
　放射性物質は時間とともに放射性が弱ま
り、半分にまで弱まる期間が「半減期」です。
倍の時間がたてばなくなると思われるかもし
れませんが、「ゼロ」にはなりません。外部か
らの被ばくは放射性物質から離れたり衣服
や壁で遮断したりすれば、影響を減らすこと
ができます。他方、体内に取り込むと被ばく
が避けられません。
　検査を行い結果を公表しているものを食
べることで体内に取り込む量を減らすことが
できます。しかし、放射能を気にし過ぎて特
定の野菜をすっかり食べなくなった、という
のでは栄養が偏りかえって体によくありませ
ん。全国のいろいろな食材をバランスよくと
ることは、被曝のリスクを減らす知恵であり、
健康にもつながります。

　「ベクレル（Bq）」とは、放射性物質が1

秒間に出す放射線の量を表す単位。そし
て、放射線によって人体がどのくらい影
響を受けるか、その度合いを表す単位が
「シーベルト（Sv）」です。日本では現在、
一般市民の被曝限度を年間1ｍSvとし、
逆算することで食物の放射能を100Bq/

kg（一般食品）まで、と基準値を定めて
います。しかし、放射能にはこれ以下な
ら絶対に安全という「しきい値」がないのが特徴です。空間線量率は原発事故前は
0.05mSv前後でした。関東近県では一部を除き事故前とほとんど同じ程度まで下
がってきています。空間線量率の高いところでは、風に運ばれてわずかではあります
が、家の中にも放射性セシウムは入ってきます。玄関や部屋をこまめに水ぶきしたり、
庭の落ち葉を片付けるのがよいでしょう。除染がされていないなど空間線量率の高
いところにはなるべく近づかないこと。とはいえ、子どもの成長に外遊びは欠かせま
せん。室内のこもりきりは避けましょう。

ミニ講座：原発事故から6年が経ったいま、正しく理解する！

　体内に入ったセシウムは一部が取り込まれ、
新陳代謝とともに少しずつ排出されていき、約
80日で半分に減ります。汚染された食品を食
べ続ければ、体内のセシウムの量は排出量とバ
ランスするまで蓄積していきます。計測し汚染
されていないことが確認されている食品を選べ
ば、体内のセシウム量は時間とともに減っていき
ます。検査されておらず、放射能の汚染がわか
らないものより、放射能検査の結果が公表さ
れているものを選ぶことが必要です。
　被ばくのリスクも重要ですが気にしすぎると
ストレスがたまり、かえって健康によくありませ
ん。過度に気にせずリスクを避けるように気を使
うという、バランス感覚が大切です。

放射能が、食べ物から体のなかに
入ったらどうなるの？3 放射能に対して、

私たちができることは？4

何ベクレルまでなら安全なの？1 放射能はいつになったら消えるの？2

　放射能が健康に影響を及ぼすことは、知られていま
す。現在、福島第一原発敷地内の汚染水の大部分は
ろ過され、放射性セシウムやストロンチウムは99％除
去しているとされています。しかし放射性トリチウムはろ
過できないため、ろ過後の汚染水はタンクで保管され
ています。タンクの汚染水は日ごとに増え、保管場所に
限界があるため、原子力規制委員会は「薄めれば問題
ない」と海に放出することを検討しています。ところが、
どのような影響があるのかは、よくわかっていません。
　汚染水だけでなく、食、環境、みんなの身にリスクがかぶさっています。
　リスクがあるのは事実だけれど、そのリスクをなるべく高めないこと。がんになるので
は、遺伝的に影響があるのでは、と見えない不安にかられますが、身のまわりの発がん
リスクは放射能だけではありません。そのため、未来を生きていく子どもたちのためにも、
社会全体で測定や検査を継続して行うことがとても大切なのです。

パルシステムでの魚介類の放射能
自主検査のようす

NPO法人原子力資料情報室 
共同代表　
伴 英幸さん

放射性物質、残留農薬、食品添加物、大気汚染物質……発がん性物
質は、たくさんあります。それらは、なるべく避けることが望ましいもので
す。放射能問題に詳しい、NPO法人原子力資料情報室の伴英幸さん
に、放射能対策の基礎について教えていただきました。

過度に気にしては
いけないけれど、
心には留めておく、
バランスが大切です！

どれだけ時間が経っても
ゼロにはならない。
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　今、国内では原子力発電所の再稼働の動きが高まっています。再稼働には
誰もが不安を抱き、反対の声も強いのですが、原発が立地する地域では、地
域経済が原発依存型になっているため、強く反対とは言えない状況におか
れています。とはいえ、新規の建設は電力会社や政府も消極的ですし、多く
の市民が強く反対しているので、廃止されていくでしょう。
　そのときのためにも、再生可能エネルギーによる電力の供給体制を今か
ら確立することが重要です。電力を送る体制に制約がなくなれば、「パルシス
テムでんき」のみならず、多くの事業者が再生可能エネルギーに取り組むこ
とができるようになります。そうなれば脱原発への道は早いと思います。

　放射能を避ける本来の目的は、日常生活を健康で豊かにすること。
　この先も食品の放射能検査は継続することが重要です。行政検査も民間
の検査も縮小される傾向があるだけでなく、検査精度のバラツキに課題があ
るからです。
　国の基準は消費者目線に立っていません。検査は十分とは言えず、それも
基準値の100Bq/kg以下であれば、正々堂々と流通することになります。そ
のようななかで、消費者目線に立って検査を継続することは、極めて重要な
ことだと言えます。

「消費者目線」で、検査を継続する大切さ

NPO法人「原子力資料情報室」 
1975年設立。設立以来、産業界から独立し
た立場で、原子力に関する資料収集や調査・
研究、政策提言を行う。http://www.cnic.jp/

今こそ、再生可能エネルギーへのシフトを脱原発後の
未来のために
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2017年7月1回

ご希望の方は毎月1回 
「パルシステム放射能レポート」を配付いたします

190888 左記の6ケタ注文番号で
お申し込みください。

原子力関連の資料が並ぶ、原子力資料情報室



パルシステムでは、検出数
値が正確な「ゲルマニウム
半導体検出器」2台を使用
しています。食べられる部
分だけを取り出し、細かく
切るなど下処理をして、測
定容器にできるだけ詰め
込み、外部の放射線の影
響を受けないように厚い鉛
の容器で遮断して、精密な
測定を行います。

測定方法に
ついて放射能検査状況について

パルシステム自主検査の報告　

パルシステムの 
自主基準
(独自ガイドライン)と
検出限界について

パルシステムでは食品の残留放射能について自主基準
(独自ガイドライン)を設定しています。放射線にはこれ
以下なら安全という「しきい値」がないので、基準以下で
あっても、放射能低減を追求します。検査の結果、自主基
準を超えるものについては供給いたしません。また、自主
基準（独自ガイドライン）は継続的に見直しを行います。

※乾燥食品は生原料や摂食状態で検査します。　
※乳幼児用食品は「yumyum」掲載商品とインターネットの「赤ちゃん・キッズOK食材」掲載商品。

自主基準（独自ガイドライン）（セシウム134,137の合計）
2014年10月より現行基準（単位Bq/kg） 国の規格基準

水、飲料、牛乳、乳製品、米、乳幼児用食品 10
水、飲料茶 10

乳児用食品､牛乳 50

青果類（きのこ類除く）、肉類、卵、魚介類、
海藻類、その他食品、きのこ類（しいたけ除く） 25

一般食品 100
しいたけ 100

●�青果は、北海道を除く東日本（新潟県・長野県・静岡県以東
の本州17都県）のカタログ掲載産地において、分類ごとに
一品目以上検査をしています。注文時にあわせて公開して
いるオンラインの自主検査結果に検査が間に合わない品目
については、供給前までには放射能検査を実施します。

●�水産は、北海道から関東の沿岸近海のエリアを重点地域と
して、原料切り替わりをした月に検査を行っています。

●�検査は、ご注文にあわせて実施していますが、冷蔵・冷凍・
常温の各加工品は年１回計測しています。

放射能検査の対象範囲について
農畜産物と
その加工品

北海道を除く東日本産 
（新潟･長野･静岡以東の本州産）

水産物と
その加工品

日本沿岸･近海・一部の北太平洋・ 
淡水産水産物

検出限界値
検出限界（ヨウ素131、 

セシウム134､137それぞれ）
2016年4月1日から

新基準に変更（単位Bq/kg）

乳幼児用食品 1

水、飲料、牛乳、乳製品、米、
青果類、肉類、卵、魚介類、 
その他食品

3

●�フルーツyumyumセットにセットさ
れている果物は、検出下限値1Bq/kg
で検査を行っています。

〈 検査結果：2016年度の状況 〉 ※乳幼児用食品は2016年4月より1Bq/kgに検出下限値を下げました。

青果 2016年5月に小田原のバレンシアオレンジの3件中1件から3.2Bq/kgが、2017年2月に常総セン
ターのれんこんの2件中1件から6.1Bq/kgが自主基準内で検出されました。

しいたけ 生しいたけ（3.1～13Bq/kg） で放射能が自主基準内で検出されました。

他の
きのこ類

しめじ（ひらたけ）（3.0～3.5Bq/kg）、ぶなしめじ（3.1Bq/kg） 、なめこ（4.4Bq/kg）、で放射能
が自主基準内で検出されました。他のきのこ類は放射能不検出です。

米

2016年産米の検査は27産地67検体の検査を行いました。日本の稲作を守る会の栃木こし
ひかり（玄米）を検査したところ、2件（3.9、4.1Bq/kg）の検出がありました。検出された玄米を
白米で再度検査した結果、検出はありませんでした。米の全産地の検査は終了しました。
※放射能の多くはぬか部分に蓄積します。検出されました栃木こしひかりは、白米でのお届けとなります。

牛乳、肉、卵 産地ごとに定期的に検査しており、今年度放射能は検出されていません。

魚介類 魚介類で放射能は検出されていません。
乳幼児用食品 検出下限値1Bq/kgで検査を行っておりますが、すべて不検出です。

その他食品 
〈お料理セット〉

肉・豆腐などは定期的に検査を行っています。野菜のみを毎月検査を別途行っています。菌茸類に
ついては毎週検査を行っており、しいたけおよびしいたけ水煮（3.4～14Bq/kg）、まいたけおよびま
いたけ水煮（3.1, 3.2Bq/kg）、から自主基準内ですが検出されています。その他のお料理セットで使
用されています菌茸類（えのき茸、マッシュルーム、ぶなしめじ）からの検出はありません。

その他食品 
〈大豆加工品〉

豆腐、納豆、味噌、醤油など大豆加工品は、2015年産および2016年産原料で検査を行って
いるものと、製品で検査を行っているものとがありますが、放射能は検出されていません。

その他食品 ブルーベリー&ルテイン（6.5Bq/kg）から放射能が自主基準内で検出されました。

放射能自主検査の結果が最
新のものからリストに並び、
確認できます。

3

トップページ右の「放射能
検査」をクリックし、

1

出たページの「放射能検査
結果」をクリックすると、

 2

青果は
毎週更新されま

す

※下記の検索
ワード、または右
記ＱＲコードで、
③のページから
ご確認いただけ
ます

パルシステム　放射能検査結果 検　索

過去の検査状況と検査した商品については
ホームページですべて公開しています。

インターネットショップでは商品ごとの
検査結果をご確認いただけます。

放射能検査 不検出

不検出時の表示例

検出時の表示例
検出数値、検出日を記載
しています

放射能検査
しいたけ

セシウム8.1Ｂq/kg
(2016/10/12 報告)

放射能検査 対象外

検査対象外の表示例
東日本の17都県以外で生産され
た原料を使用した商品、日本近
海及び一部の北太平洋および淡
水産水産物の原料を使用した水
産関連商品は検査対象外です

※生しいたけ（原木栽培）7.8,�1.6Bq/kg、お料理セットのしいたけ4.9,�5.3,�8.2Bq/kg

〈 2017年度の検査数（カッコ内は検出件数） 〉 不検出率：98.3%

牛乳・乳製品 6

肉類・卵 1

魚介類 22

乳幼児用食品 15

青果 57

しいたけ 7

きのこ類 
（しいたけ除く）

5

米 00
（0）

（0）

（0）

※（5）

飲料水・飲料 8

その他（加工）食品 185

総計 306
（5）
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●週次の「放射能関係のお知らせ」はホーム
ページで掲載しています。

●インターネットから見られない方はこちらに
お問い合わせをお願いします。

※センターによって、携帯電話からはご利用できない場合があります。

商品についてのお問い合わせ
■配達、交換、返品、請求関係、休止、住所変更 など

※ナビダイヤルは有料です。パルシステムの配送エリアからは固定電
話の場合、一律1分10円（税込10.8円）でご利用いただけます。
携帯電話の場合は、ご本人の利用プランにより料金が異なります。

【商品情報ダイヤル】
■原材料、賞味期間、次回掲載予定、使い方、レシピ など

月～金曜日：10時～17時

お問い合わせをいただいた際、
お名前、組合員番号、電話番号を伺います。

0570-011-099

甲府センター 0120-28-5891
西桂センター 0120-32-1061
一宮センター 0120-21-9898

パルシステム山梨 パルシステム群馬
高崎センター 0120-60-5118
渋川センター 0120-36-3315
東毛センター 0120-63-3735

配達・利用についてのお問い合わせ その他のお問い合わせ
■CO・OP共済
コープ共済センター 

■各種保険
共済連保険事務センター 

■チケット、エアコンクリーニングなどのくらしのサービス
■新築・リフォーム、シロアリ防駆除、太陽光発電などの住まいのサービス

月～金曜日：9時～18時 土曜日：9時～17時30分

月～金曜日：9時～17時30分

0120-700-750

0120-201-342

サービス事業課　　 
月～金曜日：10時～17時

0120-114-312

【パルシステム問合せセンター】

※お問い合わせ内容の確認とサービス向上のために、
通話の内容を録音しております。

月～金曜日：9時～20時／土曜日：9時～17時0120-868-014

※フリーダイヤル（無料）です。 ※フリーダイヤル（無料）です。

❶返品・交換ができる場合　●食品以外の商品でカタログとのイメージ違い　●代替品がお気に召さない　●商品不良　❷返品・交換ができない場合　●食品、衛生用品（トイレットペーパーなど）、化粧品、試着等により傷や汚れが生じた
衣類等、開封後の書籍及びCD・DVD、チケット、植物、種、ペットフード　❸返品・交換の方法　●商品お届け後8日以内にパルシステムにご連絡ください。

【商品の返品・交換について】

※センターによって、携
帯電話からはご利用で
きない場合があります。

パルシステム東京・パルシステム神奈川ゆめコープ・パルシステム千葉・パルシステム埼玉・
パルシステム茨城・パルシステム福島・パルシステム静岡

「
カ
タ
ロ
グ
」に
掲
載
さ
れ
て
い
る
マ
ー
ク
に
つ
い
て

商品本体は不使用あるいは対象外。ただし、添付のタレ・スープなどの原
料に、不分別の遺伝子組換え原料が含まれている可能性がある（本体
に不分別がある場合は、本体表示を優先する）

添付品
不分別

原料のなかで水を除く、構成比5％以上のものは非遺伝子組換え原料
あるいは対象外の原料を使用。ただし、5％未満の原料に不分別の原
料が使われている可能性がある

副原料
不分別

原料のなかで水を除く、構成比5％以上のものに、不分別の原料が使わ
れている可能性がある不分別

アレルギーのある方は、商品包材の表示を必ずご確認ください。

表示品目

表示方法 卵

卵

乳

乳

麦

小麦

そ

そば

落

落花生

え

えび

か

かに

豆

大豆

※大豆を除く特定原材料に準ずる19品目については、表示しておりません。
※コンタミネーション表示については、特定原材料7品目と大豆で、かつ製造者から情報提供をいただいた商
品のみの表示となっています。（乳）（そ）のように（ ）で表示しています。

■アレルゲンの表示

青果・米・卵・酒・非食品を除くすべての商品のうち、原材料に特定原材料7品目と大豆が
含まれている商品には、その品目名を略称で表示しています。

リユース・リサイクルするもの
（紙パック・びん類・野菜の通い箱等）

原則として、そのシーズン中に1回の
み登場する限定企画の商品

冷凍でお届け冷蔵でお届け

終了する商品新商品

k j

仕様や量目などを改善した商品

p 次回より値上げ予定の商品

値下げした商品

日本生活協同組合連合会が開発し
た商品

※青果では翌週までを表
示。次回未定の表示は省
略しています。産地や規格
が次回では異なる場合も同
一商品として扱っています。
※次回企画は予定ですの
で、諸事情により変更にな
ることがあります。

l
m

次回予定u

商品開発チーム（※）などが、商品開
発に協力した商品

※多くの組合員の声や暮らしの視点をメンバーがまと
めて商品づくりに生かす各生協の組合員のチーム。

組合員
開発協力
しました

が

パルシステムが独自開発したオリジ
ナル商品

g 来週に
あるもの

h 翌々週に
あるもの

いっしょに
注文すると

00円引 指定の商品をいっしょに注文する
と、値引きされます。マークが付い
ている商品の本体価格から、それ

ぞれの商品の値引き表示額分が自動的に値引
き処理されます

シーズン初登場の商品

シーズン終了に伴い、供給
をお休みする商品

今季初登場！

今季最終！

■遺伝子組換え表示 遺伝子組換え原料を不使用や対象外の商品には表示しません。
※遺伝子組換え対象作物：大豆、とうもろこし、じゃがいも、菜種、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ

※牛乳および商品の消費期限表示が5日以内の商
品、6日以内の精肉は、お届け日からの日数を表示。

※日用雑貨は生産国を表示します。

原料原産地：パルシステムが独自に開発したオリ
ジナル商品（農産、精肉、パン、酒類は対象外）の
み表示（主原材料とその原産地を表示）、《メー
カー》：メーカー名、b：最終製造者の所在地

水産、畜産、冷凍食品、惣菜食品の加工済み食品に表示

オーブントースター
フライパン 揚げる
ボイル 電子レンジのみ

電子レンジ

原料原産地《メーカー》b

000kcalc0.0g/単位
エネルギーと食塩相当量を加工食品に表示

（調味料、酒を除く）

賞味期限表示を行っている商品に表示（180
日以内）。お届け日からの期間ではありません。
消費期限表示を行っている商品に表示。

s

q

（食品）

2つ以上まとめて注文すると1点につ
き、税込価格から表示している金額
に消費税を乗じた金額を値引きます。

（端数は四捨五入）

ポイントマークが付いた商品は、
購入点数分、表示のポイントが付
きます

5

今回値引きしている商品
※規格と価格が、赤い帯に白文字表記
になっています。

増量！
00個

通常品と同仕様で、容量が
多い分、お得な商品

通常時に比べ、価格は変
わらず、容量増となっている
商品

※規格と価格が、赤文字表記になっています。

徳用！
000円
000g当たり000g当たり

徳用！

商品についてのお問い合わせ
■配達、交換、返品、請求関係、休止、住所変更 など

※ナビダイヤルは有料です。パルシステムの配送エリアからは固定電
話の場合、一律1分10円（税込10.8円）でご利用いただけます。
携帯電話の場合は、ご本人の利用プランにより料金が異なります。

【商品情報ダイヤル】
■原材料、賞味期間、次回掲載予定、使い方、レシピ など

月～金曜日：10時～17時

お問い合わせをいただいた際、
お名前、組合員番号、電話番号を伺います。

0570-011-099

甲府センター 0120-28-5891
西桂センター 0120-32-1061
一宮センター 0120-21-9898

パルシステム山梨 パルシステム群馬
高崎センター 0120-60-5118
渋川センター 0120-36-3315
東毛センター 0120-63-3735

配達・利用についてのお問い合わせ その他のお問い合わせ
■CO・OP共済
コープ共済センター 

■各種保険
共済連保険事務センター 

■チケット、エアコンクリーニングなどのくらしのサービス
■新築・リフォーム、シロアリ防駆除、太陽光発電などの住まいのサービス

月～金曜日：9時～18時 土曜日：9時～17時30分

月～金曜日：9時～17時30分

0120-700-750

0120-201-342

サービス事業課　　 
月～金曜日：10時～17時

0120-114-312

【パルシステム問合せセンター】

※お問い合わせ内容の確認とサービス向上のために、
通話の内容を録音しております。

月～金曜日：9時～20時／土曜日：9時～17時0120-868-014

※フリーダイヤル（無料）です。 ※フリーダイヤル（無料）です。

❶返品・交換ができる場合　●食品以外の商品でカタログとのイメージ違い　●代替品がお気に召さない　●商品不良　❷返品・交換ができない場合　●食品、衛生用品（トイレットペーパーなど）、化粧品、試着等により傷や汚れが生じた
衣類等、開封後の書籍及びCD・DVD、チケット、植物、種、ペットフード　❸返品・交換の方法　●商品お届け後8日以内にパルシステムにご連絡ください。

【商品の返品・交換について】

※センターによって、携
帯電話からはご利用で
きない場合があります。

パルシステム東京・パルシステム神奈川ゆめコープ・パルシステム千葉・パルシステム埼玉・
パルシステム茨城・パルシステム福島・パルシステム静岡

「
カ
タ
ロ
グ
」に
掲
載
さ
れ
て
い
る
マ
ー
ク
に
つ
い
て

商品本体は不使用あるいは対象外。ただし、添付のタレ・スープなどの原
料に、不分別の遺伝子組換え原料が含まれている可能性がある（本体
に不分別がある場合は、本体表示を優先する）

添付品
不分別

原料のなかで水を除く、構成比5％以上のものは非遺伝子組換え原料
あるいは対象外の原料を使用。ただし、5％未満の原料に不分別の原
料が使われている可能性がある

副原料
不分別

原料のなかで水を除く、構成比5％以上のものに、不分別の原料が使わ
れている可能性がある不分別

アレルギーのある方は、商品包材の表示を必ずご確認ください。

表示品目

表示方法 卵

卵

乳

乳

麦

小麦

そ

そば
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落花生

え

えび

か

かに

豆

大豆

※大豆を除く特定原材料に準ずる19品目については、表示しておりません。
※コンタミネーション表示については、特定原材料7品目と大豆で、かつ製造者から情報提供をいただいた商
品のみの表示となっています。（乳）（そ）のように（ ）で表示しています。

■アレルゲンの表示

青果・米・卵・酒・非食品を除くすべての商品のうち、原材料に特定原材料7品目と大豆が
含まれている商品には、その品目名を略称で表示しています。

リユース・リサイクルするもの
（紙パック・びん類・野菜の通い箱等）

原則として、そのシーズン中に1回の
み登場する限定企画の商品

冷凍でお届け冷蔵でお届け

終了する商品新商品

k j

仕様や量目などを改善した商品

p 次回より値上げ予定の商品

値下げした商品

日本生活協同組合連合会が開発し
た商品

※青果では翌週までを表
示。次回未定の表示は省
略しています。産地や規格
が次回では異なる場合も同
一商品として扱っています。
※次回企画は予定ですの
で、諸事情により変更にな
ることがあります。

l
m

次回予定u

商品開発チーム（※）などが、商品開
発に協力した商品

※多くの組合員の声や暮らしの視点をメンバーがまと
めて商品づくりに生かす各生協の組合員のチーム。

組合員
開発協力
しました

が

パルシステムが独自開発したオリジ
ナル商品

g 来週に
あるもの

h 翌々週に
あるもの

いっしょに
注文すると

00円引 指定の商品をいっしょに注文する
と、値引きされます。マークが付い
ている商品の本体価格から、それ

ぞれの商品の値引き表示額分が自動的に値引
き処理されます

シーズン初登場の商品

シーズン終了に伴い、供給
をお休みする商品

今季初登場！

今季最終！

■遺伝子組換え表示 遺伝子組換え原料を不使用や対象外の商品には表示しません。
※遺伝子組換え対象作物：大豆、とうもろこし、じゃがいも、菜種、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ

※牛乳および商品の消費期限表示が5日以内の商
品、6日以内の精肉は、お届け日からの日数を表示。

※日用雑貨は生産国を表示します。

原料原産地：パルシステムが独自に開発したオリ
ジナル商品（農産、精肉、パン、酒類は対象外）の
み表示（主原材料とその原産地を表示）、《メー
カー》：メーカー名、b：最終製造者の所在地

水産、畜産、冷凍食品、惣菜食品の加工済み食品に表示

オーブントースター
フライパン 揚げる
ボイル 電子レンジのみ

電子レンジ

原料原産地《メーカー》b

000kcalc0.0g/単位
エネルギーと食塩相当量を加工食品に表示

（調味料、酒を除く）

賞味期限表示を行っている商品に表示（180
日以内）。お届け日からの期間ではありません。
消費期限表示を行っている商品に表示。

s

q

（食品）

2つ以上まとめて注文すると1点につ
き、税込価格から表示している金額
に消費税を乗じた金額を値引きます。

（端数は四捨五入）

ポイントマークが付いた商品は、
購入点数分、表示のポイントが付
きます

5

今回値引きしている商品
※規格と価格が、赤い帯に白文字表記
になっています。

増量！
00個

通常品と同仕様で、容量が
多い分、お得な商品

通常時に比べ、価格は変
わらず、容量増となっている
商品

※規格と価格が、赤文字表記になっています。

徳用！
000円
000g当たり000g当たり

徳用！

パルシステム
問合せセンター

商品についてのお問い合わせ
■配達、交換、返品、請求関係、休止、住所変更 など

※ナビダイヤルは有料です。パルシステムの配送エリアからは固定電
話の場合、一律1分10円（税込10.8円）でご利用いただけます。
携帯電話の場合は、ご本人の利用プランにより料金が異なります。

【商品情報ダイヤル】
■原材料、賞味期間、次回掲載予定、使い方、レシピ など

月～金曜日：10時～17時

お問い合わせをいただいた際、
お名前、組合員番号、電話番号を伺います。

0570-011-099

甲府センター 0120-28-5891
西桂センター 0120-32-1061
一宮センター 0120-21-9898

パルシステム山梨 パルシステム群馬
高崎センター 0120-60-5118
渋川センター 0120-36-3315
東毛センター 0120-63-3735

配達・利用についてのお問い合わせ その他のお問い合わせ
■CO・OP共済
コープ共済センター 

■各種保険
共済連保険事務センター 

■チケット、エアコンクリーニングなどのくらしのサービス
■新築・リフォーム、シロアリ防駆除、太陽光発電などの住まいのサービス

月～金曜日：9時～18時 土曜日：9時～17時30分

月～金曜日：9時～17時30分

0120-700-750

0120-201-342

サービス事業課　　 
月～金曜日：10時～17時

0120-114-312

【パルシステム問合せセンター】

※お問い合わせ内容の確認とサービス向上のために、
通話の内容を録音しております。

月～金曜日：9時～20時／土曜日：9時～17時0120-868-014

※フリーダイヤル（無料）です。 ※フリーダイヤル（無料）です。

❶返品・交換ができる場合　●食品以外の商品でカタログとのイメージ違い　●代替品がお気に召さない　●商品不良　❷返品・交換ができない場合　●食品、衛生用品（トイレットペーパーなど）、化粧品、試着等により傷や汚れが生じた
衣類等、開封後の書籍及びCD・DVD、チケット、植物、種、ペットフード　❸返品・交換の方法　●商品お届け後8日以内にパルシステムにご連絡ください。

【商品の返品・交換について】

※センターによって、携
帯電話からはご利用で
きない場合があります。

パルシステム東京・パルシステム神奈川ゆめコープ・パルシステム千葉・パルシステム埼玉・
パルシステム茨城・パルシステム福島・パルシステム静岡・新潟ときめき生協
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商品本体は不使用あるいは対象外。ただし、添付のタレ・スープなどの原
料に、不分別の遺伝子組換え原料が含まれている可能性がある（本体
に不分別がある場合は、本体表示を優先する）

添付品
不分別

原料のなかで水を除く、構成比5％以上のものは非遺伝子組換え原料
あるいは対象外の原料を使用。ただし、5％未満の原料に不分別の原
料が使われている可能性がある
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不分別
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アレルギーのある方は、商品包材の表示を必ずご確認ください。

表示品目

表示方法 卵

卵

乳

乳

麦

小麦

そ

そば

落

落花生

え

えび

か

かに

豆

大豆
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※コンタミネーション表示については、特定原材料7品目と大豆で、かつ製造者から情報提供をいただいた商
品のみの表示となっています。（乳）（そ）のように（ ）で表示しています。

■アレルゲンの表示

青果・米・卵・酒・非食品を除くすべての商品のうち、原材料に特定原材料7品目と大豆が
含まれている商品には、その品目名を略称で表示しています。
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み登場する限定企画の商品

冷凍でお届け冷蔵でお届け

終了する商品新商品

k j

仕様や量目などを改善した商品

p 次回より値上げ予定の商品

値下げした商品
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示。次回未定の表示は省
略しています。産地や規格
が次回では異なる場合も同
一商品として扱っています。
※次回企画は予定ですの
で、諸事情により変更にな
ることがあります。

l
m

次回予定u

商品開発チーム（※）などが、商品開
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話の場合、一律1分10円（税込10.8円）でご利用いただけます。
携帯電話の場合は、ご本人の利用プランにより料金が異なります。
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西桂センター 0120-32-1061
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パルシステム山梨 パルシステム群馬
高崎センター 0120-60-5118
渋川センター 0120-36-3315
東毛センター 0120-63-3735

配達・利用についてのお問い合わせ その他のお問い合わせ
■CO・OP共済
コープ共済センター 

■各種保険
共済連保険事務センター 

■チケット、エアコンクリーニングなどのくらしのサービス
■新築・リフォーム、シロアリ防駆除、太陽光発電などの住まいのサービス

月～金曜日：9時～18時 土曜日：9時～17時30分

月～金曜日：9時～17時30分

0120-700-750

0120-201-342

サービス事業課　　 
月～金曜日：10時～17時

0120-114-312

【パルシステム問合せセンター】

※お問い合わせ内容の確認とサービス向上のために、
通話の内容を録音しております。

月～金曜日：9時～20時／土曜日：9時～17時0120-868-014

※フリーダイヤル（無料）です。 ※フリーダイヤル（無料）です。

❶返品・交換ができる場合　●食品以外の商品でカタログとのイメージ違い　●代替品がお気に召さない　●商品不良　❷返品・交換ができない場合　●食品、衛生用品（トイレットペーパーなど）、化粧品、試着等により傷や汚れが生じた
衣類等、開封後の書籍及びCD・DVD、チケット、植物、種、ペットフード　❸返品・交換の方法　●商品お届け後8日以内にパルシステムにご連絡ください。

【商品の返品・交換について】

※センターによって、携
帯電話からはご利用で
きない場合があります。

パルシステム東京・パルシステム神奈川ゆめコープ・パルシステム千葉・パルシステム埼玉・
パルシステム茨城・パルシステム福島・パルシステム静岡

「
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て
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に
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商品本体は不使用あるいは対象外。ただし、添付のタレ・スープなどの原
料に、不分別の遺伝子組換え原料が含まれている可能性がある（本体
に不分別がある場合は、本体表示を優先する）

添付品
不分別

原料のなかで水を除く、構成比5％以上のものは非遺伝子組換え原料
あるいは対象外の原料を使用。ただし、5％未満の原料に不分別の原
料が使われている可能性がある

副原料
不分別

原料のなかで水を除く、構成比5％以上のものに、不分別の原料が使わ
れている可能性がある不分別

アレルギーのある方は、商品包材の表示を必ずご確認ください。

表示品目

表示方法 卵

卵

乳

乳

麦

小麦

そ

そば

落

落花生

え

えび

か

かに

豆

大豆

※大豆を除く特定原材料に準ずる19品目については、表示しておりません。
※コンタミネーション表示については、特定原材料7品目と大豆で、かつ製造者から情報提供をいただいた商
品のみの表示となっています。（乳）（そ）のように（ ）で表示しています。

■アレルゲンの表示

青果・米・卵・酒・非食品を除くすべての商品のうち、原材料に特定原材料7品目と大豆が
含まれている商品には、その品目名を略称で表示しています。

リユース・リサイクルするもの
（紙パック・びん類・野菜の通い箱等）

原則として、そのシーズン中に1回の
み登場する限定企画の商品

冷凍でお届け冷蔵でお届け

終了する商品新商品

k j

仕様や量目などを改善した商品

p 次回より値上げ予定の商品

値下げした商品

日本生活協同組合連合会が開発し
た商品

※青果では翌週までを表
示。次回未定の表示は省
略しています。産地や規格
が次回では異なる場合も同
一商品として扱っています。
※次回企画は予定ですの
で、諸事情により変更にな
ることがあります。

l
m

次回予定u

商品開発チーム（※）などが、商品開
発に協力した商品

※多くの組合員の声や暮らしの視点をメンバーがまと
めて商品づくりに生かす各生協の組合員のチーム。

組合員
開発協力
しました

が

パルシステムが独自開発したオリジ
ナル商品

g 来週に
あるもの

h 翌々週に
あるもの

いっしょに
注文すると

00円引 指定の商品をいっしょに注文する
と、値引きされます。マークが付い
ている商品の本体価格から、それ

ぞれの商品の値引き表示額分が自動的に値引
き処理されます

シーズン初登場の商品

シーズン終了に伴い、供給
をお休みする商品

今季初登場！

今季最終！

■遺伝子組換え表示 遺伝子組換え原料を不使用や対象外の商品には表示しません。
※遺伝子組換え対象作物：大豆、とうもろこし、じゃがいも、菜種、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ

※牛乳および商品の消費期限表示が5日以内の商
品、6日以内の精肉は、お届け日からの日数を表示。

※日用雑貨は生産国を表示します。

原料原産地：パルシステムが独自に開発したオリ
ジナル商品（農産、精肉、パン、酒類は対象外）の
み表示（主原材料とその原産地を表示）、《メー
カー》：メーカー名、b：最終製造者の所在地

水産、畜産、冷凍食品、惣菜食品の加工済み食品に表示

オーブントースター
フライパン 揚げる
ボイル 電子レンジのみ

電子レンジ

原料原産地《メーカー》b

000kcalc0.0g/単位
エネルギーと食塩相当量を加工食品に表示

（調味料、酒を除く）

賞味期限表示を行っている商品に表示（180
日以内）。お届け日からの期間ではありません。
消費期限表示を行っている商品に表示。

s

q

（食品）

2つ以上まとめて注文すると1点につ
き、税込価格から表示している金額
に消費税を乗じた金額を値引きます。

（端数は四捨五入）

ポイントマークが付いた商品は、
購入点数分、表示のポイントが付
きます

5

今回値引きしている商品
※規格と価格が、赤い帯に白文字表記
になっています。

増量！
00個

通常品と同仕様で、容量が
多い分、お得な商品

通常時に比べ、価格は変
わらず、容量増となっている
商品

※規格と価格が、赤文字表記になっています。

徳用！
000円
000g当たり000g当たり

徳用！

商品についてのお問い合わせ
■配達、交換、返品、請求関係、休止、住所変更 など

※ナビダイヤルは有料です。パルシステムの配送エリアからは固定電
話の場合、一律1分10円（税込10.8円）でご利用いただけます。
携帯電話の場合は、ご本人の利用プランにより料金が異なります。

【商品情報ダイヤル】
■原材料、賞味期間、次回掲載予定、使い方、レシピ など

月～金曜日：10時～17時

お問い合わせをいただいた際、
お名前、組合員番号、電話番号を伺います。

0570-011-099

甲府センター 0120-28-5891
西桂センター 0120-32-1061
一宮センター 0120-21-9898

パルシステム山梨 パルシステム群馬
高崎センター 0120-60-5118
渋川センター 0120-36-3315
東毛センター 0120-63-3735

配達・利用についてのお問い合わせ その他のお問い合わせ
■CO・OP共済
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■各種保険
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サービス事業課　　 
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0120-114-312

【パルシステム問合せセンター】

※お問い合わせ内容の確認とサービス向上のために、
通話の内容を録音しております。

月～金曜日：9時～20時／土曜日：9時～17時0120-868-014

※フリーダイヤル（無料）です。 ※フリーダイヤル（無料）です。

❶返品・交換ができる場合　●食品以外の商品でカタログとのイメージ違い　●代替品がお気に召さない　●商品不良　❷返品・交換ができない場合　●食品、衛生用品（トイレットペーパーなど）、化粧品、試着等により傷や汚れが生じた
衣類等、開封後の書籍及びCD・DVD、チケット、植物、種、ペットフード　❸返品・交換の方法　●商品お届け後8日以内にパルシステムにご連絡ください。
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※青果では翌週までを表
示。次回未定の表示は省
略しています。産地や規格
が次回では異なる場合も同
一商品として扱っています。
※次回企画は予定ですの
で、諸事情により変更にな
ることがあります。

l
m

次回予定u

商品開発チーム（※）などが、商品開
発に協力した商品

※多くの組合員の声や暮らしの視点をメンバーがまと
めて商品づくりに生かす各生協の組合員のチーム。

組合員
開発協力
しました

が

パルシステムが独自開発したオリジ
ナル商品

g 来週に
あるもの

h 翌々週に
あるもの

いっしょに
注文すると

00円引 指定の商品をいっしょに注文する
と、値引きされます。マークが付い
ている商品の本体価格から、それ

ぞれの商品の値引き表示額分が自動的に値引
き処理されます

シーズン初登場の商品

シーズン終了に伴い、供給
をお休みする商品

今季初登場！

今季最終！

■遺伝子組換え表示 遺伝子組換え原料を不使用や対象外の商品には表示しません。
※遺伝子組換え対象作物：大豆、とうもろこし、じゃがいも、菜種、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ

※牛乳および商品の消費期限表示が5日以内の商
品、6日以内の精肉は、お届け日からの日数を表示。

※日用雑貨は生産国を表示します。

原料原産地：パルシステムが独自に開発したオリ
ジナル商品（農産、精肉、パン、酒類は対象外）の
み表示（主原材料とその原産地を表示）、《メー
カー》：メーカー名、b：最終製造者の所在地

水産、畜産、冷凍食品、惣菜食品の加工済み食品に表示

オーブントースター
フライパン 揚げる
ボイル 電子レンジのみ

電子レンジ

原料原産地《メーカー》b

000kcalc0.0g/単位
エネルギーと食塩相当量を加工食品に表示

（調味料、酒を除く）

賞味期限表示を行っている商品に表示（180
日以内）。お届け日からの期間ではありません。
消費期限表示を行っている商品に表示。

s

q

（食品）

2つ以上まとめて注文すると1点につ
き、税込価格から表示している金額
に消費税を乗じた金額を値引きます。

（端数は四捨五入）

ポイントマークが付いた商品は、
購入点数分、表示のポイントが付
きます

5

今回値引きしている商品
※規格と価格が、赤い帯に白文字表記
になっています。

増量！
00個

通常品と同仕様で、容量が
多い分、お得な商品

通常時に比べ、価格は変
わらず、容量増となっている
商品

※規格と価格が、赤文字表記になっています。

徳用！
000円
000g当たり000g当たり

徳用！

※お問い合わせ内容の確認とサービス向上のために、通話の内容を録音しております。


