マスコットキャラクター

ほぺたん

コープデリグループのマスコットキャラクター
「ほぺたん」
は
おうちで食べるごはんが大好きな、5歳の男の子。
コープデリの配達員さんがくると
「おいしいの、
とどいたよ」
ってパパとママにお知らせするのが楽しみ。
自転車に乗ってお店にお買い物に行くのも大好きです。

ホームページ で
コープみらいをチェック！
コープ みらい

検索

宅配でお買い物

食品や生活雑貨など5,000品目以上の中から
あなたにぴったりの商品を、
くらしにあわせてお届けします。

選 べる 2 つの 宅 配コース
週1回

ウイークリーコープ

週3日から

毎週決まった曜日・時間帯に、食材や日用品をお届
けします。
『ハピ・デリ！』
など多彩な商品カタログか
らご注文ください。
インターネット注文「eフレンズ」
でもご注文いただけます。

デイリーコープ

月〜金のお好きな曜日に、週3日から
お届けします。
●コープデリミールキット
●栄養バランスを考えた夕食用
まいさい

コープデリミールキット

カット済みの野菜、肉・魚、調味ダレのセットを
冷蔵でお届け。メインのおかずがキットを開け
て最短10分ほどでできあがります。

CO･OP きらきらステップシリーズ

弁当
「舞菜（弁当・おかず）」
●エネルギー塩分調整食
など

子育て中のママ＆パパの声から生まれた離乳食・幼
児食。月齢に合わせて使え、
アレンジも自由自在で
す。

調理例

配達に関するお問い合わせは

コープデリコールセンター
千葉エリア 0120-608-215 9時〜20時
埼玉エリア 0120-608-216 土曜9時〜17時
東京エリア 0120-608-217 （日曜休み）

お店でお買い物

デイリーコープ受付センター
0120-502-160
9時〜19時30分
土曜9時〜18時（日曜休み）

人気のコープ商品や産直品はもちろん、毎日のくらしに
役立つ商品をバラエティー豊かに取りそろえています。
スーパーマーケットタイプのコープ店、コンパクトなミニ
コープ店があります。
スマートフォン用お店アプリ
「お店ナビコープデリ」
アプリでお得な情報を
キャッチ！

ほぺたんカード

電子マネー機能付きポイントカード
「ほぺたん
カード」なら、小銭いらずでお買い物ラクラク！

ほぺたんカードお問い合わせセンター
0120-725-905 9時〜18時（日曜休み）

くらしと未来にやさしいエネルギーを選ぼう！

コープデリ
でんき・ガス

コープデリ
商品検査センター

自分にふさわしい電気・ガスを消費者が選ぶ時代。
組合員の皆さんに、
くらしと未来にやさしい
“エネルギー”を提供します。

● 商品の残留農薬、
添加物、
放射性物質
などの検査や、
店頭での衛生状態を
チェックしています。
● 法律やコープの基準に適合しているか、
確認しています。
● 検査の様子を見学いただけます。

※コープデリガスの提供は、
東京ガス提供エリアが対象です。

コープデリでんき・ガス コールセンター
0120-362-700 9時〜18時（日曜休み）

見学に関するお問い合わせは

コープデリ商品検査センター
048-782-5132

10時〜17時
（土曜・日曜・祝日休み）

アプリのご利用は
こちらから

介護サービス

「住み慣れた自宅や地域で、自分らしいくらしを続けたい」という思い
を大切に、福祉事業を行っています。
ケアプラン作成、ホームヘルパー・看護師派遣、デイサービス
利用者・ご家族の気持ちに寄り添い、
自立につながる支援を目指しています。

サービス付き高齢者向け住宅「コープみらいえ」
バリアフリーの設備や見守りサービスで、高齢者が安心して暮らせる賃貸の住まいです。

（看護）小規模多機能ホーム「コープ夢みらい」
自宅で暮らしながら
「通い」
「訪問」
を利用したり、必要に応じて
「泊まり」が利用できるサービスです。

障害福祉サービス
介護に関するお問い合わせ・ご相談は

※地域によりご利用いただけるサービスが異なります。
詳しくはホームページをご覧いただくか、右記までご相談ください。

参加してみよう！

福祉事業（本部）048-755-9801

9時〜18時（土曜・日曜・祝日休み）

コープみらいには、一 人ひとりの「○○したい」
という気 持ちを大 切にした、つながりの場がた
くさん広がっています。
※状況によりオンラインで開催する場合や、活動を休止・延期する場合が
あります。最新の情報は下記までお問い合わせください。

みらいひろば

子育てのひろば

●どなたでも参加できる、商品や地域の情報交換、交流の場です。
●あなたの住む地域で毎月開催！初めてでも１人でもお気軽に参加できます。
●くらしの交流や情報が
いっぱい！
●コープの商品などを
かこんで楽しくおしゃべり
できます。
●申し込み不要、
参加費無料、
託児のある会場もあります。

子育て中の皆さんが自由に集まっておしゃべりしたり、子
どもを遊ばせたりできる場所です。子ども同士や親子の
ふれあいの場、子育て中の方との出会いの場として気軽
に遊びに来てく
だ さい。お 店 や
宅 配 センタ ー、
コーププラザ、地
域の施設などで
開催しています。

地域クラブ
地域で交流・活動をすすめるグループ活動です。
テーマを決めて登録すると、活動費用などの補助
を受けることが
できます。

産地や工場の見学会、商品について学べる場、
食育や子育て、環境、防災、平和など、食やくら
しに関わるさまざまな企画を開催しています。
まずは開催予定をチェック！
お問い合わせは
千葉県本部 参加とネットワーク推進部

ホーム
ページ
ブロック
ニュース

0120-929-068

埼玉県本部 参加とネットワーク推進部

048-839-2711

東京都本部 参加とネットワーク推進部

03-3382-5665

9時〜17時（土曜・日曜・祝日休み）

コープみらいカルチャー
ダンスや絵画・手芸・
料理など、
多彩な講座
をご案内しています。
健康で楽しく、学びあ
う心を大切に、
より豊
かなくらしをサポート
しています。
※埼玉・東京エリアで開催しています。

コープみらいの
くらしのたすけあいの会
高齢・障がい・病気・けが・
子育て中など、
くらしの中
でちょっと手助けが必要
な組合員と、少しならお手
伝いできるという組合員
が助け合う取り組みです。

広報誌
『コープみらい』

情報紙
『インフォメーション』

お問い合わせは
千葉エリア
くらしのたすけあいの会 おたがいさま
0800-500-2647 9時〜17時（土曜・日曜・祝日休み）
埼玉エリア
くらしのたすけあいの会 ミニハート
048-839-1402 9時〜17時（土曜・日曜・祝日休み）
東京エリア
くらしのたすけあいの会 プチトマトの会
03-3382-5700 9時30分〜17時（土曜・日曜・祝日休み）

コープみらいは、みんなで出資・利用・運営することで、
願いをかなえていく組織です
ご加入時にお預かりする出資金は、商
品開発や宅配・店舗の運営、組合員活
動の支援などに活用されます。
※出資金は脱退時にお返しします。

利用
出資

出資金と組合員資格について

コープ組合員情報センター
0120-677-300

運営

9時〜18時（日曜休み）

商品やサービスをみん
なで利用することで、
よ
りよい商品・サービスに
つながります。

運営の主役は組合員。
いただい
た声を受け止め、商品やサービ
スの改善に生かしています。

コープにいがた

コープみらいは、
コープデリグループの
一員です
コープデリグループは、組合員
のくらしへの貢献を目指して、
関東信越の生協とコープデリ
連合会で構成されています。

コープクルコ

コープぐんま

とちぎコープ

コープながの

いばらきコープ

コープみらい
コープデリグループ

※コープみらいは、千葉県・埼玉県・東京都を
事業エリアとしています。

理念

ビジョン2025

食卓を笑顔に、地域を豊かに、
誰からも頼られる生協へ。
コープみらいは
ビジョン2025の取り組みを通して

エスディージーズ

S DGs（持続可能な開発目標）の
達成を目指します

SDGsは、2030年までに持続可能な世界の実現を目指す国際
目標です。
コープみらいの「ビジョン2025」
とSDGsの考え方や目指す方
向は同じです。コープみらいは、事業と活動を通じて、全国の生
協や行政・諸団体と協同し、SDGsの達成を目指します。

取り組み例
食卓を笑顔に

コープみらいは、商品の開発と
提供を通じて、
つくる人・つかう
人の双方の立場から、責任あ
る事業と活動を進めています。

コープみらいは、地域に暮らす
さまざまな立場の人たちが互
いに支え合い、誰もが安心し
て暮らせる豊かな地域づくり
を目指しています。

地域を豊かに

消費にもっとエシカルの視点を

組合員同士でささえあう奨学金給付事業

●トキを大空へ羽ばたかせたい
〜佐渡トキ応援お米プロジェクト〜
新潟佐渡コシヒカリ商品のご利用に応じて、売り
上げの一部を
「佐渡市トキ環境整備基金」に寄付
し、
「 環境にやさしい佐渡米づくり」
「 生きものをは
ぐくむための環境づくり」に役立てています。

ひとり親または両親がいない高等学校・高等専門学校生を対象に、返済不
要の奨学金給付事業を行っています。奨学金は、趣旨に賛同いただいた組合
員
（奨学金応援サポーター）
による募金で成り立っています。
※この事業は一般財団法人コープみらい社会活動財団が行っています。

●生きもののつながりを守りたい
ちゅ

〜美ら島応援もずくプロジェクト〜
沖縄・伊平屋島産もずく商品1点お買い上げにつ
き1円を
「美ら島応援基金」に寄付し、島の美しい
自然環境を保護する活動に役立てています。

※商品の一例

高校生

組合員のひとり親
家庭などの子ども

加入事業所

●発行／生活協同組合コープみらい 2021 年 3 月
●編集／コミュニケーション推進部
〒 336-8523 埼玉県さいたま市南区根岸 1-5-5

奨学

金給付事業

(返済不要)

給付

募金

毎月1万円
3年間※

毎月1口
100円~

※新入学生の場合

奨学金
応援サポーター

コープみらいの組合員

