
対象日程 対応 カタログ 温度帯 注文NO ブランド名 商品名・規格

対象日程 対応 注文NO

27753 赤ちゃんのおしりふき８０枚入×３パック

27762 ぷくぷく薬用泡ハンドソープ　つめかえ用≪ＣＢＸ≫１０００ｍＬ
27761 ぷくぷく薬用泡ハンドソープ２８０ｍＬ
82293 食器洗い乾燥機専用キュキュット　つめかえ用クエン酸効果　５５０ｇ
82294 食器洗い乾燥機専用キュキュット　つめかえ用クエン酸効果　オレンジオイル配合　５５０ｇ

82289 キュキュット　つめかえ用オレンジの香り　３８５ｍＬ

82286 キュキュット　つめかえ用ピンクグレープフルーツの香り　３８５ｍＬ
82285 キュキュット　つめかえ用マスカットの香り　３８５ｍＬ
82292 キュキュット　クリア除菌　つめかえ用グレープフルーツの香り　３８５ｍＬ

82290 キュキュット　クリア除菌　つめかえ用緑茶の香り　３８５ｍＬ

82291 キュキュット　クリア除菌　つめかえ用レモンの香り　３８５ｍＬ

041860 キュキュット　クリア除菌　つめかえ用   緑茶の香り　７７０ｍＬ

６月１回（６月１日～６月５日)お届け　欠品・抽選・数量限定　商品一覧

※2020年　5月22日更新

※抽選・数量限定商品は２ページ以降に掲載しています　

【家庭用品】欠品・配達中止となる商品

【食品】欠品・配達中止となる商品

商品名・規格カタログ

5/22現在　欠品・配達中止となる商品はありません。

６月1回お
届け表で
「０円」請
求

全日程

にこにこほっぺ

ＷＥＢ毎週注文



カタログ 温度帯 注文NO ブランド名 商品名・規格

冷凍 10 イサミ 国産豚切落し（モモ）　４００ｇ

常温 27 COOP ライトツナフレーク　まぐろ油無添加７０ｇ×３

常温 36 小野製麺 手延半田めん２．１６ｋｇ（１２０ｇ×１８束）

冷凍 66 COOP 九州産若鶏のレバーうま煮　１２５ｇ×２

冷蔵 79 COOP アーモンド入りベビーチーズ　２４０ｇ（１６個）

常温 83 COOP ＣＯＯＰ＆ハウス深いコクと香りのビーフカレー　中辛１７０ｇ×４

常温 106 マル勝高田商店 三輪の神糸４００ｇ（８束入）

冷蔵 120 美吉野農園 あんぽ柿１５０ｇ

冷蔵 169 茨城県 キャベツ（グリーンミネラル）

冷凍 235 味の素 それいけ！アンパンマンポテト２３７．５ｇ

冷凍 324 COOP ふんわり包んだオムライス２００ｇ

冷蔵 364 COOP 毎日新鮮ロースハム　４０ｇ×４

冷蔵 368 COOP ロースハム使い切りパック（無塩せき）　３６ｇ×３

冷蔵 370 COOP 毎日新鮮ハーフベーコン　４０ｇ×４

冷蔵 377 米久ケンコーハム 切り落としローストビーフ　６５ｇ

冷凍 451 コープきんきオリジ
ナル

鮮鼓堂の無着色辛子明太子（切子）９０ｇ

冷凍 466 明神水産 塩で食べる　わら焼き戻りかつおたたき１８０ｇ（２ブロック）・食塩５ｇ×１

冷凍 483 COOP えびと北海道産ポテトの彩りバジルソース２４５ｇ（具材２００ｇ、たれ４５ｇ）

冷蔵 525 コーライ食品 だいこんきゅうりキムチ３００ｇ

冷蔵 528 COOP まろやかキムチ４００ｇ

冷蔵 555 ミツカン なっとういち　超小粒　４５ｇ×３

冷蔵 562 COOP ちくわ１２０ｇ（４本）

常温 648 COOP マカデミアミックス７５ｇ

冷蔵 695 COOP 鉄分とカルシウムがとれるキャンディーチーズ　１３０ｇ

冷蔵 698 COOP とろけるスライスチーズ　１２６ｇ（７枚）×２

冷蔵 699 COOP スライスチーズ　１２６ｇ（７枚）×２

冷蔵 702 COOP パルメザンチーズ　７０ｇ

常温 711 COOP 大豆が入ったひとくちグラノーラ４０個

常温 716 エースコック ワンタンメン５食

常温 720 エースコック どっさり野菜　ちゃんぽん６１ｇ（１食）

常温 723 エースコック わかめラーメン　ごま・しょうゆ９３ｇ（１食）

常温 724 エスビー食品 ぶっかけカレーうどんの素２５０ｇ（１人前）×３

常温 727 マルタイ 皿うどん鶏がら醤油風味１０８ｇ（２人前）

常温 728 ハチ食品 ホテルプレミアム国産牛肉のビーフカレー（中辛）２００ｇ（１食）

常温 728 ハチ食品 ホテルプレミアム国産牛肉のビーフカレー（中辛）２００ｇ（１食）

常温 729 COOP スパゲッティ（チャックシール付き）１．５ｍｍ１ｋｇ

常温 731 COOP 黒こしょうのきいたカルボナーラ１人前（１２０ｇ）

常温 732 COOP ボロネーゼ１３０ｇ（１人前）×３

常温 734 理研ビタミン あおさスープ４ｇ×４

常温 735 COOP わかめスープ１０食

常温 737 ハウス食品 レストラン用欧風ビーフカレー（中辛）　２００ｇ×４

常温 741 ハチ食品 鹿児島県産桜島どりのチキンカレー中辛２００ｇ×４

常温 742 エスビー食品 ゴールデンカレー（甘口）１９８ｇ（５～６皿分×２）

常温 743 エスビー食品 ゴールデンカレー（中辛）１９８ｇ（５～６皿分×２）

常温 744 COOP たまごスープ１０食

常温 747 フジッコ 業務用ふじっ子１５０ｇ

常温 747 フジッコ 業務用ふじっ子１５０ｇ

常温 750 みすずコーポレー
ション

いなり名人（三角カット）８枚×４

常温 757 やまう ビビンバ丼４人前（２人前×２）

抽選・お一人様１点ま
でに変更 エコー

【食品】全日程・抽選のうえお一人様数量限定でお届けする商品
　　　※結果は、お届け週の商品お届け表の明細でお知らせします。

対応



カタログ 温度帯 注文NO ブランド名 商品名・規格

常温 759 COOP 茶そば（国産そば粉・宇治抹茶使用）２００ｇ×２

常温 766 丸美屋食品工業 のりたま＆たらこ　チップ入り大袋１８ｇ×２種

常温 769 COOP おいしい鶏ごぼうおこわ１６０ｇ×３

常温 773 COOP おいしいご飯（山形県産はえぬき使用）２００ｇ×１０

常温 780 COOP 切干大根（宮崎県産）２５ｇ

常温 791 COOP 切らずに使える国産はるさめ１００ｇ

常温 795 マルカン酢 レモン黒酢はちみつ入り５００ｍｌ

常温 797 Ｊ－オイルミルズ さらさらキャノーラ油１０００ｇ

常温 798 COOP エクストラバージンオリーブオイル４００ｇ

常温 804 COOP マヨネーズ（卵黄タイプ）５００ｇ

常温 806 COOP ＣＯ＆ベリオ　オリーブオイル９１０ｇ

常温 808 Ｊ－オイルミルズ ごま油好きのごま油１６０ｇ

常温 809 ボーソー油脂 米油１３５０ｇ

常温 829 味の素 ほんだし　かつおとこんぶのあわせだし１９２ｇ（８ｇ×２４）

常温 831 カゴメ 完熟トマトのピザソース１６０ｇ

常温 838 COOP 鶏ささみフレーク７０ｇ×３

常温 841 COOP レンジでできる国内麦むしパンミックス１００ｇ

常温 862 榮太樓總本鋪 榮太樓　ゆであずき２００ｇ

常温 891 COOP ぱふぱふ麦チョコ（分包）１３ｇ×９

常温 957 COOP 四季が育てた水（安曇野）２ｌ×６

常温 971 COOP 立山連峰の水２ｌ×６

冷凍 1060 COOP 冷凍きざみうす揚げ１５０ｇ

常温 1063 COOP ガラスープ（ボトル）１３０ｇ

常温 1063 COOP ガラスープ（ボトル）１３０ｇ

冷蔵 1138 茨城県 かぶら５００ｇ前後

冷蔵 1151 熊本県 本田さんのフルーツ人参４００ｇ前後

常温 5015 東北協同事業開発 かおるゆず味噌１００ｇ

常温 5059 大徳醤油 大徳醤油のそうめんつゆ２００ｍｌ
にこにこほっぺ
保存版 常温 99145 和光堂 赤ちゃんのやさしいホットケーキミックス　プレーン１００ｇ

いつでも注
文

常温 292087 COOP いつでも注文おいしいご飯（山形県産はえぬき使用）２００ｇ×１０

常温 292095 COOP いつでも注文ミートソース２２０ｇ（２人前）×３

常温 292141 日清フーズ いつでも注文スーパーカメリヤ常温イースト５０ｇ

常温 292150 味の素 いつでも注文ほんだし８ｇ×２０（１６０ｇ）

常温 292150 味の素 いつでも注文ほんだし８ｇ×２０（１６０ｇ）

常温 292231 COOP いつでも注文チョコ坊たち（小麦全粒粉入り）１０本

常温 292311 COOP いつでも注文強力小麦粉（チャックシール付）１ｋｇ

常温 293113 COOP いつでも注文ホットケーキミックス６００ｇ（２００ｇ×３）

常温 293296 COOP いつでも注文エクストラバージンオリーブオイル４００ｇ

常温 293342 味の素 いつでも注文コンソメ　固形１５９ｇ（３０個入）

常温 293351 COOP いつでも注文ガラスープ（ボトル）１３０ｇ

常温 293385 COOP いつでも注文薄力小麦粉（チャックシール付）１ｋｇ

常温 293415 COOP いつでも注文一番搾り　キャノーラ油１０００ｇ

冷凍 313 吉野家 吉野家　牛焼肉丼の具１２０ｇ

常温 844 ハッピーフーズ 北海道知床産　鮭フレーク８０ｇ

常温 5026 哲多すずらん食品
加工

岡山和牛シチュー１人前２００ｇ

常温 5061 ピエトロ 夏のパスタソースセット３種各１箱

にこにこほっぺ 冷凍 5969 COOP お子さまプレート　ハンバーグセット１人前

エコー 冷凍 339 ヤマゲン いかやき３００ｇ（３枚）

対応

エコー

コープしがマ
ルシェ

よりすぐり

いつでも注
文

抽選・お一人様１点ま
でに変更

エコー

よりすぐり

抽選・お一人様２点ま
でに変更

抽選・お一人様３点ま
でに変更



カタログ 温度帯 注文NO ブランド名 商品名・規格

常温 712 サンヨー食品 旅麺　札幌味噌ラーメン９９ｇ（１食）

常温 713 サンヨー食品 旅麺　京都背脂醤油ラーメン８７ｇ（１食）

常温 714 狩野ジャパン 冷し中華　醤油だれ２８０ｇ（２食）

常温 715 狩野ジャパン 冷し中華　ごまだれ２８０ｇ（２食）

エコー

抽選・よりどりお得⇒
お一人様１点までに
変更・価格は特価に
変更しています。

対応

抽選・よりどりお得⇒
お一人様１点までに
変更・価格は特価に
変更しています。



注文NO

27721

27722 グーン　肌にやさしいおしりふき　つめかえ用７０枚×１２パック

27723 ムーニーエアフィットＳ　８４枚

27724 ムーニーエアフィットＭ　６４枚

27725 ムーニーマンエアフィットつかまり立ち～Ｍ　５８枚

27726 ムーニーマンエアフィット女の子用　Ｌ　４４枚

27729 ムーニーマンエアフィット男の子用　Ｌ　４４枚

27730 ムーニーマンエアフィット女の子用　ビッグ　３８枚

27731 ムーニーマンエアフィット男の子用　ビッグ　３８枚

27739 オヤスミマン女の子用　ビッグサイズ以上　２２枚

27740 オヤスミマン男の子用　ビッグサイズ以上　２２枚

27741 マミーポコパンツＭ　５８枚

27742 マミーポコパンツＬ　４４枚

27743 マミーポコパンツビッグ　３８枚

27744 マミーポコパンツビッグより大きい　２６枚

27751 トイレに流せるおしりふき　厚手タイプ６６枚×２パック

27752 トイレに流せるおしりふき　厚手タイプ６６枚×８パック

27753 赤ちゃんのおしりふき８０枚入×３パック

27754 赤ちゃんのおしりふき８０枚入×１２パック

27766 わきアイス幼児・小児用

41200 チャームナップ　吸水さらフィ少量用スリム　６６枚入

41201 チャームナップ　吸水さらフィ中量用　３８枚入

41202 チャームナップ　吸水さらフィ長時間快適用　２２枚入

41203 チャームナップ　吸水さらフィ多くても安心用　２０枚入

41204 チャームナップ　吸水さらフィ長時間安心用　１８枚入

41205 さらさら安心パッド少中量用５５ｃｃ　２４枚入

41206 さらさら安心パッド中量用８５ｃｃ　２０枚入

41209 さらさら安心パッドやや多め用１３０ｃｃ　１６枚入

41210 さらさら安心パッド多め用１８０ｃｃ　１４枚入

41211 さらさら安心パッド特に多い時用２１０ｃｃ　１２枚入

41223 サラサーティコットン１００お徳用１１２個入

41224 サラサーティコットン１００　ワイド＆ロング４０個

41225 ふんわり布ナプキン　花ライナー

41226 ふんわり布ナプキン　花昼用

41229 ふんわり布ナプキン　花夜用

41230 ロリエ　肌キレイガード　昼用羽なし　３０コ入×２

41231 ロリエ　肌キレイガード　昼用羽つき　２２コ入×２

41232 ロリエ　肌キレイガード　夜用羽なし　１１コ入×２

41233 ロリエ　肌キレイガード　夜用羽つき　１０コ入×２

41234 ロリエ　スリムガード軽い日用　３８コ入

41235 ロリエ　スリムガード多い昼～ふつうの日用　羽なし　３２コ入

41236 ロリエ　スリムガード多い昼～ふつうの日用　羽つき　２８コ入

41239 ロリエ　スリムガード特に多い昼用　１９コ入

41240 ロリエ　スリムガード多い夜用３００　１５コ入

41241 ロリエ　スリムガード特に多い夜用３５０　羽つき　１３コ入

41266 ロリエ　朝までブロック３００　１８コ入

41269 ロリエ　朝までブロック３４０　１６コ入

41271 ロリエ　朝までブロック　安心ショーツＭ～Ｌ　５コ入

41274 センターイン　ふわふわタイプふつうの日用　羽なし　２８コ入×２

41275 センターイン　ふわふわタイプふつうの日用　羽つき　２０コ入×２

【家庭用品】全日程・抽選のうえお一人様１点限定でお届けする商品
　※結果は、お届け週の商品お届け表の明細でお知らせします。

エコー日用品

にこにこほっぺ

くらしのパートナー

対応

抽選
お一人様１点まで

に変更

カタログ 商品名・規格

メリーズ　するりんキレイおしりふき　トイレに流せるタイプ　つめかえ用６４枚入×３コ

エコー日用品



注文NO

41276 センターイン　ふわふわタイプ多い日の夜用　羽つき　１０コ入×２

41279 トイレに流せるおしりふき大人のぬれタオル７２枚入×２個

41572 ごみ袋（半透明）４５Ｌ　１００枚　箱入

41586 スコッティ　ティシュー２００組×５箱

41589 Ｌａｌａ（ララ）ティシュ１５０組×５パック

41590 ラコシアプリントロール　ダブル２５ｍ×１２ロール

41591 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

41605 流せるトイレクリーナー１２枚入（ミシン目入２４カット）×４個入

41621 未晒しキッチンペーパー１５０組３００枚入

41622 すぐに使えるカヤ織りふきん５柄組

41623 キッチン泡ブリーチ（塩素系）　つけかえ用４００ｍＬ

41624 キッチン泡ブリーチ（塩素系）４００ｍＬ

41629 トイレットロール　シングル６０ｍ×１２ロール

41630 トイレットロール　ダブル３０ｍ×１２ロール

41634 牛乳石鹸　青箱８５ｇ×６個組

41639 桜爪切り　　　　　　　　　　　　　

41664 めっちゃ巻いてるトイレロール　シングル２００ｍ×４ロール

41665 やわらかコアノンロール　シングル１３０ｍ×６ロール

41666 コアノンロールシングル１８０ｍ×６ロール

41669 コアノンロールシングル（１８０ｍ×６ロール）×４袋

41670 パルプロール　シングル６０ｍ×１２ロール

41671 パルプロール　ダブル３０ｍ×１２ロール

41672 ワンタッチ芯までロール　シングル１５０ｍ×６ロール

41673 やわらかワンタッチコアノン　シングル１３０ｍ×６ロール

41674 やわらかワンタッチコアノン　ダブル６５ｍ×６ロール

41675 フラワーパック　シングル５０ｍ×１２ロール

41676 フラワーパック　ダブル２５ｍ×１２ロール

41679 ヴァンローズソフト　シングル５０ｍ×１２ロール

41680 ヴァンローズソフト　ダブル２５ｍ×１２ロール

41681 クリネックストイレットロール　シングル６０ｍ×１２ロール

41682 クリネックストイレットロール　ダブル３０ｍ×１２ロール

41683 街かどの花屋さんシングル１１０ｍ×６ロール

41684 街かどの花屋さんダブル５５ｍ×６ロール

41685 エリエールティシュー１８０組×５箱

41686 ティシュー　アクアヴェール１８０組×５箱

41689 ハローキティ　ダブルスイーツの香り　２５ｍ×１２ロール

41692 ティシュ２００組×５箱

41693 ティシュー　フラワーボックス１６０組×５箱

41751 ソフラン　プレミアム消臭　つめかえ用特大１３５０ｍＬ

41752 ソフラン　プレミアム消臭　つめかえ用特大１３５０ｍＬ

41793 グッと吸い込むキッチンタオル７０カット×４ロール

41794 水玉あそびキッチンタオル５色１０枚組

41814 キッチンタオル８０カット×２ロール

41815 ハーネスキッチンタオル２枚重ね１００組（２００枚）×３パック

41821 キッチン用ポリ袋（箱入）１５０枚×２個

41822 ジップロック　フリーザーバックＭ　４５枚

41823 ジップロック　フリーザーバックＬ　３０枚

41831 おにぎり動物園のりパリパック１００枚入

41835 キッチンポリ（透明）ミニ　１００枚

41836 キッチンポリ（透明）小　１００枚

41839 キッチンポリ（透明）大　１００枚

41842 冷凍・冷蔵用チャック袋　ミニヨコ型　１００枚

41843 冷凍・冷蔵用ダブルチャック袋マチ付　５０枚

41849 ユニックス・タイトロック　長角型特大　２個組

カタログ対応 商品名・規格

抽選
お一人様１点までに

変更
エコー日用品



注文NO

41859 キュキュット　クリア除菌　つめかえ用レモンの香り　７７０ｍＬ

41860 キュキュット　クリア除菌　つめかえ用緑茶の香り　７７０ｍＬ

41861 キュキュット　クリア除菌　つめかえ用グレープフルーツの香り　７７０ｍＬ

41862 キュキュット　つめかえ用オレンジの香り　７７０ｍＬ

41863 ヤシノミ洗剤　つめかえ用１０００ｍＬ

41864 食器洗い機用洗剤オレンジの香り　５５０ｇ×２個

41865 食器洗い機用洗剤ミックスハーブの香り　５５０ｇ×２個

41869 泡ふわスポンジスリム６個組

41871 キッチンブリーチ（塩素系）６００ｍＬ

41873 純銅タワシ３個組

41883 ごみ袋パックポン（半透明）４５Ｌ　６０枚　箱入

41885 便利なポリ袋（乳白）中　１００枚

41886 便利なポリ袋（乳白）大　１００枚

41889 ポリ袋ダストくん（半透明）３０Ｌ　４０枚　箱入

41890 キッチンボアクロス　ファミリータイプ５枚組

41891 便利な消臭袋４０枚組

41896 キッチンいろどりアルミパネルツール柄　２枚

41920 ニトリル極うす手袋Ｓ　１００枚

41921 ニトリル極うす手袋Ｍ　１００枚

41922 ニトリル極うす手袋Ｌ　１００枚

41923 業務用除菌ウェットワイパー３０枚

41925 調理用ポリエチ手袋１００枚

41926 調理用ポリエチ手袋１００枚

41929 調理用ポリエチ手袋１００枚

【家庭用品】全日程・数量限定・お一人様１点限定でお届けする商品
対応 カタログ 注文NO 商品名・規格

27723 ムーニーエアフィットＳ　８４枚

27724 ムーニーエアフィットＭ　６４枚

27732 グーンパンツまっさらさら通気Ｍ　７４枚

27733 グーンパンツまっさらさら通気Ｌ　女の子用　５６枚

27734 グーンパンツまっさらさら通気Ｌ　男の子用　５６枚

27735 グーンパンツまっさらさら通気ＢＩＧ　女の子用　５０枚

27736 グーンパンツまっさらさら通気ＢＩＧ　男の子用　５０枚

27745 Ｇｅｎｋｉ！パンツＭ　５８枚

27746 Ｇｅｎｋｉ！パンツＬ　４４枚

27749 Ｇｅｎｋｉ！パンツＢＩＧ　３８枚

27750 Ｇｅｎｋｉ！パンツＢＩＧより大きい　２６枚

27774 チュチュベビー　つけるだけ（塩素系）１１００ｍＬ

27775 チュチュベビー　つけるだけ　タブレット（塩素系）７２錠

82296 牛乳石鹸　赤箱１００ｇ×３個組

商品名・規格

抽選
お一人様１点までに

変更
エコー日用品

お一人様１点までに
変更

にこにこほっぺ

ＷＥＢ毎週注文

対応 カタログ


