通手段 
小田急線 愛甲石田駅より路線バスにて 15 分 榎田バス停下車徒歩 5 分 

東名高速 厚木インターより 20 分 小田原厚木道路 厚木西インターより 15 分 

3 見学受け入れ人数 10 人～40 人まで 見学所要時間 約 90 分～120 分（説明・見学・実験） 

見学可能時間帯 10：00～15：00 見学受け入れ回数 週 5 回まで 

見学できない時期 土曜・日曜日 

見学時の注意事項 検査室内には入れません 

見学通路 広めの通路から、検査をしているところをご覧いただけます。 

4 駐車場 大型バス可 

子ども同伴 可 

ビデオ・写真撮影 可 

食事をする場所 会議室、または食堂を使用できます（要事前確認） 

5 見学のポイント 

コープで取り扱っている商品の検査風景の見学 

商品検査の目的や考え方についての解説 

簡易検査や体験を通じた学習 

6 

その他 おうち CO-OP 要冷セットセンター3F になります。 

 

ユーコープユーコープユーコープユーコープ    森の里要冷セットセンター森の里要冷セットセンター森の里要冷セットセンター森の里要冷セットセンター    
宅配の冷凍・冷蔵品セット 

1 住所 

神奈川県厚木市小野 2025-12 〒243-0125 

2 交通手段 
小田急 小田原線 愛甲石田駅より路線バスにて 15 分 榎田バス停下車徒歩 5 分 

東名高速 厚木インターより 20 分 小田原厚木道路 厚木西インターより 15 分 

3 見学受け入れ人数 10 人～30 人まで 見学所要時間 約 60 分～90 分（説明・見学） 

見学可能時間帯 

10:00～11：30 

13：30～15：00 

見学受け入れ回数 月 2 回まで 

見学できない時期 金曜・土曜・日曜日 

見学時の注意事項 

作業場は通年温度が低温（0～5℃)に保たれていますので、大人用の防寒着を貸し出し

ます。 

見学通路 専用通路は設置されておりません。当日は担当職員の指示に従い移動をお願いします 

4 
駐車場 大型バス可 

子ども同伴 

小学生未満は事故防止のためお断りしています。お子さまは防寒着・上履きをご持参く

ださい 

ビデオ・写真撮影 

要許可 （撮影は代表者の方 1 名のみでお願いします。 

個人情報保護の為、場所によっては撮影できません。また撮影した写真の個人ブログ

等への掲載は禁止です。） 

食事をする場所 会議室、または休憩室を使用できます（要事前確認） 

5 見学のポイント 商品の入荷から出荷まで一貫したコールドチェーン

の運用 

商品のトレース（組合員にお届けした商品の賞味期

限、製造ロットの情報を記録する仕組み）の仕組みの

導入 

6 

その他 

ラインの進捗によってご覧になれない作業もありま

す 

 

5



愛川農産セットセンター愛川農産セットセンター愛川農産セットセンター愛川農産セットセンター    
宅配の青果セット 

1 住所 
神奈川県愛甲郡愛川町中津 6860-1 〒243-0303 

2 交通手段 
JR 相模線原当麻駅からタクシー 

3 見学受け入れ人数 10 人程度 見学所要時間 30 分（現場巡回） 

見学可能時間帯 13：00～16：30 見学受け入れ回数 1 回 

見学できない時期 なし 

見学時の注意事項 基本的に視察に対応する施設ではなく、狭隘化のため危険です。 

見学通路 歩行者用動線がありますが、受注状況により荷物が置かれていることも有ります。 

4 

駐車場 

上記時間帯であれば、マイクロ程度までは駐車可能です。台数は乗用車なら 3 台、マイ

クロなら 1 台まで 

子ども同伴 基本的に、困難です。（フォークリフトが走っており、通路幅も狭いため） 

ビデオ・写真撮影 可 

食事をする場所 なし 

5 見学のポイント 包装加工野菜や果物を注意深く献品したうえで製品

化しております。優しく取り扱うために、基本的に手

作業で製品化しています。温度管理できる施設で作業

をしております。 

セット自動補充システムを採用しています。 

6 

その他 

休憩・説明会場はありません。視察で場内のご案内

の対応のみ可能です。ご説明が必要なら、おいでい

ただいたマイクロバスなどの中でいたします。 

 

 

ユーコープユーコープユーコープユーコープ    座間物流センター座間物流センター座間物流センター座間物流センター    

宅配：ドライ食品 

店舗：ドライ食品、非食 

1 住所 
神奈川県座間市広野台 2-10-7 〒252-0012 

2 交通手段 小田急線 南林間駅より路線バスにて 15 分 

東名高速 横浜町田インターより 30 分 

 

3 

見学受け入れ人数 10 人～40 人まで 見学所要時間 約 60 分～90 分（説明・見学） 

見学可能時間帯 

10：00～12：00 

14：00～16：00 

(店舗ドライは 15：00 以降) 

見学受け入れ回数 月 2 回 

見学できない時期 金曜・土曜・日曜日（店舗ドライセンターは水曜も不可）・12 月（繁忙期のため） 

見学時の注意事項 ライン作業場でのカメラ撮影にてフラッシュ撮影はご遠慮願います。 

見学通路 専用通路は設置されておりません。当日は担当職員の指示に従い移動をお願いします。 

4 駐車場 大型バス１台可 

子ども同伴 
小学生未満は事故防止のためお断りしています。 

ビデオ・写真撮影 

要許可 （撮影は代表者の方 1 名のみでお願いします。

また撮影した写真の個人ブログ等への掲載は禁止で

す。） 

食事をする場所 会議室または共有棟レストラン 

5 見学のポイント 

免震構造の物流施設、ソーター式仕分け機器、日付ト

レース管理、１企画 750 アイテムを仕分ける集品シ

ステム 

6 

その他 

店舗ドライセンターも併設しています。但し、見学

時間は違います。ライン稼動を見る場合は、15 時か

らとなります。 

6



 

ユーコープユーコープユーコープユーコープ    座間非食品物流センター座間非食品物流センター座間非食品物流センター座間非食品物流センター    
宅配の非食品 

1 住所 

神奈川県座間市広野台 2-10-7 〒252-0012 

2 交通手段 
小田急線 南林間駅より路線バスにて 15 分 

東名高速 横浜町田インターより 30 分 

 

3 

見学受け入れ人数 10 人～40 人まで 見学所要時間 約 60 分 （説明・見学） 

見学可能時間帯 

10：00～12：00 

14：00～16：00 

見学受け入れ回数 月 2 回（週 1 回）まで 

見学できない時期 金曜・土曜・日曜日・12 月中旬～下旬 

見学時の注意事項 ライン作業場でのカメラ撮影にてフラッシュ撮影はご遠慮願います。 

見学通路 専用通路は設置されておりません。当日は担当職員の指示に従い移動をお願いします。 

4 
駐車場 

大型バス 1 台可 

子ども同伴 小学生未満は事故防止のためお断りしています。 

ビデオ・写真撮影 

要許可（撮影は代表者の方１名のみでお願いします。ま

た、撮影した画像の個人ブログ等での掲載は禁止です。） 

食事をする場所 会議室または共有棟レストラン 

5 見学のポイント 
免震構造の物流施設、低頻度品の自動倉庫ピッキング設

備等 1 企画 1800 アイテムを仕分ける集品システム 

6 

その他 

同一建物内の座間物流センターと組み合わせていた

だくと便利です。 

 

 

 

 

 

 

((((株株株株))))グリーンピアグリーンピアグリーンピアグリーンピア    
店舗・宅配の生花 

1 住所 神奈川県平塚市南原一丁目 23 番 7 〒254-0065 

2 交通手段 

JR 平塚駅よりバスで 15 分 南原土手バス停下車 徒歩１分 

3 

見学受け入れ人数 2０人まで 見学所要時間 約 30 分（説明・見学） 

見学可能時間帯 9：00～11：00 見学受け入れ回数 月 2 回まで(週 1 回まで） 

見学できない時期 金曜、土曜、日曜、母の日、お彼岸、お盆などの物日前後 

見学時の注意事項 見学所要時間は短いため、フラワーアレンジ教室との組み合わせもできます（事前連絡必要） 

見学通路 見学専用通路がありませんので、担当者の指示に従ってください 

4 駐車場 中型バス可 

子ども同伴 可 

ビデオ・写真撮影 可 

食事をする場所 なし 

5 見学のポイント 花き類の仕分け作業、鮮度保持や品質保持努力について※

フラワーアレンジ教室を開催する場合（花バサミ持参）   

所要時間：90 分  デザイン・花・資材は指定できません。 

花・資材代：１人・1,200 円、講師料：１時間・1,000 円 

6 

その他  

 

7



 

 

フジパンフジパンフジパンフジパン((((株株株株))))    横浜工場横浜工場横浜工場横浜工場    
ＣＯ・ＯＰハイトースト 

1 住所 

神奈川県横浜市旭区上白根 3－39－1 〒241-0002 

2 交通手段 
ＪＲ横浜線 中山駅より鶴ヶ峰行きバス 長坂下車徒歩 5 分 

車：保土ヶ谷バイパス 下川井インターより 15 分 

3 

見学受け入れ人数 20 人前後 見学所要時間 

約 90 分（説明・見学・試食・質疑応

答） 

見学可能時間帯 10:00～12:00 見学受け入れ回数 

2 月・5 月・7 月・10 月・11 月の月

１回まで 

見学できない時期 土曜・日曜・祝日 

見学時の注意事項 

衛生管理基準に従っての見学となります。スカート、半ズボン、装飾品着用での見学は

不可。 

見学通路 見学専用通路はありません。 

4 

駐車場 

大型バス可（大型バスのみ要許可申請 車検証・ドライバー運転免許証）、一般乗用車

不可 

子ども同伴 小学生以上可 

ビデオ・写真撮影 不可 

食事をする場所 なし 

5 見学のポイント 

工場内を見学できるのはユーコープ組合員だけです。 

焼きたてのパンを試食できます。 

パン製造の流れを、間近で見学することができます。 

6 

その他 ラインによっては稼働していない場合があります。 

秋本食品秋本食品秋本食品秋本食品((((株株株株))))    湘南工場湘南工場湘南工場湘南工場    
ＣＯ・ＯＰゆず白菜 

1 住所 

神奈川県綾瀬市早川 2696-11 〒252-1123 

2 交通手段 
小田急線・相鉄線 海老名駅より相鉄バス ①「早川中央第 1」下車徒歩 1 分 ②「綾

瀬車庫」下車徒歩 7 分 首都圏中央連絡自動車道（圏央道） 海老名インターより 5 ㎞ 

3 
見学受け入れ人数 5 人～20 人 見学所要時間 60 分（ＤＶＤ説明、見学） 

見学可能時間帯 10：00～12：00 見学受け入れ回数 年 1～2 回まで 

見学できない時期 土曜・日曜・祝日、年末年始、業務繁忙期等 

見学時の注意事項 

秋本食品(株)指定の申込書を別途ご記入いただきます。 

（ユーコープ申込受付後ご案内いたします。） 

見学通路 ガラス越しに見学専用通路がございます。（包装室、ピッキング室） 

4 
駐車場 

大型バス 1 台可（要事前連絡） 

子ども同伴 不可 

ビデオ・写真撮影 可 

食事をする場所 なし 

5 見学のポイント 

漬物の最終ラインと物流出荷エリアの作業風景を間

近で見ることが出来ます。浅漬けメーカーでは最新の

工場です。ご希望があれば販売もできます。 

6 

その他  
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((((株株株株))))馬場食品馬場食品馬場食品馬場食品    

ＣＯ・ＯＰ 白菜漬 

ＣＯ・ＯＰ ゆずかぶ 

1 住所 

神奈川県厚木市三田南 3-18-27 〒243-0217 

2 交通手段 
小田急線 本厚木駅より神奈中バス 松蓮寺バス停下 

東名高速 厚木インターより約 5ｋｍ 

3 
見学受け入れ人数 5 人～8 人まで 見学所要時間 約 120 分(説明・見学・質疑応答） 

見学可能時間帯 10：00～12：00 見学受け入れ回数 年 5 回まで 

見学できない時期 月曜・火曜・水曜・土曜・日曜・祝日、12 月 

見学時の注意事項 白衣を着用していただきます。装飾品の持ち込みは不可 

見学通路 見学専用通路はありません。 

4 
駐車場 

大型バス不可 

子ども同伴 不可 

ビデオ・写真撮影 可 

食事をする場所 会議室が使用できます。 

5 見学のポイント 

白菜漬、ゆずかぶ漬の手作業工程全体を間近に見るこ

とができます。 

6 

その他  

 

 

日清オイリオグループ日清オイリオグループ日清オイリオグループ日清オイリオグループ((((株株株株))))横浜横浜横浜横浜磯子工場磯子工場磯子工場磯子工場    

ＣＯ･ＯＰ 一番搾りキャノーラ油 

ＣＯ･ＯＰ＆日清ｵｲﾘｵ ヘルシーリ

セッタ 

1 住所 

神奈川県横浜市磯子区新森町 1 番地  〒235-8558 

2 交通手段 
ＪＲ根岸線 磯子駅より徒歩 1 分 

首都高速 磯子インターより 5 分 

3 見学受け入れ人数 10 人～40 人まで 見学所要時間 約 90 分（ビデオ説明・見学） 

見学可能時間帯 

10：00～11：30 

13：30～15：00 

見学受け入れ回数 月 1 回まで 

見学できない時期 土曜・日曜・祝日、GW、お盆、年末年始などの工場休日 

見学時の注意事項 喫煙・飲食・写真ビデオ撮影はご遠慮ください 

見学通路 見学専用通路があります 

4 
駐車場 

大型バス 2 台可、一般乗用車不可 

子ども同伴 小学生以上可 

ビデオ・写真撮影 不可 

食事をする場所 なし 

5 見学のポイント 自動化された充填設備で生産しています。 

自動倉庫での商品管理を行っています。 

一番搾りキャノーラ油は溶剤を使用していない油だ

けでできています。 

6 

その他  
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クラウンフーヅ㈱クラウンフーヅ㈱クラウンフーヅ㈱クラウンフーヅ㈱    横浜工場横浜工場横浜工場横浜工場    
CO・OP マカデミアミックス 

1 住所 

神奈川県横浜市金沢区福浦 2-1-4 〒236-0004 

2 交通手段 
横浜新都市交通(金沢シーサイドライン) 福浦駅より徒歩 10 分 

3 

見学受け入れ人数 10～15 人まで 見学所要時間 

約 70 分(説明、見学、質疑応答、アン

ケート) 

見学可能時間帯 10：00～11：10 見学受け入れ回数 年 5 回まで(月 1 回まで) 

見学できない時期 月曜・土曜・日曜・祝日、お盆、11 月～2 月 

見学時の注意事項 

製造ライン近くに入るため、足元の不自由な方や幼児はご遠慮ください。装飾品の持込

不可 

見学通路 見学専用通路はありません。 

4 
駐車場 

なし 公共交通でお越しください。 

子ども同伴 不可 

ビデオ・写真撮影 不可 

食事をする場所 なし 

5 見学のポイント 

・ナッツ・ドライフルーツの製造を見る。 

・ローストしたてのものを試食できます。 

6 

その他  

((((株株株株))))ミツハシミツハシミツハシミツハシ    幸浦工場幸浦工場幸浦工場幸浦工場    

CO・OP 

特別栽培米 岩手ひとめぼれなど 

1 住所 

横浜市金沢区幸浦 2-25 〒236-0003 

2 交通手段 

JR 新杉田駅より横浜シーサイドライン幸浦駅下車  

3 
見学受け入れ人数 20 人 見学所要時間 1 時間 

見学可能時間帯 午前中 見学受け入れ回数  

見学できない時期 9 月～10 月 

見学時の注意事項 飲食禁止、見学ルートの厳守 

見学通路 あり 

4 
駐車場 

あり 

子ども同伴 可 

ビデオ・写真撮影 要相談 

食事をする場所 なし 

5 見学のポイント 

精米から包装までの行程のルートとなります。 

6 

その他  
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((((株株株株))))神奈川県農協茶業センター神奈川県農協茶業センター神奈川県農協茶業センター神奈川県農協茶業センター    

CO・OP 神奈川の味と香りのあしがら一番茶 

CO・OP 神奈川の煎茶あしがら徳用 

1 住所 

神奈川県足柄上郡山北町川西６９１-７ 〒258-0124 

2 交通手段 
JA 御殿場線谷峨駅より徒歩１５分 

東名高速 大井松田インターより２０分 

3 
見学受け入れ人数 ５人から４０人 見学所要時間 60 分～120 分（説明・見学・試飲） 

見学可能時間帯 

 9：00～12：00 

13：00～16：00 

見学受け入れ回数  

見学できない時期 土日祝祭日、5 月 

見学時の注意事項 工場の作業場には入れません 

見学通路 工場見学通路があります。帽子着用 

4 駐車場 大型バス可 

子ども同伴 可 

ビデオ・写真撮影 可 

食事をする場所 会議室使用できます 

5 見学のポイント 足柄茶ビデオ鑑賞 

美味しいお茶の淹れ方説明 

製造ライン 

直売所にて買い物 

6 

その他  

((((株株株株))))山安山安山安山安    本社工場本社工場本社工場本社工場    

CO・OP 

脂のりにこだわった国産真あじ開き 

1 住所 神奈川県小田原市羽根尾 510 〒256-0804 

2 交通手段 ＪＲ東海道線 二宮駅南口より比奈窪行神奈中バス 15 分 中村原バス停下車徒歩 1５分 

小田原厚木道路 二宮インターより 10 分 

3 
見学受け入れ人数 1５人まで 見学所要時間 約 60 分（見学・学習会） 

見学可能時間帯 14：00～15：00 見学受け入れ回数 月１回（１組） 

見学できない時期 土曜、日・祝日、年末年始、お盆休み、他弊社休業日 

見学時の注意事項 

衣服が汚れてしまう可能性があります（長靴、白衣をお貸しします）。階段の上り下り

や冷蔵庫（－３５℃）に入ります。 

見学通路 専用見学通路は有りません（水の流れる場所や滑りやすい場所が有ります） 

4 駐車場 可 

子ども同伴 不可 

ビデオ・写真撮影 条件付き可（事前確認必要） 

食事をする場所 会議室があります 

5 見学のポイント 国産の真あじを原料としたコープ商品（干物）を製造し

ています。冷蔵庫（－３５℃）から魚の解凍、開き加工、

乾燥工程、凍結工程、包装工程といった実際の製造ライ

ンに沿ったご案内になります。 

6 

その他  
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ユーコープユーコープユーコープユーコープ    沼津生鮮セットセンター沼津生鮮セットセンター沼津生鮮セットセンター沼津生鮮セットセンター    
宅配の冷凍・冷蔵品セット 

1 住所 
静岡県沼津市原 2674-1 〒410-0312 

2 交通手段 ＪＲ東海道線 原駅よりタクシーで 10 分 

東名高速道路 愛鷹PAスマートインターより25 分 新東名高速道路 駿河湾沼津SA

インターより 15 分  

3 見学受け入れ人数 10 人～15 人まで 見学所要時間 約 60 分～90 分（説明・見学） 

見学可能時間帯 

10：00～11：30 

13：30～15：00 

見学受け入れ回数 月 2 回まで 

見学できない時期 金曜・土曜日 

見学時の注意事項 作業場は通年温度が低温（0～10℃）に保たれていますので、上着をご持参ください 

見学通路 

専用通路は設置されておりません。当日は担当職員に指示に従い移動をお願いします。 

機材や商品には触れないようお願いします。 

4 駐車場 大型バス可 

子ども同伴 小学生未満は事故防止のためお断りしています。 

ビデオ・写真撮影 

要許可 

・撮影は代表の方１名のみでお願いします。 

・個人情報保護の為、撮影不可の場所があります。 

・撮影した写真の個人ブログ等への掲載は禁止です。 

食事をする場所 

有り ・休憩室（11：30～13：30 は使用不可） 

   ・会議室（要事前確認） 

5 見学のポイント おうち CO-OP の商品『冷蔵食品、冷凍食品』が組合

員の手元に届く為の前工程。 

・メーカーからの商品別入荷及び検品 

・組合員へお届けする商品の個人別仕分け 

・各配送センター別に分け出荷 

6 その他  

 

 

 

((((株株株株))))籠淸籠淸籠淸籠淸    静岡工場静岡工場静岡工場静岡工場    
ＣＯ・ＯＰ 小田原蒲鉾 白 130ｇ 

1 住所 
静岡県焼津市利右衛門 2612－8 〒421-0212 

2 交通手段 東名高速 大井川焼津藤枝スマートＩＣより１0 分 

3 
見学受け入れ人数 10 人～15 人まで 見学所要時間 60 分～120 分（説明・実演見学） 

見学可能時間帯 13：00～16：00 見学受け入れ回数 月 1 回まで 

見学できない時期 土曜・日曜・祝日、1 月、8 月、11 月、12 月 

見学時の注意事項 

見学専用通路がありません。係員の指示に従って下さい。 

見学通路 
見学通路はありません 

4 
駐車場 大型バス不可 

子ども同伴 不可 

ビデオ・写真撮影 一部不可 

食事をする場所 会議室を充てます 

5 見学のポイント プロジェクターを使って製造工程の説明 

蒸し蒲鉾の製造実演 試食 

6 その他 時期により製造品目が変わります。 
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日本ハム日本ハム日本ハム日本ハムファクトリー（株）静岡工場ファクトリー（株）静岡工場ファクトリー（株）静岡工場ファクトリー（株）静岡工場    
CO・OP 熟成ロースハム 

1 住所 
静岡県榛原郡吉田町大幡 350 番地 3 〒421-0305 

2 交通手段 東海道線六合駅 タクシーで 20 分 

東名高速 吉田インターより４分 

3 見学受け入れ人数 1 回あたり 30 人 見学所要時間 ２時間 

見学可能時間帯 

10：00～12：00 

14：00～16：00 

見学受け入れ回数 19 回/年 

見学できない時期 土・日曜日  ※10 月～3 月（要相談） 

見学時の注意事項 

①4 歳未満は衛生対策上の理由により入場出来ません。保育設備はありません。保護者様の責任で

安全に管理頂ければ構いません。  

②工場内は階段移動が多いため、ベビーカー、車いすでの見学は困難です。 

③入場前に専用のヘアネット、帽子と服を着用し、毛髪ローラーを実施して頂きます。専用通路か

らの見学となりますので、作業場、クリーンルーム及び出荷倉庫内には入れません。 

④従業員及び他の来場者に迷惑を掛ける場合は、案内者の判断によりご退席いただきます。  

⑤アルコールの持ち込みは禁止です。試食の飲み物（お茶）は工場にて準備します。 

⑥当日、腹痛・嘔吐・下痢・高熱など体調不良の方は、他のお客様に迷惑がかかりますのでご遠慮

願います。 

見学通路 有 

4 駐車場 なし 

子ども同伴 4 歳未満は不可 

ビデオ・写真撮影 不可 

食事をする場所 なし 

5 見学のポイント 

①原料処理・塩漬・配合 ②充填・加熱・冷却 

③包装         ④検査室 

6 

その他 

オープンファクトリーの見学コースと同様になります。 

熟成ロースハムについては説明のみとなります。 

東洋水産東洋水産東洋水産東洋水産((((株株株株))))    田子工場田子工場田子工場田子工場    
ＣＯ・ＯＰ 伊豆かつおぶし削り 

1 住所 

静岡県賀茂郡西伊豆町田子 1624-2 〒410-3515 

2 交通手段 三島駅→修善寺駅（伊豆箱根鉄道） 修善寺駅よりバス（堂ヶ島・松崎方面行き）→田

子バス停下車（修善寺駅から９0 分） 

東名高速 沼津インター→三島→修善寺→土肥→西伊豆町田子 

3 見学受け入れ人数 5 人～7 人まで 見学所要時間 約 120 分程度（説明・見学） 

見学可能時間帯 

10：00～12：00、

13：00～15：00 

見学受け入れ回数 年 3 回まで 

見学できない時期 土曜・日曜・祝日、年末年始、夏季休業期間 

見学時の注意事項 

スカート着用不可、マニキュア不可、ピアス等現地で外せない装飾品の着用不可、階段

での移動が多くあります。 

見学通路 見学専用通路はありません 

4 駐車場 大型バス不可 

子ども同伴 不可 

ビデオ・写真撮影 一部可 

食事をする場所 工場打合せ室 

5 見学のポイント 田子節（鰹枯節）製造工程 

削り節パック充填包装工程 

6 

その他  
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((((株株株株))))ＪＪＪＪ----オイルミルズオイルミルズオイルミルズオイルミルズ    静岡工場静岡工場静岡工場静岡工場    

ＣＯ・ＯＰ 一番搾りキャノーラ油 

など 

1 住所 

静岡県静岡市清水区新港町 2 〒424-0824 

2 交通手段 
ＪＲ東海道本線清水駅  静岡鉄道新清水駅より 静鉄バス万世町下車 

東名高速 清水インターより 10 分 

3 
見学受け入れ人数 10 人～20 人まで 見学所要時間 約 90 分（DVD 説明・見学・質疑応答） 

見学可能時間帯 9：00～16：00 見学受け入れ回数 年 4 回まで 

見学できない時期 土曜・日曜・祝日、年末年始 その他入場制限ある場合あり（要相談） 

見学時の注意事項 ハイヒール・サンダル不可、ヘルメット着用となります 

見学通路 一部見学通路があります。 

4 
駐車場 

バス可 

子ども同伴 小学生以上可 

ビデオ・写真撮影 工場内不可 

食事をする場所 なし 

5 見学のポイント 

原料受入から製品までの一貫工場です。家庭用製品の

高速充填ボトルラインが見所です。 

6 

その他 

生産の都合や清掃・整備等でラインが稼動していな

い場合あり 

((((株株株株))))神明きっちん神明きっちん神明きっちん神明きっちん    富士御殿場工場富士御殿場工場富士御殿場工場富士御殿場工場    

ＣＯ・ＯＰ 北海道ゆめぴりか  

ＣＯ・ＯＰ 北海道ななつぼし 

1 住所 

静岡県御殿場市神場 2445-12(富士御殿場工業団地) 〒412-0047 

2 交通手段 
東名高速道路 御殿場インターより 20 分 

JR 御殿場線 御殿場駅よりタクシーで約 20～30 分 

3 
見学受け入れ人数 5 人～10 人まで 見学所要時間 約 60 分（説明・見学） 

見学可能時間帯 

10：00～12：00、

13：00～15：00 

見学受け入れ回数 年 4 回程度 

見学できない時期 土曜・日曜・祝日、年末年始 

見学時の注意事項 

帽子、白衣着用。誘導の指示に従い、機械設備や製品には触れないよう見学をお願いし

ます 

見学通路 見学専用通路はありません 

4 
駐車場 

バス可 

子ども同伴 可 

ビデオ・写真撮影 不可 

食事をする場所 会議室を使用できます（要事前連絡） 

5 見学のポイント 

原料玄米受入工程、精米工程、包装工程、各種

異物選別,工程、検査分析工程が見学可能です 

6 

その他  
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丸善製茶丸善製茶丸善製茶丸善製茶((((株株株株))))丸子工場丸子工場丸子工場丸子工場    

ＣＯ・ＯＰ静岡の深むし一番茶 

ＣＯ・ＯＰ静岡の深むし茶 

1 住所 

静岡県静岡市駿河区丸子新田 314 番地 〒421-0111 

2 交通手段 
ＪＲ東海道本線 静岡駅よりタクシーで 10 分 

東名高速 静岡インターより 15 分 

3 
見学受け入れ人数 5 人～20 人まで 見学所要時間 約 60 分～90 分 

見学可能時間帯 10：00～12：00 見学受け入れ回数 月１回まで 

見学できない時期 土曜・日曜・祝日、4/20～5/15、8/9～20、12/20～1/10 

見学時の注意事項 飲食物、私物持込不可、白衣・靴カバー着用 

見学通路 見学専用道路はありません。 

4 
駐車場 

大型バス可 

子ども同伴 可 

ビデオ・写真撮影 ビデオ不可、カメラ可 

食事をする場所 なし 

5 見学のポイント 荒茶を保管する冷蔵庫 

仕上げ茶製造工程（火入工程） 

包装茶製造工程、ティーバッグ加工現場も見ることが

出来ます。品質管理室 

6 

その他  

ハラダ製茶ハラダ製茶ハラダ製茶ハラダ製茶((((株株株株))))    向谷工場向谷工場向谷工場向谷工場    

ＣＯ・ＯＰ抹茶入り煎茶 

ＣＯ・ＯＰ煎茶やぶきた 

1 住所 

静岡県島田市向谷 2-3824-1 〒427-0039 

2 交通手段 
ＪＲ東海道本線 島田駅より静鉄バス 向谷 2 丁目下車 

東名高速 吉田インターより 25 分。新東名高速 島田、金谷インターより約 15 分。 

3 

見学受け入れ人数 20 人～80 人まで 見学所要時間 

75 分（座学 30 分、工場見学 30 分、

質疑応答 15 分） 

見学可能時間帯 10：00～15：00 見学受け入れ回数 週 5 回まで 

見学できない時期 土曜・日曜・祝日、4/10～6/10、繁忙期（12 月～1 月） 

見学時の注意事項 

見学時はバック、装飾品の持ち込み不可（その他注意事項は工場内見学マニュアルに記

載） 

見学通路 見学専用通路はありません 

4 
駐車場 

大型バス可 

子ども同伴 小学生以上可 

ビデオ・写真撮影 ビデオ不可、カメラは使用目的によっては可 

食事をする場所 なし 

5 見学のポイント 

コンピューターを活用した工場設備。自動倉庫・工場

内無人カー。包装ラインのオートメーション、製品検

査・品質管理システムをご覧いただきます 

6 

その他  
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大井川農業協同組合大井川農業協同組合大井川農業協同組合大井川農業協同組合    
ＣＯ・ＯＰ静岡のおいしい深むし茶 

1 住所 

静岡県島田市番生寺６６６－１ 〒428-0011 

2 交通手段 
大井川鐡道 日限駅より徒歩５分 

新東名高速 島田金谷ＩＣより５分 

3 見学受け入れ人数 最大 2.0 名まで 見学所要時間 １～２時間 

見学可能時間帯 

１０：００～１２：００ 

１３：００～１６：００ 

見学受け入れ回数  

見学できない時期 土曜、日曜、祝日、夏期・年末年始休業日、4 月中旬～7 月中旬、11 月中旬～1 月上旬 

見学時の注意事項 
異物となりうる物の持ち込みは不可、毛髪落下防止ネットの着用（工場にて用意します。） 

見学通路 有 

4 駐車場 有 

子ども同伴 可 

ビデオ・写真撮影 概ね可 

食事をする場所 少人数なら可 

5 見学のポイント 

お茶の製造ライン、低温冷蔵庫、袋詰工場 

6 

その他  

((((株株株株))))ちきりやちきりやちきりやちきりや    静岡工場静岡工場静岡工場静岡工場    

ＣＯ・ＯＰ一番摘み知覧茶 

ＣＯ・ＯＰ静岡煎茶徳用深むし 

1 住所 

静岡県菊川市神尾 56－2 〒493-0016 

2 交通手段 
ＪＲ東海道本線 菊川駅よりタクシーで約 10 分 

東名高速 菊川インターより約 10 分 

3 
見学受け入れ人数 5 人～10 人まで 見学所要時間 約９０分（説明・見学） 

見学可能時間帯 10：00～15：00 見学受け入れ回数 月 1 回まで 

見学できない時期 土曜・日曜・祝日、工場が稼動していないとき 

見学時の注意事項 担当者の指示に従ってください 

見学通路 見学専用通路はありません 

4 
駐車場 バス可 

子ども同伴 
不可 

ビデオ・写真撮影 一部不可 

食事をする場所 なし 

5 見学のポイント 品質管理、クリーンルーム内での目視、自動包装、量

目検査、金属探知機等の工程 

・有機農産物加工食品生産工程管理者認定 

・ISO9001（品質マネジメントシステム）認証工場 

・ティーバッグ充填機導入 

6 

その他  
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山陽商事㈱山陽商事㈱山陽商事㈱山陽商事㈱    静岡工場静岡工場静岡工場静岡工場    

CO･OP 有機栽培ルイボスティーTP 

CO･OP 台湾産烏龍茶 TP 

1 住所 

静岡県菊川市嶺田 547-1 〒437-1522 

2 交通手段 
JR 東海道本線 掛川駅よりタクシーで約 20 分 

東名高速 掛川インターより約 15 分 

3 
見学受け入れ人数 5～10 人まで 見学所要時間 約 60 分（学習会・見学・質疑応答） 

見学可能時間帯 

10：00～11：30 

13：00～14：30 

見学受け入れ回数 年 1 回まで 

見学できない時期 土・日・祝日、4/1～5/31、7/1～8/31 

見学時の注意事項 

ライン室入室時には白衣・帽子・マスク・ゴム手袋を装着いただきます。貴金属類持ち

込み不可。 

見学通路 見学専用通路はありません 

4 
駐車場 

あり 

子ども同伴 小学校高学年以上可 

ビデオ・写真撮影 一部可 

食事をする場所 食堂あり 

5 見学のポイント 

HACCP 認定工場としての品質管理状況 

原料の流れ、チェックポイント、安全性のこだわりを

見ていただきます。烏龍茶の試飲があります 

6 

その他 体調不良の方はご遠慮願います 

春日製紙工業春日製紙工業春日製紙工業春日製紙工業((((株株株株))))    本社工場本社工場本社工場本社工場    
ＣＯ･ＯＰワンタッチ芯までロール 

1 住所 

静岡県富士市比奈 760-1 〒417-0847 

2 交通手段 ＪＲ東海道本線 吉原駅より岳南鉄道  岳南原田駅下車徒歩 6 分  

東名高速 富士インターより 30 分 

3 見学受け入れ人数 10 人～30 人まで 見学所要時間 役 60 分～120 分 

見学可能時間帯 

10：00～12：00 

13：00～15：00 

見学受け入れ回数 月 1 回まで 

見学できない時期 月曜・土曜・日曜、祝日、月初、20 日、月末 

見学時の注意事項 ハイヒール・サンダル不可、エレベーターなし、段差あり、工場内すべる所あり 

見学通路 見学専用通路がありませんので、器具・商品に手を触れないようにお願いします。 

4 
駐車場 

大型バス可 

子ども同伴 可（保護者同伴） 

ビデオ・写真撮影 不可 

食事をする場所 なし 

5 見学のポイント 

①芯なし・有芯トイレットペーパーの製造を知る。 

②古紙原料の溶解と再生紙の製造過程を知る。 

6 

その他  
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コアレックス信栄コアレックス信栄コアレックス信栄コアレックス信栄((((株株株株))))    

CO・OP やわらかワンタッチコアノン  

CO・OP グリーンキーパー 

1 住所 

静岡県富士市中之郷 575-1 〒421-3306 

2 交通手段 
東海総新幹線 新富士駅 よりタクシーにて 10 分 

東名高速富士川インターチェンジより 5 分 

3 
見学受け入れ人数 50 人 見学所要時間 120 分 

見学可能時間帯 10：00～16：00 見学受け入れ回数 週 1 回 

見学できない時期 日曜・祝日 

見学時の注意事項 動きやすい服装にてお願いします。 

見学通路 専用通路は有りません。 

4 
駐車場 

大型バス可 

子ども同伴 小学校高学年以上（保護者同伴） 

ビデオ・写真撮影 要相談 

食事をする場所 なし 

5 見学のポイント 

2015 年設立の最新再生紙工場で、生協の環境配慮商

品である「コアノン」「グリーンキーパー」が再生紙

原料から出来上がる一連の工程を見学できます。 

6 

その他  

久保田水産久保田水産久保田水産久保田水産    本社工場本社工場本社工場本社工場    
CO・OP 静岡県産釜揚げしらす 

1 住所 

静岡県榛原郡吉田町川尻 3138-32 〒421-0302 

2 交通手段 
東名高速 吉田インターより 20 分 

※公共交通機関は JR 東海道本線島田駅からタクシーにて 40 分 

3 見学受け入れ人数 15 人程度まで 見学所要時間 約 40 分（説明・見学） 

見学可能時間帯 9：00～15：00 見学受け入れ回数 年 2 回まで 

見学できない時期 土曜・日曜・祝日、及びしらす漁の禁漁期間である 1/15～3/31 

見学時の注意事項 

見学時間は短いため、しらす漁があれば車で 7 分の距離にある南駿河湾漁協吉田支所の

水揚げ現場を見学 

見学通路 専用通路の設置はございません 

4 駐車場 大型バス不可 

子ども同伴 可（ただし熱湯を使用する釜揚げ工程のみ不可） 

ビデオ・写真撮影 
可 

食事をする場所 会議室を利用、1 回 8 名程度まで 

5 見学のポイント 商品の異物選別工程作業・加工作業の見学がメインに

なります。また原料の水揚げから商品が出来るまでの

工程を説明します。同時に静岡県のしらす漁、生産者

の地元南駿河湾漁協吉田支所のしらす水揚げ漁・漁獲

量などについて説明します。 

6 

その他 該当商品は店舗・宅配でご案内しております 
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花の舞酒造花の舞酒造花の舞酒造花の舞酒造((((株株株株))))    
静岡県産こだわりの純米大吟醸 

1 住所 

静岡県浜松市浜北区宮口 632 〒434-0004 

2 交通手段 

天竜浜名湖鉄道宮口駅徒歩 5 分 

3 見学受け入れ人数 1～50 人 見学所要時間 60～90 分 

見学可能時間帯 10：00～18：00 見学受け入れ回数  

見学できない時期 １月１日～１月５日 

見学時の注意事項 なし 

見学通路 なし 

4 駐車場 あり 

子ども同伴 可 

ビデオ・写真撮影 可 

食事をする場所 あり 

5 見学のポイント 

全量静岡県産米にて酒造りをしているこだわりの酒

蔵です。静岡県最大の日本酒出荷工程、酒蔵でしか味

わえないしぼりたての日本酒をお味見頂けます。 

6 

その他  

((((株株株株))))伊豆フェルメンテ伊豆フェルメンテ伊豆フェルメンテ伊豆フェルメンテ    

CO・OP 静岡県産紅ほっぺの苺ジャム 

CO・OP 静岡県産ニューサマー 

オレンジのマーマレード 

1 住所 静岡県三島市八反畑 134-6 〒411-0817 

2 交通手段 JR 三島駅よりタクシーで約 20 分 車でお越しの場合は東名沼津インターより約 30 分 

3 見学受け入れ人数 3～4 人程度 見学所要時間 20～30 分間 

見学可能時間帯 AM9:00～11:00 見学受け入れ回数 月/1～2 回(要相談) 

見学できない時期 7～9 月、12～1 月、土日月祝祭日 

見学時の注意事項 

見学通路はないため、衛生エリアには入らないでください。 

装飾品等は持ち込み禁止です。 

見学通路 なし 

4 駐車場 2～3 台可能 

子ども同伴 不可(工場内危険のため) 

ビデオ・写真撮影 工場内撮影禁止、工場外は可能 

食事をする場所 なし 

5 見学のポイント 地元産の苺やニューサマーオレンジのジャムをはじ

め、甘酒、デザートなど多種類の商品を製造している

工場です。 

見学用通路がない為、工程が分かりにくい面もあるか

と思いますが、ポイントを絞って見学いただければよ

いかと思います。 

6 その他 工場正面には雄大な富士山が望めます 
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盛田甲州ワイナリー盛田甲州ワイナリー盛田甲州ワイナリー盛田甲州ワイナリー((((株株株株))))    

シャンモリワイン 

（甲州 マスカット・ベーリーA） 

1 住所 

山梨県甲州市勝沼町勝沼２８４２ 〒409-1316 

2 交通手段 
車 ： 中央道勝沼インターから約 3 分 

電車：JR 中央本線塩山駅下車・駅より車で約 10 分 

3 
見学受け入れ人数 40 名 見学所要時間 1 時間（試飲含む） 

見学可能時間帯 10：00～16：00 見学受け入れ回数 年 2 回 

見学できない時期 年末年始ほか指定休日 

見学時の注意事項 

工場ですので、重機・車両が通行します。見学コースから外れないよう係員の指示に従

ってください。 

見学通路 有り 

4 
駐車場 有り 

子ども同伴 
可（但し子供用のジュースの試飲等の用意はございません。） 

ビデオ・写真撮影 工場内不可 

食事をする場所 敷地内にレストラン有り 

5 見学のポイント 
日本ワインコンクールで毎年受賞するなど内外とも

に評価の高まっているワイナリー。樽貯蔵庫や搾汁

機、製造ラインなどをガラス窓越しに見学できます。 

ワイナリー売店では、販売されているワインの試飲を

楽しむことができます。 

6 

その他  

 

 

フジッコワイナリーフジッコワイナリーフジッコワイナリーフジッコワイナリー((((株株株株))))    

フジクレール 

甲州シュール・リー、メルロー 

1 住所 

山梨県甲州市勝沼町下岩崎２７７０－１ 〒４０９－１３１３ 

2 交通手段 
中央道 勝沼インターより５分 

3 見学受け入れ人数 １～４０人 見学所要時間 ２０分 

見学可能時間帯 

9：00～16：00 

予約制 

見学受け入れ回数  

見学できない時期 １２月２８日～１月５日  ９月上旬から１０月中旬 醸造繁忙期  

見学時の注意事項 案内係の指示に従ってください 

見学通路 なし 

4 
駐車場 

あり 

子ども同伴 可能 

ビデオ・写真撮影 都度申し出ください 

食事をする場所 なし 

5 見学のポイント 
発酵用醸造タンク、樽管理室、瓶詰めラインの見学が

可能です。ワイン造りの一連の工程が見学でき、係り

の者が引率し工場内をご案内いたします。 

6 

その他 

２回売店にて、ワイン試飲及びジュース・デザート

の試食可能です。 
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日本水産日本水産日本水産日本水産((((株株株株))))    八王子工場八王子工場八王子工場八王子工場    
ＣＯ・ＯＰ おさかなソーセージ 

1 住所 

東京都八王子市北野町 559-6 〒192-0906 

2 交通手段 
京王線 北野駅より徒歩 10 分  ＪＲ中央・横浜線 八王子駅よりタクシーで 10 分 

中央高速 八王子インターより 30 分 

3 

見学受け入れ人数 10 人～25 人まで 見学所要時間 

約 90 分（説明・見学・試食・質疑応

答） 

見学可能時間帯 10：30～12：00 見学受け入れ回数 年 8 回まで 

見学できない時期 月曜・土曜・日曜・祝日、ゴールデンウイーク、お盆、年末年始 

見学時の注意事項 階段がありますので、動きやすい靴でお願いします 

見学通路 あり 

4 駐車場 バス可 

子ども同伴 可（但し、小学生以上） 

ビデオ・写真撮影 不可 

食事をする場所 なし 

5 見学のポイント コープ独自仕様の魚肉ソーセージを製造。ソーセージ

の製造を実際に見る。より良い製品を作る工夫・技

術・設備。製品の品質を保持するための衛生管理や工

夫を知る。 

6 

その他  

 

 

((((株株株株))))さかえ屋さかえ屋さかえ屋さかえ屋    
ＣＯ・ＯＰ味菜卵で作ったこだわりカステラ 

1 住所 
千葉県松戸市松飛台 238 〒270-2214 

2 交通手段 北総鉄道北総線 松飛台駅 徒歩 15 分 

新京成電鉄 くぬぎ山駅 徒歩 20 分 

3 見学受け入れ人数 30 人まで 見学所要時間 30 分～40 分 

見学可能時間帯 11：00～13：00 見学受け入れ回数 要相談 

見学できない時期 ３月、４月下旬、９月、１２月 

見学時の注意事項 ２階で実施いたしますが、エレベーターはございません。 

見学通路 有 

4 駐車場 有 

子ども同伴 可 

ビデオ・写真撮影 工場内の撮影は禁止（外側は可） 

食事をする場所 無 

5 見学のポイント 製造工程の VTR を鑑賞後、2 階の見学スペースから

製造風景を見学。手作りしているところや、焼き上が

ったカステラの大きさは要注目。 

6 

その他 

バスの通れない道路あり。日程変更をお願いするこ

ともあり。バスでのお越しは可能ですが、通行不可

のルートがございます。必ずドライバー様からご相

談ください。 
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伊藤ハム伊藤ハム伊藤ハム伊藤ハム((((株株株株))))    

CO・OP 熟成ウインナー 

CO・OP 熟成ベーコン 

1 住所 

千葉県柏市根戸 1-3 〒277-0831 

2 交通手段 
JR 常磐線北柏駅 徒歩 15 分 

常磐自動車道 柏インターより 15 分 

3 
見学受け入れ人数 １５人 見学所要時間 2 時間から 3 時間 

見学可能時間帯 10：00～16：00 見学受け入れ回数  

見学できない時期 7 月・８月・１１月・12 月 基本水曜日・土曜日・日曜日はダメ 

見学時の注意事項 歩きやすい靴でお越しください。 

見学通路 有 

4 駐車場 有 

子ども同伴 
不可 

ビデオ・写真撮影 不可 

食事をする場所 有 

5 見学のポイント ウインナー・ベーコンをはじめとする原料仕込み作

業。ウインナーの充填工程。ベーコンの包装工程 

6 

その他  

 

((((株株株株)))) かがやくコスメかがやくコスメかがやくコスメかがやくコスメ    

シャロン香取第二工場シャロン香取第二工場シャロン香取第二工場シャロン香取第二工場    

生協オリジナル化粧品（シンプリズム・スク

ワビューティ・ベルシーオ等） 

1 住所 
千葉県香取市岩部 1997－5 〒287－0102 

2 交通手段 
東関東自動車道・大栄インターを降り、東総有料道路経由お車で約 15 分 

3 
見学受け入れ人数 10～30 名（要相談） 見学所要時間 約 60～90 分（説明・見学） 

見学可能時間帯 

10 時～12 時 

13 時～16 時 

見学受け入れ回数 年数回まで（要相談） 

見学できない時期 土・日・祝祭日・年末年始・夏季休業期間  8 月・9 月・10 月・12 月・1 月 

見学時の注意事項 衛生管理基準に従っての見学となります。指定の帽子・白衣を着用にて見学。 

見学通路 あり 

4 駐車場 あり 大型バス可 

子ども同伴 不可 

ビデオ・写真撮影 不可 

食事をする場所 なし 

5 見学のポイント 

普段見る事の出来ない化粧品の製造工程を実際に見

れます。 

6 

その他  
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横浜ファーム横浜ファーム横浜ファーム横浜ファーム    君津農場君津農場君津農場君津農場    
CO・OP 味菜卵 

1 住所 

千葉県君津市山滝野 1119-1 〒292-0501 

2 交通手段 
車の場合：館山道木更津北インターから久留里方面で２０分、館山道君津インターから

久留里方面に２０分 

3 見学受け入れ人数 15 人まで 見学所要時間 約 90 分  

見学可能時間帯 9 時～１５時 見学受け入れ回数 １回 

見学できない時期 鶏舎内は見学不可。GP センターのみ可能（但し、１１月～３月末までは防疫上不可）。 

見学時の注意事項 白衣、専用の帽子を着用してもらいます。また体調不良の方は入場をお断りします。 

見学通路 特にありません。 

4 駐車場 あり 

子ども同伴 入場手順（手洗いなど）が出来るならば可能。 

ビデオ・写真撮影 撮影 OK（人物はご遠慮ください） 

食事をする場所 あり 

5 見学のポイント 

 

6 

その他  

理研ビタミン理研ビタミン理研ビタミン理研ビタミン((((株株株株))))    草加工場草加工場草加工場草加工場    

CO・OP ごまたっぷりドレッシング 

CO・OP だしの素 など 

1 住所 

埼玉県草加市青柳 1-3-3 〒340-0002 

2 交通手段 東武伊勢崎線（スカイツリーライン）獨協大学前＜草加松原＞駅より公共バスで１０分 

東京外環自動車道 草加インターより 20 分 

3 
見学受け入れ人数 20 人～3０人 見学所要時間 約 120 分（工場見学・説明・試食など） 

見学可能時間帯 10:00～12:15 見学受け入れ回数 年間 1 回 

見学できない時期 １月・３月・７月・月曜日・土曜日・日曜日・祝日・ＧＷ・お盆・年末年始・月末月初 

見学時の注意事項 見学通路は階段が多い為、ご注意下さい。見学時の装飾品、私物の持込は禁止です。 

見学通路 見学専用通路がございます。 

4 
駐車場 バス可 

子ども同伴 
不可 

ビデオ・写真撮影 生産ライン撮影不可（会議室／集合写真撮影等は応相談） 

食事をする場所 会議室を使用できます。 

5 見学のポイント ＣＯ・ＯＰドレッシング各種の製造、充填、包装工程

及びＣＯ・ＯＰだしの素製造工程の見学ができます。

ドレッシングの試食やだしの素勉強会などを開催し

ます。 

6 

その他 

昼食はお 1 人様 300 円でご用意致します。 

（４日前に人数確定下さい） 
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丸和油脂丸和油脂丸和油脂丸和油脂((((株株株株))))    

ＣＯ・ＯＰ味菜卵で作った 

ゴールデンマヨネーズ 

1 住所 

埼玉県春日部市南栄町１－２ 〒344-0057 

2 交通手段 

東武野田線 八木崎駅 徒歩１５分 

3 
見学受け入れ人数 １０人程度 見学所要時間 １時間前後 

見学可能時間帯 9：30～17：00 見学受け入れ回数  

見学できない時期 土曜・日曜・祝日、8 月中旬、年末年始 

見学時の注意事項 担当者の指示に従ってください。 

見学通路 なし 

４ 
駐車場 

なし 

子ども同伴 可 

ビデオ・写真撮影 都度、確認をお願いします。 

食事をする場所 なし 

5 見学のポイント 

春日部工場は丸和油脂の基盤となる工場です。 

原料油精製設備を持ちさまざまな物性をもった油脂

を小ロットから生産できる工場です。 

6 

その他  

成田食品成田食品成田食品成田食品((((株株株株) ) ) ) 栃木工場栃木工場栃木工場栃木工場    
ＣＯ･ＯＰ 成田もやし 

1 住所 

栃木県真岡市大和田 1-12 〒321-4508 

2 交通手段 
真岡鉄道 久下田駅より車で約 10 分 

北関東自動車道 真岡インターより約 10 分 

3 見学受け入れ人数 45 人まで（要相談） 見学所要時間 約 60 分（説明、見学、質疑応答） 

見学可能時間帯 8：00～17：00 見学受け入れ回数 月 2 回（要相談） 

見学できない時期 火曜・土曜日、ゴールデンウイーク、お盆休み、年末年始 

見学時の注意事項 担当者の指示に従ってください。 

見学通路 見学専用通路があります。 

4 駐車場 大型バス可 

子ども同伴 可 

ビデオ・写真撮影 可（ただし制限場所あり） 

食事をする場所 会議室を使用できます。 

5 見学のポイント 

もやし、生食サラダ、カット炒め用野菜製造工程 

もやし原料の「こだわり」「安全・安心」の理解 

6 

その他 バリアフリー設備はありません。 
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全国農協食品全国農協食品全国農協食品全国農協食品((((株株株株)))) 

ＣＯ・ＯＰ指定産地米と国産牛の 

ライスバーガー 

1 住所 栃木県真岡市寺内 652-1 

（真岡第 4 工業団地内） 

〒321-4345 

2 交通手段 

JR 宇都宮線 自治医大駅 車で 20 分 

3 

見学受け入れ人数 10 人 見学所要時間 

見学目的により異なります。 

（最低 1 時間） 

見学可能時間帯 9：00～17：00 見学受け入れ回数 1 回 

見学できない時期 年末年始、お盆、土日祝祭日 

見学時の注意事項 食材や器具・容器には触れない。その他、当社内ルールに順じてもらいます。 

見学通路 無 

4 
駐車場 

有 

子ども同伴 不可（現場に入る際の靴、白衣のサイズがありません。） 

ビデオ・写真撮影 不可 

食事をする場所 従業員食堂、他 

5 見学のポイント 

女性の方、スカートでの来場はご遠慮願います。また、

1 ヶ月以内に海外へ行かれた場合、渡航国によっては

入場できません。 

6 

その他  

茂野製麺茂野製麺茂野製麺茂野製麺((((株株株株))))茨城工場茨城工場茨城工場茨城工場    
CO・OP 国産素材で作ったとろろそば 

1 住所 

茨城県稲敷郡河内町生板 4329-1 〒300-1331 

2 交通手段 
JR 取手駅から車で 30 分 

3 

見学受け入れ人数 

20 人（10 人ずつに分

けて見学） 

見学所要時間 2 時間 

見学可能時間帯 9：00～12：00 見学受け入れ回数 年 1 回 

見学できない時期 ３～8 月、12 月、土・日祝日 

見学時の注意事項 工場内への私物持ち込み禁止 

見学通路 なし 

4 
駐車場 

有り 

子ども同伴 可 

ビデオ・写真撮影 工場内は禁止 

食事をする場所 有り。事務所２階会議室 

5 見学のポイント 

原料から乾麺のそばになるまでをご覧ください。 

6 

その他 

見学対応の工場になっていない為、少人数での見学

となります。 
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タカノフーズタカノフーズタカノフーズタカノフーズ((((株株株株))))    水戸工場・納豆博物館水戸工場・納豆博物館水戸工場・納豆博物館水戸工場・納豆博物館    

CO・OP 国産中粒納豆 

CO・OP&おかめ納豆 極小粒カップ3 

1 住所 

茨城県小美玉市野田 1542 〒311-3411 

2 交通手段 
JR 常磐線 石岡駅よりタクシーで 30 分 

常磐自動車道 千代田石岡インターより 45 分 

3 

見学受け入れ人数 

5～80 人まで 

(※土日祝は 40 人まで) 

見学所要時間 約 90 分(ビデオ・見学・試食・博物館) 

見学可能時間帯 10：00～14：30 見学受け入れ回数 月 1 回まで 

見学できない時期 年末年始 

見学時の注意事項 14 時半頃に工場が清掃の時間となり、ラインが止まります。 

見学通路 見学専用通路があります。 

4 
駐車場 大型バス可 

子ども同伴 可 

ビデオ・写真撮影 
撮影禁止 

食事をする場所 なし 

5 見学のポイント 日本一の生産高を誇る納豆工場。 

納豆の製造工程、および食品の品質管理について知

る。 

納豆の歴史について学ぶ（納豆博物館）。 

納豆の製造の自動化。 

※納豆博物館では試食ができます。 

6 

その他 博物館では商品、お土産の販売もあります。 

トモヱ乳業㈱トモヱ乳業㈱トモヱ乳業㈱トモヱ乳業㈱    

CO・OP コープ牛乳 

CO・OP なめらかヨーグルト 

1 住所 

茨城県古河市下辺見 1955 〒306-0235 

2 交通手段 
電車：JR 宇都宮線 古河駅から車で 10 分 

車 ：圏央道 五霞ＩＣ～25 分  、東北道 久喜ＩＣ～28 分 

3 
見学受け入れ人数 ３人～60 人 見学所要時間 90 分 

見学可能時間帯 

10：00～12：00 

13：00～16：00 

見学受け入れ回数 要相談 

見学できない時期 日曜日、年末年始・旧盆時期 

見学時の注意事項 団体様のご予約や会社行事等で対応できないことがあります。 

見学通路 第１工場見学通路 １Ｆ～３Ｆ（靴の履き替えて見学 弊社のスリッパをご使用下さい。） 

4 
駐車場 有（5 台以上は従業員駐車場をご利用頂きます。）大型バス可 

子ども同伴 
可（幼児は要付添）お子様は上履きの持参をお願いします。 

ビデオ・写真撮影 
可（ブログなどネット掲載はお断りします。）博物館内の一部不可 

食事をする場所 ホールの利用可（飲料販売、自販機等はございません） 

5 見学のポイント 全体説明の後、牛乳博物館を見学します。次に牛の模型の

前で牛の説明、 窓越しに工場見学後３Ｆホールで牛乳を

試飲しながらＤＶＤ鑑賞をします。最後に質問を受けて終

了になります。 

6 

その他 30 名様以上の場合は 2 班に分かれて見学します。 
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((((株株株株))))タタタタカキベーカリーカキベーカリーカキベーカリーカキベーカリー    
ＣＯ・ＯＰ香ばしい皮のミニバゲット他 

1 住所 茨城県つくば市緑ヶ原 1-1-1 〒300-2646 

2 交通手段 公共機関：つくばエクスプレス 研究学園駅より つくバス または タクシー約 30 分 

車   ：常磐自動車道 谷和原ＩＣ または 谷田部ＩＣより 約 30 分 

3 見学受け入れ人数 24 人 見学所要時間 約 3 時間 

見学可能時間帯 10：00～13：30 見学受け入れ回数 月１回程度（11 月・12 月を除く） 

見学できない時期 火曜、土曜、日曜、祝日、11 月、１２月 

見学時の注意事項 階段の昇降を含め施設内をご移動いただきます。エレベーター等はございません。 

見学通路 あり（工場２Ｆの通路より、工場内をご覧いただきます） 

4 駐車場 大型バス可 

子ども同伴 

小学生以上可（保護者同伴） 

※お席の都合上、お子さまも１名でカウント 

ビデオ・写真撮影 

工場内・見学通路は撮影禁止、食事の風景や集合写真

は可（主催団体様以外のブログ、ネット掲載は不可） 

食事をする場所 
研修センター 食堂 

5 見学のポイント ①会社紹介（企業紹介ＤＶＤ）②つくば工場見学（見

学デッキから石窯パンの製造工程をご案内）③商品紹

介（ユーコープセレクションの石窯パンを中心に、焼

成冷凍パンの特長やおいしいお召し上がり方をご説

明）④ご試食会（昼食つきコースあり：おひとり様

500 円） 

6 

その他 

動きやすい服装、靴でお越しください。 

簡単な調理を行いますので、エプロン、三角巾をご持

参ください。 

 

茨城乳業茨城乳業茨城乳業茨城乳業((((株株株株))))    
ＣＯ・ＯＰ味菜卵で作ったこだわりプリン 

1 住所 
茨城県石岡市東田中字新田 1187-1 〒315-0034 

2 交通手段 JR 常磐線 石岡駅より関鉄グリーンバス鉾田行 東田中駅下車 

常磐自動車道 千代田石岡 IC より 15 分 

3 
見学受け入れ人数 50 人 見学所要時間 60～90 分（応相談） 

見学可能時間帯 

10 時～12 時 

13 時～15 時 

見学受け入れ回数 月 2 回まで 

見学できない時期 1 月、8 月、10 月、12 月 

見学時の注意事項 

見学者通路は 2 階になります。エレベーター等はございませんのであらかじめご承知お

きください。 

見学通路 有り 

4 
駐車場 バス可 

子ども同伴 

可（乳幼児も可ですがおむつ交換スペースなどはございま

せんのでご了承ください） 

ビデオ・写真撮影 可 

食事をする場所 なし 

5 見学のポイント 見学者通路から、牛乳(１０００ｍｌ)、プリン、ヨー

グルトの充填や包装工程を見学していただきます。ま

た、試食としてＣＯＯＰ味菜卵で作ったこだわりプリ

ンをご用意させていただきます。 

6 

その他  
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相模屋食料相模屋食料相模屋食料相模屋食料((((株株株株))))    第三工場第三工場第三工場第三工場    又は又は又は又は    芳賀工場芳賀工場芳賀工場芳賀工場    

（（（（おとうふミュージアムも併設）おとうふミュージアムも併設）おとうふミュージアムも併設）おとうふミュージアムも併設）    

CO・OP まろやか絹 3P 

CO・OP 小分けで便利木綿 3 個 

1 住所 

群馬県前橋市鳥取町 123 〒371-0131 

2 交通手段 
バスか自動車でお越しください。 

関越自動車道 前橋インターから 40 分 

3 見学受け入れ人数 25 人～40 人 見学所要時間 120 分（内容により異なります。） 

見学可能時間帯 10:00～12:00 見学受け入れ回数 年 3 回 

見学できない時期 年末年始、7 月、8 月 

見学時の注意事項 白衣、帽子、長靴、マスクを着用していただきます。装飾品、私物の持ち込み不可。 

見学通路 製造ラインの近くでご見学いただきます。足の不自由な方はご遠慮ください。 

4 駐車場 大型バス利用可、自家用車利用可 

子ども同伴 不可 

ビデオ・写真撮影 不可 

食事をする場所 会議室をご利用いただきます。（お弁当の手配可） 

5 見学のポイント 相模屋独自の「ホットパック製法」で出来立てのおい

しいおとうふをご家庭までお届け致します。 

人の手に触れないフルオートメーションの工場は一

見の価値があります。 

6 

その他 

出来立てのおいしいおとうふをご試食いただきま

す。 

ＪＡ全農ミートフーズＪＡ全農ミートフーズＪＡ全農ミートフーズＪＡ全農ミートフーズ((((株株株株))))    

ＪＡ高崎ハムＪＡ高崎ハムＪＡ高崎ハムＪＡ高崎ハム((((株株株株))))工場工場工場工場    

ＣＯ・ＯＰ茶美豚で作ったロースハム 

ＣＯ・ＯＰ茶美豚で作ったベーコン 

1 住所 

群馬県高崎市八幡原町７２２-５ 〒370-0024 

2 交通手段 
JR 高崎駅から車で１５分 

3 見学受け入れ人数 40 人 見学所要時間 60 分 

見学可能時間帯 9：00～15：00 見学受け入れ回数 年 1～2 回 

見学できない時期 11 月～1 月 土・日・祝日 

見学時の注意事項  

見学通路 有 

4 
駐車場 有 

子ども同伴 可 

ビデオ・写真撮影 不可 

食事をする場所 有 

5 見学のポイント ・産地指定の茶美豚を使った加工肉（ロースハム、ベ

ーコンの製造工程です。紹介ビデオと見学エリアから

の見学です。 

・上質の製品づくりに努めるとともに衛生管理態勢の

維持・強化に取り組んでいます。 

6 

その他  
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信州ハム信州ハム信州ハム信州ハム((((株株株株))))    上田上田上田上田工場工場工場工場    

CO・OP ロースハム（無塩せき） 

CO・OP ベーコン（無塩せき） 

1 住所 

長野県上田市下塩尻 950 〒386‐8686 

2 交通手段 
しなの鉄道 西上田駅より徒歩約 10 分 

長野自動車道 上田・菅平インターより 15 分 

3 見学受け入れ人数 10 人～45 人まで 見学所要時間 約 1 時間 30 分（学習会・見学・試食） 

見学可能時間帯 10：00～16：00 見学受け入れ回数 月 1 回程度 

見学できない時期 水曜・日曜・祝祭日、繁忙期（7・8・11・12 月） 

見学時の注意事項 担当者の指示に従ってください。 

見学通路 見学専用通路があります。 

4 駐車場 大型バス可 

子ども同伴 小学生以上 

ビデオ・写真撮影 要相談 

食事をする場所 あり（社員食堂にて） 

5 見学のポイント 

コープ独自仕様のロースハムやベーコンの製造工程

やソーセージを腸詰する作業工程などがガラス張り

の専用通路から見学できます。 

6 

その他 

ハムなどの試食ができます。常設売店は有りません

がご要望により販売も可能です。 

 

((((株株株株))))ヤツレンヤツレンヤツレンヤツレン    

ＣＯ・ＯＰコープ牛乳 

ＣＯ・ＯＰ低温殺菌牛乳 

1 住所 長野県南佐久郡南牧村野辺山 79-7 〒384-1305 

2 交通手段 ＪＲ小海線 野辺山駅より徒歩 5 分 

中央道 長坂インターより 25 分 須玉インターより 30 分 

3 
見学受け入れ人数 10 人～40 人まで 見学所要時間 約 30～90 分（説明・見学・体験） 

見学可能時間帯 

10：00～12：00 

13：00～15：00 

見学受け入れ回数 月 2 回まで 

見学できない時期 土曜・日曜・祝日，11 月～3 月 

見学時の注意事項 

人数により 2 回に分けて説明する場合があります。その場合、お待ちいただくことにな

ります。（※バター作り体験も希望される場合には見学と体験に分かれて行っていただ

きます。） 

見学通路 ガラス越しで見学専用通路があります。（入口に階段があります。） 

4 
駐車場 大型バス可 

子ども同伴 可 

ビデオ・写真撮影 可 

食事をする場所 

3Ｆ会議室を使用できます。（エレベーターはございま

せん。） 

5 見学のポイント 牛乳の殺菌、充填工程の見学ができます。バター作り

体験も行っており、その場でご試食いただけます。 

直売所も併設されておりますので、工場で生産された

商品などをお買い求めいただけます。近隣に牧場があ

りますので、（ジャージー牛の牧場もあり）事前にご

予約いただければ見学することも可能です。 

6 その他  
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内堀醸造内堀醸造内堀醸造内堀醸造((((株株株株))))    アルプス工場アルプス工場アルプス工場アルプス工場    

CO・OP 国産米で作った特選純米酢 

CO・OP べんりな合わせ酢  他 

1 住所 

長野県上伊那郡飯島町田切 160－355 〒399-3701 

2 交通手段 

中央自動車道 駒ヶ根 IC より 15 分程度 

3 見学受け入れ人数 30 人～40 人程度 見学所要時間 1 時間半～2 時間 

見学可能時間帯 10 時～15 時 見学受け入れ回数 年間 4 回程度 

見学できない時期 月曜日、土曜日、日曜日、祝祭日、お盆休暇期間及び年末年始休業期間 

見学時の注意事項 工場内の写真撮影は弊社が用意したデジカメのみ可能です。（データをお渡しします） 

見学通路 見学者通路より醸造工場、調合、品質管理室、充填ラインを見学 

4 

駐車場 

大型バス 60 人乗り（長さ 12ｍ、幅 2.5m、高さ 3.9

ｍ）の駐車が可能 

子ども同伴 可 

ビデオ・写真撮影 基本不可 

食事をする場所 場内にはございません。 

5 見学のポイント 

醸造所の環境を体感し、酢の醸造過程、種類、使い方

などを工場見学していただき理解を深めていただけ

ます。 

6 

その他  

 

 

 

((((株株株株))))北川製菓北川製菓北川製菓北川製菓    駒ヶ岳工場駒ヶ岳工場駒ヶ岳工場駒ヶ岳工場    

CO・OP 朝の応援食くるみの焼きドーナツ 

CO・OP 朝の応援食牛乳入り焼きドーナツ 

1 住所 

長野県上伊那郡宮田村 1934-5 〒399-4301 

2 交通手段 

中央自動車道 駒ヶ根 IC より 10 分 

3 見学受け入れ人数 10 人～40 人まで 見学所要時間 約 40 分（見学しながら説明、買物） 

見学可能時間帯 

10：00～11：30 

13：30～15：00 

見学受け入れ回数 週 5 回まで 

見学できない時期 土曜・日曜・祝日、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆 

見学時の注意事項 

見学ルートに沿ってガラス越しの見学となります。通路に階段がありますのでご注意下

さい。夏季は暑くなります。 

見学通路 有 

4 駐車場 大型バス 2 台可 

子ども同伴 
可 

ビデオ・写真撮影 不可 

食事をする場所 

場内にはありませんが、喫茶を提供するお店がありま

す。 

5 見学のポイント 

CO・OP 商品に関する製造、検査、管理のご説明 

アウトレット、オリジナルスイーツを販売する店舗併

設 

6 

その他 

見学通路が狭いため、グループに分けての見学とな

ります。 
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((((株株株株))))スドージャムスドージャムスドージャムスドージャム        松本工場松本工場松本工場松本工場    
ＣＯ・ＯＰ100％メイプルシロップ 

1 住所 長野県松本市笹賀５９５８番地 〒399-0033 

2 交通手段 ＪＲ中央本線 松本駅よりタクシー15 分 

長野自動車道 塩尻北ＩＣより 15 分 松本ＩＣより 10 分 

3 
見学受け入れ人数 ５人～１５人まで 見学所要時間 30 分～60 分 

見学可能時間帯 13：00～15：00 見学受け入れ回数 月 1 回まで 

見学できない時期 土曜・日曜・祝日（商品を製造していない日） 

見学時の注意事項 

白衣・マスク・帽子・長靴の着用をお願いします。 アクセサリー類は外していただき

ます。 

見学通路 
見学用通路はありませんので、器具商品に手を触れないようお願いします。 

4 
駐車場 

中型バス可、普通車２～３台可 

子ども同伴 不可 

ビデオ・写真撮影 不可 

食事をする場所 10 名程度でしたら会議室利用可 

5 見学のポイント 

カナダから直輸入のメイプルシロップ原料から 2 日

間掛けて丁寧にビン詰の製品に仕上げています。 

6 

その他  

ゴールドパックゴールドパックゴールドパックゴールドパック((((株株株株))))    あずみ野工場あずみ野工場あずみ野工場あずみ野工場    
CO・OP ミックスキャロット 

1 住所 

長野県安曇野市堀金烏川 1984-1 〒399-8211 

2 交通手段 
車 長野自動車道 安曇野 IC から 10 分 

電車 豊科駅からﾀｸｼｰで 5 分 

3 見学受け入れ人数 50 人 見学所要時間 １時間 30 分 

見学可能時間帯 10:00～15:00 見学受け入れ回数 1 回 

見学できない時期 土曜、日曜、祝日 

見学時の注意事項 写真撮影禁止場所あり 

見学通路 有 

4 駐車場 大型バス可能 

子ども同伴 可 

ビデオ・写真撮影 禁止箇所あり 

食事をする場所 有（ﾚｸﾁｬｰ室） 

5 見学のポイント 

①会社紹介 VTR 観賞 

②見学者用通路にて飲料製造工程見学 

③試飲 

6 

その他  
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大和産業大和産業大和産業大和産業((((株株株株))))    ライスセンターライスセンターライスセンターライスセンター    
CO・OP 新潟佐渡コシヒカリ 

1 住所 

愛知県碧南市玉津浦町 2-13 〒447-0834 

2 交通手段 
名鉄 知多半田駅よりタクシー 

知多半島道路 阿久比インターより 30 分 

3 見学受け入れ人数 10 人～20 人まで 見学所要時間 約 60 分（説明・見学） 

見学可能時間帯 10：00～14：00 見学受け入れ回数 月１回まで 

見学できない時期 土曜・日曜・祝日・繁忙期のため 9 月～12 月 

見学時の注意事項 担当者の指示に従って下さい。 

見学通路 見学専用通路があります。 

4 駐車場 バス可 

子ども同伴 可 

ビデオ・写真撮影 不可 

食事をする場所 なし 

5 見学のポイント 

精米の工程ラインを見る。 

異物（石、ガラス）着色米の除去による製造工程。 

6 

その他 試食もできます（要相談） 

トーアストーアストーアストーアス((((株株株株))))    本社工場本社工場本社工場本社工場    
ドライパック缶詰の工場見学 

1 住所 

愛知県豊川市大崎町宮の坪 58 番地 〒442-8516 

2 交通手段 東名高速道路 「豊川 IC」から約 15 分 

豊橋方面「豊川 IC 南」右折 → 4 つ目「四ツ谷」左折 → ５つ目「穂ノ原３南」右

折 → ２つ目「天神前」直進（約 500ｍ） → トーアス㈱本社（左手） 

3 
見学受け入れ人数 最大１２人 見学所要時間 ２～３時間程度 

見学可能時間帯 ８～１３時入場まで 見学受け入れ回数 年間４回まで 

見学できない時期 月・土日・祝日・大型連休中 

見学時の注意事項 基本的に階段上り下り可能な大人の方のみ。 危険個所：階段・稼働機械設備 

見学通路 

【缶詰ライン】：仕込み工程（有り）⇒包装工程（無し・製造現場を通行）⇒試食（ド

ライパック商品を使用した料理） 

4 駐車場 有り 

子ども同伴 不可 

ビデオ・写真撮影 撮影箇所を案内者に都度確認の上で OK。 

食事をする場所 有り（会議室） 

5 見学のポイント 

ドライパック缶詰の製造工程を確認できます。 

ドライパック料理のレパートリーが増えます。 

6 

その他  
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おうちＣＯおうちＣＯおうちＣＯおうちＣＯ----ＯＰリサイクルセンターＯＰリサイクルセンターＯＰリサイクルセンターＯＰリサイクルセンター 
資源の有効活用と障がい者の雇用拡大 

1 住所 神奈川県大和市中央林間西 6-7-26   

2 交通手段 田園都市線・小田急線 中央林間駅より徒歩 20 分 

3 見学受け入れ人数  10～40 人 見学所要時間 30 分（説明・見学） 

 見学可能時間帯 10：00～15：00 見学受け入れ回数 週 3 回まで 

 見学できない時期 土・日      

 見学時の注意事項 機械の付近は危険ですので十分注意してください。 

 見学通路 専用通路からの見学。     

4 駐車場 
有  

 子ども同伴 可    

 ビデオ・写真撮影 可 

 食事をする場所 有     

5 

 

  

見学のポイント 

  

  

回収したリサイクル品がどのように処

理されているのか理解してもらう。障が

い者の働く職場を見てもらう。 

6 その他   

((((株株株株))))エフピコ関東リサイクル工場エフピコ関東リサイクル工場エフピコ関東リサイクル工場エフピコ関東リサイクル工場 
食品トレーのリサイクル 

1 住所 〒300-3561 茨城県結城郡八千代町大字平塚 4448 

2 交通手段 圏央道「境古河 IC」より車で約 20 分 

3 見学受け入れ人数 120 名まで 見学所要時間 約 70 分（説明・見学） 

 見学可能時間帯 10:00～16:00 見学受け入れ回数 稼働日であれば上限なし 

 見学できない時期 土・日・祝日 

 見学時の注意事項 

 

 見学通路 一部あり 

4 駐車場 有 

 子ども同伴 制限なし 

 

 ビデオ・写真撮影 一部可 

 

 食事をする場所 なし 

 

5 見学のポイント 

店舗様より回収させていただいた回収トレー・ペ

ットボトルを選別⇒洗浄⇒ペレット⇒成形⇒梱

包までの一連の流れをみていただけます。 
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駿興製紙駿興製紙駿興製紙駿興製紙((((株株株株)))) 

(株）兼子グループ 

古紙を利用しての製紙工場 

1 住所 静岡県静岡市清水区興津中町 992-1 〒424-0204 

2 交通手段 

JR 東海道本線 興津駅よりタクシーにて 5 分 

東名高速清水インターチェンジより 10 分 

3 見学受け入れ人数 40 人まで 見学所要時間 90 分 

 見学可能時間帯 9：00～17:00 見学受け入れ回数 要予約・要相談 

 見学できない時期 日曜･祝日 

 見学時の注意事項 動きやすい服装・運動くつにてお願い致します。 

 見学通路 歩行帯にてご案内致します。 

4 駐車場 
大型バス可 

 子ども同伴 小学生以上(保護者同伴) 

 ビデオ・写真撮影 応相談 

 食事をする場所 応相談 

5 見学のポイント 

（株）兼子グループの敷地内で、紙のリサイク

ルの一連の工程(古紙の回収・処理から再製紙化

まで)が見学できます。 

6 その他 

 

＊おうちＣＯ-ＯＰリサイクルセンターの紙のリサイクルに関連する施設になります。 
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＜ お問い合わせ先 申込書・実施報告書送付先 ＞      
生活協同組合ユーコープ 組合員参加推進部 政策企画課 係 
〒231-0062 横浜市中区桜木町 1-1-8 

 「コープの参加申し込みダイヤル」 ⽉〜⾦ ９時３０分〜１７時 

☎ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ ０１２０－５５３－３７９    
ＦＡＸ ０４５－３０５－６２１０ 

E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  kumiaiingakusyu@ucoop.or.jp 

2018 年度版                 ≪計画前に必ず申し込み～実施までの手順を確認してください≫ 

                                

 

 

 

 

１．１．１．１．学習会学習会学習会学習会の目的の目的の目的の目的    

コープ商品のことをもっと良く知ろう！商品のおいしさや

特徴はもちろん、上手な使い方、おいしい食べ方、調理方

法などを知って、もっとコープ商品のファンになっていただ

き、より多くの組合員のみなさんに商品の良さを広めて行

くことが目的です。 

すすめ方すすめ方すすめ方すすめ方    

（１）（１）（１）（１）講習会講習会講習会講習会までの流れまでの流れまでの流れまでの流れ    

 

 

 

 

 

    

（２）すすめ方のお約束（２）すすめ方のお約束（２）すすめ方のお約束（２）すすめ方のお約束    

    【【【【1111】申込み】申込み】申込み】申込み 

 開催日・お取引先を決め、第３希望までをＳ－Ｓ－Ｓ－Ｓ－1111 講習会・学習会講習会・学習会講習会・学習会講習会・学習会    申込書申込書申込書申込書（PPPP57575757）に記入し提出します。 

 提出先：組合員参加推進部組合員参加推進部組合員参加推進部組合員参加推進部    宛宛宛宛  店舗受付、FAX または郵送でご提出ください。 

 【受付スケジュール表】 

開催日開催日開催日開催日        

希望月希望月希望月希望月    

申込受付 

開始日 

抽選日抽選日抽選日抽選日    最終締切 

    

    

開催日開催日開催日開催日    

希望月希望月希望月希望月    

申込受付 

開始日 

抽選日抽選日抽選日抽選日    最終締切 

6666 月月月月        2 月 1 日 3333 月月月月 1111 日日日日    4 月 20 日 12121212月月月月        8 月 1 日  9999 月月月月 1111 日日日日        10 月 1 日  

7777 月月月月        3 月 1 日 4444 月月月月 1111 日日日日    5 月 1 日 1111 月月月月        9 月 1 日  10101010 月月月月 1111 日日日日        11 月 1 日  

8888 月月月月        4 月 1 日 5555 月月月月 1111 日日日日    6 月 1 日 2222 月月月月        10 月 1 日  11111111 月月月月 1111 日日日日        12 月 1 日  

9999 月月月月        5 月 1 日 6666 月月月月 1111 日日日日    7 月 1 日 3333 月月月月        11 月 1 日  12121212 月月月月 1111 日日日日        1 月 1 日  

10101010月月月月        6 月 1 日 7777 月月月月 1111 日日日日    8 月 1 日 4444 月月月月        12 月 1 日  1111 月月月月 7777 日日日日        2 月 1 日  

11111111月月月月        7 月 1 日 8888 月月月月 1111 日日日日    9 月 1 日 5555 月月月月        1 月 4 日  2222 月月月月 1111 日日日日        3 月 1 日  

 【回答までの流れ】 

開催月３ヶ月前の１日（抽選日）：申込みが重なった時のみ抽選します。→落選の場合 1 週間以内に連絡 

抽選日から最終締め切りまでの期間は先着順に受け付けます。 

 

ユーコープ 取引先 

申込者 

①見学の申込み 

②回答 

③回答書の送付 

【【【【1111】申込み】申込み】申込み】申込み 

開催日・お取引先を決め、

申込書を送付します。 

【２】【２】【２】【２】開催開催開催開催決定決定決定決定後後後後    

開催が決定したら・・・ 

・ 会場の決定 

・ ニュースなどに掲載し、参加者を募集します。 

・ 取引先と打ち合わせ 

【３】【３】【３】【３】開催後開催後開催後開催後    

開催日から 

１ 週 間 以 内 に

報告書の提出 

開催月の 4 ヵ月前の１日・・・受付開始 

開催月の 3 ヵ月前の１日・・・抽選日（申込みが重なった時のみ抽選。落選の所には１週間以内にご連絡します。） 

取引先からの回答には２週間以上２週間以上２週間以上２週間以上

かかる場合があります。 

回答書を受け取ったら日程・受付番号・取引先担当者・チェックリストをご確認ください。 

申込調整開始後の日程変更や、一度お約束が成立した場合のキャンセルはできません。 35



【２】開催決定後【２】開催決定後【２】開催決定後【２】開催決定後    

（１）予算・タイムスケジュールを立てましょう 

①収入：参加費、財政支援など 

②支出：材料費、講師料、講師交通費、会場費、試食代など 

※費用は原則として各参加者負担としますが、財政支援制度で一部援助することもできます。 

③スケジュール：時間に余裕を持った計画で、講師や会場に迷惑をかけないようにしましょう。 

（２）会場の手配をしましょう 

店舗コミュニティルームや公共施設を利用する場合は、各主催エリア・ユーコープふれんずで、手配を行って

ください。 

（３）参加者の募集をしましょう 

ニュース、チラシ・ポスター、ホームページなどで参加者を募集する場合は準備をすすめてください。 

（４）講習会担当者との打ち合わせをしましょう 

①開催日の１ヵ月前までに、必ず受講先の担当者に連絡して当日の打ち合わせをしてください。 

②最終参加人数を、開催３日前までに必ず受講先の担当者に連絡してください。 

 

※参加人数について 

講習会によって、対応可能人数が設定されています。開催１０日前の時点で開催１０日前の時点で開催１０日前の時点で開催１０日前の時点で講習会開催の講習会開催の講習会開催の講習会開催の最低人数最低人数最低人数最低人数が集まが集まが集まが集ま

っていっていっていっていない場合は、開催ができないことがあります。ない場合は、開催ができないことがあります。ない場合は、開催ができないことがあります。ない場合は、開催ができないことがあります。その場合はユーコープ担当者までご相談ください。 

くれぐれもお取引先にご迷惑にならないよう、参加者を集めてください。 

（５）チェックリストを提出しましょう 

講習会開催に際してのチェックリスト（回答書と同時に配布されます）を開催３日前までにユーコープ担当者

へＦＡＸでご提出ください。 

（６）必要に応じて、当日参加者にお配りする資料や参加者向けのアンケートなどを準備します。 

 

開催時の約束事 

� 子ども同伴の場合は、保護者の方が責任を持ってください。 

� 動きやすい服装・靴を着用し、スカート・和服・ハイヒール等はご遠慮ください。 

� 必要に応じて、エプロン・三角巾・マスクなどを準備してください。 

� 受講先企業と個人的なやりとりや取り引きなどは絶対にしないでください。 

 

【3】開催後 

（１）学習したこと、参加人数などをまとめ、ＳＳＳＳ----2222「講習会・学習会実施報告書」「講習会・学習会実施報告書」「講習会・学習会実施報告書」「講習会・学習会実施報告書」（PPPP58585858）をご提出ください。 

必要に応じて、ホームページに掲載しますので写真も添付してください。 

（２）写真は携帯電話で撮影し、下記の二次元バーコードから提出いただくことも可能です。 

その際は必ずエリア・グループ名、講習会名、実施日を記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

◆提出先：ユーコープ 組合員参加推進部 

◆提出期限：実施後１週間以内 

◆提出方法：店舗受付またはＦＡＸ、メール、郵送でご提出ください 

◆ご記入いただいた “お取引先へのメッセージ・要望など”は 

ユーコープ担当者からお取引先担当者へお渡しします 

← 写真はこちらから 

受講先受講先受講先受講先企業はユーコープにとって大切なお取引先です。実施前の決められた連絡・実施後の報告はもとより、企業はユーコープにとって大切なお取引先です。実施前の決められた連絡・実施後の報告はもとより、企業はユーコープにとって大切なお取引先です。実施前の決められた連絡・実施後の報告はもとより、企業はユーコープにとって大切なお取引先です。実施前の決められた連絡・実施後の報告はもとより、

当日は時間厳守、決められたルールを守って実施しましょう。当日は時間厳守、決められたルールを守って実施しましょう。当日は時間厳守、決められたルールを守って実施しましょう。当日は時間厳守、決められたルールを守って実施しましょう。    
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２０１８年度　お取引先による講習会一覧２０１８年度　お取引先による講習会一覧２０１８年度　お取引先による講習会一覧２０１８年度　お取引先による講習会一覧

Ｎｏ． 講習会名 お取引先企業 使用する商品 回数 最低人数 ページ

1 美味しいパンレシピ講習会 フジパン（株） ハイトースト 年6回 10 P38

2 石窯パンの講習会 ㈱タカキベーカリー 石窯香ばしい皮のミニバケット 年11回 20 P38

3 冷凍食品講習会 味の素冷凍食品（株）

コープで取り扱う

　　　味の素冷凍食品商品

年3回 20 P39

4 もやし料理講習会 成田食品(株) 緑豆もやし、黒豆もやし、小大豆もやし 問わず 問わず P39

5 ハムの講習会 信州ハム(株) ロースハム・ベーコン　他 月1回 10 P40

6 食用油講習会 日清オイリオグループ（株） 一番搾りキャノーラ油、他 年2～3回 20 P40

7 マヨネーズ・クリーム講習会 丸和油脂(株)

味菜卵で作ったｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾏﾖﾈｰｽﾞ、米油

を使ったﾏﾖﾈｰｽﾞ　他

月1回 15 P41

8 フリーズドライスープ講習会 東洋水産（株） たまごスープ、もずくスープ　他 年6回 15 P41

9 ドライパック商品講習会 トーアス(株) 大豆・ひじきドライパック 年6回 10 P42

10 美味しいお茶の淹れ方講習会

(株)神奈川県農協

　　　　　　茶業センター

神奈川の味と香りのあしがら一番茶 月2回 10 P42

11 おいしいお茶の煎れ方講習会 丸善製茶(株) 静岡の深むし茶他 月1回 10 P43

12 おいしいお茶の煎れ方講習会 ハラダ製茶(株) 煎茶やぶきた他 月2回 10 P43

13 深むし茶のおいしい入れ方講習会 大井川農業協同組合 静岡のおいしい深むし茶 月1回 最大10名 P44

14 美味しい珈琲の淹れ方ベーシック （有）サンパウロコーヒーフーズ

スペシャルブレンド

マイルドブレンド

応相談 10 P44

15 お酢の講習会 内堀醸造(株)

べんりな合わせ酢、

国産果汁使用純りんご酢他

年5回 20 P45

16 たまごの講習会 ㈱八千代ポートリー 味菜卵/加工食品 年3～5回 20 P45

17

ごはんの炊き方＆

　　　おにぎりの握り方講習会

（株）ミツハシ コープの指定産地米 月1回 10 P46

18

ごはんの炊き方＆

　　　おにぎりの握り方講習会

大和産業(株) コープの指定産地米 月1回 10 P46

19 お米の講習会と指定産地米の取組 木徳神糧（株）

秋田あきたこまち、特栽秋田大潟村あ

きたこまち

月1回 10 P47

20 北海道海の幸講習会 北海道漁業協同組合連合会 ほたて・鮭・いか 月1回 30 P47

21 産地指定食肉（牛肉・豚肉）の講習会 JA全農ミートフーズ（株）

鹿追牛・はこだて大沼牛・茶美豚の講

習会

年8回 30 P48

22 静岡県旬のお魚講習会 静岡県漁業協同組合連合会 静岡県産釜揚げしらす等 半年に１回 10 P48

23 オーラルケア講習会 サンスター（株） デンタル、デントサインペースト、他 月2回 10 P49

24 ヘアケア講習会 サンスター（株）

薬用育毛剤ＮＸ、

レディースヘアローション、他

月2回 10 P49

25 スキンケア講習会 サンスター（株）

ソフトケアシリーズ、

ささらぎシリーズ

月2回 10 P50

26 スキンケア・ワンポイントメイク講習会 （株）かがやくコスメ

生協オリジナル化粧品（シンプリズム・

その他）

月1回 10 P50

27 スキンケア・基本のメイクアップ講習会 （株）ナリス化粧品

フリーリア、かんたん、ナチュラルケア

他

月1回 20 P51

28 スキンケア、メイクアップ講習会 （株）クラブコスメチックス

基礎シリーズ、ホワイトニングシリーズ、

メイクシリーズ　他

要相談 15 P51

２０１８年職員による講習会２０１８年職員による講習会２０１８年職員による講習会２０１８年職員による講習会

1

2

3

4

5

6

7

8 フードバンク・フードドライブについての学習

健康と食生活についての学習

コープ商品の講習会（デイリー・ドライ）　※基本的に毎月のユーコープセレクションの商品が対象です。

茶美豚・はぐくみ鶏　講習会

コープの産直、グリーン・プログラムについて

ユーコープの取り組みについて（商品政策など）

電力の自由化について

eふれんず学習会

37



美味しいパンレシピ講習会 

美味しいパンレシピを伝授します 

講師 フジパン(株) 使用する商品 ハイトースト 

開催人数 １０人～２０人前後 所要時間 約 90～120 分（講義・実習・試食） 

開催時間帯 10:30～13:30 開催回数 

３月・５月・７月・８月・１０月・

１１月 

開催曜日 月～金曜日 講師料・材料費等  

できない日程 土曜・日曜・祝日、ゴールデンウイーク 

内容 

①パンについての講義 

②季節に応じたパンレシピ提案・実習・試食 

事前に準備すること 

注意すること など 

・調理設備のある会場を準備して下さい。 

・試食時のお手伝いをお願いします。 

・調理器具等、事前相談させていただきます。 

 

 

石窯パンの講習会 

パンをもっとおいしく、もっと楽しく！パンのある暮らしのご提案。 

講師 (株)タカキベーカリー 使用する商品 石窯香ばしい皮のミニバケット他 

開催人数 約 20 名 所要時間 約９０分（講義・実習・試食・質疑応答） 

開催時間帯 １０：0０～１３：００ 開催回数 月 2 回程度 

開催曜日 水・木・金曜日 講師料・材料費等 料理を行う場合は食材費用 

できない日程 火曜・土曜・日曜・祝日、11 月・12 月 

内容 

①会社紹介（企業紹介ＤＶＤ） 

②商品紹介（おうちコープで取扱いのあるユーコープセレクションの石窯パンを中心に、焼

成冷凍パンの特長やおいしいお召し上がり方・上手な焼き戻し方をご説明） 

※会場となる店舗様でタカキベーカリー商品の取扱いがある場合は、店頭商品についても一

緒にご紹介させていただきます。 

③おいしい食べ方のご提案（簡単な調理実習） 

④ご試食会 

事前に準備する

こと 

注意すること 

など 

・調理設備のある会場 または 調理可能な会場をご手配ください。 

・トースターをご用意ください。5 名につき 1 台を目安にご準備ください。 

・調理器具、食材、準備物（まな板、パンナイフ、等）については事前にご相談させてくだ

さい。 

・ＤＶＤ視聴ができるよう、プロジェクターまたはＤＶＤ付テレビのご用意をお願いします。 

・参加される方は、エプロン、三角巾をご持参ください。 

・ご試食いただくパンは講師側でご用意いたします。場合によっては、前日に会場にお送り

させていただく場合もございますので、ご相談させてください。 

・調理実習を行う場合、使用する食材のご用意をお願いします。 

※開始時間についてはご相談させてください。 

   かながわ・しずおか 10：00～、やまなし 11：00～。 
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冷凍食品講習会 

簡単・便利！冷凍食品を賢く活用！ 

講師 味の素冷凍食品(株) 使用する商品 

コープで取り扱う 

味の素冷凍食品(株)の商品 

開催人数 ２０人～３０人 所要時間 約１２０分（講義・調理・試食） 

開催時間帯 

１０：００～１３：００

(場所により異なります) 

開催回数 年３回まで 

開催曜日 火曜、水曜、木曜 講師料・材料費等  

できない日程 月曜、金曜、土曜、日曜、祝祭日、GW、お盆、年末年始 

内容 

①講義（３０分） 

 ・冷凍食品について（冷凍食品とは？を知っていただく） 

 ・商品説明 

②調理実習（６０分）  

③試食（３０分） 

事前に準備すること 

注意すること など 

・電子レンジ、ガスコンロ、フライパンのある会場を準備して下さい。 

・盛り付け用の大皿と食べる際に使用する取り分け皿を準備して下さい。 

・サンプルは全て講師側で用意致します。（事前に宅急便で会場に送らせて頂きます） 

◎調理実習の際に使用する材料の用意をお願いします。 

※遠隔地の場合お受けできないこともございます。 

※開催地域により開始時間が異なります 

  かながわ：１０：００～、 しずおか・やまなし：１１：００～ 

 

 

 

もやし料理講習会 

「安全・安心」野菜の理解・もやし料理の再発見 

講師 成田食品(株) 使用する商品 

緑豆もやし、黒豆もやし、小大豆も

やし 

開催人数 問わず 所要時間 ２時間くらい 

開催時間帯 9: 00～13:00 開催回数 随時 

開催曜日 問わず 講師料・材料費等 

なし（もやし材料は提供させていた

だきます） 

できない日程  

内容 

CO・OP 成田もやしの原料・製造・配送管理概要説明、もやし料理調理実習・試食 

事前に準備すること 

注意すること など 

調理施設、もやし材料以外の材料・調味料 

 

39



ハムの講習会 

ハム・ベーコン・ソーセージの製造工程や、無塩せきと添加物を使用した商品

との違いについてご説明します。 

講師 信州ハム(株) 使用する商品 ＣＯ・ＯＰロースハム・ベーコン他 

開催人数 10～50 人まで 所要時間 90 分（講義・試食・調理レシピ紹介） 

開催時間帯 10：00～14：00 開催回数 月 1 回程度 

開催曜日 月～金曜日 講師料・材料費等 無し 

できない日程 土・日曜日、12 月 

内容 

①講義 

・CO-OP ロース・ベーコンの製造工程・商品特徴の説明 

・無塩せき商品と一般量販店で販売されている廉価商品との違いについて 

②試食、調理レシピ紹介 

事前に準備すること 

注意すること など 

・調理設備、包丁・まな板などの調理器具をご用意ください。 

・試食用サンプルやそれに付随する調味料などは弊社にて用意いたします。 

 

 

食用油講習会 

毎日のお料理の中で身近な『あぶら』のことを学んでみませんか？ 

講師 日清オイリオグループ(株) 使用する商品 

ＣＯ・ＯＰ一番搾りキャノーラ油、

オリーブオイル・ココナッツオイル

他 

開催人数 20～30 人まで 所要時間 約 60 分（講義・試食） 

開催時間帯 10:00～16:00 開催回数 年 2～3 回まで 

開催曜日 月曜～金曜 講師料・材料費等 なし 

できない日程 土日・祝日、ゴールデンウィーク、盆休み、年末年始 

内容 

・食用油全般の説明 

・オリーブオイルの説明 

・話題のオイルの説明 

・産地別オリーブオイルの比較試食 

※内容は変更の場合もあります。 

事前に準備すること 

注意すること など 

・スクリーン、プロジェクターなどの準備をお願いします。 

・試食材料についてはこちららで用意させて頂きます。 

・開催開始可能時間 

 かながわ 10：00～17：00  しずおか、やまなし 10：00～15：00 
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マヨネーズ・クリーム講習会 

万能調味料、マヨネーズの豆知識と試食の講習会です。 

講師 丸和油脂(株) 使用する商品 

ＣＯ・ＯＰ味菜卵で作ったｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾏﾖ

ﾈｰｽﾞ、米油を使ったﾏﾖﾈｰｽﾞ 他 

開催人数 15 名～30 名迄 所要時間 約１２０分（講義・試食） 

開催時間帯 10：00～17：00 開催回数 月１回まで 

開催曜日 火～金曜日 講師料・材料費等  

できない日程 月曜・土日・祝日 

内容 

①マヨネーズ、クリーム類のの豆知識、試食 

事前に準備すること 

注意すること など 

・試食時に合わせるサラダ等の調理のお手伝いをお願いします。 

 

 

フリーズドライスープ講習会 

フリーズドライスープの美味しさの秘密 

講師 東洋水産(株) 使用する商品 

ＣＯ・ＯＰたまごスープ 

ＣＯ・ＯＰもずくスープ 他 

開催人数 15 人～40 名まで 所要時間 約 90 分（講義・試食） 

開催時間帯 

10：00～12：00 

※別記参照 

開催回数 年 6 回まで 

開催曜日 月～金曜日 講師料・材料費等 

講師料無し。材料費に関しては注意

事項をご確認下さい。 

できない日程 土曜・日曜・祝祭日、8 月、2 月 

内容 

①講義 

 ・フリーズドライ商品の特徴 

 ・ＣＯたまごスープ、ＣＯもずくスープ、ＣＯ野菜の美味しいスープの特徴など 

②試食 

・通常のお召し上がり方の他、アレンジメニューの試食などを行います。 

事前に準備すること 

注意すること など 

・給湯設備を準備、試食時のお手伝いをお願いする場合がございます。 

・試食用サンプル、試食容器は講師側が用意します。 

（但し、メニュー提案等で生鮮、生ものを使用する場合ご準備頂く場合があります。 

また、調理施設を保有する開催地の場合、調理道具等をお借りする場合があります） 

※開催地域により開始可能時間が異なります 

かながわ、しずおか東部 10：00～12：00 しずおか中・西部、 

やまなし 11：00～13：00 
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 ドライパック商品講習会 

大豆・ひじきドライパックの煮物以外の用途を色々ご紹介します！ 

講師 トーアス(株) 使用する商品 ＣＯ・ＯＰ大豆・ひじきドライパック 

開催人数 10～20 人まで 所要時間 

約 120 分（商品学習・調理実習 ＊

後片付けは除く） 

開催時間帯 10：00～12：00 開催回数 年 6 回まで 

開催曜日 月～金曜日 講師料・材料費等 

講師料：不要・材料費：ドライパッ

クは不要 

できない日程 土曜・日曜・祝日、ゴールデンウィーク、お盆休み、年末年始 

内容 

①商品学習 

 ・大豆＆ひじきドライパックの商品説明 

②調理実習 

 ・ご参加される組合員さんに調理をして頂き、担当者は各調理テーブルを見て回る形

式となります。 

事前に準備すること 

注意すること など 

・調理設備のある会場をご準備ください。 

※４～５名につき１調理台の会場が望ましいです。 

・会場は荷物の事前納品ができ、且つ、講習会終了後に宅急便で返送可能な所でお願い

致します。 

・ドライパック以外の食材、調味料のご準備をお願い致します。 

※推奨メニューは弊社よりご提案致します。 

 必要な食材・調味料とその量、調理器具、食器は事前にご相談させてください。 

開催可能時間 

かながわ、しずおか 10：00～12：00 、やまなし 11：00～14：00 

 

 

美味しいお茶の淹れ

い  

方講習会 

足柄茶の美味しい淹れ方を学びませんか。 

講師 

(株)神奈川県農協 

    茶業センター 

使用する商品 

CO・OP 神奈川の味と香りのあしが

ら一番茶 

開催人数 １０人から３０人 所要時間 ６０～９０分 

開催時間帯 10：00 から 16：00 開催回数 月２回まで 

開催曜日 月から金曜日 講師料・材料費等 材料費につきましては応相談 

できない日程 土日祝祭日（４月２０日～５月３１日、１２月２０日～１月１０日） 

内容 

①足柄茶の概要説明 

②足柄茶の美味しいお茶の淹れ方について 

③足柄茶を実際に淹れて試飲 

事前に準備すること 

注意すること など 
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おいしいお茶の煎れ方講習会 

普段飲んでいるお茶の煎れ方を変えるだけで、全く別のお茶になります。 

お茶を知り、おいしいお茶を飲んでください。 

講師 丸善製茶(株) 使用する商品 ＣＯ・ＯＰ静岡の深むし茶 他 

開催人数 １０～２０人まで 所要時間 約６０分～９０分（講義、実習） 

開催時間帯 １０：３０～１６：００ 開催回数 月１回まで 

開催曜日 月～金曜日 講師料・材料費等 なし 

できない日程 土曜・日曜・祝日、4/20～5/20、8/9～8/20、12/20～1/10 

内容 

①お茶のおいしい煎れ方 

②お茶の栽培、加工について 

③お茶と健康について 

事前に準備すること 

注意すること など 

※お茶と一緒に食べるお菓子などご用意されると良いでしょう。 

かながわ・しずおか 10：30～17：00 

 

 

おいしいお茶の煎れ方講習会 

いつものお茶が、ひと手間加えてもっとおいしく！ 

講師 ハラダ製茶(株) 使用する商品 ＣＯ・ＯＰ煎茶やぶきた 他 

開催人数 10 人～20 人まで 所要時間 約 90 分（講義・実習・試飲） 

開催時間帯 

10：00～12：00 

13：00～16：00 

開催回数 月 2 回まで 

開催曜日 月～金曜日（平日） 講師料・材料費等 なし 

できない日程 土曜・日曜・祝日、4/10～6/10、12 月～1 月 

内容 

①お茶のおいしい煎れ方 

②お茶の歴史と効能 

③日本茶全般について 

事前に準備すること 

注意すること など 

ＤＶＤを使いたいので用意をお願いしたいです。 
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深むし茶のおいしい入れ方講習会 

普段のお茶がひと工夫で格段においしくなるコツをご紹介いたします。 

講師 大井川農業協同組合 使用する商品 ＣＯ・ＯＰ静岡のおいしい深むし茶 

開催人数 最大１０名まで 所要時間 １～２時間 

開催時間帯 特に指定なし 開催回数 月１回 

開催曜日 平日 講師料・材料費等 特になし 

できない日程 土曜、日曜、祝日、夏期・年末年始休業日、4 月中旬～7 月中旬、11 月中旬～1 月上旬 

内容 

産地のご紹介 

製造方法のご説明 

おいしいお茶の入れ方 

季節にあったお茶の入れ方のご紹介 

 

  

事前に準備すること 

注意すること など 

お茶請け（お菓子等）をご用意いただければ、お茶もなお一層おいしくいただける

と思います。 

 

 

 

美味しい珈琲の淹

い

れ方ベーシック 

何点か注意をすればこんなに美味しいコーヒーが作れます！ 

講師 

(有)サンパウロコーヒー

フーズ 

使用する商品 

スペシャルブレンド 

マイルドブレンド 

開催人数 

１０人～２０名（ﾃｰﾌﾞﾙ

に３名ぐらい） 

所要時間 ９０分～１２０分 

開催時間帯  開催回数 応相談 

開催曜日 日・祝日以外 講師料・材料費等  

できない日程 日曜日・祝日 

内容 

珈琲を抽出する器具としては色んなタイプの器具がありますのでここはペーパードリ

ップという基本的な抽出方法で美味しいコーヒーを作るには何点か注意点がりますの

でここをクリアーすればご家庭やオフィスなどでのコーヒーブレイクを楽しんでくだ

さい。 まずテーブルに約３名ぐらいの人数で基本となるレシピーを元にトレーニング

をしてから「スペシャルブレンド」「マイルイドブレンド」の本来の味（香り・コク・

甘みなど）をご堪能いただきます。 

事前に準備すること 

注意すること など 

参加人数に応じて約２～３名を一組としたチームを作り１チームに対して１セット（細

口ドリップポット／ドリップサーバー／フィルター／ペーパーなど１式） 
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お酢の講習会 

酢ができるまでと酢の効果・効能をご紹介します！ 

講師 内堀醸造(株) 使用する商品 

CO・OP べんりな合わせ酢、 

CO・OP 国産果汁使用純りんご酢 他 

開催人数 20 人～50 人まで 所要時間 約 60～90 分（講義・試食） 

開催時間帯 10：00～1５：00 開催回数 年５回まで 

開催曜日 月～金曜日 講師料・材料費等 

 

できない日程 土曜・日曜・祝日 

内容 

①講義 

   1．内堀醸造株式会社について 

   2．酢造りについて 

   3．酢の効果効能と用途・使い方について 

②試食  

事前に準備すること 

注意すること など 

・電子レンジをご準備お願いします。 

・試食時のお手伝いをお願いします。 

・試食品及び調理時に出たゴミ（生ごみ等）の処理をお願い致します。 

 

 

たまごの講習会 

卵がお客様に届くまで/味菜卵の特徴 

講師 （株）八千代ポートリー 使用する商品 味菜卵 /味菜卵を使った加工商品 

開催人数 ２０人程度 所要時間 ２時間程度 

開催時間帯 10：00～14：00 開催回数 ３回～5 回/年 

開催曜日 月～金 講師料・材料費等 なし 

できない日程 事前に（１～2 ヶ月）決定頂ければ可能。 

内容 

・卵ができるまで 

・工場でのパッキング工程について 

・味菜卵を使った加工商品のご案内 等 

事前に準備すること 

注意すること など 

・プロジェクター、スクリーンのご用意をお願い致します。 

・事前に打ち合わせをさせていただきますようお願い致します。 

 

45



 

おいしいごはんの炊き方＆おにぎりの握り方講習会 

もっとごはんが好きになる！目からウロコの炊飯術・ふんわりおにぎりの握り方をお伝えします！ 

講師 (株)ミツハシ 使用する商品 コープの指定産地米 

開催人数 10 人～20 人まで 所要時間 

120 分～150 分(講義・実習・試

食） 

開催時間帯 10：00～15：00 開催回数 月 1 回まで 

開催曜日 水・木曜日 講師料・材料費等 なし 

できない日程 土曜・日曜・祝日、年末年始、夏季休業、繁忙期、月・火・金 

内容 

  

  

・おいしいごはんの炊き方講習 

・お米の保存方法 

・計量～炊飯までの流れ 

・おにぎりづくり 

事前に準備するこ

と 

注意すること な

ど 

・少なくとも 1 箇所の水道、調理が可能なスペースがあること 

・1 台 1350 ワットの炊飯器が必要台数分使用できること 

・ごはんの「おかず」はご準備ください   

＊遠隔地の場合、開始時間を相談させていただきます 

 

 

おいしいごはんの炊き方＆おにぎりの握り方講習会 

おいしいごはんの炊き方＆おにぎりの握り方講習会 

講師 大和産業(株) 使用する商品 コープ指定産地米 

開催人数 10 人～20 人 所要時間 120分～180分（講義・実習・試食） 

開催時間帯 10：00～15：00 開催回数 月 1 回まで 

開催曜日 月～金曜日 講師料・材料費等 なし 

できない日程 土曜・日曜・祝日・年末年始・夏季休業、繁忙期 

内容 

・おいしいごはんの炊き方講習 

・お米の保存方法 

・計量～炊飯までのながれ 

・おにぎり・お弁当づくり 

事前に準備すること 

注意すること など 

・少なくとも 1 か所の水道、調理が可能なスペースがある事。 

・1 台 1350 ワットの炊飯器が必要台数分使用出来る事。 

・ごはんやお弁当用の「おかず」はご準備下さい。 

 

※遠隔地の場合、開始時間を御相談させて頂きます。 
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お米の講習と指定産地米の取組 

お米のことをもっと知って、お米をもっと食べましょう！ 

講師 木徳神糧(株) 使用する商品 

CO・OP 特栽秋田大潟村こまち、胚

芽精米 

開催人数 10 人～30 人まで 所要時間 約 90 分（講義・試食） 

開催時間帯 10:00～16:00 開催回数 月 1 回程度 

開催曜日 月～金曜日 講師料・材料費等 なし 

できない日程 土曜・日曜・祝日・年末年始 

内容 

①講義（６０分） 

・お米に関する全般、指定産地米（ユーコープセレクション大潟村あきたこまち）の取組 

②試食等（３０分） 

・白米＆胚芽精米等 

事前に準備すること 

注意すること など 

炊飯器の準備をお願いします。 

 

北海道海の幸講習会 

北海道の漁業と、旬の水産物を学びましょう！ 

講師 北海道漁業協同組合連合会 使用する商品 ほたて・鮭・いか 他 

開催人数 30～40 名（要相談） 所要時間 

120 分～150 分（講義・調理・試

食・アンケート） 

開催時間帯 10：00～14：00 開催回数 月 1 回程度 

開催曜日 月～金曜日 講師料・材料費等 なし（交通費の実費負担） 

できない日程 土日祝日・12 月・１月 

内容 

① 講義・学習 (約 60 分) 

   秋鮭・ほたてを中心に資料・DVD による学習会 

② 海鮮丼の盛付け、試食交流(約 60 分) 

③ 後片づけ、アンケート記入(約 30 分) 

事前に準備すること 

注意すること など 

・DVD を上映しますので、スクリーンもしくは、大きめのホワイトボード等の準備を

お願い致します。 

 プロジェクター・DVD プレイヤーは持参します。 

・海鮮丼を作りますので、包丁・まな板の調理器具、炊飯器、お米のご用意をお願い致

します。 

・開催エリアが遠方の場合は、開始時間の相談をさせて頂くことがあります。また、食

材の持ち込みが困難であるため、試食交流を中止させて頂く場合があります。 
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産地指定食肉（牛肉・豚肉）の講習会 

鹿追牛・はこだて大沼牛・茶美豚の講習会 

講師 JA 全農ミートフーズ(株) 使用する商品 

鹿追牛・はこだて大沼牛・茶美豚の

肉および加工品 

開催人数 30 名 所要時間 ２時間 

開催時間帯 10 時～12 時 開催回数 

年８回 

（３月・５月・８月・１２月を除く） 

開催曜日 水曜日 講師料・材料費等 無料 

できない日程 月末月初・土日祭日 

内容 

産地指定食肉の生産説明と料理メニューの紹介および試食。 

事前に準備すること 

注意すること など 

開催日半月まえの参加人数の確認。会場および調理可能場所の確保。食器の用意。事前

に料理メニューの確認。 

 

 

静岡県旬のお魚講習会 

静岡県の漁業と旬の水産物を学びましょう！ 

講師 

静岡県漁業協同組合連合会及

び県内漁業協同組合の管理職 

使用する商品 

その時期の旬の水産物 

静岡県産釜揚げしらす等 

開催人数 10 人から 15 人まで 所要時間 約 90 分 

開催時間帯 10：00～14：00 開催回数 半年に 1 回 

開催曜日 月～金曜日 講師料・材料費等 なし 

できない日程 土曜・日曜・祝日、盆休み、年末年始 

内容 

①講義・学習（約 20 分） 

 静岡県産しらす、かつお、うなぎ（店舗・宅配の双方で扱っているユーコープセレク

ション対象品アイテム使用）を中心に資料等を使用して学習、同時に静岡県の漁業、主

な漁法について学習 

②動画を見て学習（約 30 分） 

 ユーコープセレクション「日光丸で獲ったかつお」「COOP 静岡県産釜揚げしらす」

等の漁獲から製造までを学びます 

③調理・盛り付け・食べ方の解説・試食交流（約 30 分） 

事前に準備すること 

注意すること など 

・DVD での学習を予定しております。プレイヤーは持参致しますのでスクリーンのご

用意をお願い致します 

・試食の形態は「丼もの」を想定しております。それに伴うお米、容器のご用意を願い

たいことと、簡単に作業ができる場所とまな板、電子レンジのご用意をお願い致します 

･駐車場の確保をお願い致します。また静岡県外での開催については開始場所ご相談さ

せて下さい 
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オーラルケア講習会 

お口の健康「歯」に関する基礎知識を中心にお口のお悩みにお答えします！ 

講師 サンスター(株) 使用する商品 

CO・OP デンタル、デントサインペ

ースト他 

開催人数 10 人～30 人まで 所要時間 

約 90 分～120 分 

（講義・実習・お試し） 

開催時間帯 

10:00～18:00 

※別記参照 

開催回数 月 2 回まで 

開催曜日 月～金曜日 講師料・材料費等 なし 

できない日程 土曜・日曜、祝日 

内容 

①お口の健康基礎知識 

②虫歯、歯周病、知覚過敏、歯の美白についての基礎知識と予防方法 

③ハブラシの選び方等 

※参加者の年齢層により、お子様向けの内容を盛り込むことも可能です。 

事前に準備すること 

注意すること など 

・スクリーン、プロジェクターのご用意をお願い致します。 

・準備のため開催時間の 30 分前に講師が会場に入ることができるようお願い致します。 

＊遠隔地の場合、お受けできない場合があります。 

※開催地域により開始可能時間が異なります。 

  かながわ １０：００～  しずおか １１：００～  やまなし １３：００～ 

 

 

ヘアケア講習会 

育毛に関する基礎知識と、頭皮ケアを中心にいつまでも若々しい髪の維持に！ 

講師 サンスター(株) 使用する商品 

CO・OP 薬用育毛剤 NX 

レディースヘアローション、他 

開催人数 10 人～30 人まで 所要時間 

約 90 分～120 分（講義・実習・お

試し） 

開催時間帯 

10:00～18:00 ※別

記参照 

開催回数 月 2 回まで 

開催曜日 月～金曜日 講師料・材料費等 なし 

できない日程 土曜・日曜、祝日 

内容 

①頭皮についての基礎知識 

②育毛についての基礎知識（正しいシャンプー法、育毛を促すマッサージ等） 

③頭皮チェック（ご希望の方の頭皮状況をチェックします） 

事前に準備すること 

注意すること など 

・スクリーン、プロジェクターのご用意をお願い致します。 

・準備のため開催時間の 30 分前に講師が開場に入ることができるようお願いします。 

＊遠隔地の場合、お受けできない場合があります。 

※開催地域により開始可能時間が異なります。 

  かながわ 10:00～ しずおか 11:00～ やまなし 13:00～ 
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スキンケア講習会 

スキンケアをもう一度見直してみませんか！ 

講師 サンスター(株) 使用する商品 

CO・OP ソフトケアシリーズ、 

ささらぎシリーズ、他 

開催人数 10 人～30 人まで 所要時間 

約 90 分～120 分（講義・実習・お

試し） 

開催時間帯 

10:00～18:00 

※別記参照 

開催回数 月 2 回まで 

開催曜日 月～金曜日 講師料・材料費等 なし 

できない日程 土曜・日曜、祝日 

内容 

①皮膚の基礎知識     ②紫外線の害について 

③お肌のキメチェック（ご希望の方のお肌の状態をご確認いただけます） 

事前に準備すること 

注意すること など 

・スクリーン、プロジェクターのご用意をお願い致します。 

・準備のため開催時間の 30 分前に講師が開場に入ることができるようお願いします。 

＊遠隔地の場合、お受けできない場合があります。 

※開催地域により開始可能時間が異なります。 

  かながわ 10:00～ しずおか 11:00～ やまなし 13:00～ 

 

スキンケア・ワンポイントメイク講習会 ㈱かがやくコスメ 

今さら聞けないスキンケアのコツ 「簡単でもきちんと」をコンセプトに教えます！ 

講師 ㈱かがやくコスメ 使用する商品 

生協オリジナル化粧品（シンプリズム・ベルシ

ーオ・ルナジェナ・その他） 

開催人数 10～30 名まで 所要時間 90 分～120 分 

開催時間帯 

10:00～17:00 

※別記参照 

開催回数 

月に 1 回まで 

（4 月～8 月・10 月・11 月・2 月・3 月） 

開催曜日 月～金曜日 講師料･材料費等 なし 

できない日程 土曜・日曜・祝日 

内容 

①スキンケアの方法（季節に応じたスキンケア・スキンケアの豆知識など） 

おうち CO-OP7 年連続化粧品部門 1 位の生協オリジナル化粧品（シンプリズムオールイ

ンワンゲル）を使用し、簡単スキンケアのコツを教えます！ 

②ワンポイントメイク（時期に合わせたワンポイントメイクのご紹介） 

※メイクはご使用のものをお持ち下さい。 お持ちでない方は結構です。 

事前に準備するこ

と 

注意すること 

など 

 

・準備のため開催時間の 30 分前に講師が会場に入ることができるようお願い致します。 

・当日使用する化粧品や資料は宅配便でお送りします。荷物（ダンボール 1～2 つ）を受

け取り、当日会場に用意して頂ける方のお名前・ご住所・電話番号を事前にお知らせくだ

さい。 

・開催地域により開始可能時間が異なります。 

かながわ 10 時 00 分～ しずおか 11 時 00 分～ やまなし 13 時 00 分～ 

※遠隔地の場合、開始時間などをご相談・ご調整させて頂く場合がございます。 
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スキンケア・基本のメイクアップ講習会 

化粧品を試してキレイを実感！美しくなる楽しさを感じませんか？ 

講師 (株)ナリス化粧品 使用する商品 

CO･OPフリーリア、CO･OPかんたん 

CO･OPナチュラルケア、CO･OP薬用美白等 

開催人数 15～30 人程度 所要時間 約 60 分～90 分 

開催時間帯 10：00～16：00 開催回数 月 1 回 

開催曜日 月曜日～金曜日 講師料・材料費等 なし 

できない日程 土曜・日曜・祝日 

内容 

・講義（コープ化粧品について、お肌について、産地について） 

・COOPフリーリアを使った角質チェックと正しいスキンケア 

角質チェックと正しいスキンケア方法についてお話しします。 

※その他、時短スキンケア・メイクや季節に合わせたスキンケア・メイクの講習も承ります。 

※時間や人数、内容についてご希望がありましたら相談の上、決めてさせていただきます。 

事前に準備すること 

注意すること など 

・準備のため開催時間の30分前に講師が会場に入ることができるようお願いいたします。 

・学習会で使用する資料等は、前日着で宅急便にてお送りさせていただきます。受け取っていただける

方のお名前・ご住所・お電話番号をお知らせください。 

・開催地域により開始可能時間が異なります。 

かながわ 10：00～ しずおか・やまなし 11：00～ 

 

 

スキンケア、メイクアップ講習会 

コープ化粧品で楽しくキレイになりませんか？？ 

講師 (株)クラブコスメチックス 使用する商品 

COOP 基礎シリーズ、ホワイトニン

グシリーズ、COOP メイクシリーズ 

セルビナ 等 

開催人数 １５名以上 所要時間 ６０分・９０分・120 分 

開催時間帯 10：00～16：00 開催回数 要相談 

開催曜日 

月～金曜日 

※場所により月曜不可 

講師料・材料費等 なし 

できない日程 土曜・日曜・祝日 

内容 

①スキンケアコース(コープ化粧品について・お肌の仕組み・マッサージ・スキンケア体験等) 

 コープ化粧品を用いてスキンケアについて学べます。マッサージでプチエステ気分も体験でき

ます♪ 

②メイクコース(コープ化粧品について・カラー診断・時短メイク・リフトアップメイク等) 

 コープメイクシリーズを使用し、基本メイク～トレンドメイクまでメイクについて学べます。 

★診断機を使用したお肌診断もできます(90 分コース以上必要) 

★講習会内容はご希望を伺い決めていきます（例えば眉の書き方をじっくり教えて欲しい等） 

事前に準備すること 

注意すること など 

・実演時のモデル役を 1 名用意して下さい。 

・当日使用する化粧品、資料などは宅配便でお送りします。(ダンボール 2 箱分程) 

 受取人のお名前、ご住所、電話番号を事前にお知らせください。 

・持ち物について 主催者：ティッシュ、ウェットティッシュ 

         参加者：タオルまたはケープ、鏡、髪留め、リップブラシ（あれば） 

遠隔地の場合、開始時間をご相談させて頂く場合がございます。 
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※すべて税込です。/コースの内容・価格を見直す場合があります。（2018年1月15日現在）

※下記地域の一部については試食会を承ることができない場合があります。

１食あたり代金

にぎわい おかず きらく ごはんセット

690円 586円 556円 108円

栄養バランスの整った「毎日」「おいしい」「ヘルシー」日替わりの夕食をお届けするコープの配食サービス

話題のマイシィを「エリア会」や「福祉の会議」で知ってみよう！

1食690円

1食586円

1食556円

1食108円

コープの夕食宅配「マイシィ」試食会

にににに

ぎぎぎぎ

わわわわ

いいいい

ココココ

ーーーー

スススス

「肉と魚介のダブル主菜」！タンパク質を摂

りたい方にオススメ！７～８種類のおかずで

す。

ベーシックなおかず5～6種のコース。

おおおお

かかかか

ずずずず

ココココ

ーーーー

スススス

きききき

らららら

くくくく

ココココ

ーーーー

スススス

4～5種類のおかずとごはんのコース。

ご飯は週１～２回は味ごはんでお届けしま

す。

ごごごご

はははは

んんんん

セセセセ

ッッッッ

トトトト

国産米を使用！直火で炊いたごはんを急

速冷却！レンジで温めれば、食感はそのま

まに！

①①①①レンジで温めて試食をします。（レンジで温めて試食をします。（レンジで温めて試食をします。（レンジで温めて試食をします。（500Ｗの場合：おかずＷの場合：おかずＷの場合：おかずＷの場合：おかず/にぎわいにぎわいにぎわいにぎわい/ごはんごはんごはんごはん いずれもいずれもいずれもいずれも1分分分分30秒秒秒秒～～～～2分分分分30秒秒秒秒））））
他の試食同様、衛生面に気を付けて行いましょう。温め時間も計画しておきましょう。

②②②②お渡しした説明資料・リーフレットをもとに夕食宅配マイシィの説明をしましょう。お渡しした説明資料・リーフレットをもとに夕食宅配マイシィの説明をしましょう。お渡しした説明資料・リーフレットをもとに夕食宅配マイシィの説明をしましょう。お渡しした説明資料・リーフレットをもとに夕食宅配マイシィの説明をしましょう。

参加者へ… 手書きＰＯＰとアンケートにご記入お願いします。

③③③③空容器は軽く水洗いして返却します。空容器は軽く水洗いして返却します。空容器は軽く水洗いして返却します。空容器は軽く水洗いして返却します。※※※※容器を強く容器を強く容器を強く容器を強くこすらないこすらないこすらないこすらないでください。でください。でください。でください。

・・・・ＰＯＰとアンケート、エリア会つどい報告書のコピーを宅配運営部配食Ｇ（宅配運営部配食Ｇ（宅配運営部配食Ｇ（宅配運営部配食Ｇ（6432））））までカバンでお送りください。
・・・・試食のようすなど、活動の写真がありましたら maici@ucoop.or.jp まで送ってください。
（広報・商品のおすすめ等で使用させていただくことがあります）

■お届け当日、申込食数分の現金申込食数分の現金申込食数分の現金申込食数分の現金を担当者に支払います。

（つり銭のないようつり銭のないようつり銭のないようつり銭のないよう事前に準備してください。領収書をお渡しします）

■組合員活動の試食代を一部あてることも可能です。

①：申込書（次ページ）に必①：申込書（次ページ）に必①：申込書（次ページ）に必①：申込書（次ページ）に必

要事項を記入します。（開要事項を記入します。（開要事項を記入します。（開要事項を記入します。（開

催希望日催希望日催希望日催希望日３週間前までに政３週間前までに政３週間前までに政３週間前までに政

策企画部に策企画部に策企画部に策企画部に必着）必着）必着）必着）

・「電子レンジがある」会場

・全員同じ種類で注文

★試食会を開催できる（配達可能）エリア★試食会を開催できる（配達可能）エリア★試食会を開催できる（配達可能）エリア★試食会を開催できる（配達可能）エリア

【神奈川県】横浜市、川崎市、横須賀市、葉山町、鎌倉市、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、平塚市、藤沢

市、茅ヶ崎市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、清川村

【静岡県】静岡市（葵区、駿河区、清水区）、浜松市（中区、東区、西区、南区、北区、浜北区）、沼津市、三島市、富士宮市、島田市、

富士市、磐田市、焼津市、藤枝市、御殿場市、袋井市、裾野市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、函南町、清水町、長泉町、吉田

町

【山梨県】甲府市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、中央市、富士川町、昭和町（2017年1月現在）

★試食会開催の手順★試食会開催の手順★試食会開催の手順★試食会開催の手順

③③③③：キャンセル・食数の変：キャンセル・食数の変：キャンセル・食数の変：キャンセル・食数の変

更は開催日更は開催日更は開催日更は開催日前週の水曜日前週の水曜日前週の水曜日前週の水曜日

までにセンターに連絡してまでにセンターに連絡してまでにセンターに連絡してまでにセンターに連絡して

下さい。下さい。下さい。下さい。 以降の追加・キャ

ンセルはできません。

②：センター担当者から連絡しますので、受②：センター担当者から連絡しますので、受②：センター担当者から連絡しますので、受②：センター担当者から連絡しますので、受

取方法など詳細をお打合せください。取方法など詳細をお打合せください。取方法など詳細をお打合せください。取方法など詳細をお打合せください。

※「夕食宅配」ですので、お届けの時間は午午午午

後後後後 です。試食時間も午後ゆとりをもって設定し

て下さい。（納品時間によりご要望に沿えない

場合もあります）

★お支払いと開催の流れ★お支払いと開催の流れ★お支払いと開催の流れ★お支払いと開催の流れ

★ご試食可能な夕食宅配コース★ご試食可能な夕食宅配コース★ご試食可能な夕食宅配コース★ご試食可能な夕食宅配コース
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エリア会主催限定とします。 政策企画課　→　宅配運営部配食サービスG

ＦＡＸ：045-305-6210

※黒い太枠部分のみご記入ください ＴＥＬ：045-305-6115

希望するコース

（一つのみに○）

（○コース）のみ記入

※開催日前週水曜日以降のキャンセル・追加は承れませんので、ご注意ください

※第一希望だけでは手配できない場合がありますので、第三希望までご記入ください。

※本来試食品は「夕食宅配」ですので、昼過ぎ～午後のセンター入荷→試食搬入になります。

　　試食希望時間と搬入時間の詳細・調整は担当センターでお願いします。

【該当センターからの回答欄】※何も書かないでください。

センター名 担当者

※お申し込みいただいた個人情報は、この件についての連絡のみに使用します。

発注手配確認

事務局の連絡

組活受付日

　/

住所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

電話（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

〒

　/

資料送付先住所

大人（　　　　　　　　　　　）名　　　　子ども（　　　　　　　　　　）名参加予定人数

エリア会対象　夕食宅配マイシィ試食　お申し込みフォーマット

申込日　　　　　　　月　　　　　　　　日（　　　　　）

エリア会名

申込者

（〒　　　　　　　　　　）

郵便番号

その他の施設名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

フリガナ

開催希望日３週間前必着開催希望日３週間前必着開催希望日３週間前必着開催希望日３週間前必着

食数

申込者 電話/ＦＡＸ

にぎわい（690円）・おかず（586円）・きらく（556円）・ごはんセット（108円）

　/

配食サービスG受付日

　/

（　　　　　　）食

第一希望　　　　　　月　　　　　　日（　　　　　）　　　　　時ごろお届け

開催場所

希望日時

当日緊急連絡先① 氏名

当日緊急連絡先②

配食センター受付日

第二希望　　　　　　月　　　　　　日（　　　　　）　　　　　時ごろお届け

第三希望　　　　　　月　　　　　　日（　　　　　）　　　　　時ごろお届け

コープ（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　）食（　　　　）食

ＳＳＳＳ----0000
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施設・工場見学 申込書 ··················· ＰＰＰＰ55555555 

施設・工場見学 実施報告書 ················· ＰＰＰＰ55556666 

講習会・学習会 申込書 ··················· ＰＰＰＰ57575757 

講習会・学習会 実施報告書 ················· ＰＰＰＰ58585858    

施設・工場見学 参加者名簿 ················· ＰＰＰＰ59595959 
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　ユーコープ　組合員参加推進部　政策企画課 行

● 申込受付スケジュールを確認してください

FAXを送信された場合、確認の連絡を「コープの参加申し込みダイヤル」☎0120-553-379までお願いいたします

※ 太い黒枠の部分のみご記入ください

かながわ ・ しずおか ・ やまなし 該当の箇所に○をつけてください。

電　話　／　ＦＡＸ

書類送付先住所

〒

　①氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　携帯番号

　②氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　携帯番号

経　　由

（２箇所見学の場合）

見学希望先と

見　学　日　時

経　　由

（２箇所見学の場合）

経　　由

（２箇所見学の場合）

参加予定人数 大人（　　　　　　　）人　　子ども（　　　　　　　　　）人　　合計（　　　　　　　　　　）人予定

交通手段に○印を

記入してください

事務局使用欄

事業所受付日 申込書受付日 受け入れ先の回答日 申込者への連絡日

／ ／ ／ ／

　＊お申込みいただいた個人情報は、この件についての連絡にのみ使用します 2018.3

事業所名 / 受付者

● この件についてのお問い合わせ・ご連絡はユーコープ 組合員参加推進部 政策企画課へ　

    コープの参加申し込みダイヤル ０１２０－５５３－３７９まで

申　込　者

時　　　　分　　～　　　時　　　　分　　　　

　①貸切バスを依頼　　　使用バス会社名　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大型　　　　　　　中型　　　　　　　小型　（いずれかに○）　　

　②電車・バスなどの公共交通機関利用

　③自家用車　　　　　　　　　　　　　　　　　（かながわでは自家用車の利用はできません）

時　　　　分　　～　　　時　　　　分　　　　

第　２　希　望

　　　　月　　　　　日　（　　　　）　　　　　時　　　　分　　～　　　時　　　　分　　　　

時　　　　分　　～　　　時　　　　分　　　　

第　３　希　望

　　　　月　　　　　日　（　　　　）　　　　　時　　　　分　　～　　　時　　　　分　　　　

申込日　　　　　　　月　　　　　　　日

グ ル ― プ 名

申　込　者　名（連絡の取れる方）

当日緊急連絡先

第　１　希　望

　　　　月　　　　　日　（　　　　）　　　　　時　　　　分　　～　　　時　　　　分　　　　

ユーコープ 　受付Ｎo．

施設・工場見学　申込書

　FAX ０４５-３０５－６２１０

エリア事務所、店舗カウンターまたはFAXにてユーコープ 組合員参加推進部 政策企画課までご提出ください

この用紙はコピーしてお使いください　

フ リ ガ ナ

ＳＳＳＳ----３３３３
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ユーコープ

かながわ ・ しずおか ・ やまなし 該当の箇所に○をつけてください。

グループ名

報　　告   者   名

電  話  ／  Ｆ Ａ Ｘ

施設・工場見学先  

実　施　日　時 　　　　　　月　　　　　　　日　　（　　　　）　　　　　時　　　　分　　～　　　　時　　　　分

参　加　人　数 　大人（　　　　　　　　人）　　　子ども（　　　　　　　　人）　　　　　計　　　　　　　　　　名

↑

写真はこちらから

＊ご意見・ご質問等がございましたらお書きください。回答が必要な場合は「要回答」とご記入ください

　　Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　　　kumiaiingakusyu@ucoop.or.jp

実施内容

● この件についてのお問い合わせ・ご連絡は　ユーコープ組合員参加推進部 政策企画課へ　

　　コープの参加申し込みダイヤル ０１２０－５５３－３７９まで

＊個人情報は、この件についての連絡にのみ使用します 2018.3

報　  告　　者

（申込者と同一名でお願いします）

エリア事務所、店舗カウンターまたはFAXにて　ユーコープ組合員参加推進部 政策企画課まで開催後１週間以内にご提出ください

施設・工場見学から学んだこと、感想、見学先へのメッセージ・要望など組合員の声をご記入ください。

ホームページなどで紹介しますので写真を添付してください。写真は携帯電話で撮影し右の二次元

バーコードから提出いただくことも可能です。撮影不可の工場もありますので、撮影の際は必ず見学

先担当者に確認してください

＊二次元バーコードから提出いただく場合はグループ名・見学先・実施日を必ずご記載ください

この用紙はコピーしてお使いください　　

受付No.　K・S・Y-　　　　　

施設・工場見学　実施報告書

　　ユーコープ組合員参加推進部 政策企画課 行

　FAX ０４５-３０５－６２１０

フリガナ
フ リ ガ ナ

ＳＳＳＳ----５５５５
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＊ お取引先による講習会以外のテーマもこの用紙でお申込みください

※ 太い黒枠の部分のみご記入ください

かながわ ・ しずおか ・ やまなし 該当の箇所に○をつけてください。

グループ名

申   込   者   名

電  話  ／  Ｆ Ａ Ｘ

　①氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　携帯番号

　②氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　携帯番号

希望する

講習会　・　学習会

具　体　的　な　内　容

　第１希望 　　　　月　　　　　　日　（　　　）　　　　　時　　　　分　　～　　時　　　　分　

希　望　日　時 　第２希望 　　　　月　　　　　　日　（　　　）　　　　　時　　　　分　　～　　時　　　　分　

　第３希望 　　　　月　　　　　　日　（　　　）　　　　　時　　　　分　　～　　時　　　　分　

資料送付先住所

　〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

参加予定人数 大人（　　　　　　　）人　　子ども（　　　　　　　　　）人　　合計（　　　　　　　　　　）人予定

事務局への連絡

事務局使用欄

事業所受付日 申込書受付日 受け入れ先の回答日 申込者への連絡日

／ ／ ／ ／

2018.3

　　コープの参加申し込みダイヤル ０１２０－５５３－３７９まで　

　※　第１希望だけでは手配できない場合がありますので、第３希望までご記入ください

　※　月をまたがる申し込みは受付できません

開　催　場　所

　コープ　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）店　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）センター

　その他の施設名　（　            　  　　　　　　　　　　　                                                          ）

　　住　所　（〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

申込日　　　　　　　月　　　　　　　日

申　　込　　者

当日緊急連絡先

事業所名 / 受付者

● この件についてのお問い合わせ・ご連絡はユーコープ 組合員参加推進部 政策企画課へ　

ユーコープ 　受付Ｎo．

講習会・学習会　申込書

　ユーコープ組合員参加推進部 政策企画課 行

　FAX ０４５-３０５-６２１０

エリア事務所、店舗カウンターまたはFAXにてユーコープ組合員参加推進部 政策企画課までご提出ください

　　電　話　（　                                          　　　            ）

FAXを送信された場合、確認の連絡を「コープの参加申し込みダイヤル」☎0120-553-379までお願いいたします

この用紙はコピーしてお使いください　

フ リ ガ ナフ リ ガ ナ

ＳＳＳＳ----１１１１
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　ユーコープ

かながわ ・ しずおか ・ やまなし 該当の箇所に○をつけてください。

グループ名

報　　告   者   名

電  話  ／  Ｆ Ａ Ｘ

講習会・学習会名  

開　催　日　時 月　　　　　　　　日（　　　　）　　　　　時　　　　分　　～　　時　　　　分　　　　

参　加　人　数

↑

写真はこちらから

＊ご意見・ご質問等がございましたらお書きください。回答が必要な場合は「要回答」とご記入ください

報　告　者

（申込者と同一名でお願いします）

大人（　　　　　　　　　　人）　子ども　（　　　　　　　　　人）　　計　　　　　　　　　　名

この用紙はコピーしてお使いください　　

受付No.　KK ・KS ・KY -　　　　　

講習会・学習会　実施報告書

　ユーコープ 組合員参加推進部 政策企画課 行

　FAX ０４５－３０５－６２１０

エリア事務所、店舗カウンターまたはFAXにてユーコープ 組合員参加推進部 政策企画課まで開催後１週間以内にご提出ください

　　コープの参加申し込みダイヤル ０１２０－５５３－３７９まで

　　Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　　　kumiaiingakusyu@ucoop.or.jp

実施内容

感想・意見・学んだこと・今後活かしていきたい点・受講先へのメッセージ・要望など組合員の声をご記入くだ

さい。ホームページなどで紹介しますので写真を添付してください。

写真は携帯電話で撮影し右の二次元バーコードから提出いただくことも可能です。

＊二次元バーコードから提出いただく場合はグループ名・講習会名・実施日を必ずご記載ください。

＊個人情報は、この件についての連絡にのみ使用します 2018.3

● この件についてのお問い合わせ・ご連絡はユーコープ 組合員参加推進部 政策企画課へ　

フリガナ
フ リ ガ ナ

フリガナ
フ リ ガ ナ

ＳＳＳＳ----２２２２
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Ｋ・Ｓ・Ｙ-

例 　生協　花子

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2018.3

　　　　●見学実施日の３日前必着でご提出ください

　実施日　　　　　　月　　　　　　　日　（　　　　）　　見学先

この用紙はコピーしてお使いください　　

誤送信防止と個人情報保護の観点からＦＡＸではお受けできません

ユーコープ

　　　　●エリア事務所、店舗カウンターへご提出いただくか、下記送付先へご郵送ください

　　　　　　　　　　　【送付先】　　ユーコープ組合員参加推進部 政策企画課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒231-0062　横浜市中区桜木町1-1-8　日石横浜ビル23F

　団体名　　　　　　　　　　　　　　　　責任者　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先

施設・工場見学　参加者名簿

氏名（子どもは年齢も記入） 電話番号

　０４５－○○○ー○○○○

　※記載いただいた個人情報は、見学に関わる連絡にのみ使用します

ＳＳＳＳ----４４４４
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作成：生活協同組合ユーコープ 

組合員参加推進部 政策企画課 

2018.03.21 版 

電話  ０４５－３０５－６１１５ 

   （月～金 ９：３０～１７：００） 

FAX  ０４５－３０５－６２１０ 


