
平素より市民生活協同組合ならコープをご利用いただき、誠にありがとうございます。
今週は商品の特別セット3種類とお米・お水・お茶・トイレットペーパー・ティッシュペーパーの

ご案内をさせていただきます。

4～5本程度470g前後

コープきんきコープきんき
共同開発共同開発

コープ毎日バナナコープ毎日バナナ
（フレスカーナ）（フレスカーナ）

フィリピンフィリピン

1パック標準4枚入
豚ロース肉：輸入

賞味期間：45日
（39㎉・食塩相当1.1g ／1パック40g）

40g×4

毎日新鮮毎日新鮮
ロースハムロースハム

冷蔵 信州ハム信州ハム

充てんタイプ 大豆：国産
原料：遺伝子組換えでない
150g×2

賞味期間：お届け日含め12日
（87㎉・食塩相当0g／1個150g）

コープきんきコープきんき
共同開発共同開発

ちいさなちいさな
かため絹ごし豆腐かため絹ごし豆腐

冷蔵 山食山食

賞味期間：お届け日含め9日
（96㎉・食塩相当0.7g ／1パック52.1g）

45g×3

コープきんきコープきんき
共同開発共同開発

北海道の小粒納豆北海道の小粒納豆
（たれ・からし付）（たれ・からし付）

冷蔵 豆紀豆紀

原料：遺伝子組換えでない
大豆：北海道産

小麦

飼料にDHA配合
飼料米給餌

賞味期間：14日

10個（580g）

産直たまごピンク産直たまごピンク
いろいろパックいろいろパック

冷蔵
農事組合法人NPC

卵（奈良県産）
賞味期間：お届け日含め13日
（137㎉・食塩相当0.2g ／200㎖）

1000㎖
生協牛乳生協牛乳

冷蔵
大内山酪農協大内山酪農協

乳

卵・乳

バナナの種類は変更と
なる場合があります。

申し込みに個数制限は
ございません。特別セット1・2・3…… 税

込○各 1,000円（本体926円）

「賞味期間：お届け日含め●日」表示の商品は、物流事情により、紙面表示から短くなる場合があります。

臨時号2022年 11月3回

レンジ 揚げ
るトースター

豚肉：輸入又は国産（5％未満）

冷蔵 伊藤ハム伊藤ハム

賞味期間：30日
（330㎉・食塩相当1.5g ／100g）

210g（5枚）

お肉屋さんの惣菜お肉屋さんの惣菜
メンチカツメンチカツ

5枚入

原料：遺伝子組換えでない

レンジ 湯せ
ん

豚ばら肉：輸入

賞味期間：3カ月
（275㎉・食塩相当2.3g ／1袋125g）

125g

やわらか豚角煮　やわらか豚角煮　
トンポーロートンポーロー

冷蔵 日本ハム日本ハム

小麦

小麦・卵・乳

生乳：国産

砂糖不使用

生きて腸まで届くビフィズス菌BB－12使用

賞味期間：お届け日含め9日
（57㎉・食塩相当0.1g ／100g）
450g

コープきんきコープきんき
共同開発共同開発

プレーンヨーグルトプレーンヨーグルト

冷蔵
大山乳業大山乳業

乳
65㎖×10
砂糖混合ぶどう糖果糖液糖：国内製造

賞味期間：お届け日含め10日
（44㎉・食塩相当0.03g ／1本65㎖）

コープきんきコープきんき
共同開発共同開発

のむのむ乳酸菌飲料＋Caのむのむ乳酸菌飲料＋Ca

冷蔵 ホワイト食品工業ホワイト食品工業

乳

レンジ 湯せ
んそのまま

カルシウム入り 鶏、牛、豚肉使用

1袋：固形量56g
（標準8個入）

鶏肉：国産

賞味期間：60日
（133㎉・食塩相当0.9g ／1袋85g）

85g×3
テリヤキミートボールテリヤキミートボール

小麦・卵

日本ハム日本ハム冷蔵

プロセスチーズ

ナチュラルチーズ：外国製造または国内製造

賞味期間：1年
（58㎉・食塩相当0.5g ／1枚18g（平均重量））

126g（7枚）
スライスチーズスライスチーズ

冷蔵 明治明治

乳

ご注文受付期間 商品お届け
2022年11月7日（月）～11日（金） 2022年11月14日（月）～18日（金）

商品のお届けは、通常ご利用いただいている時と同じ配達日・配達時間となります。留守置きも対応いたします。
※1月5日(木)の引落しの予定となります。

ご注文は、本チラシ裏面下段の「ご注文書」に必要事項をご記入いただき、配達日にご提出ください。
留守置きも対応いたします。

特別セット3

特別セット2特別セット1

冷蔵 ケンコーマヨネーズ・
関東ダイエットエッグ

賞味期間：58日賞味期間：58日（198㎉・食塩相当1.3g ／1袋100g）

100g×2

コープきんきコープきんき
共同開発共同開発

ごぼうサラダ（マヨネーズ味）

ごぼう：国産小麦・卵

栄養機能食品（カルシウム）

すけそうだら：アメリカまたは国産

賞味期間：4カ月
（99㎉・食塩相当1.1g ／1食60g（平均重量））

160g（8本）

おさかなおさかな
ソーセージソーセージ

冷蔵 日本水産日本水産

小麦・かに

8本入

生協限定

かぶらの葉の部分も
加えた宅配限定品

かぶら：国産
賞味期間：お届け日含め5日

（23㎉・食塩相当2.1g ／100g）

120g
刻みかぶら刻みかぶら
冷蔵 堺共同漬物堺共同漬物



携帯電話・IP電話からは
0743-68-3100まで
携帯電話・IP電話からの場合、通話料は組合員様ご負担となります。受付時間：月～土　あさ8時30分～よる9時まで（但し土曜日はよる6時まで）

お問い合わせは
ならコープコールセンター 0120ー577ー039(通話料無料)

ならコープではコールセンターでお受けするお電話について、組合員様からのご意見を正確に聞き取るため、通話内容を録音させて頂きます。ご意見はサービス向上のためにのみ利用いたします。あらかじめご了承ください。

臨時号2022年 11月3回

税
込1,800円
（本体1,667円）

税
込500円
（本体463円）

税
込320円
（本体291円）

税
込430円
（本体391円）

税
込800円
（本体741円）産地指定：JAならけん

5kg

全農パールライス全農パールライス
コープきんきコープきんき
共同開発共同開発無洗米奈良ひのひかり無洗米奈良ひのひかり

緑茶：国産
賞味期間：9カ月（0㎉・食塩相当0.02g ／100㎖）

2ℓ×6
緑茶緑茶

お米

ティッシュペーパー トイレットペーパー

お水 お茶

ナチュラルミネラルウォーター
硬度約22mg／ℓ（軟水）

※イメージ

賞味期間：2年（0㎉・食塩相当0g／100㎖）

2ℓ×6

ラベルのない水ラベルのない水
（あずみ野）（あずみ野）

ゴールドパックゴールドパック

ティシュティシュ　
２００組×５箱

●パルプ100％●王子ネピア㈱●日本製 やわらかワンタッチコアノンやわらかワンタッチコアノン
シングルシングル
130ｍ×6ロール

●105ｍｍ幅タイプ●再生紙100％
㈱リバース●日本製

COMET 11月3回 臨時号　ご注文書

ご注文からお届けまで 従来の方法とは異なるご対応となります。
本チラシ下段の「ご注文書」に必要事項をご記入いただき、配達日にご提出ください。留守置きも対応いたします。

ご注文受付期間 商品お届け
2022年11月7日（月）～11日（金） 2022年11月14日（月）～18日（金）

商品のお届けは、通常ご利用いただいている時と同じ配達日・配達時間となります。留守置きも対応いたします。
※1月5日(木)の引落しの予定となります。

※本チラシのみでの受付とさせていただきます　※本チラシに関するお問い合わせは、下記コールセンターまでお願いいたしますご注意

キリトリ線

組合員控え
特別セット1 特別セット2 特別セット3　 お米 お水 お茶 ティッシュペーパー トイレットペーパー

個 　個 個 個 個 個 個 個

お名前

組合員番号

支所名

コース名班名（分かれば）

ご注文個数

個 個 個 個

受付担当者印

受付担当者印

特別セット1 特別セット2 特別セット3　　　　　　　　　　　お米

お水 お茶 ティッシュペーパー トイレットペーパー
個 個 個 個

臨時号価格

臨時号価格 臨時号価格

臨時号価格 臨時号価格


