
1 カレンダー配布 1 1 2 1 店休日 2 店休日 3 カレンダー配布

4 カレンダー配布 5 チャージの日 6 コプカの日 7 コプカの日 8 ポイント5倍 9
米ポイント10

倍 10 コプカの日

11 ポイント5倍 12 20％割引券使用日 13 20％割引券使用日 14 20％割引券使用日 15 ゴールドセール 16
雑貨ポイント10

倍 17 ポイント5倍

18
卵　16時～
タイムセール 19 20％割引券使用日 20 20％割引券使用日 21 20％割引券使用日 22 ポイント5倍 23

酒ポイント10
倍 24 ポイント7倍

25 ５％ＯＦＦ 26 20％割引券使用日 27 20％割引券使用日 28 20％割引券使用日 29 ポイント5倍 30 コプカの日 31 ポイント5倍

１月
≪営業時間のご案内≫
1月3日　9：00～

20：00
4日～9：00～22：00
焼山・東広島・安東・
五日市北・高陽・船越・

西風新都

日曜日月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

ポイント5倍・福袋

卵　特売

農産ぶち安

卵特売

水曜どっかん市 木曜パンの日 卵　特売

魚･肉よりどり3P 1000円 土曜鮮魚市

20時まで営業

お米の特売

お米の特売

お米の特売

冷食４割引 卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ 水曜どっかん市 コプカの日 チャージの日 お米の特売

魚･肉よりどり3P 1000円 木曜パンの日 卵特売・ぶち安八百屋市 土曜鮮魚市

水産ﾊﾞｲﾔｰ激推し

お米の特売

お米の特売コプカの日 コプカの日 木曜パンの日 卵　特売 COマルチアイス４割引

節分ご予約受付は水曜どっかん市 ぶち安八百屋市

1月24日（日）まで魚･肉よりどり3P 1000円 水産ﾊﾞｲﾔｰ激推し 土曜鮮魚市

お米の特売チャージの日 卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ 水曜どっかん市 コプカの日 ぴゅあ咲鶏2割引 お米の特売

土曜鮮魚市魚･肉よりどり3P 1000円 木曜パンの日 卵　特売

ぜったい自慢 1/11～1/19「コープヌードル各種（7種類）」「COテリヤキミートボール」、1/15～1/23「COココア・COレギュラーコーヒー（400ｇ）」

ぜったい自慢 1/6～1/14「コープファミリー（均一菓子）」

ぜったい自慢 ～1/19「コープヌードル各種（7種類）」「COテリヤキミートボール」、～1/23「COココア・COレギュラーコーヒー（400ｇ）」、1/20～1/23「あじわい豚」

ぜったい自慢 1/20～1/31ＣＯ電子レンジにも強いラップ（5SKU） 、1/24～1/31「フリーズドライスープ（10食）」 、1/24～2/4 「COドライパック（パウチ）」

あけましておめでとうございます。本年もコープのお店をよろしくお願いいたします。

◆1/3（日）・1/4（月）に「20%割引券付お買い物カレンダー」を配布します。

使用日はカレンダーに記載のあるそれぞれいずれか1日です。 ※1000円以上お買い上げの組合員さん対象です。

◆もうすぐ節分です。恵方巻きのご予約は24日（日）まで！今年もコープ自慢の恵方巻きをご賞味くださいませ。

※カレンダー記載の内容は変更になる場合がございます。

誠に勝手ながら1/1（金）、1/2（土）は

全店お正月につきお休みをいただきます。

電子マネーカード CoPuCa(コプカ)への切替はお済みですか？

コプカに切り替えていただくとお得がいっぱい♪

①コプカの日にコプカカードでお支払いいただくとポイントが2倍！！

②毎月5日・15日・25日はチャージの日！

※コプカへの切り替えはＳＣにて承っております。

★1月３日・・・ポイント5倍、福袋、カレンダー配布

★１月１１日（月）・・・冷凍食品全品4割引き、ポイント5倍！！

★１月2４日（日）・・・ポイント7倍です！

🎍1月のイベント情報🎍



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 米ポイント10倍

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

14 ポイント5倍 15 ゴールドセール 16 20％割引券使用日 17 20％割引券使用日 18 20％割引券使用日 19 ポイント5倍 20 雑貨ポイント10倍

21 ポイント5倍 22 20％割引券使用日 23 20％割引券使用日 24 20％割引券使用日 25 ５％ＯＦＦ 26 ポイント5倍 27 コプカの日
COﾏﾙﾁｱｲｽ４割引

28 ポイント5倍 29 ポイント5倍 30 ５％ＯＦＦ 31 コプカの日 32
とくとく
ポイント市 33 ポイント5倍 34 畜産Ｐ５倍

PayPayクーポン
10％還元！

PayPayクーポン
10％還元！

PayPayクーポン
10％還元！

お米の特売

お米の特売

オタフク　お好みｿｰｽ 水曜どっかん市 ＣＯフリーザーバッグ中 森永　マリー 土曜鮮魚市

抽選会 チャージの日 卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ 木曜パンの日 卵　特売

鮮魚市・米特売卵　特売

お米の特売 水曜どっかん市 木曜パンの日

刺身・生食よりどり2P1000円 卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ コプカの日 コプカの日 チャージの日

米特売・CO化粧品20%OFF 卵　特売

土曜鮮魚市

刺身・生食よりどり2P1000円 魚･肉よりどり3P 1000円 木曜パンの日 水産ﾊﾞｲﾔｰ激推し お米の特売

冷凍食品全品４割引 チャージの日 卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ 水曜どっかん市 コプカの日 ぶち安八百屋市

魚･肉よりどり3P 1000円 卵　特売

土曜鮮魚市

水曜どっかん市 水産ﾊﾞｲﾔｰ激推し お米の特売

お米の特売 卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ コプカの日 木曜パンの日 ぶち安八百屋市

魚･肉よりどり3P 1000円 お米の特売

節分（恵方は南南東） 卵　特売

ポイント5倍

土曜日日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

2月
≪営業時間のご案内≫
９：００～２２：００

東広島・安東
五日市北・高陽・船越

西風新都

コプカの日
ポイント5倍

水曜どっかん市 木曜パンの日 土曜鮮魚市

卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ

ぜったい自慢 ～2/18「ＣＯスライスチーズ」、2/14～2/23「ＣＯ種ぬきプルーン」「CO淡塩さば」、2/19～2/28「ＣＯ中華丼の具」「ＣＯドライパック」

ぜったい自慢 ～2/9「ＣＯ冷凍若鶏から揚げ」、～2/13「COファミリーチョコレート」、2/10～2/18「ＣＯスライスチーズ」

ぜったい自慢 2/14～2/23「ＣＯ種ぬきプルーン」「CO淡塩さば」、2/19～2/28「ＣＯ中華丼の具」「ＣＯドライパック」2/24～3/4「五目ちらしの素・こうや豆腐・いなり揚げなど」

ぜったい自慢 2/1～2/9「ＣＯ冷凍若鶏から揚げ」「ＣＯスープカップ」、2/5～2/13「ＣＯファミリーチョコレート」

２月２日（火）は節分の日！

今年の恵方は「南南東」

♪♪2/1（月）～2/2（火）に「20%割引券付お買い物カレンダー」を配布します♪♪

使用日はカレンダー記載のそれぞれいずれか1日です。 税込1000円以上お買い上げの組合員さんが対象です。

※カレンダーの内容は変更になる場合があります。

♪♪毎月5日よりレジにてご利用感謝クーポンが発券されます。お買い物の際はコープカードをレジにご提示ください♪♪

2月のイベント情報
★２月１４日（日）・・・ポイント5倍、冷凍食品全品4割引き！！

★２６日（金）・２７日（土）・２８日（日）は、

ＰａｙＰａｙクーポン１０％還元！！

※ 詳しくはサービスカウンターまでお越しください。

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



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 米ポイント10倍

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

14 ポイント7倍 15 ゴールドセール 16 20％割引券使用日 17 20％割引券使用日 18 20％割引券使用日 19 ポイント5倍 20 雑貨ポイント10倍

21 ポイント5倍 22 20％割引券使用日 23 20％割引券使用日 24 20％割引券使用日 25 ５％ＯＦＦ 26 ポイント5倍 27 コプカの日
COﾏﾙﾁｱｲｽ４割引

28 ポイント5倍 29 ポイント5倍 30 ５％ＯＦＦ 31 コプカの日 32
とくとく
ポイント市 33 ポイント5倍 34 畜産Ｐ５倍

お米の特売

お米の特売

オタフク　お好みｿｰｽ 水曜どっかん市 ＣＯフリーザーバッグ中 森永　マリー 土曜鮮魚市

PayPayクーポン
10％還元！

抽選会 チャージの日 卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ 木曜パンの日 卵　特売

鮮魚市・米特売卵　特売

PayPayクーポン
10％還元！お米の特売 水曜どっかん市 木曜パンの日

刺身・生食よりどり2P1000円 卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ コプカの日 コプカの日 チャージの日 PayPayクーポン
10％還元！

米特売・CO化粧品20%OFF 魚･肉よりどり3P 1000円 卵　特売

土曜鮮魚市

刺身・生食よりどり2P1000円 コプカの日 卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ 水曜どっかん市 木曜パンの日 水産ﾊﾞｲﾔｰ激推し お米の特売

冷凍食品全品４割引 チャージの日 コプカの日 コプカの日 コプカの日 ぶち安八百屋市

魚･肉よりどり3P 1000円 卵　特売

土曜鮮魚市

水曜どっかん市 水産ﾊﾞｲﾔｰ激推し お米の特売

お米の特売 卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ コプカの日 木曜パンの日 ぶち安八百屋市

卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ 魚･肉よりどり3P 1000円 お米の特売

節分（恵方は南南東） 卵　特売

2月
≪営業時間のご案内≫
９：００～２２：００

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

コプカの日
ポイント5倍

水曜どっかん市 木曜パンの日 ポイント5倍
土曜鮮魚市

ぜったい自慢 ～2/18「ＣＯスライスチーズ」、2/14～2/23「ＣＯ種ぬきプルーン」「CO淡塩さば」、2/19～2/28「ＣＯ中華丼の具」「ＣＯドライパック」

ぜったい自慢 ～2/9「ＣＯ冷凍若鶏から揚げ」、～2/13「COファミリーチョコレート」、2/10～2/18「ＣＯスライスチーズ」

ぜったい自慢 2/14～2/23「ＣＯ種ぬきプルーン」「CO淡塩さば」、2/19～2/28「ＣＯ中華丼の具」「ＣＯドライパック」2/24～3/4「五目ちらしの素・こうや豆腐・いなり揚げなど」

ぜったい自慢 2/1～2/9「ＣＯ冷凍若鶏から揚げ」「ＣＯスープカップ」、2/5～2/13「ＣＯファミリーチョコレート」

２月２日（火）は節分の日！

今年の恵方は「南南東」

♪♪2/1（月）～2/2（火）に「20%割引券付お買い物カレンダー」を配布します♪♪

使用日はカレンダー記載のそれぞれいずれか1日です。 税込1000円以上お買い上げの組合員さんが対象です。

※カレンダーの内容は変更になる場合があります。

♪♪毎月5日よりレジにてご利用感謝クーポンが発券されます。お買い物の際はコープカードをレジにご提示ください♪♪

2月のイベント情報

★２月１４日（日）・・・ポイント7倍、冷凍食品全品4割引き！！

★２６日（金）・２７日（土）・２８日（日）は、

ＰａｙＰａｙクーポン１０％還元！！

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


