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最初に簡単なユーザー登録をするだけで、すぐに始められます。登録に必要なのは、組合員番号とメールアドレスだけ！
※ご加入後はじめてのご注文ではご利用いただけません。注文用紙でご注文をお願いいたします。

個人宅配

1人で利用

宅配手数料1回255円
※基本手数料１０５円＋商品配達料125円

※商品配達がないときは１０５円

ペア宅配

2人で利用
2人分の商品を１ヵ所にお届け

宅配手数料1回127円
※基本手数料５２円＋商品配達料75円

※商品配達がないときは５２円

グループ宅配

3人以上で利用
3人以上の商品を１ヵ所にまとめてお届け

宅配手数料無料

商品の温度帯に合わせた専用ボックスでお届けします。置き配にも対応いたします。

まんま通信で マークが付いている商品。
蓄冷剤を同包した発泡スチロールの保冷
箱でお届けします。

まんま通信で マークが付いている商品。
蓄冷剤・ドライアイスを同包した発泡スチ	
ロールの保冷箱でお届けします。

米、調味料、乾物、酒、雑貨など常温で保
存できる商品。折りたたみ可能なプラスチ
ック製の黄色い箱に入れてお届けします。

▲
その他の回収するものは１９ページをご覧ください。

●ご利用の流れ

●こんなに便利！ 始めてみよう♪

※ご注文後は必ず画面か返信メールで内容をご確認ください。
入力ミスによる返品はお受けできません。注意事項など、詳し
くはホームページをご覧ください。
※インターネット注文利用に関しては「生活協同組合あいコープ
みやぎインターネット注文に関する規定」に準じます。

ネット注文の他にもホームページは魅力いっぱい！
●	商品・生産者のこと	 ●	イベント情報	 ●	レシピ紹介
●	原材料	 ●	放射能検査結果	 ●	配達変更のお知らせなど

インターネットでご注文

宅配形態

手数料の割引・免除制度　※優遇制度については申請が必要です。

商品のお届け

注文完了！

お届けボックスはリユース（再利用）しています。配達時に配達担当者へご返却ください。翌週の配達時にご返却いただ
く場合は、雨などに濡れないように一週間大切に保管してください。ベランダなどに保管する場合、強風に飛ばされないよ
うに、重石などをのせる工夫もお願いします。

お届けボックスは
ご返却ください。

ドライアイスの取扱いについて　	 ●素手でさわらないでください。凍傷の危険があります。●ビンなどの密封容器に入れると破裂しますのでご注意ください。●お子さんがドライアイスで遊ばないよ
うにご注意ください。●ドライアイスは食品ではありませんので絶対に食べないでください。	※7月～9月は増量。

締切はご注文書記載の提出日翌日の
午前11時。締切までは何度でも訂正OK。

まんま通信では掲載されない 
「ネット限定商品」を注文できます。

組合員番号とパスワードがあれば、パソコン・スマホ、
自宅・勤務先、どの端末からでも注文できます。

ユーザー登録 
（最初の１回のみ）1 インターネット

注文へログイン2 注文入力 
フォームへ3 注文番号と

数量を入力4 内容を確認して 
送信5

必ずたたんでお戻しください

必ずたたんでお戻しください

ドライアイス冷凍用蓄冷剤冷蔵用蓄冷剤

冷蔵品 冷凍品 常温品

手数料について

※ご登録の利用形態ではなく、実際のご利用人数（カタログの発行部数）で手数料が決まります。

複数の宅配形態と、手数料の減免制度をご用意しています。

たくさん買ってお得！

高額ご利用割引
※自動適用

お一人で１回10,000円以上ご利用の場合 無料

子育て応援！
ベイビー優遇 妊娠中の方、または、１歳未満のお子様がいる方 申請から１年間 無料

子育て応援！
キッズ優遇 １歳～６歳未満のお子様がいる方 申請から１年間 1回105円

子育て応援！
ひとり親世帯優遇

家庭医療費助成証明書または、 
児童扶養手当証書をお持ちの方

いちばん小さいお子様が
18歳になる年の年度末まで  無料

シルバー優遇 満７０歳以上の一人暮らし、または、 
ご夫婦二人暮らしでいずれかが満７０歳以上の方 1回180円  

基本手数料105円＋
商品配達料75円

要介護者優遇 組合員本人、または、同一生計のご家族が 
要介護区分１～５の認定を受けている方 1回180円  

基本手数料105円＋
商品配達料75円

障がい者優遇
組合員本人、または、同居家族が 

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の
いずれかをお持ちの場合

無料
※高額ご利用割引の適用に申請は必要ありません。
※ベイビー優遇・キッズ優遇…お子様一人に対して1回のみ、どちらか一方の適用。申請時に母子手帳・保険証などお子様の年齢が確認できる書類をご呈示いただきます。
※ひとり親世帯優遇…申請時に家庭医療費助成証明書または、児童扶養手当証書と、母子手帳・保険証など一番小さいお子様の年齢が確認できる書類をご呈示いただきます。
※シルバー優遇…申請時に年齢確認のため「保険証」「年金手帳」「運転免許証」のいずれかをご呈示いただきます。
※障がい者優遇…申請時に「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」のいずれかをご呈示いただきます。
※灯油、団体保険のみのご利用はできません。		
※表示の金額は税込価格です。

point1 point2 point3
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●	万が一、お届けした商品に不良がある場合には、生協の組合員コ
ールセンター 0120-255-044までお電話いただくか、まんま通
信裏面の「れんらくカード」でご連絡ください。

●	現品は、原因調査等のため回収させていただく場合がありますの
で、捨てずに保管しておいてください。

●	不良品につきましては、代替品のお届け、または値引きなどの対応
を取らせていただきます。

●	原因調査等が必要な場合は、調査を行い原因や今後の対策に
ついてご報告いたします。

不良品の返品・ 
交換などについて

私たちは「できる限りゴミを減らし、限りある資源を大切にしよう」という考えのもと、
積極的にリサイクル・リユース運動を進めています。ビン、牛乳パック、卵パックなどは再利用、再資源化するために

毎週回収しています。ぜひリサイクル・リユースの輪にご参加ください。

食品類の返品・交換・追加

不良品以外の、組合員さんのご都合による食品類の返品・交換
は、原則としてお受けできません。また締め切りを過ぎた追加注文
もお受けできませんので、ご了承ください。

特別企画品（衣料品・雑貨品など）の 
返品・交換

特別企画品が届きましたら、すぐに内容をお確かめください。返
品・交換がございましたらお届け後１週間以内にご連絡ください。

〈衣料品〉 サイズ違い等による交換をご希望の場合は、お取り寄
せ送料（実費）がかかります。

〈雑貨品など〉 本・化粧品・CDやDVD、開封後の下着類や靴下
等はご返品をお受けしておりません。その他、返品をお受けするこ
とが出来ない場合がありますので、事前に生協までお問い合わせ
ください。
※	「スクロール」カタログ商品のご返品は、同封の「返品連絡カード」をご記入の上、
バーコードシールが貼られた袋に入れてお戻しください。

※	「スクロール」カタログ商品ご返品分の請求訂正は、翌月のご請求書に記載され
ます。

特別企画品（衣料品・雑貨品など）の追加

衣料・雑貨など特別企画品の追加注文は、業者に在庫がある場
合のみお受けできます。ただしその場合は、取り寄せの送料（実
費）がかかりますので、予めご承知おきください（お届けまで２週間
程度の時間を要します）。

組合員のご都合による 
返品・交換について

鶏卵は慎重に取り扱っておりますが、もし割れやヒビがあった場合
は、次のような値引きをさせていただいております。

卵の割れやヒビについて

商品名 商品価格 割れ ヒビ

平飼いこめたまご（６個入） ２９７円 １個５０円 １個２５円

平飼いこめたまご１０個パック ４７３円 １個４８円 １個２４円

花たまご・半熟たまご（６個入） ２４６円 １個４１円 １個２１円

花たまご１０個パック ２８９円 １個２９円 １個１５円

花たまご３㎏箱 １，２１０円 １個２５円 １個１３円

リユースビン

牛乳パック

その他の回収品

発泡スチロールトレー 紙トレー 箱・ケース・ダンボール 商品カタログ・チラシ類

デポジット回収番号

たまごパック

▲

ホームページにて多数のQ&Aをご覧いただけます。

Rマークが付いたガラスビン
は、回収して洗浄し、再利用
します。必ず生協へお戻しく
ださい。
（大事に扱えば20回～30回
は再利用できます）

私たちが取り扱ってい
るトイレットペーパーや
ティッシュに生まれ変
わります。

回収対象は、まんま
通信にRマークが
付いている商品に
限ります。

このマークが目印！

デポジット対象Rビンの預かり金
20円を、次回のご請求書でお戻
しいたします。返却の際は、一緒
に提出する注文書のデポジット記
入欄に本数を記入してください。

デポジット回収番号

まんま通信にこのマー
クの付いている商品
が対象です。

このマークが目印！

一度、資源化され、新し
いたまごパックの原料
になります。

・花たまご１０個パック ・平飼いこめたまご
・花たまご・半熟たまご　 ・平飼いこめたまご１０個パック

対象商品

※配送都合上、こまめな返却に
ご協力ください。回収はあいコー
プのものに限ります。 ※ご提出分の注文書と分けてご返却ください。

花たまご
3kg 箱

トマトの箱

青果用ケース

たたんで
お戻しください

洗って
きれいに

そのまま
お戻しください

そのまま再利用 リサイクル

不良品などありましたらお気軽にご連絡ください。

返品・交換
再利用、再資源化にむけて毎週回収しています。

リユース・リサイクル

こんなときはどうしたら？

その他チラシ類商品カタログ
まんま通信

水ですすいでから
お戻しください

紙ラベルは剥がさ
なくてもOKです

水ですすいでから
お戻しください

紙ラベルは剥がさ
なくてもOKです

必ずあいコープのたまご
パックだけを戻し、他社
のパックを混ぜないよう
にしてください

 洗って乾かし切り
開いてください

留守でも大丈夫？

お留守でも、配達
いたします。

マンションだけど、玄関
先まで届けてくれる？

エレベータのない集合
住宅でも、5階まで玄
関先までお届けします。

注文をお休み・再開
したい場合はどうす
ればいいですか？

コールセンターに
ご連絡ください。

洗って
乾かしてください






