Special FEATURE
今月の

商品を利用する
商品を

一番ご利用が多いのは、
「 宅配」や「お店」での
商品購入です。それぞれの生活スタイルに合わ
せて
「宅配」
・
「グループ購入」
・
「ステーション」
と
利用方法が選べるのが特徴です。

毎週決まった
担当者が
お届けします

CHECK!

特 集

商品を利用する

重たいものも自宅へお届け

コープ宅配

コープ
宅配

自宅へ商品をお届けする宅配。週単位での計画的な

グループ
購入

コープ
ステーション

お買物ができ、時間の節約にもなります。不在がちな
忙しい方にも保冷箱、カギ付カバーで安心してご利用
いただけます。

子どもを連れて買い物に行くのは大変だし、重たいもの、かさばる
ものを、家に運んでもらえるのはとても便利です。子どもを抱っこ
して玄関に行くと、配達員さんが「置いておきますね」と、保冷ボッ
クスから出して玄関に商品を並べてもらえ、すごく助けて
もらっています。
（羽島市 あっちゃんさん）

少々お金はかかりますが、重いものなどを
玄関まで運んでいただけるし、冷凍食品も
溶けることなく確実に届けてもらえるので
すごく助かります。
（高山市 ほそみさん）

コープの
お店

平日仕事から帰ってきて、買い物に行く元気がないので、生協は
私の味方です。生協がなかったら仕事が続けられません。
（関市 じゅうべえさん）

コロナ禍でも人と接することなく食品を購入できるので、助かり
ます。
（高山市 なのさん）

コープぎふの
利用方法はいろいろ！

先は職場でもOK!!保冷箱に入れたままお届けすることもできます。
冷蔵・冷凍商品は個人別にセットされているので、仕分けの手間が
かかりません。

様々な場面でお役に立つ便利なサービスをたく
さん提供しています！今回は、コープぎふのご利用

職場やご近所さんたちと
おしゃべりしながら楽しく受け取り

グループ購入

グループ購入は宅配利用料がかからないし、週に1回
の配達日は、ご近所さんとの情報交換ができるので
便利です。
（土岐市 うーたんさん）
職場でやっていましたので、退職後は近所のグループに
入りました。仕事ばかりで近所の人との会話がなかった
ので、生協がきっかけで仲良くしてもらい、情報交換も
できてありがたいです。
（本巣市 ムーミンさん）
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もちろん、組合員の普段のくらしに寄り添いながら、

商品5%OFFなど様々なサポートを行います。この他、宅配料が減額

方法について、組合員の声とともにご紹介します。

※詳細については、
ご利用の支所までお気軽におたずねください。

グループ購入は、利用料が無料なのが嬉しいサービスです。
お届け

コープぎふでは、食品やくらしの雑貨の購入は

までの方が登録の対象です。1年間宅配利用料が無料となる他、一部
となる子育てサポート、
ほほえみサポートがあります。

3世帯以上のご利用で指定の場所にまとめて商品をお届けする

くらし

コープのある

妊娠中（母子健康手帳の交付）
からお子様が満1歳のお誕生日を迎える

自宅まで届けてくれることは助かります。
取りに行くのは、時間を気にしたり忘れて
しまうので便利です。
（大垣市 けいこさん）

利用料

無料

CHECK!

くらしと
生協・
スクロール

くらしの様々な

サービスを利用する
住まいの
事業

葬祭
サービス

夕食
宅配

CO･OP
共済

介護
サービス

生活
サービス
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Special FEATURE
くらしの様々な

サービスを利用する
CHECK!

CO･OP共済

子どものケガ、特に骨折の時にギプスの間も共済金の対象となり、
大変助かりました。夫の白内障の手術でもお世話になりました。
入っていてよかったです。
（可児市 ミコちゃんさん）
一度請求をしたことがあるのですが、担当者の方が親切で、とても
対応が良くて安心できたのと、書類も簡素でこちらが作成しやすく、
案内も適切で支払いもとても早くて驚きました。友人たちにもこの
経験を話して参考にしてもらいました。
（各務原市 ぼぶろさん）
※共済金のお支払い内容やお手続きについては、
ご契約内容・ご請求
内容によって異なります。

CHECK!

介護サービス
ケアプランのご相談、訪問介護、障がい福祉、通院介助、家事援助、
福祉用具のご案内など、
ご利用者の日常の生活を支えます。

ご利用者の自宅に訪問する際は、
「換気をする」ことを心がけて
います。感染症対策はもちろんのこと、人（ヘルパー）を入れる、外の
空気を入れることで刺激になり、気持ちの入れ替えという意味合いも
あります。外から冷たい空気が入っ
てくると「寒いけど部屋の空気
が清々しくなるね。こんな日は
温かいものが食べたいなぁ」と笑顔
で話されます。
（訪 問 介 護 ステ ー ション 長 良
スタッフ 安藤美千代：写真右上）
CHECK!

住まいの事業
新 築・リフォーム・害虫対 策 等 、コープぎふが 提 携する専 門 家
（建築士、施工業者、専門業者等）
をご紹介します。

実家をリフォームしていただきました。数件見積もりを取った中で一番
良心的な内容・価格でした。白川の大工さんにやっていただいたので
すが、母は大満足。よかったです。
（坂祝町 ゆりままさん）
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都合のよい時間に商品を受け取れる

コープステーション

無料

CHECK!

ご高齢者、
おひとり暮らし、
ご家族の入退院時、
育児、
お仕事等で食事の準備が困難な方に、
栄養バランスのとれた
食事でサポートします。

実家の親も夕食宅配を利用しています。色どりもよくおいしいと言って
います。
（各務原市 ピースさん）

栄養バランスが考えてあり野菜も多く入っているので、自分で食材
を買ってきて１から作るよりも便利で助かってます。
（岐阜市 まりさん）

特 集

毎週決まった曜日のご都合のいい時間に商品を受け取れる
ステーション購入。
お仕事の帰りや、
お子さんのお迎えの

ステーション引き取りは自分の都合の良い時に、
短い時間で商品を受け取れる！何よりステーション
のスタッフさんの要領がよく、いつもテキパキ対応
してくださり、世間話や商品についての話もできてうれしい
です。いつも明るく元気に対応してくださり感謝しています。
（中津川市 おかめさん）

夕食宅配

ケガや病 気 、災 害など、組 合員のくらしの
「もしも」を保障する共済。一部の手続きは
オンラインで行うことができます。
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商品の購入以外にも
「共済・保険」
「介護」
「夕食宅配」
「 住まい」
「 葬儀」
「レジャー・
チケット」
など、
くらしの様々なサービスが
ご利用できます。

今月の

利用料

合間など、午後のお好きな時間に受け取りに行くことが
できます。
※受け取り時間…基本は13：00〜19：00の間。
ステーション
によって異なります。

グループ購入をしていましたが、皆働き出して時間が合わなく
なって解散しました。私はステーション引き取りにしましたが、
自分の都合に合わせて利用できるので便利です。
（多治見市 ハリーさん）

CHECK!

小さい子どもがいるので、ゆっくりスーパーで買い物はできません。
家でゆっくりカタログを見て選び、仕事帰りにステーションで
欲しい商品が受け取れるので便利です。
（関市 とーしんさん）

CHECK!

葬祭サービス
コープのお店は、長良店、芥見店、多治見店、可児店、
葬儀事前相談・施行依頼に提携社とともに対応。組合員であれば
どなたでも利用可能で、組合員料金プランにて通夜・葬儀を行い
※葬儀の施行依頼は 365 日 24 時間受け付けています。
ます。

母の葬儀をお願いしました。生協の会員だったので葬儀社の
会員制度への入会金はいりませんでした。
（各務原市 沙羅双樹さん）
※組合員の特典内容は提携社によって異なります。

葬儀場のフェアに行った時に（生協のカードを提示すると割引が
あると知っていたので）他の提携カードもあると伝えましたら、生協
の方であれば信用度があるようなことを言われてびっくり。また
少し誇らしい気持ちになりました。
（岐阜市 ベルちゃんさん）

尾崎店、
恵那店の6店舗。
生鮮食品や、作りたてのお弁当

コープのお店

やお惣菜など、多数取り揃えています。
組合員カードの
提示で各種割引があり、
お得にお買い物ができます。

仕事の帰りに長良店に寄っています。お惣菜がとても美味しいの
で、夕食にいつも助かっています。お店の方がとても親切です。
（岐阜市 あみさん）

CHECK!

職場から近いため、帰りに立ち寄り必要なものを買い足したり、お値
打ち品を購入したり、クーポン使用可能なのも嬉しいですね。
（可児市 さゆなおままさん）

CHECK!

生活サービス
レジャー・趣味、
ハウスクリーニング、
健康管理、
修理、生活トラブル、引っ越しなど、
くらしに
便利なサービスをお手伝いします。

敷布団の打ち直しをしました。とてもフカフカで寝心地もよく、気に
入っています。嫁入りに持ってきた布団だったので思い出が深く、今
でも使っています。
（白川町 スーちゃんさん）
チケットサービスは簡単に申し込めて、支払いも引き落としで、煩わし
さがありません。チケットは申し込もうとすると大体、会員登録しな
いといけないし、コンビニ等でチケットの発券が必要だったりと
面倒くさいので。
（多治見市 ポン太さん）
各サービスの窓口については、裏表紙にてご案内しております。

離れた家族にも生協商品を
届けられる !!

CHECK!

スマイル便

一人ぐらしのお子さんや単身赴任のご主人へ、
生協商品をお届けできます。

＼おすすめPoint！／

●ご自宅分と一緒に注文可能！
●荷造りから発送まですべて生協が行うので簡単！
●宅配料が市価より安い！

初の緊急事態宣言が出た時、離れて暮らす子どもにスマイル便を利用
しました。一度自分で荷物を詰めて送ったのですが、とても手間が
かかり送料も高額でした。1回の注文で選べる種類は多くありま
せんが、送料も安くとても良心的なサービスだと思います。
（多治見市 くろぱんださん）

衣服や雑貨の通信販売 !!
＼スクロールはいつもの配達商品と一緒にお届けしています／

くらしと生協・
スクロール
家具や寝具など大型雑貨か
ら衣料、
アクセサリーまで幅
広くご案内しています。

スクロールで衣類を購入しました。通販だと一定額
以上にならないと送料がかかる所が多い中、生協
は少額でもOKです。パジャマ・エプロン・服…気が
付くとオール生協です。
（関市 ロミさん）

DEKO.2021.5

03

