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はじ め まし て、

ユー コープ で す

~

私たちは、商品やサービスで毎日のくらしを支える
生活協同組合です。

ユーコープの前身が産声を上げたのは 70 年前。
くらしの「安心」を求めて集まった

0

数千人の小さな生協は今、
組合員 170 万人を超える大きな生協になりました。
けれど、大切にしているものは変わりません。
それは、「ー人ひとりの組合員」です。

私たちは組合員のつぶやきを種に、
手をとりあって笑顔の花を咲かせ、
それが広がる社会をめざし続けます。

ーコー rv'
お店でお買い胸

ゲl
」ーシ・ヂログラム
パげー 'I ーフミ'
V ワスの
生産者さ夫毒

ぬ

おうち C D~DPの
配達を受け取リ

検査センタ二三
見学＆検査ィ‘験

たべる、たいせつ

笑顔を増やす活動

お買い物と
サービス

つくる、たいせつ
食べることは生きること。誰より

お店とおうち co-op であなたの

みんなをつないで、環境、社会貢

も真剣に「食」を考え、作り手とと

食卓を支えます。さまざまなサー

献、福祉、平和、子育て応援活動

もに安全を追い求めています。

ビスで、くらしの「困った」を助け

などをしています。安心して暮ら

「おトクで便利に」をかなえます。

せる社会をめざして。

力ンタンに誰でもわかる ユ

コープの Q&A

● ューコープって、なあに？

● 出資金って、なあに？

2013 年 3月に、コープかながわ、コープしずおか、

組合員みんなの願いを実現するために、―人

市民生協やまなしが組織合同して誕生した生協

ひとりが持ち寄る大切な資金です。1ロ100 円で、

です。基本理念「『人ー社会ー自然』の調和ある平

5 口500 円以上の出資をお願いしています。増資

和な社会の実現に貢献する」のもと、商品や

もできます。

サービスの提供を通じて、誰もが安心して暮ら
せる地域づくりをめざしています。

● 生協って、なあに？

● 脱退するときは？
書類での手続きが必要です。※お近くの店舗に
お問い合わせください。毎年、12 月20 日までに

生活協同組合の略で、コープとも呼びます。

手続きされた方の出資金を、翌年 3 月 20 日に

生協は消費者が出資金を出して組合員となり、

払い戻しします。

商品やサービスを利用し、運営にも参加できます。

※おうち co-op利用の方は専用ダイヤルへ

Tel: 0120-581 -111

りだれでも加入できるの？
ニL ーコープの事業区域は、神奈川県、静岡県、
山梨県です。3県内に在住、在学、在勤の方なら
どなたでも組合員になることができ、ご家族も
利用できます。

詳しくはユーコープホームページへ
ユーコープ はじめての方へ

,
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お買い物が楽しくなる
ユーコープのお店
神奈川県に 81 店舗、静岡県に 17 店舗、山梨県に 1 店舗あります誉
「ユーコープのお店に来てよかった」と
思っていただけるサービスをご用意してお待ちしています。
* 2016年3月20日現在

すぐたまる’すぐ使える！惨破．灘1

環境のために

ふれあいポイントカード ~~昌

マイバッグをお持ちください

1 回のお買い上げ金額 200 円（税別）ごとに 1 ポイント

レジ袋は必要な方だけに有料（ 1 枚 5 円）でお渡しして

がたまり、1 ポイントを 1 円として精算時にご利用

います。環境のために、マイバッグ持参にご協カ

いただけます。1 ポイントから使えますのでレジで

ください（ P.14 参照）。精算した商品をそのまま入れて持

使用ポイント数をお伝えください。

ち帰れる「マイバスケット」
(300 円ノ税別）も便利です。
※ちづか店（甲府市）ではレジ袋はご用意していません。

お買い物が楽しみになる各種割引
※各種割引には登録が必要です。

、
10%OFF ノ
お誕生日割

、毎月 5日、15日、4りロ‘より 700 I- P ノ
子育て割

誕生月の最初 妊娠中～
のお買い物時 小学生の
に割引券進呈。 いるご家庭。

シニア割

ほほえみパス

60歳以上の方。 障がいの
ある方。

重たい物もラクラク！

力ンタンお支払い

お買い物お届けサービス

全店でクレジットカード OK!

お買い上げ商品を、当日または翌日にご自宅へお届

下記のカードが使えます。

けします。1 個ロ300 円でサービスカウンターにて
承ります。

※―部配達できない地域があります。
※一部配達できない地域があります
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必見のおトク情報

チラシ＆得々力レンダ

サービス hウンター［＝あります 0
スマホでも検索できます 0

ユーコープのお店は、毎週月曜日と木曜日、毎月 15日と
月末がおトクです。そのほかにも店舗ごとにおトクな企画
が盛りだくさん。お菓子全品 10 ％引きなどに出会える
かも！不定期で発行するチラシのほか、毎月発行する
得々力レンダーをチェックしてください。

おうち C 〇ー〇 P とは
週に 1 回、便利な宅配のこと
お買い物の手間を減らし、自分の時間を増やせます。
県内利用者数※ナンバーワンの生協の宅配です。

あなた ,
ま？すぐ！
ノマーー
おうちCo・
0 I 島ヲえ‘乍1トマト‘ん

※ユーコープ調べ。2015 年にご利用いただいた人数より算出。

おうち

co-op で届くまで

食品を中心に、日用雑貨など週に 1 回、1 品からお届けします。
翌週

●

力タ ログと

翌週
We b か

●

注文書が届く

●

注文書で注文

鷲灘のが

商品が
玄関先まで届く

お留守グ、湯合、
ドライマイス、
蓄冷材を入れ、古バーをかけて
稽定の湯所 Fお届けします．

重い モノ、がさばるモム
溶けやすいモノ、
全部、おまが せドね！

年し暑l

見るだけでも楽しい！
商品＆情報満載の力タ口グ
毎週約 2,800品目の商品を扱っています。メインカタログ
「お買物めも」に加え、離乳食など子育て用品力タ口グ、
ちょっと高級なこだわり商品力タログ、家庭で使える業務
用商品カタログ、ペット用品カタログなどがあります。

100 円で届くの！?
宅配サービス料

、
~

通常

週に 0 円～100 円（税別）で
ご利用いただけます。

雛轟ぐ 0120 一123一 581

轟
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おうちコープ

ご覧ください。

対象
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個人宅配
ママ割

ほほえみ割

7歳未満の
子育て世帯

65歳以上の
世帯、障がい
のある方

ふたりで
宅配

グル一プで
宅配

2 人で

3人以上で

ご利用

ご利用

法人での
宅配

学童保育、
保育園、
介護施設
など

*
宅配
サービス料
（税別）

0円
100円

または

50円

50円

0円

0円

50 円

※妊娠中～1歳に1なるまでは、0 円。 歳～7歳になるまではご利用金額 5,000 円（税別）以上で 0 円。
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安全・安心へのこだわり

より良い商品をお届けするために
大切にしている「 5 つの願い」
ユーコープでは、「より安全」をはじめとした商品に対する組合員の要望を

15 つの願い」としてまとめ、生産者やメー力ーと協力して実現をめざし続けています。

、

こり安全
組合員参加

健康を支える、
信頼できる品質

6つのかかわりと広がり
利用／意見／学習／普及／
開発・改善／評価

・
0

より安く

くらしを守る、
納得の価格の追求

環境に配慮

正しい情報、
適正表示

持続的に発展可能な
社会のために

商品を選びやすく

コープ商品を中心に、産地や工場をコープの職員が視察。
産地・エ場点検 約束通りの原料か、栽培方法や製造工程が適切かなどを
確認しています。

自前の商品検査センターと日本生協連の商品検査センターで安全性を確認
しています。残留放射能の検査結果はホームページで公開しています。

独自の検査
微生物検査

残留農薬検査

残留放射能検査

艮品添加物検査

国の基準やユーコー
プの基準を満たして
いるか検査

国の基準を満たして
いるか検査

国の基準を満たして
いるか検査

国の基準やユーコー
プの基準を満たして
いるか検査
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産地や作り手の顔が
見える商品づくり
野菜・果物・米・肉・魚。産地と信頼でつながり、
生産者がはっきり分かる商品がユーコープにはあります。

もっとおいしく、もっと安心！
コープの産直・産地指定

自然環境を大切に

産地、生産者、生産・流通方法を明確にして「より

「コープの産直・産地指定」と同じく産地、生産者、

安全」「品質が良く」「おいしい」「環境に配慮

生産・流通方法が明確。さらに、化学合成された農

した」農水畜産物です。
青果・米

薬と肥料を削減して生産している農産物です。
※魚などの生鮮品の場合、動物用医薬品と飼料添加物の使用を削減した商品です。

鮮魚

L.コ＝ス
，産
~

グリーン・プログラム

懲

農林水産省の特別栽培
基準と同等で栽培

JAS 法の有機栽培
基準で栽培

精肉
3-ユの崖地相定

かrし童電豚

産地ともっとつながる、まる比
産直
まるごと産直
産地を応援する組合員と生産者の思いをつなぎ、
よりおいしく安心な産直の輪を広げます。現在は

3 つの産地と協定を結び、つながりを深めています。
※店舗により取り扱いのない場合があります。

会ってはぐくむ信頼。

組合員と生産者が産地で交流

農薬の使用を抑える特別栽培は、
「病害虫が発生しやすい」、「収穫量
が減る」などの苦労があります。毎日
田んぼを見回り、夏は草取りに汗
を流し、肥料を工夫し丹精込めて
おいしく育てています。
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いつも食べているものを育てている人に会う。それは、コーーコープ
では特別なことではありません。Co・op特別栽培米岩手ひとめ
ぼれの田んぼの一角にある「コープの田んぼ」には、毎年組合員
が訪れ、生産者と一緒に田植え
や稲刈りに汗を流しています。
こうした交流ではぐくむ信頼を
大切にしています。

組合員の笑顔が励みです。

生産者 高橋義典さん

ユーコープセレクションの商品

こだわりが満載
ユーコープの自信作
たくさんの「おいしい」のために、たくさんのこだわりと、
たくさんの想いをこめて、ていねいにつくりました。

小さくても栄養たっぷり
ベビーリーフミックス

A C

味菜卵で作った
ゴールデンマョネーズ

Co・op 味菜

成熟した野菜と比べてビタミン ・ 、葉酸などが多

ユーコープの卵で最も人気がある「

いベビーリーフ。小松菜、ほうれん草、レタスなどの

卵」の黄身だけを賛沢に使いました。色鮮やかで

12 種類の中から、6 種類以上をミックスしました。
有機農法にこだわり、土づくりには「 Co.oP 喋業
卵」
(P.10 参照）の養鶏場から出る肥料も使用していま

いなたね油（遺伝子組み換えでない）を使用してい

す。健康な土壌が食感が良く味の濃いベビーリーフ

ます。素材のおいしさを生かし、化学調味料は使っ

を育てます。

ていません。

コクがある味菜卵の良さを生かした濃厚な味わい
です。油にもこだわり、軽くてクセやにおいが少な

.

シャキシャキヒ甘みがあってお、叱い！

p1'るものザがら、

生で食
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有機栽暗女のもうれしいでは

ll
でしたバ、ニれl
＝出会ったら「二ん女（＝も味が
違うものがね、げ 'V ワリ！リ eしてます o
マョ未ーズ ＝特 ＝二だわりは女く、いっも適当

のんちゃんさん

使う人の思いを大切にしたい。
組合員が商品開発に参加

mariさん

'

~
試食してアンケートやインタビューに答えていた 中
だき、率直な声を商品開発に生かしています。

田

ユーコープセレクション「 Co・
opだしに
こだわった薫るつゆ」開発時に行った
グループインタビュー。

墜桑卵で作った
ゴールデン
マョネーズ

議

コープセレクションの商品

ユーコープセレクションは毎ココロがよろこぶ舞こんな商品です。
ロ原料・製法にこだわっています。図おいしさを追求しました。
図おいしさを追求しました。
ロ組合員が参加、育てています。 図ューコープ生まれです。
図ューコープ生まれです。
、

山

トーストでサックリ、もっちり！
ハイトースト
1994 年の発売以来、大人気のハイトースト。噂もっ

ノ

ユーコープの愛されお肉、
ナンバーワン！茶美豚
茶美豚は鹿児島県・岩手県・茨城県の指定農家で

ちり食感井のために、工場で大量生産するには高い

育てています。1997 年に組合員が参加して開発。

技術が必要な「※ストレート製法」にこだわり続けて

以来、組合員・職員が産地を訪問するなどして交流

います。しかも生クリーム配合でしっとりクリー

し続けています。「お茶」の成分力テキンを配合した

ミー。てんさい糖・生クリーム・バターは北海道産。

専用飼料で育てているので臭みが少なく、※いも類

「食品添加物はなるべく使わないで」の声に応えて

を加えているのでコクとうま味があります。

イーストフード、乳化剤は不使用です。

峡きたてIマン以タトは苦手女和が
‘
味見したくて焼いたら何も付けかくても ．り， 6 d

勅めて食バI たヒき、
「いっも食バI ている豚肉ヒは

甘くておいしがったク、でげ "I クリ！
巾ー豚さん
※すべての原材料を一度に混ぜ合わせて生地を作る製法。

※さつまいも、またはキャッサバ（タビオカの原料）

闘票，需無豊,
知る、つながる、くらしを楽しむ。
無料の機関誌 mbo でも毎月商品を紹介
ユーコープならではの商品とレシピを紹介して
います。毎月最終月曜日に発行。店舗ではラッ
クからお持ちいただけます。おうち CO-O P で
は力タログと一緒に配布しています。

コープ商品の人気ベスト 10

好きだから伝えたいコープ商品

ラプ’コ

店舗を利用している組合員のべ 3 万 2000 人が

キャン。

好きなコープ商品を選び、
投票した結果を紹介します。
※ラブコープキャンペーンとは、「いいね！」「おいしいね！」の実感の声を
みんなに伝えてコープ商品フアンの輪を広げる取り組みです。

化の卵は

,
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回回凶牛乳生乳

コープ牛乳

比りさん

4 つの指定工場で製造。各工場の

近隣地域を中心とした産地からの
新鮮な生乳を加熱殺菌しています。
お手頃価格も追求。

たこたっぷり！
手焼きたこ焼

口ースハム

,

深煎り胡麻
ドレッシング

宙
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しょうゆ、砂糖、みりんを合わせて寝かせた「かえし」
を枕崎産のかつお節を使った「だし」で割りました。

プレーン
ョーグルト
ビフィズス

r

国産素材の

宮城県産

長期熟成生みそ

ぬかぶ

若鶏竜田揚げ

？
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組合員の声で改善
コープ商品は、組合員のための商品です。声を継続して
集め、改善に生かしています。コープ商品へのご意見
は、お店やおうち co-op のスタッフ、または商品パッ
ケージの裏にある連絡先までお寄せください。

【改善例】

呼
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→改善 ’ 一一’
4

牛乳の開け口がどちらか コープの牛乳はすべて
よく見えなくて反対側を 「あけくち」マークを大き
く目立つ色にしました。
開けてしまう。

」

くらしまるごとサポート

くらしまるごとサポ

ト

くらしのあらゆるシーンをお手伝いできる、
さまざまなサービスをご用意しています。
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チケット、リフオー a 、くらしク、サーげスは
専用チラシもチェック！

0・
op 共済

~

コンサートやミュージカルなどのイベントチケット、テーマパーク
や水族館などのレジャー施設のチケットをお求めやすい組合員

組合員同士がくらしを助け合う共済は、全国の生協の組合員に
加入の輪が広がりました。掛け金の手ごろなものから終身保障
タイプまで充実した保障内容を、みんなの声で実現しています。

価格で数多く取り扱っています。

お問い合わせ Co・op共済センタ-

お問い合わせ （株）コープライフサービス

‘胃‘

.

.0120-473-005
コープ共済

m,

TEL 0120-47-3577

コープライフ チケット

1

合住いのリフォーム

組合員専用の「コープの団体保険」をはじめ、自動車保険・火災
保険、医療・がん・介護・生命保険、ペット保険や旅行保険など
各種保険を取り扱っています。また、保険の新規加入や
見直しについてのご相談も承っています。
お問い合わせ （株）コープライフサービス

キッチン・浴室・トイレなどの水まわり、窓・ドア・床・クロス・
畳・襖・障子・網戸などの内装、屋根・外壁・シロアリの無料診断
や塗装・防除駆除など、住まい全体をサポートします。
お問い合わせ （株）コープライフサービス

TEL 0120-885-615

D

TEL 0120-390-554

コープライフ リフォーム

コープライフ 保険

rip ギフト

、●Iタ食宅配マイシ
週 5 日または 3日、おいしさと栄養を考えたタ食をご自宅にお届
けします。バラエティに富んだメニューで、3 つのコースから
お選びいただけます。（配達ェリアは神奈川県・静岡県・山梨県
の各一部地域です）

大切な人へのお中元やお歳暮はコープのギフトで。力タログは
店舗ではラックに設置、おうち co-op ではカタログと一緒に
配布しています。”e ふれんず”からもご注文いただけます。

D

お問い合わせ コープギフトお問合せセンター TEL 0120-810-439

お問い合わせ おうち CO - OP サービスセンター TEL 0120-494-252

コープのギフト

マイシイ

+ ＋ くらしのサービス
エアコンクリーニング、ふとん丸洗い・打ち直し、庭木の手入れ、
学習教材、不要品回収、ヘルスケア（遺伝子検査・大腸がん検査
など）、手づくりキットの店・東急ハンズの頒布会などを取り扱っ
ています。引越し、眼鏡、紳士服の割引サービスも。
お問い合わせ （株）コープライフサービス

TEL 0120-390-554

生前のご相談からアフターケアまでトータルにサポート。きめ細
かな心づかいと安心な料金体系の葬祭サービスです。また、お
墓、お仏壇、返礼品ギフトも取り扱っています。

TEL 045-473-0534

お問い合わせ ゆきげ案内センター
※葬儀受付は 0120-688-990

ゆきげ

コープライフ くらし

谷葬祭サービス（静岡）

枯福祉サービス（神奈川）
横浜市と川崎市、および相模原市（一部地域）で、ケアプランの
作成、ホームヘルパーによる訪問介護、デイサービス、福祉用具
のレンタル・販売を行っています。また障がいのある方に、ホー
ムヘルパーによる居宅介護・移動支援も行っています。
お問い合わせ ユーコープ福祉事業部

D

TEL 045-912-5323
ユーコープ 福祉

静岡県内に12 会館ある家族葬の「ラビュー」を中心に葬祭サー
ビスを展開しています。会館の資料送付、葬儀費用のお見積り
にも対応いたします。
お問い合わせ コープ葬祭サービス
※葬儀受付は 0 120-033-144
※山梨県では葬祭サービスは
提供していません

D

Iヒ L 0120-878-940
［コープライフ 葬祭

0

一人でで きない こと も、
.
み ん なで つながっ た ち
実 現で き る。

ュー コー。
フの 役 割は、

合っ てい ることを

つなが ると 安心が 生まれ、
お互い支え
実感で き る。
生活 協同組合

組合 員と 生 産者、 地域、 行政ほか、
さまざ まな 人 や団 体を つない で
一人ひ と りの くらし を
よ り楽し く豊か なものに
し てい くことで す。

,

お買い物でできる、
社会貢献
ユーコープは、商品を利用することで参加できる

麟織海各

社会貢献活動を進めています。

学ぶ子ビモ 0

生産者のくらしを応援！

飼叫にお書．．州”●ン）●“
“に肯で●‘●．

発展途上国で作られた農産物を公正に取り引きす

輸入に頼っている家畜のえさに国産のお米（飼料

ることが、生産者の自立を支援します。例えばコー

用米）を加えることで、飼料自給率をアップし、食料

プのフエアトレードバナナは、1 袋につき約 4 円が

自給率の向上につなげる取り組みです。休耕田の

支援金に。生産者のくらしの向上が世界の食料供

活用が日本の農業の応援にもつながります。

給の安定につながります。
ニホンウナギを守ろう！

うなぎぼきん

適

、詳しくはノ
、コチラ I

世界の子どもたちに笑顔を！

嫌，

うなぎ
カット
蒲焼

ー

（例）

、維
l」くは
、詳しくはノ

@WFP/Boris Heger

絶減危倶種に指定されたニホンウナギと日本の

毎年 6月～ 8月に実施。コープマークの牛乳 1リット

食文化を守るため、完全養殖を研究している「※水産

ルにつき 1 円を寄付。ユニセフと国連 WFP 協会を

総合研究センター」を支援。うなぎの利用が高まる

通じて、世界の子どもたちの支援に役立てていま

時期に対象商品1パックにつき 3 円を寄付します。

す。2015 年度は、約 500 万円を寄付しました。

※水産庁所轄の国立研究開発法人。水産業に関する技術開発向上の研究を行っています。

忘れない。そして、寄り添う 東日本大震災被災地復興支援
店舗では募金箱で、おうち co-op では

他にも、事業や支援団体を通じ

注文時に通年で募金を受け付け。地元の

た社会貢献を行っています。

銘菓を仮設住宅の交流の場に届けたり、
回 組合員が福島を訪れる取り組みに活用して
います。2016 年度は仮設住宅の交流の場
を手伝うボランティアを募集します。
岩手の板設佳宅での交琉

回冊
地域見守り
活動

おうち co-op
交通安全教室

0

お買い物でできるエコ活動
ユーコープは 1980 年代から
リサイクル活動とレジ袋削減に取り組んでいます。
組合員の「もったいない」という声から始まったこの活動を、
子どもたちの未来のために継続・発展させています。

リサイクル回収品目と2015 年度の181119 量

使わないから、捨てません

品目

マイバッグ持参率 9 割！

回収場所 回収量（ kg)

立ち木

「レジ袋の有料化」がしっかり浸透しているため
です。

トイレット
ペーバーなど

牛乳パック

店舗
宅配

発泡スチ口一ルトレ―

店舗
宅配

64.027 153,000
‘分

総菜の透明容器

店舗

25,962

アルミ飲料缶

店舗

63.470

スチ一ル飲料缶

店舗

20,884 19,900kg分

建築材など

ペットボトル

原油
店舗

203.270 223,000k 分

卵パック、
織維など

289.222

ユーコープの組合員はマイバッグやマイバスケット

(P.4 参照）を持参される方が非常に多く、9 割にのぼり
ます。1982 年に始めた「お買い物袋持参運動」と

再生品

節約効果

5.784本分
原油

原油

トレ―、
植木鉢など

透明容器、原料

35.300z 分 （ペレット）など

※レジ袋の収益金はエコ活動推進費などに使用しています。
※レジ袋の収益金はエコ活動推進費などに使用しています
アルミ

61.100k．分

サッシや
アルミ缶など

1枚でこれだけ減らせる！
レジ袋1枚一大さじ1杯の原油（ 14.8 nt)

鉄

1年でみんなで
これだけ減らせました！*

20 15年度実績

*
マ―力一ペン、
ハンガーなど

ペットボトルキャップ

店舗

卵パック

宅配

22,283

おうち Co - op 注文書

宅配

203,930

おうち CO - OP
お買物めも・チラシ

宅配

おうち CO - oP
個人別セット用ポリ袋

宅配

レジ袋3,104万枚ードラム缶約 2,300 個分の原油
（約 45.9 万の

捨てずにユーコープノ＼
毎日 or毎週回収しています
店舗リサイクルボックスでは営業日は毎日、おうち

co-op では毎週の配達時に回収しています。

原油

25.500
‘分
立ち木

4.078事分

再生紙や
トイレット
ペーパーなど

立ち木

再生紙や
トイレット
ペ―パ一など

原油

マ―力一ペン、
ハンガーなど

9.100.490 182.010本分

210.179

卵パックなど

93.300k 分

*2016年 3月21日から全店で回収開始

事業を通じたエコ活動
食ぺられなくても、捨てません

【食品残さのリサイクル】

汚れても、捨てません

’もったいない”を役立てます

【 廃食油のリサイクル 】 【 フードバンクに協カ 】

店舗で発生した葉くずや廃棄

総菜を作った後に出る廃食油

物流センターで発生した「食べ

食品、魚のアラなどの食品

は、一部を除きバイオディーゼ

られるけれど商品にならない」

残さは分別した後、大半を

ル燃料（ BDF ）にリサイクル

食品を、支援を必要とする人に

専門業者に委託して肥料や

し、おうち co-opの配達トラッ

支援団体を通じて無償で提供

飼料にしています。

クの一部で使用しています。

しています。

ニIーーコープを 10 倍楽しめるイベント
、詳しくはノ
、コチラノ

くらしを楽しむイベントを開催しています。
ユーコープは人と人のつながりと、組合員の皆さんの
「知りたい！」「やってみたい！」を応援しています。

作っている人に会えば、もっと安心。

試食がいっばい ,

産地交流・工場見学

食べ知るコー

毎日食べているものがどのように作られているかを

ユーコープで扱う商品を「見て、ふれて、食べて、

知るチャンスです。食育にもつながると好評です。

学ぷ」イベント。食べ比べ、すぐできるレシピや商品
ーー
I
‘ー

の特長紹介などが好評です。

ー dr
「

一人で悩まないで。

子育てひろば
神奈川県と静岡県の一部店舗のコミュ
ニティルームなどで、定期的に開催して
います。地域の親子が自由に集まり、
気軽に子育ての悩みを相談しあったり、
不要になった子育て用品を交換したり
と交流を深めています。

お問い合わせ

お近くの地域で参加しませんか？
ぷらす mb0

ユーコープふれんず

毎月発行しているイベント

組合員 3 人以上が興味の

情報紙。料理や体操など

あるテーマで集まって登

も楽しめるかも ,

録すると、支援を受けられ

店舗ではラックからお持ちいただ
けます。おうちco-opでは力タログ
と―緒に配布しています。

ます。

神奈川県の方

TEL 045-305-6116

静岡県の方

TELO12O-71-8107

山梨県の方

TEL 055-243-2440

受付時間：月～金 9:3Q--17:OO
*3県共通

講驚

”
176 万 9,607 人

組合員数
巌1

出資金

355 億 7,874 万円
161:2016 年 3月20 日現在

事2

供給高

1 , 74 0 億 4,271万円
”
40 億 363 万円

経常剰余

162:2015 年 3月21日～2016 年 3月20 日

理事長 営具 伸―

専務理事 土屋 雅義

~9231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町 1-1-8
日石横浜ビル 21

-23 F

~生活協同組合ユーコープ
~広報・コミュニケーション推進部

本書は、生活協同組合ューコープの事業と活動を紹介しています。掲載データは、
2015 年度（ 2015 年 3 月 21日～2016 年 3 月20 日）の数値を基本としています。
「ユーコープのご案内」は、ユーコープホームページでも公開しており、より詳細な
情報をご覧いただけます。

ユーコープのご案内 2016 年 5 月発行

