
 

2011 年 3 月 24 日 

                       生活協同組合おおさかパルコープ  

大阪よどがわ市民生活協同組合 

全ての組合員にお知らせしています。 

３月２４日（木）お届け商品への東日本大震災の影響について 

 

東日本大震災により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 

 一日も早い復旧と被災された皆様のご健康を心からお祈り申し上げます。 

     

・被災地の東北地方・関東地方には、コープ商品、市販商品の原料生産地・加工工場が数多

くあり、商品の確保が当面困難な状況が予測されます。 

・被災地では暮らしに必要な電気、水道、ガス、食べ物がストップしている所が多いため被災

地へ必要な商品供給を優先していきます。 

・パルコープ・よどがわの商品確保も最善を尽くしますが、いつも通りの品揃えや商品確保が

出来ない場合がありますが、ご理解いただきますようお願いいたします。 

 

２４日、以下の商品のお届けができていません。ご迷惑をおかけしますことをお詫び

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２４日、お届けできなかった商品代金は、翌々

週の「４月１回請求明細」で返金いたします。 



＜３月２４日（木）にお届けできない商品＞ 

注文番号 商品名 備考
28 三陸産イカスティック（徳用）増量　200ｇ+50ｇ 冷凍
42 COOPかれいの煮付け　２６０ｇ（４切） 冷凍
43 岩手鴨鍋セット　280ｇスープ50ｇ 冷凍
108 小田さんのミニチンゲン菜　170ｇ 野菜
175 刺身用冷凍うに（生食用）　100ｇ 冷凍
180 三陸産細切りめかぶ　　40ｇ×4　たれ4袋 冷凍
325 青森産ごぼう唐揚げ　200ｇ 冷凍
417 旨みぷりぷりきくらげ天 冷蔵
428 調理済おでん　　7種8個 冷蔵
498 のむヨーグルト 冷蔵
506 たっぷりキウイ＆アロエヨーグルト 冷蔵
507 ヨーグルトｅ 冷蔵
517 珈琲ゼリー　190ｇ 冷蔵
520 こんがり焼プリン　バニラ 冷蔵
534 メープルキャラメルクロワッサン 常温
543 シュガートースト（メイプル風味）160ｇ 常温
545 美味しん棒　5本 常温
616 フルーツパウンドケーキ　1本 常温
617 ベビーアンドーナツ　　230ｇ 常温
630 かもめのショコらん　　6個 常温
638 コープヌードルカレー　82ｇ（１食） 常温
639 コープヌードルシーフード　　72ｇ（1食） 常温
640 札幌円山動物園白くまラーメン　塩味　112.4ｇ 常温
641 熊出没注意ラーメン味噌味　　124ｇ 常温
647 クノールふかひれスープ用　180g 常温
649 ほうれん草とベーコンのスープ ５食 常温
656 サトウのごはん　銀シャリ　200ｇ×20 常温
660 白がゆ　　　250ｇ×9 常温
682 さば味付　190ｇ×3 常温
683 さけ水煮缶　190ｇ×3 常温
714 味塩こしょう　　250ｇ 常温
728 きび砂糖　　750g×2 常温
741 切り餅シングルパック　1Kg 常温
755 天然水（奥大山）2ｌ×6 常温
756 おいしい水（立山連峰）　2ｌ×6 常温
769 おーいお茶　2ｌ×6 常温
770 六条麦茶　２Ｌ×6 常温
774 野菜生活１００　Ｓｉｌｋｙ　Ｓｏｙ　200ｍｌ×2 常温
780 やさい育ち　ぶどう味　１００×１８ 常温
781 野菜生活１００　オリジナル　100ｍｌ×36 常温
782 野菜生活１００　紫の野菜　200ｍｌ×12 常温
796 胡麻麦茶　350ｍｌ×24 常温
804 ラーメン屋さんのまかない飯　しお味200ｇ（2合用） 常温
807 ココナッツクッキー　12枚 常温  



＜３月２４日（木）にお届けできない商品＞ 

注文番号 商品名 備考
817 パルスィート（低カロリー甘味料）　120ｇ 常温
835 ボルヴィック　　1.5Ｌ×6 常温
873 もずくスープ　5食 常温
909 酸化防止剤無添加赤ワイン（甘口）　720ｍｌ 常温
910 酸化防止剤無添加白ワイン（やや甘口）　720ｍｌ 常温
931 フライパンでつくるホタテ旨塩焼き　200ｇ 冷凍
943 フルーツみつ豆　300ｇ 常温

157121 ミンク鯨の竜田揚げ　150ｇ 冷凍
157473 蔵王高原　アロエ　250ｇ 常温
157503 内麦クロワッサン　12個 常温
157562 焼きおこげ醤油　12枚 常温
157571 ブルーベリークッキー豆乳入り　90ｇ 常温
40076 液体ブルーレットおくだけ　つけ替用７０ｍＬ　せっけんの香り 雑貨
40075 液体ブルーレットおくだけ　つけ替用７０ｍＬピーチの香り 雑貨
40172 ＣＯアルカリ乾電池　単３形×２０個パック 雑貨
40173 ＣＯアルカリ乾電池　単4形×8個パック 雑貨
40177 ホウ酸ダンゴ 雑貨
40184 湿気とり　水とりぞうさん５５０ｍＬ×３個組 雑貨
40221 トイレに流せるおしりふき６６枚×３パック 雑貨
40222 トイレに流せるおしりふき６６枚×９パック 雑貨
40227 ロリエＳｐｅｅｄ＋肌キレイガード羽なし　３０コ入×２ 雑貨
40228 ロリエＳｐｅｅｄ＋肌キレイガード羽つき　２２コ入×２ 雑貨
40229 ロリエＳｐｅｅｄ＋肌キレイガードオーバーナイト羽なし１１コ入×２ 雑貨
40230 ロリエＳｐｅｅｄ＋肌キレイガードオーバーナイト羽つき１０コ入×２ 雑貨
40234 ロリエＳｐｅｅｄ＋スリムガード軽い日用　３８枚 雑貨
40235 ロリエＳｐｅｅｄ＋スリムガードしっかり昼用　２８枚 雑貨
40236 ロリエＳｐｅｅｄ＋スリムガード長時間しっかり昼用１９枚 雑貨
40237 ロリエＳｐｅｅｄ＋スリムガードしっかり夜用　１５枚 雑貨
40241 ロリエＳｐｅｅｄ＋超吸収ガード３００　１８枚 雑貨
40242 ロリエＳｐｅｅｄ＋超吸収ガード３４０　１６枚 雑貨
40243 ロリエＳｐｅｅｄ＋超吸収ガード４００　１２枚 雑貨
40247 ロリエエフふつうの昼～軽い日用ウイングつき２６個入 雑貨
40248 ロリエエフ昼用ウイングつき２４個入 雑貨
40249 ロリエエフ昼用ウイングなし３０個入 雑貨
40250 ロリエエフ多い夜用安心吸収３０　１２個入 雑貨
40264 エッセンシャルリッチプレミアシャンプー詰め替え 雑貨
40271 からだのにおいを防ぐ薬用石鹸１１０ｇ 雑貨
40799 花ちりめんで作る寿かおり根付　フクロウ 雑貨
40819 マイ・ソングス～おもいでのうた～ＣＤ２枚組 雑貨
40820 花ざかり 雑貨
40832 音楽と絵で楽しむ　かけ算九九のうた　ＤＶＤ+ＣＤ 雑貨
41067 コケ・カビ洗浄中 ５００ｍＬ 雑貨  

 



＜代替品・産地を変更して届けしている商品＞ 

注文番号 商品名
3 ほうれん草　150ｇ
68 博多甘熟娘（キラキラキゥイ）
102 レタス　1玉
105 富田さんのサラダ水菜
106 ブロッコリー
151 白菜　1/4カット
207 三陸塩銀鮭切身（甘口）　240ｇ（4切）
277 若どりムネ肉（岩手県産）500ｇ
480 福島県産こしひかり　　　５キロ
476 岩手県産いわてっこ　　　５キロ

40877 フリル付　両面不織布カバー　１６枚組

福井県産こしひかり5kgに代替
森のくまさん5kgに代替
フリルなし、24枚で代替

大阪・徳島・福岡県産をお届け
代替・変更内容

「国産キゥイ」に変更

塩紅鮭切身甘口240ｇ4切に代替
元気鶏ムネ肉500ｇに代替

福岡県産に代替
兵庫・香川・徳島県産をお届け

大阪・福岡・愛知・長崎・徳島産
長崎県産使用

 

 

【今後の商品供給の見通し】 

政府・行政からペット飲料水、カップラーメン、レトルト食品などの製造者に対して被災地への

「緊急出荷」が要請され、各お取引先ともその要請に応えています。また、多くのお取引先様で

原料や包材の製造を東北地方に依存していたり、計画停電の影響がでています。 

そのため被災地に優先される商品以外にも欠品及び欠品の可能のあることをご理解いただき

ますようにお願いいたします。 

 

※ 来週も欠品が予想されますので、商品お届けの前日夜には、お届けできない商品の一覧を

ホームページに掲載いたします。 

【 よどがわ生協ホームページ  http://www.yodogawa.coop/ 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yodogawa.coop/


<３月５回（３月３１日（木））にお届できない商品> 

 ※３月２０日現在判明している分のみ掲載しています。今後増える可能性もあります。 

注文番号 商品名 注文番号 商品名
15 かれいみりん漬け（皮・骨取り） 657 おいしい赤飯
182 三陸産カットめかぶ（タレ付） 658 サトウのごはん　新潟産コシヒカリ
197 イカスティック 665 切り餅シングルパック
232 やわらかまぐろの竜田揚げ 681 ライトツナフレーク　カロリーハーフタイプ
240 いかフライ 684 ほたて貝柱水煮（ほぐし身）
278 岩手南部どりモモ肉切身 710 きざんだピクルス
281 若鶏手羽中ハーフカット 724 三陸産カットわかめ
302 白身魚とタルタルソースフライ 751 ポカリスエット
306 天つゆかけのいか天ぷら 752 アルカリイオンの水
307 照り焼きソースの鶏マヨ！ 753 黒烏龍茶
342 海老と貝柱のサラダ春巻 755 日田天領水
390 ちょっと一品味付うの花 756 おいしい水（立山連峰）
424 春の味　詰め合わせセット 773 十六茶
433 厚焼笹かま（生姜） 781 野菜生活１００　フルーティーサラダ
506 どっさり果実とヨーグルト 785 朝のフルーツこれ一本
515 たっぷりいちごヨーグルト 786 野菜生活１００　オリジナル
575 あみ焼仙兵衛　塩味（無選別） 787 野菜生活１００　フルーティーサラダ
584 ミニおにぎり 788 野菜生活１００　紫の野菜
586 チップスターＳうすしお味 789 野菜生活１００　オリジナル
590 くきわかめ（三陸産） 797 Ｃ．Ｃ．レモン
594 エントリー 814 ゆずみそ
613 エアロミニ 912 鴬宿梅　黒糖梅酒
617 ラムレーズンパウンドケーキ 944 南部どり手羽先パリパリ焼
618 チョイス 158101 しめ鯖
619 ムーンライト 158682 味わいの逸品しょうゆラーメン
637 焼うどんしょうゆ味（国産小麦使用うどん） 158691 味わいの逸品とんこつラーメン
644 三陸産わかめスープ 60077 タンク消臭ポット替フラワーファ

647 たまごスープ 60207 ムシューダ１年引出衣装ケース用

650 ビーフカレー甘口 60228 サラサーティさらりえ無香性

651 ビーフカレー中辛 60229 サラサーティコットン１００お徳

652 ビーフカレー辛口 61062 エマージェンシーブランケット

653 炊きたての味おいしいご飯  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

<赤ちゃんサポート商品で３月５回（３月３１日（木））にお届できない商品> 

注文番号 商品名
150037 赤ちゃんの純水
150045 ふんわりももちゃん
150061 元気っち！　むぎ茶
150126 ちいさなドーナツ
150134 えびせんべい
150215 和風ベビーランチ
150223 しらす雑炊とうどんのセット
150258 和風弁当
150266 洋風弁当
150401 レーベンスミルクはいはい
150410 フォローアップミルクぐんぐん
150428 元気っち！くだものと野菜
150444 かぼちゃクッキー
150452 おやつがいっぱい　おせんべい３種パック
150461 おやつがいっぱい黄色のバラエティーパック
150479 おやつがいっぱい　緑のバラエティーパック
150541 和風お子さまランチ
150550 洋風お子さまランチ
150584 元気っち！アクアライト　りんご
150592 まいにち赤ちゃんおせんべい
150703 ３色あられ４連  


