
※　　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＋消費税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。

パルシステムの商品は転売禁止です。

（受付時間：注文用紙提出日翌日18時～商品配達日前日）

※欠品情報案内後にあらたに欠品が発生する場合があります。

商品についてのお問い合わせ

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。

■原材料、賞味期間、使い方、レシピ など

その他のお問い合わせ

パルシステム東京・パルシステム神奈川・パルシステム千葉・パルシステム埼玉
パルシステム茨城 栃木・パルシステム福島・パルシステム静岡・パルシステム新潟ときめき

■配達、交換、返品、請求関係、休止、住所変更 など

パルシステム山梨 パルシステム群馬
※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。

※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。

【商品情報ダイヤル】

月～金曜日：10時～17時
0570-011-099

配達・利用についてのお問い合わせ

【パルシステム問合せセンター】
月～金曜日：9時～20時　土曜日：9時～17時0120-868-014

パルシステム　ヘルプ 検 索

■各種保険■CO・OP共済 ■カタログ「Caica（かいか）」チケット、雑誌年間購読、教材、国内旅行など
■カタログ「スクエア住まいとくらし」新築・リフォーム、太陽光発電、
　　シロアリ防駆除、エアコンクリーニングなど住まいとくらしのサービス

欠品情報自動お知らせダイヤル

レシピは
こちらで
検索

▲

※通話料は
　無料です。0120-829-804

※通話料は無料です。

※通話料は無料です。

甲斐センター　■ 0120-28-5891
西桂センター　■ 0120-32-1061
一宮センター　■ 0120-21-9898

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

月～土曜日：9時～18時

コープ共済センター 
0120-50-9431

共済連保険事務センター 

月～金曜日：9時～17時30分
0120-201-342 サービス事業課　　 

月～金曜日：10時～17時0120-114-312

【商品の返品・交換について】　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（ティシュペーパー、オーラル用品など）、化粧品、肌着、植物・種、ペットフード、ポイント景
品、チケット　●指定により加工した商品（名前シールなど）　●購入者の責任により傷や汚れが生じた商品　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。

センター受付日 対応 センター長印 パル受付日 管理番号生
協
使
用
欄

所属センター⇒生協本部⇒ 組合員の声推進課

※お預かりする組合員情報は、パルシステムが責任をもって管理します。　2021年10月3回

●お名前（フリガナ）

●ご利用の生協名・センター名 ●差しつかえなければ、該当する年代に○をつけてください。 

10～20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上

※匿名希望の方は未記入。 ●組合員番号（注文用紙上部に印字された8ケタの数字）

パルシステム　　　　　・ センター

ニックネーム

「ひとことメール」としての
使用もOK。こちらにチェッ
クを入れてください。

キ
リ
ト
リ
線

アイデア募集

みんなで考えよう、
これからの牛乳

※「これからの牛乳」に関するアイデアは、個別にご連絡せず、ニックネームと合わせて特設サイトに掲載
　 させていただく場合があります。

※「ひとことメール」については、基本的に個別回答は行いませんのでご了承ください。
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北海道は、日本の生乳生産量の50％以上を
占める「酪農王国」。しかしそこでも酪農家の
数は年々減っています。全国的にはここ30年
で約60,000戸が約15,000戸となんと4分の1
以下に！

毎日2回の乳しぼりが酪農家の基本的な
スケジュール。乳牛は体内でお乳をたっぷ
り作るため、定期的に乳しぼりをしないと
乳房が張って病気になってしまいます。

乳牛のエサのなかでもエネルギーや
たんぱく質が豊富な「濃厚飼料」と呼
ばれるエサの原料は、輸入頼みが現
状。輸送にかかる燃料費など、さまざま
なコストは年 上々がっています。

牛は暑さが苦手です。もともと涼しさと
広い牧草地があることから酪農に適し
ていた北海道ですが、ここ数年、夏は
30℃を超える日も。地球温暖化がじわ
じわと影響を広げています。

※農林水産省「畜産統計調査」より。

※気象庁「釧路地方 釧路」の年平均気温より。

※抽選結果は賞品の発送（12月中旬ごろ宅配便を 
　予定）をもってかえさせていただきます。

●赤ちゃん牛が生まれた情報や、成長の記録を
SNSで見たい。牛乳が、牛たちから分けてもらっ
ているものだということを再認識できるから。

●酪農家に代わって、搾乳やエサやりをする酪農
ヘルパーさんを増やす。そうすればもっと休み
をとりやすくなります。
　特設サイトにはほかにもアイデアがたくさん！

アイデア例

応募用紙：10月3回の注文用紙提出日まで
特設サイト：11月7日（日）まで

応募期間

投稿いただいた方の中から抽選で 
20名に「よつ葉乳業のバター＆チーズ
7点詰め合わせ」をプレゼント！

※サイトからの応募にはインターネット登録が必要です。

この先もおいしい牛乳を飲み（つくり）続
けるために、今できることってどんなことで
しょう？ 「これからの牛乳」に関するサス
ティナブルなアイデアを募集しています！

投稿は左の応募用紙
または

特設サイトより

牛乳牛乳ってどんなもの？では、
未来につながる

毎朝のコップ1杯の牛乳。
牛のお乳ということはもちろん知っているけれど、

牛の育つ場所や、酪農家の仕事は、
わからないこともたくさん。今の「牛乳」を

取り巻くアレコレについて、少し考えてみませんか？

減り続けて減り続けている!?いる!?
酪農家は

生きもの相手は、

生産コストは

右肩上がり右肩上がり

4040年で年で22℃アップ！℃アップ！
平均気温は

365365日日休みなし休みなし

2021年10月3回 組合員と組合員、組合員と生協を結ぶコミュニケーション・スペースです



（受付時間：注文用紙提出日翌日18時～商品配達日前日）
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用
欄

所属センター⇒生協本部⇒ 組合員の声推進課

※お預かりする組合員情報は、パルシステムが責任をもって管理します。　2021年10月3回

●お名前（フリガナ）

●ご利用の生協名・センター名 ●差しつかえなければ、該当する年代に○をつけてください。 

10～20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上

※匿名希望の方は未記入。 ●組合員番号（注文用紙上部に印字された8ケタの数字）

パルシステム　　　　　・ センター

ニックネーム

「ひとことメール」としての
使用もOK。こちらにチェッ
クを入れてください。

キ
リ
ト
リ
線

アイデア募集

みんなで考えよう、
これからの牛乳

※「これからの牛乳」に関するアイデアは、個別にご連絡せず、ニックネームと合わせて特設サイトに掲載
　 させていただく場合があります。

※「ひとことメール」については、基本的に個別回答は行いませんのでご了承ください。

北海道は、日本の生乳生産量の50％以上を
占める「酪農王国」。しかしそこでも酪農家の
数は年々減っています。全国的にはここ30年
で約60,000戸が約15,000戸となんと4分の1
以下に！

毎日2回の乳しぼりが酪農家の基本的な
スケジュール。乳牛は体内でお乳をたっぷ
り作るため、定期的に乳しぼりをしないと
乳房が張って病気になってしまいます。

乳牛のエサのなかでもエネルギーや
たんぱく質が豊富な「濃厚飼料」と呼
ばれるエサの原料は、輸入頼みが現
状。輸送にかかる燃料費など、さまざま
なコストは年 上々がっています。

牛は暑さが苦手です。もともと涼しさと
広い牧草地があることから酪農に適し
ていた北海道ですが、ここ数年、夏は
30℃を超える日も。地球温暖化がじわ
じわと影響を広げています。

※農林水産省「畜産統計調査」より。

※気象庁「釧路地方 釧路」の年平均気温より。

※抽選結果は賞品の発送（12月中旬ごろ宅配便を 
　予定）をもってかえさせていただきます。

●赤ちゃん牛が生まれた情報や、成長の記録を
SNSで見たい。牛乳が、牛たちから分けてもらっ
ているものだということを再認識できるから。

●酪農家に代わって、搾乳やエサやりをする酪農
ヘルパーさんを増やす。そうすればもっと休み
をとりやすくなります。
　特設サイトにはほかにもアイデアがたくさん！

アイデア例

応募用紙：10月3回の注文用紙提出日まで
特設サイト：11月7日（日）まで

応募期間

投稿いただいた方の中から抽選で 
20名に「よつ葉乳業のバター＆チーズ
7点詰め合わせ」をプレゼント！

※サイトからの応募にはインターネット登録が必要です。

この先もおいしい牛乳を飲み（つくり）続
けるために、今できることってどんなことで
しょう？ 「これからの牛乳」に関するサス
ティナブルなアイデアを募集しています！

投稿は左の応募用紙
または

特設サイトより

牛乳牛乳ってどんなもの？では、
未来につながる

毎朝のコップ1杯の牛乳。
牛のお乳ということはもちろん知っているけれど、

牛の育つ場所や、酪農家の仕事は、
わからないこともたくさん。今の「牛乳」を

取り巻くアレコレについて、少し考えてみませんか？

減り続けて減り続けている!?いる!?
酪農家は

生きもの相手は、

生産コストは

右肩上がり右肩上がり

4040年で年で22℃アップ！℃アップ！
平均気温は

365365日日休みなし休みなし

組合員と組合員、組合員と生協を結ぶコミュニケーション・スペースです2021年10月3回


