コープ が 扱う商 品
コープながのは、普段のくらしに
「必要な種類の商品」
「 必要な
規格（量）」を
「利用しやすい価格」で提供し、組合員の毎日のく
らしに貢献します。組合員が商品を選択する自由を尊重し、わ
かりやすい情報を提供します。同時に、安心して継続利用でき
る多様な商品の提供方法を追求していきます。

コープながのが大切にしている 6 つの柱
1 品揃え
・・・・・・・・・・・・・・普段のくらしに必要な商品を提供し、豊かで楽しい食卓を応援します。
●
2 食品安全・・・・・・・・・・・・・提供するすべての食品の安全性確保に取り組みます。
●
3 健康な食生活・・・・・・・・・・・・・商品の供給を通じて健康な食生活を応援します。
●
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● コープ商品・・・・・・・・・・・・・組合員の思いを「かたち」にしたコープ商品を開発・提供します。
5 産直・・・・・・・・・・・・・・・・組合員と生産者がつながり、ともに歩む産直をすすめます。
●
6 持続可能な社会の実現への貢献・
・・持続可能な生産・消費に向けた商品供給事業を進めます。
●

コープ商品とは
赤いロゴが目印の「コープ商品」は、誕生から 60周
年を迎えました。この「コープ商品」は、組合員の声
をもとにうまれ、声を反映しながら見直しされている
コープで開発した商品です。提供するすべての食品の
安全性確保に取り組み、全国の生協の組合員が利用
している商品です。

きらきらステップ

きらきらキッズ

お子さまと、子育てをがんばるママ＆パ

「きらきらステップ」と同様に、子育て世

パを応援する乳幼児向け商品です。
「離

代を応援する商品です。歯が生えそろう

乳 食 期 以 降 向け（5か月〜 1歳 6か月

頃は、食べる楽しさ・おいしさを覚え、食

頃）
」
「幼児食期向け（1歳 6か月〜 3歳

体験を豊かにしていくとても大切な時期

製造する専用工場や区分けされた専用

頃）」の商品を揃えています。①保護者

であり、離乳食・幼児食を卒業して、親子

ラインで製造しており、食物アレルギー

の声をかたちにした商品開発を②安心

で同じものを食べられる喜びを共有で

の原因となる物質の持ち込みや混入が

な原料を徹底した品質管理で③便利な

きる時期でもあります。①おいしく、楽し

ありません。

冷凍食材が充実し④ 使い方が自由な

く、すこやかに②ママ＆パパの思いに寄

「素材 型 」、⑤ 幼児が食べやすい大き

り添った商品づくり③コープならではの

7 品目を使わない
食物アレルギーを引き起こす物質のう
※
ち特に悩みが多い「特定原材料7品目」

を使わずに開発したシリーズです。
特定原材料7品目不使用の商品だけを

※食物アレルギーの原因となる物質の中で、症
例の多い・あるいは重い症状を引き起こしや
すい７品目（たまご、乳
成分、小麦、そば、ピー
ナツ、えび、
かに）は「特
定原材料」として表示
が 義 務 付けられてい
ます。
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さ＆味付けが特長です。

安全管理を徹底しています。
（おもに3
歳〜 6歳頃を想定）

コープデリの産直
組合員と生産者の顔が見える環境をつくり、安全で新鮮な

鶏肉④飼料や環境に配慮された卵⑤食料自給力向上を目

野菜・肉・魚などをお届けするコープデリの産直。普段のくら

指し、飼料用米を配合したこだわりの餌で育てたコープデリ

しに必要な農畜水産物を、量的にも質的にも安定的に確保

のお米育ちシリーズは、牛豚鶏肉の生産

するための取り組みです。産直は、生産者から消費者までフ

につながっています。また、⑥海と魚の

ードチェーン全体がつながり、さまざまな課題を共有し、そ

未来を守りながら豊かな恵みをいただ

の改善をすすめながら新しい価値を創造します。生産過程

く海の産直があります。

が見え、環境に配慮する生産を持続的に応援し、組合員と
の交流を大切にしています。
安全性確保を大前提として、商品のおいしさ、環境への配
慮、そして生産者と組合員のつながりを大切にしています。
特徴ある産直商品のひとつに
「お米育ち」の豚肉・牛肉・鶏肉・
鶏卵があります。
安全・安心を守るために、農地の選定・工程・出荷までをき
ちんと確認しています。気になる放射性物質もしっかり検査
しています。①輸入フルーツは生産者の顔が見えるもの②
産地の中から選べるお米③生産者・産地・育て方が見える

コープのエシカル商品〜エシカル消費、それは誰かの笑顔につながるお買い物〜
私たちは普段のくらしの中で、買物を通じて「選ぶ」ことを

2018年から RSPO の認証マークがつきました。
❷ FSC Ⓡ

しています。商品の見た目だけではわからない物が作られ

（森林管理協議会）認証は、適切に管理された認証林や、

る背景や裏側、
「どこで」
「誰が」
「どのように」作られた商

責任をもって調達された原材料で作られた製品に、認証ラ

品なのか知る日々の買い物が、実は「社会を変える力」の

ベルをつけて消費者に届ける仕組みです。コープティシュ

第一歩となるのです。エシカル消費とは、
「作る人、売る人、

は、コープで初めて FSC 認証を取得した商品です。
❸レイ

買う人、世界、未来」すべてにとって「良い」消費で、さまざ

ンフォレスト・アライアンス認証は、
農園の生態系の保護と

まな立場の人たちの笑顔につながる選択です。
「人と社会

労働環境の向上を目指しています。
コープオリジナルブレン

にやさしい」
「地域の産業や資源を保護する」
「地球環境

ドコーヒーや、カカオ70％チョコレートなどが認証された

を守る」ことに配慮された商品を選ぶことで私たちが「世

商品です。
❹フェアトレードは、発展途上国の農産物や製

界」や「未来」を変えていくことができるのです。エシカル

品を「フェアな価格」で継続的に輸入・消費することで、生

消費につながる商品例として… ❶ RSPO( 持続可能なパ

産者の生活が成り立つよう考慮した取り組みです。コープ

ーム油のための円卓会議 ) は、
適切に管理されたパーム油

のフェアトレードセイロン紅茶や、有機栽培バナナなどが

で作られた商品につけられる認証マークです。
「持続可能

あります。

なパーム油」の生産・製造・流通・消費を目指す取り組みで

※ほかに❺産地指定 ❻ CO・OP コアノンスマイルスクール

す。
環境に配慮した洗剤として生まれたコープセフターは、

プロジェクト❼ CO・OP ×レッドカップキャンペーンなど。

コープサステナブルシリーズ
環境や社会に配慮した主原料を使った商品に、共通のロ
ゴマークを付けてシリーズ化しました。今後、組合員の中で
さらに高まっていくと予想される「サステナブルなくらし」
の実現化に応えます。こうした商品を “ 選んで使う ” エシカ
ル消費が、持続可能（サステナブル）な社会実現につなが
ります。未来につながる生産・資源活用へ、3つのテーマ
を設けました。
❶海の資源を守る ❷森の資源を守る ❸大
地の力を生かすオーガニック
シカル消費」を、身近な商品を通じて、
より多くの組合員に
広げていきます。

▶

生協が目指す SDGs の達成に向けて大きな力となる「エ
You Tube
「コープサステナブル」
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CO ・ O P 共 済

し合い、病気や災害などで助けが必要な加入者に共済金と

CO・OP 共済は「組合員どうしで困った時は助け合いたい」

して一定額をお支払いしています。加入者の輪が広がること

という思いがかたちになった保障事業で、コープ商品のひ

で保障の内容が良くなり、加入条件がゆるやかなコースも

とつです。ふだんから加入者みんなが少しずつ掛け金を出

誕生しています。

❶進化する保障内容
CO・OP 共済は、加入者が増えることで、より充実した保障内容になってきました。コープながのの CO・
（2021年 3月現在）
OP 共済加入者は、約17万人です。

❷ニーズに合わせて選べる4つの保障
① CO·OP 共済≪たすけあい≫・・・・・ 入院、手術、ケガ通院などの保障を月々 1,000円からの掛け金で
② CO·OP 共済≪あいぷらす≫・・・・・ 10年満期の生命、入院、がん保障
③≪ずっとあい≫終身医療・・・・・・・ 一生涯の医療保障を加入時からずっと変わらない掛け金で
④≪ずっとあい≫終身生命・・・・・・・ 一生涯の生命保障を加入時からずっと変わらない掛け金で
【契約引受団体／日本コープ共済生活協同組合連合会】
⑤学生総合共済・・・・・・・・・・・・ 大学生・専門学校生の保障（2021年 9月〜募集開始）

❸使命は「お役立ち」

❹専門スタッフによる加入相談
コープながの各事業所の
「共済スタッフ」

とを大切にしています。コープながのでは、2020年度は1年間で

が、組合員からの保障相談や共済加入

約 2万 2千件、約10億円の共済金をお支払いしました。

のお手続きを行っています。
▶

CO・OP 共済は、共済金のお支払いを通じて「お役立ち」するこ

CO・OP共済
公式サイト

コープデリでんき（コープの電 気 供 給 事 業 ）
「コープデリでんき」は、再生可能エネルギー・FIT 電気の

オマス発電によって生み出された再生可能エネルギー電気

比率にこだわった電気です。
「再生可能エネルギー 100％

などを利用しています。また、ベーシックメニューは中部電

メニュー」と「ベーシックメニュー」の2つのメニューがあり

力ミライズの従量電灯 B・C 契約メニューよりもお得なメ

ます。再生可能エネルギー 100％メニューは、再生可能エネ

ニューです。

ルギー・FIT 電気を100％使用するメニュー。電気の産地

これらの電気を組合員に選んでいただくことで地球温暖化

にこだわり、コープの宅配センターなどに設置した太陽光発

を防止し、原子力に頼らない社会づくりに貢献したいと考え

電や、一部の店舗から排出される食品残さを利用したバイ

ています。

食の安全への取り組 み
フードチェーン
ひとつの商品が、組合員に届けられるまで元をたどっていくと、商
品の原料を生産する生産者に始まり、原料加工業者、製造者、卸
売業者、コープ、組合員へとつながっていることがわかります。そ
のつながりを「フードチェーン」といいます。食の安全はフードチ
ェーンに携わる一人ひとりが安全確保に取り組み、すべての人が
協力して実現するリレーで成り立っています。
生産者から消費者までのフードチェーン全体で安全確保に取
▶

り組みます。

「フードチェーンって
何だろう？」

商品検査について
コープながのは、商品の安全性の確保や品質保証を事業活動

商品検査センター

の最優先事項と考え、コープデリ連合会や日本生協連ととも

コープデリ商品検査センターの役割は、
次の３つです。

に、原料調達から組合員の手元に商品が届くまでの工程にお
ける管理システムを構築しています。さいたま市にある「コープ
デリ商品検査センター」は、
商品の微生物検査、
残留農薬検査、
放射性物質残留検査、食物アレルギー検査などのほか、組合
員さんからお申し出いただいた商品の検査など年間約3万件
の検査を行っています。また、施設内の見学のほか食の安全に
かかわる実験や手洗いチェックなどの学習ができます。
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● 商品の状態を科学的・客観的に把握します。
● 食品衛生法や関連する法令、コープデリ

自主基準に適合しているか確認します。
● 検査データを蓄積・分析し、商品の改善・品質向上

に役立てます。
商品の安全性を確保するためには、フードチェーン
全体での総合的な取り組みが必要ですが、商品検査は
その機能の重要な１つとなります。

