
 組合員のみなさまへ                             ２０２１年１月 

生活協同組合コープしが 

1月 4回 「企画中止」「おひとり様 1点限定お届け」のお詫びとお知らせ 

いつも生協宅配をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

近隣府県の緊急事態宣言の発令により、今後宅配のご利用が高まることが想定されます。 

生協宅配では、取引先と商品確保量を増やし通常ご注文には対応できる物流体制をとっておりますが、想

定以上のご利用により商品が不足した場合は欠品や代替遅配となる場合があります。 

 より多くの皆様に商品をお届けし、欠品代替を避ける為、1月 4回からペーパー類、衛生用品、カイロに

ついては、お一人様 1 点とさせて頂きます。引き続き、ご期待に添える様、商品調達に努めてまいります。 

 ご迷惑をおかけしますが、何卒、ご協力をよろしくお願います。 

 

1月4回「企画中止」商品リスト…ご注文いただいてもお届けできません。
【注文番号】 【商品名・規格】 【カテゴリ】 【対応内容】
041546 パルプロール　シングル　６０ｍ×１２ロール トイレットペーパー 企画中止
041549 パルプロール　ダブル　３０ｍ×１２ロール トイレットペーパー 企画中止
1月4回「おひとり様1点限定」商品リスト…おひとり様1点限定でお届けさせていただきます。
【注文番号】 【商品名・規格】 【カテゴリ】 【対応内容】

041471 ニューハンドウォーマー（カイロ）　３０個入 カイロ おひとり様1点限定

041472 はるカイロ　ミニ　３０個入 カイロ おひとり様1点限定

041473 はるカイロ　レギュラー　３０個入 カイロ おひとり様1点限定

041462 エルモアティシュー　２００組×５箱 ティッシュペーパー おひとり様1点限定
041560 ティシュー　アクアヴェール　１８０組×５箱 ティッシュペーパー おひとり様1点限定
041564 ティシュー　フラワーボックス　１６０組×５箱 ティッシュペーパー おひとり様1点限定
041565 Ｌａｌａ（ララ）ティシュ　１５０組×５パック ティッシュペーパー おひとり様1点限定
041566 ティシュ　２００組×５箱 ティッシュペーパー おひとり様1点限定
041463 やわらかコアノンロール　シングル　１３０ｍ×６ロール トイレットペーパー おひとり様1点限定
041464 やわらかコアノンロール　シングル　（１３０ｍ×６ロール）×４袋 トイレットペーパー おひとり様1点限定
041465 ネピネピ　トイレットロール　２倍巻　シングル　１００ｍ×１２ロール トイレットペーパー おひとり様1点限定
041466 ネピネピ　トイレットロール　２倍巻　ダブル　５０ｍ×１２ロール トイレットペーパー おひとり様1点限定
041469 ヴァンローズソフト　シングル　５０ｍ×１２ロール トイレットペーパー おひとり様1点限定
041470 ヴァンローズソフト　ダブル　２５ｍ×１２ロール トイレットペーパー おひとり様1点限定
041524 シュシュ交換回数が減るトイレット　シングル　ピンク　１００ｍ×１２ロール トイレットペーパー おひとり様1点限定
041525 シュシュ交換回数が減るトイレット　ダブル　ピンク　５０ｍ×１２ロール トイレットペーパー おひとり様1点限定
041540 ワンタッチ芯までロール　シングル　１５０ｍ×６ロール トイレットペーパー おひとり様1点限定
041542 めっちゃ巻いてるトイレロール　シングル　２００ｍ×４ロール トイレットペーパー おひとり様1点限定
041543 めっちゃ巻いてるトイレロール　シングル　（２００ｍ×４ロール）×４袋 トイレットペーパー おひとり様1点限定
041544 トイレットロール　シングル　５５ｍ×１８ロール トイレットペーパー おひとり様1点限定
041545 トイレットロール　ダブル　２７．５ｍ×１８ロール トイレットペーパー おひとり様1点限定
041550 やわらかワンタッチコアノン　シングル　１３０ｍ×６ロール トイレットペーパー おひとり様1点限定
041551 トイレットロール　シングル　６０ｍ×１２ロール トイレットペーパー おひとり様1点限定
041552 トイレットロール　ダブル　３０ｍ×１２ロール トイレットペーパー おひとり様1点限定
041553 吸水力が２倍のトイレットペーパー　ダブル　２５ｍ（１１２カット）×１２ロール トイレットペーパー おひとり様1点限定
041554 クリネックス　トイレットロール　コンパクト　シングル　９０ｍ×８ロール トイレットペーパー おひとり様1点限定
041555 クリネックス　トイレットロール　コンパクト　ダブル　４５ｍ×８ロール トイレットペーパー おひとり様1点限定
041556 プレミアムソフト　トイレットロール　シングル　６０ｍ×１２ロール トイレットペーパー おひとり様1点限定
041559 プレミアムソフト　トイレットロール　ダブル　３０ｍ×１２ロール トイレットペーパー おひとり様1点限定
041561 街かどの花屋さん　シングル　１１０ｍ×６ロール　白 トイレットペーパー おひとり様1点限定
041562 街かどの花屋さん　ダブル　５５ｍ×６ロール　白 トイレットペーパー おひとり様1点限定
041563 ひつじのショーンプリントロール　ダブル　２５ｍ×１２ロール トイレットペーパー おひとり様1点限定
041569 フラワーパック２倍巻き　シングル　１００ｍ×１２ロール トイレットペーパー おひとり様1点限定
041570 フラワーパック２倍巻き　ダブル　５０ｍ×１２ロール トイレットペーパー おひとり様1点限定



 

【注文番号】 【商品名・規格】 【カテゴリ】 【対応内容】
041539 キッチンタオル　８０カット×４ロール キッチンペーパー おひとり様1点限定
041620 リード　ヘルシークッキングペーパー　ダブル　７６枚（３８枚×２ロール） キッチンペーパー おひとり様1点限定
041623 牛乳パックキッチンタオル　７５組×３パック キッチンペーパー おひとり様1点限定
041633 グッと吸い込むキッチンタオル　７０カット×４ロール キッチンペーパー おひとり様1点限定
041155 ロリエさらピュア　スリムタイプ　３ｃｃ　緑茶消臭（無香）　４４枚 衛生用品 おひとり様1点限定
041156 ロリエさらピュア　スリムタイプ　３ｃｃ　パウダリーフラワーの香り　４４枚 衛生用品 おひとり様1点限定
041159 ロリエさらピュア　スリムタイプ　微量用　１０ｃｃ　お徳用パック　８０枚 衛生用品 おひとり様1点限定
041160 ロリエさらピュア　スリムタイプ　少量用　２０ｃｃ　お徳用パック　６４枚 衛生用品 おひとり様1点限定
041161 ロリエさらピュア　スリムタイプ　中量用　５０ｃｃ　お徳用パック　４４枚 衛生用品 おひとり様1点限定
041162 ロリエさらピュア　ふんわりタイプ　２０ｃｃ　３２枚 衛生用品 おひとり様1点限定
041163 ロリエさらピュア　ふんわりタイプ　５０ｃｃ　１８枚 衛生用品 おひとり様1点限定
041164 ロリエさらピュア　ふんわりタイプ　８０ｃｃ　１６枚 衛生用品 おひとり様1点限定
041165 ロリエさらピュア　ふんわりタイプ　１２０ｃｃ　１６枚 衛生用品 おひとり様1点限定
041166 ロリエさらピュア　ふんわりタイプ　１８０ｃｃ　１４枚 衛生用品 おひとり様1点限定
041169 ライフリー　さわやかパッド　安心の中量用　４５枚 衛生用品 おひとり様1点限定
041170 ライフリー　さわやかパッド　多い時でも安心用　３６枚 衛生用品 おひとり様1点限定
041171 ライフリー　さわやかパッド　長時間・夜でも安心用　３２枚 衛生用品 おひとり様1点限定
041172 肌ケアパッド　ケース入り　安心の中量用　１０４枚（２６枚×４個） 衛生用品 おひとり様1点限定
041173 肌ケアパッド　ケース入り　多い時も安心用　８０枚（２０枚×４個） 衛生用品 おひとり様1点限定
041174 肌ケアパッド　ケース入り　長時間・夜も安心用　６４枚　（１６枚×４個） 衛生用品 おひとり様1点限定
041175 さらさら安心パッド　少中量用５５ｃｃ　２４枚入 衛生用品 おひとり様1点限定
041176 さらさら安心パッド　中量用８５ｃｃ　２０枚入 衛生用品 おひとり様1点限定
041179 さらさら安心パッド　やや多め用１３０ｃｃ　１６枚入 衛生用品 おひとり様1点限定
041180 さらさら安心パッド　多め用１８０ｃｃ　１４枚入 衛生用品 おひとり様1点限定
041181 さらさら安心パッド　特に多い時用２１０ｃｃ　１２枚入 衛生用品 おひとり様1点限定
041182 ロリエ　きれいスタイル　超吸ランジェリーライナー　天然コットン１００％　無香料　５２コ入 衛生用品 おひとり様1点限定
041183 ロリエ　きれいスタイル　超吸ランジェリーライナー　無香料　６２コ入 衛生用品 おひとり様1点限定
041184 ロリエ　しあわせ素肌　超スリム　軽い日用　羽なし　３２個 衛生用品 おひとり様1点限定
041185 ロリエ　しあわせ素肌　超スリム　ふつうの日用　羽つき　２４個 衛生用品 おひとり様1点限定
041186 ロリエ　しあわせ素肌　超スリム　多い昼用　羽つき　２０個 衛生用品 おひとり様1点限定
041189 ロリエ　しあわせ素肌　多い昼用　羽なし　２４コ入 衛生用品 おひとり様1点限定
041190 ロリエ　しあわせ素肌　多い昼用　羽つき　２０コ入 衛生用品 おひとり様1点限定
041191 ロリエ　しあわせ素肌　特に多い昼用　羽つき　１７コ入 衛生用品 おひとり様1点限定
041192 ロリエ　しあわせ素肌　多い夜用　羽つき　１０個 衛生用品 おひとり様1点限定
041193 ソフィ　超熟睡ガード２９０　多い夜用　羽つき　１８コ入 衛生用品 おひとり様1点限定
041194 ソフィ　超熟睡ガード３３０　特に多い夜用　羽つき　１４コ入 衛生用品 おひとり様1点限定
041195 ソフィ　超熟睡ガード３６０　特に多い夜用　羽つき　１２コ入 衛生用品 おひとり様1点限定
041196 ソフィ　超熟睡ガード４００　特に多い夜用　羽つき　１０コ入 衛生用品 おひとり様1点限定
041199 ソフィ　超熟睡ガード４２０　特に多い夜用　羽つき　１０コ入 衛生用品 おひとり様1点限定
041200 ソフィ　超熟睡ショーツ　特に多い夜用　Ｍ～Ｌ　５コ入 衛生用品 おひとり様1点限定


