
1 カレンダー配布 2 カレンダー配布 3 コプカの日 4 コプカの日 5 チャージの日 6 ポイント5倍 7
酒

ポイント10倍

8 ポイント5倍 9 20％割引券使用日 10 20％割引券使用日 11 20％割引券使用日 12 コプカの日 13 ポイント5倍 14
米

ポイント10倍

15 ゴールドセール 16 コプカの日 17 20％割引券使用日 18 20％割引券使用日 19 20％割引券使用日 20 ポイント5倍 21
雑貨

ポイント10倍

22 ポイント７倍 23 コプカの日 24 20％割引券使用日 25 チャージの日 26 20％割引券使用日 27 ポイント5倍 28 コプカの日

29 ポイント5倍 30 コプカの日 31 20％割引券使用日 32 コプカの日 33 コプカの日 34 ポイント5倍 35
水産・畜産・
冷食Ｐ10倍

お米の特売

土曜鮮魚市

均　一　祭 魚･肉よりどり3P 1080円

卵　特売

お米の特売

肉の日　あじわい豚
全品2割引

卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ 均　一　祭 水曜どっかん市

こどもの日限定
福袋販売

お米の特売

魚･肉よりどり3P 1080円

スーパー均一祭 水曜どっかん市

お米の特売 卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ スーパー均一祭 ポイント5倍 卵　特売 土曜鮮魚市

水産ﾊﾞｲﾔｰ激推し

お米の特売

お米の特売 卵　特売

均　一　祭 魚･肉よりどり3P 1080円 水産ﾊﾞｲﾔｰ激推し

卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ 均　一　祭 水曜どっかん市 ぶち安八百屋市 土曜鮮魚市

お米の特売

お米の特売 均　一　祭

CO化粧品2割引 卵　特売

ぶち安八百屋市/水産激推し

冷凍食品全品４割引 卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ 均　一　祭 水曜どっかん市 厳選・底値市！

土曜鮮魚市魚･肉よりどり3P 1080円

お米の特売均　一　祭 卵　特売

ポイント5倍 卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ 均　一　祭 感謝クーポン発券➡ COマルチアイス４割引 土曜鮮魚市

土曜日日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

５月
≪営業時間のご案内≫
焼山・東広島・安東・
五日市北・高陽・船越
9：00～22：00

チャージの日

厳選・底値市！

厳選・底値市！

ぜったい自慢 ～5/12「ＣＯオリーブオイル」「ＣＯ＆はごろもシーチキン」「COミールキット」、 5/8～5/17「ＣＯトイレクリーナーフローリングトシート」、 5/13～5/21「ＣＯテリヤキミートボール」「ＣＯたこ焼」「ＦＤスープ１０食」

ぜったい自慢 ～5/17「ＣＯトイレクリーナー・フローリングシート」、 ～5/21「テリヤキミートボール」「ＣＯたこ焼」「ＦＤスープ１０食」、 5/18～22「産直つるい牛」

ぜったい自慢 ～5/22「産直つるい牛｣、 5/22～5/31「甘熟高原バナナ」「ＣＯドライパック（缶）」「ＣＯドレッシング」「ＣＯはちみつ」

～5/31「甘熟高原バナナ」「ＣＯドライパック（缶）」「ＣＯドレッシング」「ＣＯはちみつ」

ぜったい自慢 5/1～5/7「ＣＯ朝もぎえだまめ・そのまま枝豆」「ＣＯお茶（ＰＥＴ）」「ＣＯ食塩不使用ナッツ」、 5/5～5/12「ＣＯオリーブオイル」「ＣＯ＆はごろもシーチキン」「COミールキット」

◆４月２２日（金）よりコープアプリ・スマホ決済がスタートしました◆
【コープアプリ】

コープアプリでは火・木限定のお得なクーポン配信や、お買物するたびにスタンプが貯まりクーポンがゲットできる

来店スタンプ機能が登場♪その他便利な機能が盛りだくさんです。 レッツ・ダウンロード！

【スマホ決済】

スマホでのコプカ決済が可能になりました。

また、ペイペイに続き、楽天ペイ、ｄ払い、auペイなど各社のスマホ決済も可能です！（LINEPayは対象外）

◆カレンダーの内容は変更になる場合があります。

電子マネーカード CoPuCa(コプカ)へのチャージは毎月

が お得♪
５日 １５日 ２５日

●梅・らっきょうの予約受付中●

５月１日（日）～５月１５日（日）
※商品によって受付期間・お渡し期間が異なります。

詳細は、予約チラシにてご確認ください。



1 カレンダー配布 2 カレンダー配布 3 コプカの日 4 コプカの日 5 チャージの日 6 ポイント5倍 7 ポイント5倍

8 ポイント5倍 9 20％割引券使用日 10 20％割引券使用日 11 20％割引券使用日 12 コプカの日 13 ポイント5倍 14
米

ポイント10倍

15 ゴールドセール 16 コプカの日 17 20％割引券使用日 18 20％割引券使用日 19 20％割引券使用日 20 ポイント5倍 21
雑貨

ポイント10倍

22 ポイント７倍 23 コプカの日 24 20％割引券使用日 25 チャージの日 26 20％割引券使用日 27 ポイント5倍 28 ポイント5倍

29 ポイント5倍 30 コプカの日 31 20％割引券使用日 32 コプカの日 33 コプカの日 34 ポイント5倍 35
水産・畜産・
冷食Ｐ10倍

魚･肉よりどり3P 1080円 お米の特売

お米の特売

肉の日　あじわい豚
全品30％オフ

卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ 均　一　祭 水曜どっかん市 卵　特売 土曜鮮魚市

均　一　祭

魚･肉よりどり3P 1080円

土曜鮮魚市

スーパー均一祭 水曜どっかん市 お米の特売

お米の特売 卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ スーパー均一祭 ポイント5倍 卵　特売

水産ﾊﾞｲﾔｰ激推し

お米の特売 卵　特売

均　一　祭 魚･肉よりどり3P 1080円 水産ﾊﾞｲﾔｰ激推し お米の特売

卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ 均　一　祭 水曜どっかん市 ぶち安八百屋市 土曜鮮魚市

土曜鮮魚市

CO化粧品2割引 卵　特売 お米の特売

お米の特売 均　一　祭 魚･肉よりどり3P 1080円 ぶち安八百屋市/水産激推し

冷凍食品全品４割引 卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ 均　一　祭 水曜どっかん市 厳選・底値市！ 厳選・底値市！

お米の特売感謝クーポン発券➡

 こどもの日限定福袋販売

均　一　祭 卵　特売

ポイント5倍 卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ 均　一　祭 ポイント5倍 COマルチアイス４割引 土曜鮮魚市

土曜日日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

チャージの日

厳選・底値市！

5月
お買物カレンダー

コープ西風新都
082-849-6333

営業時間 9:00～22:00

ぜったい自慢 ～5/12「ＣＯオリーブオイル」「ＣＯ＆はごろもシーチキン」「COミールキット」、 5/8～5/17「ＣＯトイレクリーナーフローリングトシート」、 5/13～5/21「ＣＯテリヤキミートボール」「ＣＯたこ焼」「ＦＤスープ１０食」

ぜったい自慢 ～5/17「ＣＯトイレクリーナー・フローリングシート」、 ～5/21「テリヤキミートボール」「ＣＯたこ焼」「ＦＤスープ１０食」、 5/18～22「産直つるい牛」

ぜったい自慢 ～5/22「産直つるい牛｣、 5/22～5/31「甘熟高原バナナ」「ＣＯドライパック（缶）」「ＣＯドレッシング」「ＣＯはちみつ」

～5/31「甘熟高原バナナ」「ＣＯドライパック（缶）」「ＣＯドレッシング」「ＣＯはちみつ」

ぜったい自慢 5/1～5/7「ＣＯ朝もぎえだまめ・そのまま枝豆」「ＣＯお茶（ＰＥＴ）」「ＣＯ食塩不使用ナッツ」、 5/5～5/12「ＣＯオリーブオイル」「ＣＯ＆はごろもシーチキン」「COミールキット」

◆４月２２日（金）よりコープアプリ・スマホ決済がスタートしました◆
【コープアプリ】

コープアプリでは火・木限定のお得なクーポン配信や、お買物するたびにスタンプが貯まりクーポンがゲットできる来店

スタンプ機能が登場♪その他便利な機能が盛りだくさんです。 レッツ・ダウンロード！

【スマホ決済】

スマホでのコプカ決済が可能になりました。

また、ペイペイに続き、楽天ペイ、ｄ払い、auペイなど各社のスマホ決済も可能です！（LINEPayは対象外）

◆カレンダーの内容は変更になる場合があります。

●梅・らっきょうの予約受付中●

５月１日（日）～５月１５日(日）
※商品によって受付期間・お渡し期間が異なります。

詳細は、予約チラシにてご確認ください。

☆リニューアル以降、たくさんの組合員さんにご来店、ご利用、応援のお言葉を頂き、誠にありがとうございます。

コープ西風新都では組合員さんに感謝の気持ちを込めて、特別企画を実施します。

第１弾は５/５（木）～５/８（日）までの４日間連続５倍デー♪期間中は福袋やマルチアイス４割引き・冷食４割引きなど

各日スペシャル企画も盛りだくさんです。

第２弾は５/２７（金）～５/２９（日）までの３日連続５倍デー☆コープ西風新都だけの特別企画や特価商品を取り揃えて、

皆様のご来店をお待ちしております！


