
大好評
！

これからもより安全・安心に配慮した商品をお届けします！

コープデリ連合会の商品政策※に
共感・賛同し、統一することになりました！

※商品供給の考え方・基準を表したもの

□「6つの柱」の考え方を基本としたコープデリ連合会の商品政策に統一します！
□食品添加物に対する基本的な考え方もコープデリ連合会と統一しました！

□商品の検査はコープデリ連合会の「商品検査センター」を活用します！

注文書は今まで通り、通い袋に入れて
提出をお願いします。

CO・OPDELI MEALKIT
メニュー数が
増えました♪

赤ちゃんとその家族を応援！

きらきらBaby & Kids
地方の名産品や

専門店の味をご案内♪

ぐるめぐり

毎日のくらしに役立つ品 を々ご紹介

日用ざっか広場
これま

で以上に
品ぞろえが豊富になります！

クルコだより総集編クルコだより総集編

ビニール袋で個別に
包装してお届けします！

産直品はもちろん、
自然解凍でOKな冷凍おかずなど

便利な商品が満載！
メインの商品カタログ

週刊KuruCo

リニューアルニュースリニューアルニュース



こえのポスト

月度請求書

引落結果

宅配通知メール登録について

POINT4

POINT

見やすく大きくなった注文用紙！見やすく大きくなった注文用紙！1
POINT

お届け明細書兼請求書も新しくなりました！お届け明細書兼請求書も新しくなりました！3

POINT

ほぼすべての金融機関をお選びいただけます！ほぼすべての金融機関をお選びいただけます！4

お支払金融機関 利用代金

組合員の皆さまからの要望にお応えしてほぼ全ての金融機関（一部除く）で
口座振替登録できるようになりました。ネット銀行をはじめ全国の銀行・信
金・信組・労金・農協・ゆうちょの利用が可能です。

前月21日から当月20日の
1カ月間となります。

毎月6日から5日になります。

インターネットバンクなど
他の金融機関もご利用いただけます。

コンビニ支払いより
手間いらずね

内容が整理されてて
わかりやすい

注文書の文字が小さくて読
みづらいという声に応え、紙
サイズを大きく一新！文字も
従来より大きくなり、注文書
の記入がしやすくなりました。

原寸大

［ 1枚目 ］ うら面

［ 2枚目～ ］

お届け明細 引落予定金額

商品のお詫びとお知らせ

受付情報

ポイントのご案内

ポイントステージのご案内

コープからのお知らせ

※名前の漢字は旧字体は
　使用できなくなります。（　・髙など）

名前の記載位置が変わります。

組合員コードが８ケタから１０ケタになります。

2 9 今までの組合員コード８ケタ+
先頭に“29”が付きます。

常温品 冷蔵品

冷凍品 農産品

=

=

=

=

POINT

申込方法にコープデリeフレンズが加わりました！申込方法にコープデリeフレンズが加わりました！2

LINEまたはコープデリアプリ、インターネットからご注文いただくにはコープデリeフレンズヘの利用登録をお願いします。

インターネットでご注文

コープデリ 検索

検索クルコ

『コープデリeフレンズ』の画面から
ご注文いただけます。

注文番号を入力するだけ！
お気に入りの商品をすぐに注文できる！
おすすめ商品情報をいち早くGET!スマートフォン タブレット

でご注文

ラク
ラク
!

カン
タン

!

パソコン スマートフォン タブレット

8月26日（月）AM5：00から
注文受付開始！

注文受付開始に先がけ、8月15日（木）から「利用登録」が開始しています。
この機会にぜひご登録をお願いします。
※今までのサイトとは異なりますので、新たに利用登録（無料）をお願いします。

スマートフォンからの
「利用登録」はコチラ！

パソコンからの「利用登録」は、
クルコホームページから
登録ページへお進みください。

お買い物に迷ったら．．．
「みんなのおすすめコメント」を参考に！

8週先の商品までチェックできます！

合計金額と注文履歴が
分かります！

注文書提出日（配達日）の
翌々日2：00まで注文できます！

アレルゲン情報を登録できます！

買い忘れ防止の便利な機能！

❶ ❷

［ 1枚目 ］ おもて面

基本情報 ポイント使用
申し込みのご案内

電話番号のご案内

クーポン

お問合せ先

※クーポンは11月頃を予定しています。

※登録のお手続きは配達担当者またはクルココールセンターへお問い合わせください。

※口座振替ができなかった場合は同月内（16日～19日）に再振替となります。
※再度振替ができなかった場合は受注・配達停止となり、コンビニ振込用紙により振り込み
　（実費相当の手数料411円加算）をお願いします。

ご請求期間の範囲は

口座振替日は

お届け時の箱に貼ってあるラベルシールの商品カテゴリー表示が変わります。
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月度請求書
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宅配通知メール登録について
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見やすく大きくなった注文用紙！見やすく大きくなった注文用紙！1
POINT

お届け明細書兼請求書も新しくなりました！お届け明細書兼請求書も新しくなりました！3

POINT

ほぼすべての金融機関をお選びいただけます！ほぼすべての金融機関をお選びいただけます！4

お支払金融機関 利用代金

組合員の皆さまからの要望にお応えしてほぼ全ての金融機関（一部除く）で
口座振替登録できるようになりました。ネット銀行をはじめ全国の銀行・信
金・信組・労金・農協・ゆうちょの利用が可能です。

前月21日から当月20日の
1カ月間となります。

毎月6日から5日になります。

インターネットバンクなど
他の金融機関もご利用いただけます。

コンビニ支払いより
手間いらずね

内容が整理されてて
わかりやすい

注文書の文字が小さくて読
みづらいという声に応え、紙
サイズを大きく一新！文字も
従来より大きくなり、注文書
の記入がしやすくなりました。

原寸大
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お届け明細 引落予定金額

商品のお詫びとお知らせ

受付情報

ポイントのご案内

ポイントステージのご案内

コープからのお知らせ

※名前の漢字は旧字体は
　使用できなくなります。（　・髙など）

名前の記載位置が変わります。

組合員コードが８ケタから１０ケタになります。

2 9 今までの組合員コード８ケタ+
先頭に“29”が付きます。

常温品 冷蔵品

冷凍品 農産品
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POINT

申込方法にコープデリeフレンズが加わりました！申込方法にコープデリeフレンズが加わりました！2

LINEまたはコープデリアプリ、インターネットからご注文いただくにはコープデリeフレンズヘの利用登録をお願いします。

インターネットでご注文

コープデリ 検索

検索クルコ

『コープデリeフレンズ』の画面から
ご注文いただけます。

注文番号を入力するだけ！
お気に入りの商品をすぐに注文できる！
おすすめ商品情報をいち早くGET!スマートフォン タブレット

でご注文

ラク
ラク
!

カン
タン

!

パソコン スマートフォン タブレット

8月26日（月）AM5：00から
注文受付開始！

注文受付開始に先がけ、8月15日（木）から「利用登録」が開始しています。
この機会にぜひご登録をお願いします。
※今までのサイトとは異なりますので、新たに利用登録（無料）をお願いします。

スマートフォンからの
「利用登録」はコチラ！

パソコンからの「利用登録」は、
クルコホームページから
登録ページへお進みください。

お買い物に迷ったら．．．
「みんなのおすすめコメント」を参考に！

8週先の商品までチェックできます！

合計金額と注文履歴が
分かります！

注文書提出日（配達日）の
翌々日2：00まで注文できます！

アレルゲン情報を登録できます！

買い忘れ防止の便利な機能！

❶ ❷

［ 1枚目 ］ おもて面

基本情報 ポイント使用
申し込みのご案内

電話番号のご案内

クーポン

お問合せ先

※クーポンは11月頃を予定しています。

※登録のお手続きは配達担当者またはクルココールセンターへお問い合わせください。

※口座振替ができなかった場合は同月内（16日～19日）に再振替となります。
※再度振替ができなかった場合は受注・配達停止となり、コンビニ振込用紙により振り込み
　（実費相当の手数料411円加算）をお願いします。

ご請求期間の範囲は

口座振替日は

お届け時の箱に貼ってあるラベルシールの商品カテゴリー表示が変わります。
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0120-025-261

ほぺたんです
ほぺたんのからだ

チャームポイントは

ピンク色をした

かわいいほっぺ！

5さい年齢

100cmくらい
身長

元気な男の子
性別

プロフィール

ほぺたんのすきなもの

あこがれの
コープデリの
宅配員さん

おいしいお野菜
愛犬とのさんぽ
特技の鼻歌作曲

キャラクター
コープデリグループの

母子手帳交付から
3歳未満の
お子さまがいる方

3歳から小学校入学前のお子
さまがいる方

（お申込から小学校入学を
迎える年の3月末日まで）

赤ちゃん
割引

世帯全員（単身世帯を含む）
が満65歳以上の場合

シルバー
割引

組合員または同居の家族 が
障がい者手帳もしくは療育手
帳をお持ちの方・「要介護」を
受けている方・特定疾患受給
者証をお持ちの方

ふれあい
割引

自然災害の被災により「り災
証明書交付」を受けている方
（交付日から1年以内）

自然災害
割引

子育て割引

●2019年9月1回［9月2日（月）］から名称が変わります！ 〈個人宅配通常1回200円［基本手数料80円、配達手数料120円］（税抜）〉

※申請のお手続きは配達担当者またはクルココールセンターまでお問い合わせください。
※ペア宅配は今まで通りです。

〈旧マタニティベビーサポート〉

〈旧キッズサポート〉

〈旧スマイルサポート〉 〈新　設〉
旧シニアサポート
旧シルバーサポート

基本手数料
配達手数料 基本手数料

（税抜）

2年間
（お申込から104週間）

0円

基本手数料
配達手数料
1年間（52週間）

0円80円
配達手数料

0円

Q
おしえてKuruCo

&A
eフレンズは注文書と合わせて使えるの？

お使いいただけます！
Q
A 例えば、注文書を提出したあとに「ひとつ商品を注文し忘

れてしまった～」なんてときでも、eフレンズでの注文が可

能です！
※eフレンズの受付時間は注文書提出日（配達日）の翌々日AM2：00
　までです。

クルコ商品の取り扱いは継続していくの？Q
A

ポイントはどうなるの？

新しい制度になりました！
Q
A ステージの集計期間が1年間から1ヵ月（前月21日

～当月20日）になります。利用方法も広がり、商品

の購入だけでなく、出資金へ増資したり、募金とし

て利用することが出来るようになりました。

また、貯めたポイントは2年間未使用でも出資金と

して振替されるため、失くなることはありません。

POINT

サポートサービスを一新！ お届け手数料が変わります！サポートサービスを一新！ お届け手数料が変わります！5

〈　　　　　　　　　〉

クルコで人気のあった商品は継続していきます！
牛乳やパン、豆腐など日常的に利用する商品は、

リニューアル後もそのままご利用いただけます。

今後ともクルコ商品のご利用をお願いいたします！

手数料も見直し！！

ご請求金額から差し引くことができます。

出資金に増資することができます。

ユニセフなどに募金することができます。

※ポイント使用の注文番号は「お届け明細書兼請求書」でご案内して
おります。

商品の購入

利用代金と精算

出資金へ増資

募金

指定商品を購入することができます。
（ポイントは本体価格に対してのご使用となり、消費税分は
別途請求させていただきます。）

使用方法種類

New!


