
1 カレンダー配布 2 カレンダー配布 3 20％割引券使用日 1 カレンダー配布 2 カレンダー配布 3 ポイント5倍 4
酒ポイント
10倍

5 チャージの日 6 20％割引券使用日 7 20％割引券使用日 8 コプカの日 9 20％割引券使用日 10 ポイント5倍 11
雑貨ポイント

10倍

12 ポイント5倍 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 20％割引券使用日 17 ポイント5倍 18
米ポイント
10倍

19 コプカの日 20 ポイント5倍 21 コプカの日 22 コプカの日 23
冷凍食品

ポイント10倍
24 ポイント5倍 25 チャージの日

26 ポイント5倍 27 20％割引券使用日 28 20％割引券使用日 29
肉の日

あじわい豚 30 20％割引券使用日 31 ポイント5倍 32 コプカの日

土曜鮮魚市

魚･肉よりどり3P 1080円均　一　祭

水産ﾊﾞｲﾔｰ激推し

卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ

均　一　祭

お米の特売

全品20％オフ コプカの日

水曜どっかん市

卵　特売

ポイント5倍
土曜鮮魚市

卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ 均　一　祭 チャージの日 コプカの日

卵　特売 お米の特売

均　一　祭 魚･肉よりどり3P 1080円 水産ﾊﾞｲﾔｰ激推し

均　一　祭 卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ 水曜どっかん市 ぶち安八百屋市

お米の特売

スピードくじ

お米の特売魚･肉よりどり3P 1080円

水曜どっかん市

卵　特売 COマルチアイス４割引

土曜鮮魚市

感謝クーポン発券➡

卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ スーパー均一祭 水曜どっかん市

スーパー均一祭 魚･肉よりどり3P 1080円

冷凍食品全品４割引

お米の特売ポイント5倍

お米の特売 均　一　祭

卵　特売

土曜鮮魚市

均　一　祭

コプカの日

卵　特売魚･肉よりどり3P 1080円

コプカの日 ぶち安八百屋市

水産ﾊﾞｲﾔｰ激推し

土曜鮮魚市

お米の特売

木曜日 金曜日

ポイント5倍 卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ

ビンゴ 水曜どっかん市

９月
≪営業時間のご案内≫
焼山・東広島・安東・
五日市北・高陽・

西風新都
9：00～22：00

月曜日 火曜日 水曜日 土曜日日曜日

お米の特売

お米の特売 コプカの日

厳選！底値市 厳選！底値市

厳選！底値市

均　一　祭

ぜったい自慢 9/15～9/23「ＣＯおいしい赤飯・ご飯・中華丼の具」

ぜったい自慢 ～9/9「ＣＯ大きな果肉のジャム」

ぜったい自慢 ～9/23「ＣＯおいしい赤飯・ご飯・中華丼の具」、 9/24～9/30「ＣＯ生芋板・糸こんにゃく」「ＣＯドライパック」

ぜったい自慢 ～9/30「ＣＯ生芋板・糸こんにゃく」「ＣＯドライパック」

ぜったい自慢 9/1～9/9[CO大きな果肉のジャム」

◆9/1（水）9/2（木）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使用日のそれぞれ、いずれか1日 です。

（1000円以上お買い上げの組合員さんを対象に配布致します。）

◆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お忘れございませんように♪

※カレンダーの内容は変更になる場合があります。

コープのお店のお買い得情報 ９月のイベント情報
キッチングッズアイテムキャンペーンスタート

●ｽﾀﾝﾌﾟ押印期間・・・9/6（月）～12/5（日）まで

●お渡し期間・・・9/6（月）～12/12（日）まで

1,000円お買い上げごとにスタンプ1個押印♪

注文可能数集めていただくと、特別価格にてご購入いただけます。

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



1 カレンダー配布 2 カレンダー配布 3 20％割引券使用日 1 カレンダー配布 2 カレンダー配布 3 ポイント5倍 4
酒ポイント
10倍

5 チャージの日 6 20％割引券使用日 7 20％割引券使用日 8 コプカの日 9 20％割引券使用日 10 ポイント5倍 11
雑貨ポイント

10倍

12 ポイント5倍 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 20％割引券使用日 17 ポイント5倍 18
米ポイント
10倍

19 コプカの日 20 ポイント5倍 21 コプカの日 22 コプカの日 23
冷凍食品

ポイント10倍 24 ポイント5倍 25 チャージの日

26 ポイント5倍 27 生鮮売り尽くし！ 28 生鮮売り尽くし！ 29 生鮮売り尽くし！ 30 休業前最終営業日 31 ポイント5倍 32 コプカの日

改装前の
最終セール
開催中！

改装前の
最終セール
開催中！

9/30(木)は１９時に
閉店いたします

お米の特売

お米の特売 卵　特売 土曜鮮魚市

土曜鮮魚市

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

ポイント5倍お米の特売 均　一　祭 卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ 水曜どっかん市 スピードくじ ぶち安八百屋市

土曜鮮魚市

魚･肉よりどり3P 1080円 お米の特売

お米の特売 均　一　祭 水曜どっかん市

厳選！底値市 卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ 均　一　祭 チャージの日 コプカの日 卵　特売 COマルチアイス４割引

感謝クーポン発券➡ 土曜鮮魚市

厳選！底値市 厳選！底値市

ポイント5倍 スーパー均一祭 魚･肉よりどり3P 1080円 卵　特売 お米の特売

魚･肉よりどり3P 1080円

水産ﾊﾞｲﾔｰ激推し

冷凍食品全品４割引 卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ スーパー均一祭 水曜どっかん市

火曜日 水曜日

コプカの日 ぶち安八百屋市

均　一　祭

お米の特売 均　一　祭 ビンゴ 水曜どっかん市

卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ コプカの日

お米の特売

改装前の
最終セール
開催中！

木曜日 金曜日 土曜日月曜日

卵　特売

ポイント5倍

９月
≪営業時間のご案内≫

コープ船越
082-821-3160
9：00～22：00

※9/30（木）は
19時閉店です。

土曜鮮魚市

日曜日

ぜったい自慢 9/15～9/23「ＣＯおいしい赤飯・ご飯・中華丼の具」

ぜったい自慢 ～9/9「ＣＯ大きな果肉のジャム」

ぜったい自慢 ～9/23「ＣＯおいしい赤飯・ご飯・中華丼の具」

ぜったい自慢 9/1～9/9「CO大きな果肉のジャム」

◆9/1（水）9/2（木）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使用日のそれぞれ、いずれか1日 です。

（1000円以上お買い上げの組合員さんを対象に配布致します。）

◆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お忘れございませんように♪

◆月末のレシート抽選会は船越を除きますのでご了承くださいませ。
※カレンダーの内容は変更になる場合があります。

コープ船越のお買い得情報 ９月のイベント情報

≪コープ船越 営業時間変更と休業のお知らせ≫

9月30日（木）は閉店時間を変更し、19時に閉店致します。

また、改装工事の為、10月1日（金）より休業致します。

ご迷惑をお掛けし、大変申し訳ございません。

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 ポイント5倍

4 均一祭 5 6 水曜どっかん市 7 コプカの日 8 ポイント5倍 9
酒ポイント　

10倍
10 ポイント5倍

11 コプカの日 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 20％割引券使用日 19 20％割引券使用日 20 20％割引券使用日 21 コプカの日 22 ポイント5倍 23
米ポイント　　

10倍
24 ポイント5倍

25 チャージの日 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
冷凍食品

ポイント10倍

日曜日

水産ﾊﾞｲﾔｰ激推し

お米の特売

北海道駅弁祭

卵　特売

土曜日

ポイント5倍 COマルチアイス４割引

金曜日

感謝クーポン発券➡

卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ コプカの日 魚･肉よりどり3P 1080円

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日

土曜鮮魚市

冷凍食品全品４割引

お米の特売

土曜鮮魚市

お米の特売

卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ スーパー均一祭 水曜どっかん市 コプカの日 チャージの日 土曜鮮魚市

卵　特売

スーパー均一祭 魚･肉よりどり3P 1080円 ぶち安八百屋市 お米の特売

お米の特売

コプカの日 均　一　祭 水曜どっかん市 厳選！底値市 厳選！底値市

卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ 魚･肉よりどり3P 1080円 八百屋市＆水産激推し お米の特売

均　一　祭 卵　特売 土曜鮮魚市

肉の日　あじわい豚 土曜鮮魚市

水産ﾊﾞｲﾔｰ激推し

お米の特売

厳選！底値市

均　一　祭 均　一　祭 水曜どっかん市 全品20％オフ

ポイント5倍 卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ コプカの日

魚･肉よりどり3P 1080円 卵　特売

お米の特売

お米の特売

均　一　祭 卵　特売 お米の特売

１０月
≪営業時間のご案内≫

東広島・安東・
五日市北・高陽・

西風新都
9：00～22：00

チャージの日

ぜったい自慢 ～10/14「ＣＯ骨取りさば」、 10/10～10/17「コープヌードル」、 10/15～10/21「ＣＯ長崎風ちゃんぽん」

ぜったい自慢 ～10/4 [生銀鮭」「産直つるい牛」、～10/9「「COドレッシング、シーチキン、コーン」 「ＣＯ基礎化粧品」 10/5～10/14「ＣＯ骨取りさば」

ぜったい自慢 ～10/17「コープヌードル」、 ～10/21「ＣＯ長崎風ちゃんぽん」、 10/18～10/26「ＣＯスープカップ」、 10/22～10/31「ＣＯファミリーチョコレート」

ぜったい自慢 ～10/26「ＣＯスープカップ」、 ～10/31「ＣＯファミリーチョコレート」

ぜったい自慢 10/1～10/4[生銀鮭」「産直つるい牛」

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

～お知らせ～

10月1日（金）よりコープ船越は改装工事のため休業しております。
組合員のみなさまにはご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。
新しくなるコープ船越にご期待ください！



1 カレンダー配布 2 カレンダー配布 3 ポイント5倍

4 均一祭 5 6 水曜どっかん市 7 コプカの日 8 ポイント5倍 9
酒ポイント　

10倍
10 ポイント5倍

11 コプカの日 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 ポイント5倍 17 ポイント5倍

18 20％割引券使用日 19 20％割引券使用日 20 20％割引券使用日 21 コプカの日 22 ポイント5倍 23
米ポイント　　

10倍
24 ポイント5倍

25 チャージの日 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
冷凍食品

ポイント10倍

１０月
≪営業時間のご案内≫

焼山
9：00～22：00

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

ポイント5倍 COマルチアイス４割引 北海道駅弁祭

卵　特売 土曜鮮魚市 お米の特売

お米の特売

チャージの日

卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ コプカの日 魚･肉よりどり3P 1080円 水産ﾊﾞｲﾔｰ激推し

均　一　祭 卵　特売 お米の特売

土曜鮮魚市 冷凍食品全品４割引

お米の特売

感謝クーポン発券➡

お米の特売

卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ スーパー均一祭 水曜どっかん市 コプカの日 チャージの日 土曜鮮魚市

スピードくじ

お米の特売

スーパー均一祭 魚･肉よりどり3P 1080円 ぶち安八百屋市・卵特売

お米の特売 お米の特売

コプカの日 均　一　祭 水曜どっかん市 厳選！底値市 厳選！底値市

卵　特売 土曜鮮魚市

厳選！底値市

水産ﾊﾞｲﾔｰ激推し

卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ 魚･肉よりどり3P 1080円 八百屋市＆水産激推し

均　一　祭

ポイント5倍 卵 16時～ﾀｲﾑｾｰﾙ コプカの日 肉の日　あじわい豚 土曜鮮魚市

均　一　祭 均　一　祭 水曜どっかん市 全品20％オフ お米の特売

魚･肉よりどり3P 1080円 卵　特売

お米の特売

ぜったい自慢 ～10/14「ＣＯ骨取りさば」、 10/10～10/17「コープヌードル」、 10/15～10/21「ＣＯ長崎風ちゃんぽん」

ぜったい自慢 ～10/4 [生銀鮭」「産直つるい牛」、～10/9「「COドレッシング、シーチキン、コーン」 「ＣＯ基礎化粧品」 10/5～10/14「ＣＯ骨取りさば」

ぜったい自慢 ～10/17「コープヌードル」、 ～10/21「ＣＯ長崎風ちゃんぽん」、 10/18～10/26「ＣＯスープカップ」、 10/22～10/31「ＣＯファミリーチョコレート」

ぜったい自慢 ～10/26「ＣＯスープカップ」、 ～10/31「ＣＯファミリーチョコレート」

ぜったい自慢 10/1～10/4[生銀鮭」「産直つるい牛」

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

☆組合員の皆様へお知らせ☆
コープ焼山は昨年のリニューアルオープンより10月で1周年を迎えました！
いつもご利用いただいている組合員の皆様に感謝の気持ちを込めまして

10/15（金）～10/17（日）の3日間、リニューアル1周年企画を行います☆

・10/15（金）・・・スピードくじ実施♬（2000円お買い上げ毎にくじを1枚進呈！先着400枚限り）
・10/16（土）、10/17（日）・・・2日連続のポイント5倍デー♬


