
詳しくは、今週配布（9/5～9）のチラシを
ご覧ください。

個人情報の取扱について
p r i v a c y - p o l i c y

（1）当生協は「まいらいふ」で各種サービスを申込みの際ご提供いただいた個人情報について組合員さんとの連絡や「まいらいふ」に掲載の当生協の委託する斡旋業者、サービス利用施設、運送、宿泊施設、各種引受団体（会社）等への手配、およびそれらのサービスおよびこれら
に付帯・関連するサービスを提供、ならびに受領のために必要な範囲内で利用させていただきます。（2）当生協では、①各種サービスチラシ等の案内②アンケートのお願い③より良い商品の分析や統計資料の作成の際に組合員さんの個人情報を利用させていただく事があります。
（3）このほか当生協の個人情報の取扱に関する方針等についてはホームページ（http://www.palcoop.or.jp/）でご確認ください。

0120-275-009生活サポート事業部くらし係
お申し込み・お問い合わせは

受付時間／9：15〜17：30 月 金〜FAX 06-6242-0921

携帯からのお問い合わせ 06-6242-0955（有料）
▲携帯電話は、無料通話の範囲内で無料でかけられます

L I F E  S U P P O R T  &  E N J O Y  M Y  L I F E

丸洗いで丸洗いで
スッキリ!スッキリ!

※素材別（羽毛・羊毛・合繊綿わた）、中わたの違い、
　毛布など種類によって洗剤・温水温度など調節します。

綿わた・羽毛・羊毛いずれも洗うことができます。

ふとんふとんのの丸洗い丸洗い
汚れからダニアレルゲンまで、しっかり洗い流してふかふかに。

●堅牢度（布地の染め方）や素材の関係で、色落ちや綿縮みが多少出る場合があります。●気になるシミ等がある場合にはふとんにメモ等でわかるように指示してください。●完全にとれない臭いもあり
ます。ご了承ください。●接着剤使用でミシン縫いしていない羽毛布団は洗えません。●中わたによっては、ふくらみのでない物もありますが、中わたの汚れはきれいに落としています。●長期（3年以上）
ご使用のふとんの場合、側生地が劣化しているものはトジ糸の部分から生地切れをすることもあります。●ウレタン、麻、絹素材、真綿入、磁器入等、他特殊加工や高額商品はお取扱いできかねます。素材
明記のない場合、丸洗い方法に責任を負いかねる場合があります。●中からの汚れや天然素材等から色が出る場合があります。●長期間に渡るシミや強い汚れなどは残ることがあります。

必ずお読みください必ずお読みください

お届けいただきました
布団1枚1枚を検査し、
シミや汚れの種類によっ
て最適な溶剤を使用して
汚れを溶解します。

①受入検査、シミ抜き
ドラム式洗浄機。
素材の違いなどに
合わせて、洗浄時
間、湯音、回転速
度を変えて丁寧に
洗浄します。

②洗浄
平面バキューム乾
燥。 上 下 か ら 水
分を 吸 い 上 げ ま
す。布団をふっく
ら仕上げるために、
90％の乾燥にとど
めます。

③一次乾燥 (平面バキューム乾燥 ) ④二次乾燥 (タンブラー乾燥 )
タンブラー乾
燥。回転ドラ
ム乾燥機で回
転温風 乾燥。
布団をふっく
らと復元しま
す。

⑤仕上げ、最終検品、出荷
洗い上がりを検査し、お
客さまのお名前と商品タ
グ番号を確認します。確認
後に包装、納品準備を経
て出荷いたします。

丸洗いできません。
●シルク側生地使用のふとん　●マットレス　●電気毛布　
●シルク真綿ふとん　●皮革　●カシミヤ毛布　●シルク毛布
●アルパカ毛布　●そば枕
※犬や猫などの動物の毛のついたものも洗えません。
※ふとんカバー・衿カバーは外してお出しください。

●素材：綿わた・羽毛・羊毛・毛布・こたつ布団等　
●サイズ：シングル・ダブル・各サイズ共 
※ムートンのご注文に関しては別料金になります。

羽毛ふとん・羊毛ふとん・毛布・
掛・敷・シングル・ダブル 組み合わせ自由

※1枚のみのご注文は承れません。
※4枚以上の場合は、組み合わせてご注文ください。

〈例〉4枚の場合…「2枚」×数量2
　　5枚の場合…「3枚」×数量1＋「2枚」×数量1
　　6枚の場合…「3枚」×数量2

組合員価格 注文番号
２枚 11,000円（税込12,100円） 240460

３枚 13,000円（税込14,300円） 240478

2ページに「羽毛布団リフォーム」「綿布団打ち直し」「長座布団」のご案内がございます。ぜひご覧ください。

洗いあがり、お届けまで洗いあがり、お届けまで
約3週間!!約3週間!!
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文化庁 「ARTS for the future !2」 補助対象事業

寺尾 聰 concert
with アロージャズオーケストラ
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配布 提出9/5（月）〜9/9（金） 9/12（月）〜9/16（金）20222022年年
※注文書は、配送曜日に提出してください。

綿ふとん綿ふとんのの
打ち直し打ち直し

ふとんのリフォームふとんのリフォーム
清潔・ふかふか清潔・ふかふか

リサイクルでエコ生活リサイクルでエコ生活
コープコープのの
レンタルモップレンタルモップ

プレジデント

プレジデントプレジデント
FamilyFamily



受付時間／9：15〜17：30 月 金〜

FAX 06-6242-09210120-275-009生活サポート事業部くらし係
お申し込み・お問い合わせは 携帯からのお問い合わせ 06-6242-0955（有料）

▲携帯電話は、無料通話の範囲内で無料でかけられます

くらしの便利サービス2022年

9月3回
配布
提出

9/5～9/9
9/12～9/16

2ページふとん／レンタルモップ／引越／ゆうパック／手芸・花の頒布会／ピアノ調律／合宿免許／ペット葬／
眼鏡／各種健診／ウォーターサーバー／浄水器／学習教材／オーダーメイドスーツなど

ご注文・ご相談は白光白光まで
※生協組合員とお申し出ください。

■携帯でのお問い合わせ  
06-6794-1338（有料）0120-958-057 ■受付時間 9：15〜17：30 月 金〜

〒547-0003 大阪市平野区加美南 4-4-22

※おふとん回収後のキャンセル内容によってはお代金を請求させていただくことがありますので、ご注意ください。※肌が敏感な方、アレルギーをお持ちの方は何らかの反応を示す場合がありますので、ご自身のアレルゲンを確認の上、ご利用ください。※おふとん回収後のキャンセル内容によってはお代金を請求させていただくことがありますので、ご注意ください。※肌が敏感な方、アレルギーをお持ちの方は何らかの反応を示す場合がありますので、ご自身のアレルゲンを確認の上、ご利用ください。

丸洗い
約3週間

リフォーム・打ち直し
約１ヵ月半

生協の請求書で代金請求
商品お届け月の翌月または翌々月の第2回請求明細書に
印字の上、口座引き落としさせていただきます。※回収状況により早めにお届けする場合もございます。

納品
「宅配業者」がお届けします。
65 7

注文書6桁記入欄に注文番号と数量をご記入ください
eフレンズ、WEBカタログからもお申込み可能です。

1 注文書の提出後、
約2週間でふとん回収キットを
提携会社（株）白光より
送付します。

2 注文内容を
ご確認ください

回収キット同封の「依頼伝票」にて
ご確認ください。
※�ご注文内容に変更などございましたら、
　くらし係までご連絡ください。

３ ふとんを荷造りし、
回収日の依頼をしてください

荷造りができ次第、キットの中に記載
されている指定の電話番号へ、回収
依頼のご連絡をお願いします。
※�回収は「宅配業者」が担当します。

4

回収袋・送り状・運送業者Tel表など
（ゆうメールでポストに届きます）

キット
内容

注文書

お布団の内容の件でご相談のある場合は
(株)白光にて承ります。 0120-958-057

「綿ふとん打ち直し」
「羽毛ふとんのリフォーム」
「丸洗い」�「長座布団」の
お申し込みから
お届けまで

羽毛を洗浄・ 古い羽毛を取り除いて側生地・ 足し羽毛
（シングル200g･ダブル300g）をプラスします。羽毛ふとん羽毛ふとん リフォームリフォーム清潔・ふかふか おふとんサイズ 羽毛の量

シングル 150× 210cm 1.3kg ～ 1.5kg
ダブル 190× 210cm 1.7kg ～ 2.0kg

※羽毛布団は、ループ8ヵ所付き

必ずお読みください必ずお読みください

●他のサイズをご希望の場合、白光までお問い合わせください。●規定量に満たない場合は足し羽毛が必要で別途追加料金がかかります。その場合は事前にご連絡させていただきます。（100gにつき、1,727円(税
込1,900円))●おまかせ柄の暖色系はピンク系・ベージュ系など、クール系はブルー系･グリーン系などとなります。●おまかせ柄を2枚以上ご注文いただいた場合、柄が異なる場合があります。●羽毛は天然素材の
ため色の濃いものが混ざり、無地の側生地に透けて映る場合があります。●お布団はご注文枚数と同じ枚数をご提出ください。ご注文枚数以上にご提出された場合は、別途洗濯料金（1枚につき2,000円(税込2,200
円))を頂戴いたします。●無地には移動防止加工（オプション）の追加が可能です。移動防止加工はシングル：3,091円(税込3,400円)、ダブル：3,637円(税込4,000円)となります。ご希望の場合、白光までお問い合わ
せください。（おまかせ柄は移動防止加工の追加はご利用いただけません）

おおままかかせせ柄柄
羽毛掛ふとん羽毛掛ふとん

無地無地
（60サテン）（60サテン）

仕上りサイズ 組合員価格 色 注文番号

60×110cm
(中綿2kg)

9,000円
（税込9,900円）

ベージュ 243663
紺 243671

長座布団長座布団
押し入れに眠っ
ている綿布団
から打ち直し !!

綿の敷布団1枚から長座布団1枚に打ち直します。
カラーは「ベージュ」「紺」の2色。側生地：綿100％

麻の葉柄

ベージュ 紺

●わた重量が足りない場合はメーカーより組合員様にお電話が入り、1kgにつき1,000
円（税込1,100円）の足しわた追加料金の確認があります。●各お布団サイズ表に明記し
ているサイズ・わたの重量を変更する場合は別途料金が発生することがありますので
ご了承ください。●綿ふとん以外の打ち直しはお受けできませんのでご注意ください。
●提出されたふとん側生地、および余りわたはお返しすることができませんので予め
ご了承ください。●お布団はご注文枚数と同じ枚数をご提出ください。ご注文枚数以上
にご提出された場合は、別途洗濯料金（1枚につき税込2,200円）を頂戴いたします。

必ずお読みください必ずお読みください

※写真生地はイメージです。

※掛・敷は同柄でお届けします。
※2組以上のご注文の場合、　柄が同じになる
とは限りません。予めご了承ください。

おまかせ柄おまかせ柄
掛・敷セット掛・敷セット

掛・敷セットのみの取扱いです。
掛2枚セット・敷2枚セットは
お受けできません。

おまかせ柄 掛・敷セット
サイズ 注文番号

シングル
暖色系 240257
クール系 240265

シングル
ロング

暖色系 240273
クール系 240281

風花 敷ふとん1枚
サイズ 注文番号

シングル
ピンク 240117
ブルー 240125

シングル
ロング

ピンク 240231
ブルー 240249

風花 掛ふとん1枚
サイズ 注文番号

シングル
ピンク 240095
ブルー 240109

シングル
ロング

ピンク 240214
ブルー 240222

和風ふとん

ブルー

ピンク

風 花風 花
ふうかふうか

ブルー

ピンク

フローレンスフローレンス

洋風ふとん

フローレンス 敷ふとん1枚
サイズ 注文番号

シングル
ピンク 240052
ブルー 240061

シングル
ロング

ピンク 240176
ブルー 240184

フローレンス 掛ふとん1枚
サイズ 注文番号

シングル
ピンク 240010
ブルー 240028

シングル
ロング

ピンク 240133
ブルー 240141

綿ふとん綿ふとんのの打ち直し打ち直し
シングル

20,000円
（税込 22,000円）

組合員価格

シングル
ロング

21,000円
（税込 23,100円）

組合員価格

打ち直し前には打ち直し前には
必ず必ず丸洗い丸洗いしてして

おります。おります。

商　品 サイズ わた（重量）

掛ふとん
シングル 150×200cm 3.5kg

シングルロング 150×210cm 3.8kg

敷ふとん
シングル 100×200cm 5.5kg

シングルロング 100×210cm 5.8kg

わたふとん仕上げサイズ表　※重量は、目安です。

生地：綿100％
仕立て：掛ふとん・敷ふとん共に和とじ仕立て

シングル 12,818円
組合員価格

（税込 14,100円）
シングル
ロング 13,636円

組合員価格

（税込 15,000円）

足し羽毛はホワイトダックダウン85％足し羽毛はホワイトダックダウン85％

おまかせ柄�
生地素材：ポリエステル85％・綿15％

サイズ 組合員価格 注文番号

シングル 19,818円
（税込�21,800円）

暖色系 240290
クール系 240303

ダブル 25,455円
（税込�28,000円）

暖色系 240311
クール系 243540

サイズ 組合員価格 注文番号

シングル
（カバー無し）

29,818円
（税込�32,800円）

アイボリー 240346

ダブル
（カバー無し）

39,818円
（税込�43,800円）

アイボリー 240362

サイズ 組合員価格 注文番号

シングル
（カバー有り）

31,727円
（税込�34,900円）

アイボリー 243591

ダブル
（カバー有り）

42,455円
（税込�46,700円）

アイボリー 243701

カバーのお色味は、ピンク・ブルー・ベージュの3色となります。
お布団のご提出後に改めてお色味の確認のお電話差し上げます。



くらしの便利サービス 3ページ

受付時間／9：15〜17：30 月 金〜

FAX 06-6242-09210120-275-009生活サポート事業部くらし係
お申し込み・お問い合わせは 携帯からのお問い合わせ 06-6242-0955（有料）

▲携帯電話は、無料通話の範囲内で無料でかけられます

2022年

9月3回
配布
提出

9/5～9/9
9/12～9/16

ふとん／レンタルモップ／引越／ゆうパック／手芸・花の頒布会／ピアノ調律／合宿免許／ペット葬／
眼鏡／各種健診／ウォーターサーバー／浄水器／学習教材／オーダーメイドスーツなど

3 ご利用手順
約18cm 約28cm

約23cm

①レンタルモップを登録しましょう！
注文書に 6 ケタの「注文番号」と「数量」を
ご記入ください。

注文書
提出期間

② 4週に 1回のお届け
生協商品と一緒に配送担当者がお届けします。

モップ・クロスはチャックシール付き袋でのお届けとなります。
ご使用前に専用袋の裏面を必ずご覧ください。

初回の
お届け 9月3回 [9月19日（月）～9月23日（金）]

次回の
お届け・回収 10月3回[10月 17日（月）～ 10月 21日（金）]

この配送回で新しいモップ・クロスをお届けしますので、使用済みモップ・
クロスをご返却ください。お届けした袋に使用済みモップ布・クロスを入
れてチャックをしっかりしめてお返しください。柄はレンタルではありま
せん。外してモップ布だけお返しいただき、柄はお家で保管してください。
クロス・フリーモップは 2 枚組でお返しください。

③レンタル期間は 4週間です！
新しいモップ・クロスをお届けし、使用済みモップ・クロスを回収します。

お届け回 日程
9 月 3 回   9 月 19 日（月）  ～   9 月 23 日（金）

10 月 3 回 10 月 17 日（月）  ～ 10 月 21 日（金）
11 月 3 回 11 月 14 日（月）  ～ 11 月 18 日（金）

レンタル料はホームモップでレンタル料はホームモップで  毎月毎月781781円（税込）円（税込）
用途に合わせて使い分けてください！用途に合わせて使い分けてください！

お支払いについてのご注意
お届け時に他の商品代金と一緒に請求明細書に記載の上、ご請求いたします。個配の組合員さんには、レンタルモップだけのお届けになった場合も配送手数料を請求させていただきます。
数量変更及び解約される場合は配送担当者までお申し出ください。柄はご注文いただいているモップの数量に応じて無料になります。柄単品でのご注文は有料となります。

「掃く」「拭く」の2通りのお掃
除ができる画期的なモップ。
スリムで、いろんな場面で大
活躍。

手を汚さず隅々
まで美しく。

お手伝いにも使い
やすいサイズ。

家具のすき間や
狭いところの
お掃除に。

伸びて縮んで角度も
つけられるから高い
所もラクラクお掃除。

フローリングに最適。
人気No.1の定番です。
広いスペースに威力を
発揮します。

約20cm

約46cm

約120cm

約24cm

約36cm

約121cm

約 18cm 約25cm

約20cm

約26cm

約10cm

約110cm

約43.5cm
              
約70.5cm
～伸縮自在

繊維を特殊織にし
ているので見えな
いホコリも軽く拭
くだけ。

モップ と　　　 のお届けとなります。柄 柄（　　　は初回のみのお届け）

リサイクルでエコ生活リサイクルでエコ生活

コープコープのの
レンタルモップレンタルモップ

4 週間4 週間ごとに新しいモップと交換 !!ごとに新しいモップと交換 !!

キャンセル
されたい場合

配送担当者にお伝えいただくか生活サポート事業
部くらし係へお電話ください。

ホームモップ +柄スリムモップ +柄

●サイズ：モップ/ 約46 ×20cm
約180g

スリムモップ用柄
●サイズ：柄の長さ/ 約120cm
約580g

注文
番号 152927

820円 （税込902円）

●サイズ：モップ/ 約36 ×24cm
約142g

ホームモップ用柄
●サイズ：柄の長さ/ 約121cm
約350g

注文
番号 152811

710円 （税込781円）

ハンディモップ +柄
ホームクロス(2枚組)

●サイズ：モップ/ 約28 ×18cm
約70g

ハンディモップ用柄
●サイズ：柄の長さ/ 約31cm
約76g

注文
番号 152820

710円 （税込781円）
●サイズ：約39 ×42cm 約42g

注文
番号 152846

380円 （税込418円）

ミニモップ +柄

●サイズ：モップ/ 約25 ×18cm
約85g

ミニモップ用柄
●サイズ：柄の長さ/ 約26cm
約90g

注文
番号 152838

600円 （税込660円）

フリーモップ +柄
( 2 枚 組 )

ハイモップ +柄

●サイズ：モップ/ 約19 ×18cm
約72g

ハイモップ用柄
●サイズ：伸縮自在約43.5cm
～約70.5cm 約170g

注文
番号 152854

710円 （税込781円）

●サイズ：モップ/ 約26 ×10cm
約25g

フリーモップ用柄
●サイズ：柄の長さ/ 約110cm
約316g

注文
番号 152862

550円 （税込605円）

はじめてご利用
いただく方は、
モップのご注文で
柄(ハンドル)が
一緒に届きます。

ぜひお試しくださいぜひお試しください

9月12日（月）～9月16日（金）

今回新たにモップをお申込みいただいた方に今回新たにモップをお申込みいただいた方に
もれなくおそうじクロスキッチン用(2枚入)をもれなくおそうじクロスキッチン用(2枚入)を
1個プレゼント！1個プレゼント！※ホームクロスは対象外です。※ホームクロスは対象外です。

おそうじクロスおそうじクロス
キッチン用キッチン用(2枚入)(2枚入)をプレゼントをプレゼント
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受付時間／9：15〜17：30 月 金〜

FAX 06-6242-09210120-275-009生活サポート事業部くらし係
お申し込み・お問い合わせは 携帯からのお問い合わせ 06-6242-0955（有料）

▲携帯電話は、無料通話の範囲内で無料でかけられます

2022年

9月3回
配布
提出

9/5～9/9
9/12～9/16

ふとん／レンタルモップ／引越／ゆうパック／手芸・花の頒布会／ピアノ調律／合宿免許／ペット葬／
眼鏡／各種健診／ウォーターサーバー／浄水器／学習教材／オーダーメイドスーツなど

241041



くらしの便利サービス 5ページ

受付時間／9：15〜17：30 月 金〜

FAX 06-6242-09210120-275-009生活サポート事業部くらし係
お申し込み・お問い合わせは 携帯からのお問い合わせ 06-6242-0955（有料）

▲携帯電話は、無料通話の範囲内で無料でかけられます

2022年

9月3回
配布
提出

9/5～9/9
9/12～9/16

ふとん／レンタルモップ／引越／ゆうパック／手芸・花の頒布会／ピアノ調律／合宿免許／ペット葬／
眼鏡／各種健診／ウォーターサーバー／浄水器／学習教材／オーダーメイドスーツなど

241059

241032
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