京都生協

GUIDE BOOK

コープのある暮らしへ

ようこそ

毎日食べるものだから

おいしく笑顔になってほしい
①
産地とともに歩む

産直商品

⑥

自信をもっておすすめします！

③

ぜひ試してほしい自慢の商品をご紹介。

せいきょう牛乳

⑥ さくら卵

産直商品第一号。飼
料や牛の健康にこだ
わった、組合員の声か
ら生まれた牛乳です。

ふっくらとした黄身。コクと
まろやかさが人気の鮮度の
よい卵です。

笑顔につながるお買い物を

エシカル商品

地域や環境、世界に暮らす人々のこと
を考え、配慮した商品をお届けします。
ひと、海、森。すべてが豊かであり続
けるため、組合員とともにエシカル消費
を応援します。

皆さまからいただく声を活かし、産地や未来の地球のことを考えた、
コープでしか出会えないたくさんの商品から
あなたのお気に入りを見つけてください。

⑤

単なる産地直送ではなく、産地の未来
を守りながら、生産者と組合員の関係
性を築き作られるこだわりの商品です。
生産方法が明確にされ、職員が責任を
持って産地を点検し、安全で安心な商
品をお届けします。

⑦

レインフォレスト・アライアンス認証

⑦
紅茶ティーバッグ

（セイロン茶葉100% 使用）

環境保護、労働者や家族の生
活向上など持続可能な農業のた
めの基準を満たした農園でつく
られた農作物に使用した製品に
付けられるマークです。

組合員の声から生まれた

コープ商品

利用する側の気持ちを一番に考え、形
にすることを大切につくられています。
一人ひとりの想いから生まれた商品が、
これからも暮らしのあたり前になるよう
願いが込められています。

①
野菜たっぷり
和風ドレッシング
生たまねぎの風味が人
気のロングセラー商品。
醤油の香りとうま味が
料理によく合います。

② ブラウンサーブロール

（バター＋北海道産クリーム使用）

⑧

⑩

②

ご家庭で仕上げる発酵済み・半焼きタイプの
冷蔵パン。オーブントースターで 2 分焼くだけ。

⑤
⑨
京都生協の組合員とともに
つくり上げた

④

京都生協コープ商品
京都生協とともに歩んだメーカーとつくり
上げた、ここにしかない商品です。商品
づくりに対する誇りと技が、地域で長く愛
されるおいしさを生み出します。
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④

ブルストウインナー

③ ふる里京揚
国産大豆を使用した、キメ
が細かくふっくらとしたソフ
トな口あたりが特徴です。

カツオや昆布のだしを
使って調味したあらび
き素材を使用。食品
添加物に頼らないこだ
わり商品です。

⑧ 大きな果肉のブルーベリージャム
⑨ マイルドブレンド中細挽き（粉）
⑩ プレーンヨーグルト

商品について詳しくはこちら
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もっと 安心 をいつもの暮らしに

毎日の お買い物 はコープにおまかせ
コープの宅配

京都府全域配達中

共同購入の風景
）
（イメージ写真

店舗共済カウンター

便 利 な WEB 注 文

アプ
リ
充実 も

保冷箱、専用カバーで置き配にも対応

手続き簡単ウェブ加入はこちら

C O･OP 共済は「組合員どうし困った時
は助け合いたい」という気持ちから生ま
れた保障のコープ商品です。
【取扱商品】
《たすけあい》、
《あいぷらす》、プラチナ 85
《ずっとあい》終身生命・終身医療
《新あいあい》
C O･O P 火災共済 + 自然災害共済
保障内容やご加入については、いつもの配達
担当者やお店の共済カウンターへご相談ください。

お問い合わせ

コープ共済センター

0120-50-9431 ／9 時〜18 時（月〜土）

コープのお店
安全で安心なお野菜やお魚、店内で調理され
た惣菜をお求めやすい価格でご利用いただけ
ます。京都生協のネットワークから生まれた地
元の農家さんたちでつくり上げる地場野菜コー
ナーも人気です。

京都府下 18 店舗で展開中

ー
地場野菜コーナ

パン CO
CCO

お得がいっぱいの電子マネーカード。お買い物
200 円につき1ポイント、電子マネーでお支払いい
ただくとさらに1ポイントたまります。

お近くのお店はこちらで検索

地域とお店を結ぶ送迎車両をご
用意しています。ご利用には登
録が必要です。
対応店舗 8 店舗
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おかいもの便

生鮮食品や惣菜を地域にお届けする
移動販売車を運行しています。
対応エリア
中丹・南丹エリア、市内一部地域

再生可能エネルギーで発電したＦＩＴ電
気を使用。環境のことを考えて電気をお
届けしています。
【対応メニュー】
・ゼロでんき 環境に配慮した電気を選びた
い方におすすめ
・ベーシックでんき 毎月の電気量 500ｋWh
までのご家庭向け
・バリューでんき 毎月の電気量 500ｋWh 以
上のご家庭向け

お問い合わせ

栄養管理された「夕ごはん」を日替わり
でお届けします。宅配健康食も新登場し
ました。
【提供商品】
・おかずコース
・おかず（小）コース
・お弁当コース
・綾錦
・冷凍おかずセット ・宅配健康食
宅配健康食は週に1 度、5 日分セットでのお届
けとなります。

お問い合わせ

組合員コールセンター

組合員コールセンター

0120-11-2800

0120-11-2800

コープ葬 クオレ

コープの福祉・介護

宗教・宗派にあわせたお葬式に対応。
旅立ちのときをともにお手伝いします。

「住み慣れた地域で暮らし続けたい」
という思いの実現のために、ていねい
な介護保険サービスをご提供します。

京都コープサービス

出来たて惣菜

きょうまるカード

お買物サポートカー

夕食サポート

【対応サービス】
・仏壇、仏具販売 クオレ案内センターにて
展示中
・お葬儀 多数プランからのご選択が可能
・お墓 お見積りから墓所のご案内まで
・粗供養品、返礼品、遺品整理など
ご要望の葬儀内容を事前に登録できるクオレの会
へのご入会もお待ちしています。

お問い合わせ

クオレ案内センター

0120-402-900 ／9 時〜 18 時（無休）

【実施地域】
・訪問介護 北区、上京区、中京区、下京区、
右京区、西京区、左京区、福知山市
・居宅介護支援 北区、上京区、中京区、
下京区、右京区、西京区、左京区、山科区、
伏見区、宇治市、福知山市
・小規模多機能型居宅介護 下京区、中京区、
右京区（コープケアセンター五条御前）

お問い合わせ

それぞれの事業所へ直接
ご連絡ください。
福祉サービス連絡先一覧

毎日の暮らしに関する多彩な商品・サー
ビスを組合員価格でご案内しています。
【対応サービス】
・各種保険
医療・がん・終身・自動車・火災 他
・ハウジング
新築・リフォーム・外構・設備機器 他
・くらしのサービス
車検・引越・ペット葬・カルチャー教室 他

お問い合わせ

それぞれのサービス事業所へ
直接ご連絡ください。
コープサービス連絡先一覧

▼

私たちが
お届けします

コープでんき

▼

食料品や日用品など、毎週変わる商品ラインアップ
をカタログでご案内しています。グループでの共同
購入や個人宅配といった配達スタイルを展開中で
す。あなたのライフスタイルに合った配達方法を選
んでご利用ください。

コープ共済

コープのことな
らなんでも
お尋ねください

サービスについて詳しくはこちら
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楽しい 出会い

つながる笑顔

Message from KYOTO COOP
〜わたしたちからのメッセージ〜

組合員活動 〜くみかつ〜

商品の購入だけでなく、暮らしの中の「もっと知りたい」
「やってみたい」ことへの参加や活動を応援します。
組合員活動を通じて、よりよい商品づくり、誰もが利用しやすいしくみづくり、快適で安心な暮らしづくりを
進めましょう。京都生協の組合員であれば誰でも参加できます。
珈琲のおいしい淹れ方講座を
〜オンライン開催〜

頼もしき隣人たらん
私たちは、相手を気にかけ、

楽しくおしゃれにお役立ち
〜風呂敷活用術〜

困っていることはともに考え行動し、暮らしに寄り添い、

支え合っていく「頼もしき存在」であり続けます。
1964 年、高度経済成長の真っただ中。
共通の趣味を持つメンバーと
〜京の歴史散策〜

物価の高騰が暮らしを直撃し、人々の不安は高まっていきました。
そんなとき、
「隣人に対する心持ちを薄れさせず、
お互いに頼もしい隣人となりましょう」
初代理事長・能勢克男が呼びかけ、京都生協は設立しました。
これまでも、これからも一人ひとりが

「エリア会」
エリアメンバーに登録後、同じ地域の
メンバーとともに生協や商品、社会の
ことについて学びます。交流会や学習
会の企画にもチャレンジします。
活動援助：毎月 5,000 円支給
（オンライン通信費もサポート）

『頼もしき隣人』であり続けることで、

「コープクラブ」
組合員が自分の興味関心にもと
づき学んだり・教え合ったりと、
いろいろなことにチャレンジでき
ます。組合員が 3 人以上集まれ
ば結成できます。

くらしの助け合いの会

暮らしや地域、世界の中で、人々がつながりあい、

「テーマ・コミュニティ」
京都生協の方針に沿った、社会
的な課題をテーマとした学びの
場です。組合員 5 人以上で登録
できます。

力を寄せ合って、希望ある社会をつくってゆきます。

今日の出会いを大切に、あなたにぴったりの
コープのある暮らしをともにつくってみませんか。

はじまるばこ

買い物、食事づくり、掃除や洗濯、子育て家
庭のサポートなど「ちょっとしたお手伝い」を組
合員どうしで助け合う会員制の有償ボランティ
ア活動を行っています。

育児に便利なグッズを詰め込んだ BOX
を、京都で産まれた赤ちゃんみんなに無
料でプレゼント。

コープのしくみ
コープは自分たちの組織として
みんなの力を合わせて運営しています。

お申し込み
はこちら

ら
0 0 円か
1 時間 9 可 能
用
ご利

出資金

「出資金」はコープを
動かす原動力
支部やお店をつくったり、商

品の仕入れ・開発に必要な

京都生協のロゴが新しくなりました！

地 域
暮らしを豊かにするコ
ミュニティ、明るく楽しく
開かれた自由な場

資金です。

食育・子育てひろば
親子で参加できる活動もあります。
新型コロナウイルス
感染症対策のため、
開催を中止する場合
があります。
お問い合わせ

☎ 075-465-6886 くらしの助け合いの会事務局
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利 用

運 営

利用することでよりよく

組合員の声が反映

一人ひとりがコープの商品や

出資金の使い道や商品のこと

サービスを「利用」することで、

など、みんなで意見を出し合

よいものをより安く仕入れたり、

う民主的な「運営」で、組合

品質の改善ができます。

員の声を反映します。

KYOTO COOP

地 球

おいしいを届ける私た

グローバルな視点で暮

ち、希望をつくる私たち

らしを支え、持続可能
な世界の実現に貢献

2021年から順次切り替え中です
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京都生活協同組合
ウェブサイト ▶

コープのお店、

組合員活動ブロックの
アカウント公開中！

お問い合わせ
組合員コールセンター

0120-11-2800
受付時間
月～金曜
土曜

8：45 ～ 21：00
9：00 ～ 17：30（日曜休）

