
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
答えていただくこと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1,114名大募集!第３回

商品名 規格 取引先名 募集人数

板チョコクロワッサン（スイート・チョコ） 1個 KOUBO 200名

煮こみ酢 500ｍl 内堀醸造 600名

便利とうふ(サイコロサイズ) 冷凍 500ｇ マメックス 40名

便利とうふ(ブロックサイズ) 冷凍 500ｇ マメックス 40名

おとうふ屋さんの豆乳どーなつ 5個 弓削銘水堂 20名

せいきょうだしパック 12ｇ×12パック 節辰商店 20名

ヤングビーナスBN（入浴剤） 60ｇ×4袋 ヤングビーナス 100名

カレービーフン 冷凍 180ｇ×2袋 ケンミン食品 24名

ぎふ美濃茶 緑茶ティーバッグ 72ｇ(4g×18パック) 瑞草園 20名

豚ロース熟成麹ごま味噌漬け 冷凍 220ｇ(4枚) 北日本ホーム食品 50名

何が届くかは
お楽しみ !

       　　　　  お申し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
　　　　　　１月４週（４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２月２週６号（２月８日～２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

豚ロース熟成麹ごま味噌漬け
お肉にしっかりみそ味がついてい
ました。お手軽で美味しいおかず
ができたので、急ぎの時に便利で
した。� 各務原支所

便利とうふ ( サイコロサイズ )
味噌汁に少量使いたい時にと
ても便利でした。今までは豆
腐をパックから出し、切って、
ときには半分をまた冷蔵庫に
戻し不便でしたが、この商品
は手も汚れず好きな量だけ使
えました。保存もしやすくさ
らになめらかな食感で気に入
りました。� 多治見支所

ぎふ美濃茶 
緑茶ティーバッグ
味がまろやかでとても飲み
やすかったです。緑茶が苦
手な人もさらっと飲めまし
た。また、ティーバッグな
のでお湯を沸かして急須に
ポン！と入れるとすぐ飲め
ました。とてもお手軽です。
� 恵那中津支所

モニターの
声

※ お届けする商品のご指定はできません。予めご了承ください。

書損じハガキ回収キャンペーン
再開のご案内

●集めているもの
年賀ハガキや官製はがき・切手（使用済みも可）・商品券 など
※ 今回よりTポイントを使用した応援方法が追加されました（ヤフー

ネット募金）。

●回収方法
専用封筒にハガキ等を入れ5月31日ま
でに投函をお願いします。（配達時での
回収はしません）

●�ハンガー・フリー・ワールド（HFW)
とは…
飢餓のない世界を創るために活動する民
間のNGO：国際協力団体です。日本に本
部を置き活動する、特定の思想や宗教な
らびに政治的意思から独立したNPO法人

（非営利組織）です。

NPO法人ハンガー・フリー・ワールド主催

世界中の食卓が笑顔で満たされるよう、今年もご協力をお願いいたします。

～眠っているハガキや商品券等で、
　世界の飢餓に苦しむ人々のくらしを応援～

2019年に主催団体HFWの現地事務所ウガンダ事務所で活動資金不正
流用が発覚しましたが、その後、体制一新をはじめ対策を講じ、変わらな
い支援を進められています。そのことを受け、コープぎふとして活動の
支援を再開いたします。 � HFW対策について

▲

コープぎふ公式Facebook限定
新春新春新春
運試し プレゼント

参加方法

期間

コープぎふ公式Facebookに投稿され
ているあみだくじをチェック！当たりだ
と思うキャラクターの名前を投稿にコメ
ントしてください♡

見事当たりのキャラクターを選んだ方の中から抽選で10名に、コープ
商品詰め合わせギフトをプレゼントします。
※�当選者へはFacebookのメッセージで連絡します。予め受信できるよう設定をお願いします。
※プレゼントの発送は2月上旬を予定しています。

たくさんのご参加
お待ちしています！

1月11日（月）～1月31日（日）

フォロー・シェアでの応援、お願いします！
※�参加には Facebook のアカウント登録が必要です。

キャンペーン

Facebookはこちら

※��イメージです

当たりはだ～れだ？

マットくんピーサクくん たまねちゃん

当たり !

今週(１月４週)、商品案内と一緒に回収専用封筒をお届けしています。

キャンペーンキャンペーンキャンペーン
プレゼント
キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン
プレゼント
キャンペーン

新年に運試し！ということで、Facebook限定で
プレゼントキャンペーンを実施します！

ベナン�栄養改善事業�（栄養不良児をもつ母親
に栄養について教える。写真は母親たちによ
る栄養あるお料理コンテストの一コマより）

写真提供:ハンガー・フリー・ワールド

詳細はこちら→

１月11日（月）〜１月15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�刊週

2021年１月４週 ４号
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組合員　さん

（次回2月3週扱い予定）

組合員　さん 組合員さん商品案内
1月4週

商品案内
1月4週 表紙 表紙

たこ焼き
1㎏（50個）

009
中濃支所

川瀬綾子さんが聴いた声

若鶏のケイちゃん（しょうゆ味）
300g

001

　�　　　　�　味付けしてあるので、野菜
だけ用意しておけば後は焼くだけです。
栄養もたくさん摂れて一石二鳥であり
がたいです�！

 265
  286

凍 凍

商品の取引先・生産者さんが、生協と組合員さんと連携して、組合員の皆さんの「くらしの願い」に応える商品づくりを進めるために設立された会です。　　　　　　　　は　　　　　　よりもお値打ちな価格です。虹の会とは

岐阜南支所
栗本秀明さんが聴いた声

���������������������������美味しいのですぐ食べちゃい
ます。わが家はこれを揚げています。つまみ
の一品になるので、おすすめです�！�！

527
488

葬祭サービス

提携葬儀社 ㈱美・エピローグ
　多治見市・土岐市に3ヵ所の式場を構える“美・エピローグ”。
通常サイズの2つの式場に加え、定員10名ほどの式場『かぞくのきもち』は、
少人数のご親族のみでのご葬儀を希望される方には大変オススメの広さです。

※コープ組合員割引適用をご希望の際は、見積り書作成前までに組合員証のご提示を
　お願いします。

（365日24時間対応）
0120-176-038葬儀施行申し込み

組合員専用ダイヤル

多治見市若松町４丁目２１−２（多治見IC近く）

CO・OP共済ニュース

美・エピローグ“かぞくのきもち”外観

 美・エピローグ　
おすすめポイント

☆葬儀費用が大変お値打ち☆
☆少人数の家族葬向けの式場☆
☆わかりやすい料金プラン☆
☆スタッフがとても親切☆

☆コープ組合員割引の適用あり☆

コープのお店
　　　みなさまのご来店をお待ちしております	

今年の節分は2月２日！
恵方は【南南東】

大人のごちそう 海鮮恵方巻 開運福寿巻大人のごちそう 海鮮恵方巻 開運福寿巻

１月29日 金 ま
でご予約は お受取りは２月2日 火

1月29日 ( 金 ) までにご予約いただくと当日販売価格の８％引き！

宅配事業

宅配事業（コープ宅配、グループ、ステーション）では、
６週間連続でご利用をお休みされますと、商品案内
のお届けを一旦止めさせていただきます。
ご利用再開の際は、該当支所か、コープぎふホームページ
「商品案内カタログお届け請求フォーム」よりご連絡ください。

商品案内お届けに関する
大切なお知らせ

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）
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。

何とかしなければと不安に思っていた保障が整理でき、大変良かったです。
丁寧にわかりやすく教えていただき、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。

「入っている保険の内容がよくわからない」

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 相 談 員

要予約

日　　程 会　　場 住　　　所
2 月 9  日 ( 火 ) 中 濃 支 所 関市西本郷通6-4-6
2 月 12 日 ( 金 ) 岐 阜 南 支 所 羽島郡岐南町八剣北1-209
 2 月 16 日 ( 火 ) 各 務 原 支 所 各務原市鵜沼各務原町1-4-1
2 月19 日 ( 金 ) 西 濃 支 所 大垣市古宮町丸池129-1

参加者の声

当日販売価格980円
　　　（税込1,059円）

当日販売価格798円
　　　　（税込862円）

ご予約で
8％引き

ご予約で
8％引き

今年の節分は2月２日！

節分はコープの恵方巻で！

901円
（税込974円）

734円

【南南東】

先週（1月３週）の商品案内に入っていた

共済アンケートにご協力いただけましたか？

コープぎふ 組合員限定企画

アンケートの提出期限は 1月 30日（土）までです。
ぜひご協力ください。
※ �CO・OP共済に加入するには出資金をお支払いいただき、お近くの
生協の組合員になることが必要です。CO・OP共済の詳しい保障内
容は商品パンフレットをご覧ください。

　　　　　　　　　契約引受団体／日本コープ共済生活協同組合連合会

1月24日（日）まで

家計に
やさしいから

子どもが
うまれたから

詳しくは
こちらから

もれなく“ボクのグッズを
プレゼント”なのだ！

（税込793円）

レギュラー（1本） レギュラー（1本）

TVCMはじまってるよ！

よくケガを
するから

だから CO・OP共済 ！

組合員から選ばれる
理由がこんなに

あるのだ  ！




