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ご注意 注文書は、生協担当者へ
直接お渡しください。

6月までにご注文の場合

7月にご注文の場合

個人情報について

果物をご注文の場合

◦「お届け日指定」がなければ、注文受付後7日〜10日前後のお届けになります。
◦注文書の記入漏れ・不備がありますと、お届けが遅れます。

◦品目によってご注文承り期間、お届け期間が限られます。
　カタログ表記の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を
　ご確認ください。また、お届け日は指定できません。
◦天候等で出荷時期が前後する場合があります。

◦「期間・お届け日指定」がなければ、7月1日より順次お届けします。
◦6月中にお届けをご希望される場合は、注文書の❽「期間・お届け日指定」
　欄で、6月中旬、下旬を選んでいただくか、6月15日以降のお届け日を
　ご指定ください。
◦父の日（6月19日）にお届け希望の場合は、お届け日をご指定ください。
◦父の日にお届けのご注文締切日は6月9日（木）です。

お届け 00月00日までご注文 00月00日締切

■ご注文締切

■早期割引

7月29日㊎まで

7月3 日㊐まで
共同購入・個配は 7月1日㊎まで

贈り主様の郵便番号、住所、氏名、電話番号は、
必ずご記入ください。修正箇所は二本線で消し、
余白に正しくご記入ください。

お預かりした個人情報は、ご利用内容の不明点に関する問い合わせ、商品のお届けとアフターサービス、
今後のご利用情報の提供のために利用いたします。

白紙の注文書、または複数枚数を
提出される場合、組合員番号、お名前を
必ずご記入ください。

注文書が足りない場合は生協担当者にお申しつけください。
複写、コピーしてのご使用はできません。
注文書の「組合員控」は切り取らず提出ください。

　お届け時間について
◦お届け時間帯の指定は、0〜5の数字を記入してください。
　記入がない場合は、「指定なし」となります。
◦配達地域によっては午前中の指定をされても午後からの
　お届けとなる場合があります。

お届けについて
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注文書に必要事項をご記入ください。

1

2

2 1

このカタログの利用に関しては、ご利用生協の宅配事業に関する約款等に基づきます。

お届け先様の郵便番号、電話番号を必ずご記入
ください。住所、氏名は漢字で記入してください。

前回、前々回ご注文いただいた商品です。
今回のご注文は必ず❼にご記入ください。

注文番号、商品名、数量、本体単価、
本体小計は、必ずご記入ください。7

3

13

3
713

お届け期間 6月15日（水）〜8月20日（土） お届け期間指定
◦希望する期間の番号をご記入ください。
注： 　　　     マークの商品は、お届け日指定及び期間指定が
できません。

お届け日指定
◦お届け日は、注文書提出日の10日目以降をご指定ください。
◦お届け日指定は、注文書の「期間・お届け日指定」の欄に
　ご記入ください。6月15日以前は不可。

◦期間指定・お届け日指定いただいても交通事情等で
　遅れる場合があります。

〈お届け日指定記入例〉

8

期間指定
 記入例

上旬＝  1  〜 10 日
中旬＝ 11 〜 20 日
下旬＝ 21 〜月未

（出荷地が関西の場合）
出荷地が関西以外の場合は配送可能エリアが異なります。 
詳しくはコープギフト・お取寄せお問合せセンターまでお問合せください。

沖縄県全域

北海道
全域
青森県・
秋田県

東京都の
離島

鹿児島県の薩摩郡および離島

長崎県の対馬市・五島市・
北松浦郡・南松浦郡

出荷後2日目以降の
お届けになる地域

出荷後3日目以降の
お届けになる地域

◦特に伊豆諸島・小笠原諸島へは、
　冷凍・冷蔵商品のお届けは
　できません。

◦お届け先様が長期不在の場合、
　ご連絡の上、ご依頼主様へ転送
　させていただく場合があります。

◦お届け先様が離島などの場合は、
　お届けまで10日以上かかる
　場合があります。

商品が配達できない地域

北 海 道  利尻郡・礼文郡

東 京 都  伊豆諸島・小笠原諸島

鹿児島県
 喜界町・鹿児島郡・

 大島郡・奄美市

沖 縄 県
 宮古島市・宮古郡・八重山郡・

 北大東村・南大東村

地域の中でも下記地域が対象
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環境に配慮して簡易包装にご協力ください。

簡易包装で
お届け。 短冊のし

簡易包装でお届け
二重包装指定は
できません。

簡易包装でお届け
全包装指定は
できません。

自宅お届け・御供（弔事用）の場合は二重包装でお届けします。

※自宅届けの場合は、注文書の「贈り主届け」欄に
　「0」を記入してください。
※御供（弔事用）の場合は、注文書の「のし」欄で「20」を
　記入してください。
※外側はクラフト紙以外になる場合もあります。

◦宅配伝票が直接商品に貼付されないように包装してお届けします。
◦ご自宅届けの場合でも手提げ袋はお付けできません。

包装について特別にご希望がある場合、希望の
包装番号を「特別指定」欄にご記入ください。

※果物、アイスクリーム、花、箱・発泡・一部簡易包装
　お届け分は全包装・二重包装指定はできません。

二重包装

【
弔
事
の
し
】

【
慶
事
の
し
】

慶事のし
0. 紅白無地のし 6. 暑中御見舞
1. 御中元 7. 御祝
2. のし紙なし 8. 内祝
3. 御礼 9. 御見舞
4. 粗品 10. 快気祝
5. 父の日 11. その他（慶事）

弔事のし
20. 御供（外のし）
21. 粗供養
22. 志
23. その他（弔事）
24. 無地のし（弔事）

◦のしを指定される場合は、「のし」の種類を番号で「のし番号」欄に記入してください。
　記入のない場合は、「紅白無地のし」になります。

◦指定以外の「のし」をご希望の場合は、のし番号「11」または「23」を選び
　「その他表書き」欄に記入してください。【表書きは9文字まで印字可能です。】

◦のしは「内のし」が基本ですが、「御供」など弔事用のしは「外のし」でお届けします。

注文内容・商品のお届け確認、
その他ギフトに関するお問合せは

コープギフト・お取寄せお問合せセンター お問合せ受付時間
◎8月14日まで/［平日・祝日］9：00〜20：00、［土・日］9：00〜18：00
◎8月15日〜/［平日］9：00〜18：00［土・日・祝日は休み］0120-070-665

化粧箱・専用ケースで
お届け。包装はありません。
のしは箱の中の場合が
あります。全包装・
二重包装指定はできません。

発泡スチロールで
お届け。包装はありません。
のしは箱の中の場合が
あります。全包装・
二重包装指定はできません。

包装紙で
完全包装して
お届け。

のし・名入れについて

包装について

名入れが必要な場合は「のし名入れ（お名前）」欄に記入してください。
（縦書きで縦6文字×3列）1₀
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お
支
払

共同購入・個人宅配の方

ご
注
文

注文書は生協担当者に
お渡しください。

店舗サービスカウンター
にてご注文ください。

インターネット・FAX・
電話注文ができます。

商品のお届け後、各月
ごとに請求の上、指定
口座より引き落とし。

インターネット・
FAX注文はできません。

お申し込み時に現金にて
お支払いください。

店舗ご利用の方

ご注文とお支払い方法

お申し込み受付後のキャンセルは原則お受けしておりま
せん。止むを得ない事情によりキャンセルをお受けする
場合がございますので、コープギフト・お取寄せお問合
せセンターまでご連絡ください。

キャンセルについて

請求はお届け後です。

【ご自宅届け】OCR注文書
7月29日（金）まで

FAX注文
5月24日（火）〜7月29日（金）

電話注文
5月23日（月）〜7月29日（金）

注文書(OCR)の6桁の注文番号欄に
ギフトの注文番号をご記入ください。
この場合「ギフト注文書」の提出の必要はあり
ません。提出されますと二重の注文となりま
す。ご注文の商品は、ご自宅（生協にご登録い
ただいている住所）に「紅白無地のし」を貼付
してお届けします。

◦菓子、食品は二重包装（宅配伝票が直接商品に
　貼付されない状態）でお届けします。
◦果物、アイスクリーム、花、箱・発泡・一部簡易
　包装でお届け分は二重包装できません。
◦商品のお届けは7月1日〜8月20日〔6月まで
　にご注文の場合は7月上旬、7月にご注文の
　場合は注文受付後7日〜10日前後のお届け〕
◦手提げ袋はお付けできません。

◦FAX 注文は、注文書の1枚目のみを送信してください。
　FAXの表・裏にご注意ください。

◦FAX 注文後、同じ注文書を生協担当者へ提出しないでください。
二重のご注文となります。

◦受付け確認は翌日までをメドに、コープギフト・お取寄せお問合せ
センターよりフリーダイヤルでご連絡させていただきます。2日以
上連絡がない場合は、下記コープギフト・お取寄せお問合せセンター
フリーダイヤルまでお問合せください。

（期間中無休）

（日・祝日休み）

　　　　　   0120-181-588 

ならコープ商品部ギフト係

※携帯電話及び県外からの方は、０744-32-7448におかけください。

　　　　　   0120-456-188☎

受付時間 / ＡＭ 10：00〜PM 1：00

1

夏ギフトの受付開始は5月16日（月）です。
電話注文の受付開始は5月23日（月）です。

インターネット注文
7月29日（金）まで

eフレンズからご利用ください。
検 索コープきんき　eフレンズ

◦ネット限定品含む約1,000品目
　の中からご注文いただけます。

◦eフレンズへの会員登録が必要と
　なります。会員でない方は、すぐ
　ご登録いただけます。ただし、
　共同購入（班）、地域受取ハウス、
　こまどり便をご利用の組合員様に
　限ります。
◦本誌カタログ掲載本体価格から
　100円OFFでおトクです。
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