
佐土原店作成のCMSTubeに
登場してくださったお取引先
のささりん堂さん。

浜町店（延岡市）

蛯原 慶四郎 店長と
（現：柳丸店店長）
レジカウンター部門

甲斐 美保子 さん

えびはら けいしろう

かい みほこ

はままち

柳丸店（宮崎市）
店長

石本 幸司 さん
（現：店舗支援部マネージャー） 　　　　　

いしもと こうじ

やなぎまる

かおる坂店（宮崎市）
フロア部門

安楽 みどり さん
あんらく

赤江店作成のCMSTubeに
登場してくださった

組合員の尾上 誠 さん
おのうえ まこと

花ヶ島店（宮崎市）
衣料部門

和田 真知子 さん
わだ まちこ

はながしま

浜町店（延岡市）
店長

蛯原 慶四郎 さん
（現：柳丸店 店長）

えびはら けいしろう

はままち

日南店（日南市）
レジ・カウンター部門
マネージャー

金田 久子 さん
かなだ ひさこ

にちなん

小林店（小林市）
惣菜部門マネージャー

吉村 望 さん
よしむら のぞみ

こばやし

仕入開発部
惣菜担当

川﨑 國義 さん
かわさき くによし

仕入開発部
惣菜担当

蓑田 安美 さん
みのだ やすみ

柳丸店（宮崎市）
惣菜部門

西田 裕子 さん
にしだ ゆうこ

やなぎまる

小林店（小林市）
レジ・カウンター部門

栗巣野 千夏 さん
くりすの ちなつ

こばやし

花繰店（都城市）
ベーカリー部門

松元 和子 さん
まつもと かずこ

はなぐり

日南店（日南市）
農産部門

野田 則子 さん
のだ のりこ

にちなん

写真はお孫さんの千紗ちゃん
ちさ

3/26（土）・27（日）・28（月）にお誕生日を
迎えられる方は、そのお誕生日当日に、レジ
にてさらに１割引いたします。

期間中
お誕生日
の方は

　たばこ、指定ゴミ袋、切手等の郵便類、
有料道路券、宅急便など、割引対象外が
ございます。

割　引割　引
対象外対象外
割　引割　引
対象外対象外
割　引
対象外

今年度、４～１２月累計で供給高・経常剰余とも
予算を上回っていますので、毎年度末、楽しみにして
いただいている組合員さんに感謝の気持ちを

込め、『一年間のご利用・応援へ感謝！ありがとう
１割引企画』を実施します。総額で、約5,600万円の
還元を行う予定です。

お楽しみ市 26　・27　・2826　・27　・2826　・27　・283/3/3/
3月26日（土）～28日（月）に
サービスカウンターまで
お持ちください。

抽選券

　フロア部門の呼び出し
ボタンを押すと、フロア部
門のバックヤードと併せ
て、サービスカウンターで
も呼び出し音が鳴るように
変更いたしました。

　自転車が固定できるよう
に、早速設置しました。

下にコンクリートの土台を置
いて、しっかりと固定しました。

タブレット
に数値が出
ます。

計測器に手の平
を乗せます。

惣菜コーナー
の平台

テープカット

「サイクルスタンドがあると、
風の強い日でも、自転車を固定
して荷物を乗せられます。」

「栗の渋皮煮」を作られると話
されていました。また、他の組合
員さんからも尋ねられました。
　すぐに、農産の方に伝えて関
連陳列をさせてもらいました。
ちょうど「タンサン」を並べてい
る時、組合員さんがタイミング
よく手に取られて良かったです。

　以前、おすすめ商品で『牛肉ハンバーグ』がありました。
男性の方から、「このハンバーグおいしいの？」と聴かれた
ので、「外国産のお肉ですが、ボリュームもあっておいしい
ですよ」とお伝えすると、お買い求め
になられました。
　後日、その方をお見かけしたので、
「ハンバーグはどうでしたか？」と
お声をかけると、「おいしかったぞー！
久しぶりにおいしい惣菜のハンバーグ
食べたわ～！」と喜んでもらえました。
おすすめして良かったです。

おいしかったぞー！

組合員さんより、「ずいぶんレジが速くなられましたね。
引き続きがんばってね」とありがたいお言葉をかけていた
だきました。他にも、「練習がてらマイ
カゴ入れをしてみて」と言ってくだ
さいます。研修中であることを覚えて
くださっている組合員さんが数名
いらして、毎回のようにお言葉をかけ
てくださり、本当に嬉しいです。
　がんばって、喜んでいただけるレジ
係になっていきたいです。

がんばってね！

　先日、組合員さんより、「この『ミニ・パン・オ・紅芋』と
『スイートポテトデニッシュ』の違いは何ですか？」と
聴かれました。「おすすめの『ミニ・パン・オ・紅芋』は、
沖縄産の物を使用しています」とお伝えし、テイクアウト
試食をお渡ししようとしたら、すでに帰られていました。
後日、その方が来店された際、

「試食を渡そうとしたら、すでにお帰り
になられていたので、良かったらこれ
をどうぞ」と、テイクアウト試食をお
渡ししたところ、「試食も嬉しいけど、
それを覚えていてくれたことが、すごく
嬉しい」と言っていただきました。

覚えていてくれたの・・！

先日、レタスの1/4 とキャベツの1/4 を持たれた
組合員さんに呼び止められて、「ここは、この少量目が置いて
あるからとても助かっています。いつ
か誰かにお礼を言いたかったので、
今日言えて良かったです」と言って
もらえました。
私も、「必要な品物で少量目が欲しい
時は、遠慮なくお申しつけください」
とお礼と一緒にお伝えしました。

　孫の『百日祝』用の鯛を、水産部門
の職員さんに、「わが家の孫のお祝い
なんです。魚焼き器の大きさが２５cm
なので、その大きさまでで、鯛をお願
いできますか？」とお願いしたところ、
当日、仕入れた鯛の中から選ばせて
いただいて、すぐに調理（下処理）を
してくださいました。家では塩を振って
焼くだけでした。家族みんなで、とても
美味しくいただきました。お陰様で
良いお祝ができました。ありがとう
ございました。

かおる坂店（宮崎市）ご利用の
宮崎市のA・Mさん

良いお祝ができました

お礼が言いたかったの・・！

６月２６日（土）
本郷店（宮崎市）が
リニューアルしました！

外壁塗装や、駐車場
は１階、２階ともきれ
いに舗装し、白線も
引き直し、新店のよ
うに生まれ変わりま
した！

ベーカリーコーナー
も新しく、広く見や
すくなりました。

ベーカリーコーナー

外
観

６月２６日（土）
本郷店（宮崎市）が
リニューアルしました！

惣菜部門に平台を新
たに増設し、より多く
のお惣菜を案内しま
した。

教えていただきありがとう 改善できました。ありがとう！

参加していただきありがとう 組合員さんと楽しく会話ができています。ありがとう
CMSTubeには、お取引先の皆様
や組合員さんに登場していただき
ました。

フロア部門の呼び出しボタンを
押したのですが、誰も来てくれず、
近くの職員に声をかけました。

タンサンはどこに
ありますか？

最近、自転車止めが抜けてグラグラ
します。ちゃんと固定してください。

　靴下コーナーで、店舗周辺
の『学校指定靴下』のPOPを
案内していると、「校則が変
更になって、黒と紺色もOK
になりました」と教えていた
だきました。すぐに、POPの
差し替えを行いました。

『笑顔の名札』ができました！

〇〇製麺にある
ような『玉ねぎの
かき揚げ』って
できませんか？

カツ丼用の玉
ねぎを使って、
一度やってみよ
うと思います。

組合員さんの声から『新商品』誕生！

玉ねぎかき揚げ

缶バッジを使った「笑顔の名札」

１１月１７日
３３周年になりました。

柳丸店

１０月２９日
２２周年になりました。

浜町店

呼び出しボタンを押したのですが…

サイクルスタンドを設置し、動かないように固定しました

くらしの保障部による
『ベジチェック』が
好評でした！

お店のお誕生日にも、
たくさんの組合員さんから
メッセージをいただきました

一緒に『タンサン』が案内してあると嬉しい！

校則が変更になり、黒色と紺色もOKになりました！

　仕入開発部の蓑田安美さんと川﨑
國義さんの２人で、「カツ丼用の玉ねぎ
は薄いから、５ｍｍの厚さくらいで
作ってみよう」と試作しました。また、
米粉を使用することで、さらにおい
しくでき上がりました。毎日よく利用
されています。

　コロナウイルス感染拡大の影響
で、マスク着用が当たり前となった
昨今、組合員さんに顔を覚えいた
だくことも難しくなりました。
組合員さんからも、「職員の方の

素敵な笑顔が分からなくて、残念
です」とのお声をいただきました。
そこで、缶バッジを使用した

『笑顔の名札』を全店で作って、付
けることにしました。

～～2828日（月）日（月）にに

券

　先日、組合員の○○様がマイバッグを持って来られ、「袋詰め
をして欲しいのですが、でも持ち上げる時に重いので、袋詰め
したマイバッグをカゴの中に入れないで欲しい」とのご要望を
いただきました。
　そこで、「今まで毎回そのことをレジの職員にお伝えしていた
のですか？」とお尋ねしたところ、「今まで伝えていました」と言わ
れたので、「組合員さんがご要望されていることを登録しますと、
どのレジでも、コープカードを通すだけで内容が分かるように
なりました。よろしければご登録しましょうか？」とお伝えしま
した。
　「そうなんですか？そうしていただければ、毎回言わなくて済む
のでとても助かります」とおっしゃっていました。その後すぐに
『レジ応援情報』に登録しました。
これでどのレジでも、○○様のご要望がスムーズに対応でき
ます。これからも、『レジ応援情報』でレジ職員の誰もが一人ひとりに
寄り添った対応をできるように進めていきます。

『レジ応援情報』…これまで組合員さんが、ご自身のご要望を繰り
返し発信していたことが、コープカードを通すだけで、ご要望の
内容が分かるようになりました。

『べジチェック』とは、日頃の
野菜摂取量が簡単に計測で
き、今後の食生活に役立てて
もらおうというイベントです。
※大塚店で行ったべジチェック
に、多くの方が参加されま
した。（一番上の写真）

『べジチェック』とは、日頃の
野菜摂取量が簡単に計測で
き、今後の食生活に役立てて
もらおうというイベントです。
※大塚店で行ったべジチェック
に、多くの方が参加されま
した。（一番上の写真）

組合員さんに日ごろの感謝の気持ちを込め、ありがとう1割引企画を実施しますの気持ちを込め、ありがとう1割引企画

企画
1割引

組合員さんに日ごろろの感謝の

組合員組合員のみなさん、一年間みなさん、一年間のご利用・応援ご利用・応援に感謝します感謝します！組合員のみなさん、一年間のご利用・応援に感謝します！

そ
の
後

第315号　　　　2022年3月26日 ●コープカードを忘れてもお買い物できます。またコープカードはコープみやざきの全店舗で使えます。　　　　（コープカードを使うと、商品のトラブルなどがあった際にお店からご連絡できます。ぜひ、お持ちください。）
※コープみやざきのどこのお店でも抽選できます。

価格は通常価格ですが、お楽しみ市3日間にお買い得価格になる商品もあります。 マークは日本生協連、 マークはコープみやざきの開発商品です。


