
商品お試しモニターとは、生協商品を食べてみて、使ってみて、簡単なアンケートに答えて
いただく事で商品を知っていただき、声を商品案内などでお伝えする取り組みです。

商品お試しモニター981名大募集!
商品名 規格 取引先名 募集人数

つぶつぶみかん 195g×2本 日生協（ふくれん） 75名

スモーク薫るロースハム(無塩せき) 56g×2 信州ハム 300名

ちくわ明太マヨの磯辺揚げ 200g（5本） テーブルマーク 50名

豆乳飲料甘酒+ビタミン（国産大豆使用） 125ml×2本 日生協（ふくれん） 72名

スライスベーコン（無塩せき） 105g×2 明治ケンコーハム 60名

おとうふ屋さんの豆乳どーなつ 5個（170g） 弓削銘水堂 20名

薬用ホワイトニングローションしっとり・ミルク 180ml・150ml クラブコスメチックス 36名

薬用ホワイトニングローションさっぱり・ミルク 180ml・150ml クラブコスメチックス 36名

薬用ホワイトニングエッセンス 50ml クラブコスメチックス 36名

薬用ホワイトニングクリーム 30g クラブコスメチックス 36名

薬用ホワイトニングUVベースクリーム 30g クラブコスメチックス 36名

ももの季節（アイス）　白桃&黄桃 330ml（55ml×2種×3） フタバ食品 24名

岐阜県産トマトうらごしタイプ 100g コーミ 40名

若鶏のケイちゃん（しょうゆ味） 300g 東海コープ（岐阜アグリフーズ） 30名

若鶏のケイちゃん（ピリ辛みそ味） 300g 東海コープ（岐阜アグリフーズ） 30名

せいきょうミルクプリン 300g（100g×3） 東海コープ（美濃酪連） 100名
       　　　　  お申込み多数の場合は抽選の上、商

品のお届けをもって商品モニター当選とさせていた
だきます。

当選のお知らせ

注文番号 3958
　　　　　６月４週（26号）のOCR注文用紙の４桁注文
欄に注文番号と注文数を「１」と記入してください。
商品のお届けは7月2週28号(7月8日～7月12日)で、該当
週にご注文のある方が対象になります。
ｅ-フレンズでも注文できます！

応募方法

おとうふ屋さんの豆乳どーなつ
やさしい甘みで、子どももおいし
い！と言って食べました。揚げてあ
るけど油っぽくなく、大きさもちょ
うど良い感じでした。�恵那中津支所

ベリースムージー
2歳の息子がゴクゴク飲
むほど、飲みやすいスムー
ジーでした。味も濃すぎ
ず酸っぱすぎず、のどごし
が良かったです。
� 岐阜西支所

うるおい化粧水・乳液
息子の手の甲がガサガサでし
た。ハンドクリームは嫌がる
ので、化粧水と乳液を使いま
した。ひどい状態だったのに
スベスベお肌になりました。
� 岐阜南支所

モニターさん
の声

商品はお任せと
なります！

※ お届けする商品の指定はできません。ご了承ください。

６月10日（月）〜６月14日（金）配布

コープぎふ 週刊コープぎふは、
今一番お伝えしたい情報を
週ごとにお届けしています。

週 刊

2019年6月4週 26号



※�アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。
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※　申し込みの際にいただく個人情報はそれぞれの企画の範囲のみで使用させていただきます

組合員　さん

※アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。
（次回7月4週扱い予定）（次回7月2週扱い予定）

組合員　さん

150ｇ×2
034

商品案内
6 月 4 週 P19商品案内

6 月 4 週 P2

370
 399

中濃支所
伊藤郁朗さんが聴いた声

西濃支所
小野祐二郎さんが聴いた声

　�　　　　　�����レバーの臭みがなくフワフワ
でやわらかいです。湯せんするだけの簡単
調理で言う事なしです。

���������������������������冷凍でもおいしくて家族み
んな好きです。薬味に刻んだ大葉などを
のせてさっぱり食べるのもおいしいです。

　鶏レバー煮込み
（漬込みかつお170ｇ+調合酢）　　　　　　　凍凍

353

コープのお店
みなさまのご来店をお待ちしております

748円
（税込807円）

伊勢志摩てこね寿司セット（２合用）

住　宅

安心して暮らせる、使い勝手のいい家にするための講座です。
興味のある講座や相談のみの参加もＯＫ！

コープぎふ西濃支所 (大垣市古宮町丸池 129-1)

参加無料
前日までに要予約

会 場
6月29日（土）10：00～16：00

コープぎふ　住まいるフェア

リフォームの基礎講座  講座内容をリニューアルしました ！　

新築の基礎講座

〜楽しく学ぶから 楽習会〜 

わ が 家 の H A P P Y 家 計  
〜ライフプラン  教育資金〜   

教育資金は「いくら」かかって「いつ」必要か？
わが家のライフプランを考えて将来どのくらい教育資金が必要なのか考えてみませんか？ 

●お金のことは主人にまかせきりだったのでこれを機に自分でも考えてみたい。

●漠然としていた「教育資金」を知ることができた。先を見越して考えることが大切だと思いました。

日程 会場

6月17日（月） 多 治 見 店  多治見市京町4-109

6月22日（土） 岐阜西支所  岐阜市西河渡1-55

6月29日（土） 長良虹の家 岐阜市福光南町12-9

〈開催時間〉10:00〜12:00 
〈持 ち 物〉筆記用具

要予約

ライフプランアドバイザー（LPA）と学ぶ楽習会のご案内

組合員さん

より

各日程の前日までに
お電話にてお申込み
ください。 

コープぎふ
ホームページも
ご覧ください。

無料

子育て世代
必見 !

葬祭サービス

日　程

人形供養＆葬儀相談会のご案内
6月30日（日）

◆人形供養受付 9:00〜13:00
　供養開始：      13:00 ※予定
　　　　 ティア大垣
　　　　　（大垣市本今3丁目36）
              コープぎふ組合員は無料
　                      　　　　　　　　　　受付にて組合員カードをご提示ください
　　　　　　　　　※一般の方は1,000円

◆葬儀相談　9:00〜15:00

会　場

供 養 料

お願い
ガラスケース、アクリルケース、陶
器など、燃えない物は受付できませ
ん。巨大な物、汚れの激しい物は受
付時にお断りする場合もあります。

生協のライフプランアドバイザーによる

「入っている保険の内容がよくわからない」
「見直ししたい」など、生命・医療・がん保険（共済）・
学資など保障に関することなら何でもご相談ください！
一緒に考え、安心につながるお手伝いをさせていただきます。

将来に不安を感じていましたが、保障の見直しをした事で、少し安心する事ができました。
本当に助かりました。ありがとうございました。
※�ご都合の悪い方は、別の日程でお受けできる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

保障の個人相談会
相談無料

相談会の前営業日までに下記まで、
お電話にてお申し込みください。

10：00〜15：00開催時間

お一人　1時間程度

①10：00〜 ②11：00〜 ③13：00〜 ④14：00〜

相談時間

コープサービス東海職員 
または組合員ライフプラン
アドバイザー

相 談 員

要予約

日　　程 会　　場 住　　　所
7月  5日（金） 各 務 原 支 所 各務原市鵜沼各務原町1-4-1
7月  9日（火） 中 濃 支 所 関市西本郷通6-4-6
7月12日（金） 岐 阜 南 支 所 羽島郡岐南町八剣北1-209
7月13日（土） 飛 騨 支 所 高山市石浦町6-20
7月16日（火） 岐 阜 西 支 所 岐阜市西河渡1-55
7月19日（金） 西 濃 支 所 大垣市古宮町丸池129-1
7月23日（火） 益 田 支 所 下呂市萩原町西上田1737

参加者の声

6月23日（日）は
ぎふっこカードデー　

組合員カードとぎふっこカードのご提示で
お買い物総額から

5％オフ！

毎月　　　　
第4日曜日

＋

長良店周年祭

まぐろ解体市を
開催！

コープ
夏のギフト

6月22日（土）～ 23日（日）
お申込み　8月11日（日）まで
早期割引　7月  7 日（日）まで

23日(日)は10:30より

ティア大垣

NEW
NEW

③を受講された方に
「外回り診断無料券｣

プレゼント！

①10：00 ～　          他とは違う ！ 建築士とリフォーム
②10：45 ～　          建築士の仕事　ビフォー・アフター　
③11：35 ～   屋根・外壁　塗替えのコツ
    12：15 ～   質問＆相談タイム

①13：20 ～　 新築　はじめの一歩
②14：10 ～　 新築　コストダウンの7法則
    14：50 ～　 質問＆相談タイム

参加者アンケートから
  ・リフォームを考えていましたが、住宅の基礎的な住まいの診断の必要性が大切だと思いました。
  ・いろいろな立場からの話が聞けるのはとても勉強になります。

参加者アンケートから
  ・検討するポイントがわかり、大変参考になりました。

どうぞお楽しみに♪


