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　タイや中国、インドなど外国
の方も利用されるので、パクチ
ーやスパイス類、缶詰をはじめ
外国料理に合う食材が豊富に
揃います。また、野菜や、刺身な
どの生鮮食品は使いやすい少
量パックもあり、単身の方でも
気軽に利用できます。

　広い通路に、商品が取りやすい棚、
車いすの常設など、誰もが快適に利
用できる環境が整った店舗で、国交
省が定める「ハートビル法」に認定さ
れています。各部門スタッフおすすめ
の一品が試せる1日2回の試食タイ
ムは六甲店の名物。

コピカがあれば、お財布が小銭だらけ・・・
なんて事も解消!

国際色豊かな食材が揃う
頼れる都会のコープ

ジューシーなフルーツ
が食べごたえ抜群。

Coop’sつるんと
おいしいゼリー

（7種類）各116円

オススメ商品

暮らし上手な皆さんにはおなじみのコープこうべ。今月より始まる「コープこうべだより」では、
コープこうべ各店のこだわりや魅力をお届けします！ぜひお気に入りの商品を見つけてください。

店長  
村田 忠彦さん

神戸市中央区中山手通4-10-32
2078-241-3066
営／9時～23時　無休（元旦を除く）

神戸市東灘区住吉本町1-2-1　
2078-811-0001
営／10時～21時　年に四日（元旦を除く）

　シーアでは産地や品質にこだわった商品が
揃いますが、なかでも精肉コーナーは抜群の品
ぞろえ。神戸牛をはじめ但馬牛、フードプラン鹿
児島和牛など和牛だけでも5種類あります。ま
た、チリ産をはじめ人気の輸入ワインが並ぶワ
インコーナーは、コープ随一の品ぞろえです。

産地や品質にこだわった
大人のコープ

神戸市灘区森後町3-5-38
2078-841-0641
営／9時～23時　無休（元旦を除く）

誰もが快適に買い物ができる
環境が整った優しいコープ

コープ山手

時間帯毎にさまざま
なお客様が来られるの
で多品種な品ぞろえを
心がけています。

コープこうべオリジナル電子マネー

使い方は簡単！

コピカで便利に！
おトクに！お買い物

小銭いらずでお会計が 楽らく！

組合員証の提示＋コピカでのお支払でさ
らにポイントが貯まります！
※コピカご利用ポイントは、ポイント２倍・５倍の
際も本体価格３００円のご利用につき、１ポイント
となります

組合員証に

ポイントが貯まる！

ご使用前に、あらかじめ
カードに現金をチャージ

カード発行手数料は無料！

オススメ商品

オススメ商品

通気性の良い紙袋入り
で、日持ちもよく、にお
いも少ない。

Coop’s緑豆もやし
(紙袋タイプ) 49円

試食タイムがきっかけで人気
になった商品。豚肉の旨味や
食感がしっかり味わえる。

浅草ハム
熟成あらびきウィンナー 
(182g) 537円

コープ六甲

オススメ商品

チリNO.1ワイナリー「コンチャ・イ・トロ」
のワイン。柑橘系の香りと適度な酸味
が特徴。

JR住吉駅の改札口からすぐ
の2F化粧品コーナーは、ネイ
ルや敏感肌用化粧品も充実。

カッシェロ・デル・ディアブロ・
テビルズ・コレクション・ホワイト　
1,706円

オススメ商品

※量り売りの商品は日によって変わります
チルドで地方発送もできるのでギフトにも
オススメ。

Coop's和牛うすぎり
（鹿児島産黒毛和牛）1,077円/100ｇ

シーア

店長  
大原 昭彦さん

鮮度と品質に
こだわった商品を

取りそろえて皆様を
お待ちしております！

店長  
岡田 賢史さん

コープこうべ
キャラクター

「コーピー」

COPICA 誕生
（
コ
ピ
カ
）

本体価格300円で

合計2ポイント
組合員証に
進呈！

あらかじめ、レジ又はサービスコーナーで、
コピカに現金をチャージしていただくと、コ
ープこうべの各店舗でお買い物ができます。
※ネットスーパー、移動店舗では使えません。

今日からすぐに使
えるとっても便利な
カードだよ～♪

普段使いのお店と
して毎日の買い物を楽
しんでいただけるよう

努めています。

※PG12：小学生には助言・指導が必要となっております。 ※R15+：15歳以上の方がご覧になれます。 ※R18+：18歳以上の方がご覧になれます。

CityLifeシネマ担当（デコジュン&nanako）が選んだおすすめ作品と、
近隣劇場の上映スケジュールをお届け。

推薦者 ： デコジュン8月11日（木・祝）公開
ＴＯＨＯシネマズ梅田他全国ロードショーペット
　留守中、愛するペットたちは何をしてるのだろう？主人公の雑種犬マ
ックスは、飼い主ケイティに愛され幸せな日々を送っていたが…。家族
に加わった大型犬デュークのせいで、とんでもない大事件に巻き込ま
れていく。ペットたちの笑いと感動と絆の物語。

監督：クリス・ルノー、ヤーロウ・チェイニー
声の出演：バナナマン（設楽統、日村勇紀)、佐藤栞里、永作博美
©Universal Studios.

推薦者 ： nanako8月13日（土）公開
シネ・リーブル梅田ほかロング・トレイル！
　総距離約3500Kmの長距離自然歩道「アパラチアン・トレイル」。故郷
米国で半隠居のような生活を送る作家のビルは、この踏破を思い立つ。共
に歩むのはワケありの旧友カッツ。性格も生き方も正反対のシニアコンビ
が歩む、美しく厳しい大自然の中の珍道中に、人生の意味を重ねていく。

監督：ケン・クワピス
出演：ロバート・レッドフォード、ニック・ノルティ
©2015 BIG WALK PRODUCTIONS, LLC｠ ALL RIGHTS RESERVED.

※PG12

■OSシネマズ ミント神戸（ペア5組）

■宝塚シネ・ピピア（ペア2組）

●はがきの場合：〒、住所、氏名、年齢、職業、性別、電話番号を記入し、
〒566-0001 大阪府摂津市千里丘1-13-23 CityLifeシネマ『OSミント神戸鑑賞招待券プレゼント
係』or『宝塚シネ・ピピア鑑賞招待券プレゼント係』まで。※ご希望の上映館名を記入願います。
●WEBからの場合：http://www.citylife-new.com　●締切： 8月25日（はがきは必着）
※個人情報は弊社にて厳重に管理し、鑑賞券発送以外には使用いたしません。
※当選結果は発送をもって代えさせて頂きます。

神戸市中央区雲井通7-1-1 ミント神戸9階 2078-291-5330
OSシネマズ ミント神戸 http://www.jollios.net/

＜上映中＞
●ポケモン・ザ・ムービーXY＆Z 「ボルケニオン
　と機巧（からくり）のマギアナ」
●ファインディング・ドリー 
●ONE PIECE FILM GOLD 
●シン・ゴジラ
●ターザン：REBORN

＜今後の上映＞
●ルドルフとイッパイアッテナ（8/6～）
●ジャングル・ブック（8/11～）
●ペット（8/11～）

●X-MEN：アポカリプス（8/11～）
●劇場版アイカツスターズ！（8/13～）
●ゴーストバスターズ（8/19～）
●傷物語Ⅱ　熱血篇（8/19～）
●青空エール（8/20～）
●ミュータント・ニンジャ・タートルズ
　影（シャドウズ）（8/26～）
●君の名は。（8/26～）
●後妻業の女（8/27～）

今月の
オススメ

X-MEN： アポカリプス
8月11日（木・祝）公開

阪急売布神社駅前　ピピアめふ5F 20797-87-3565
宝塚シネ・ピピア http://cinepipia.com/

●殿、利息でござる！（上映中～7/29）
●最高の花婿（7/23～7/29）
●デッドプール〈R15+〉（7/23～8/5）
●名探偵コナン 純黒の悪夢
　（ナイトメア）（7/23～8/19）
●６４－ロクヨン－前編（7/23～8/26）
●６４－ロクヨン－後編（8/6～8/26）
●団地（7/30～8/19）
●植物図鑑（8/6～8/26）
●帰ってきたヒトラー（8/13～8/26）
●ロイヤルナイト〈PG12〉（8/20～9/9）

●映画クレヨンしんちゃん　爆睡！
　ユメミーワールド大突撃（8/20～9/2）
●フラワーショウ！（8/20～9/2）

＜夏休み名作劇場＞デジタル・リマスター版
●駅馬車（7/23～29）
●冒険者たち（7/30～8/5）
●バベットの晩餐会（8/6～12）
●冬冬の夏休み（8/13～19）
●恋恋風塵（8/20～26）

鑑賞券をプレゼント

応
募
方
法

2016 MARVEL & Subs. &      2016 Twentieth Century Foxc

2016映画「64」製作委員会c

c

『６４-ロクヨン-』上映記念
瀬々敬久監督トークショー開催
日時：8/9（火）　14：30～15：30
会場：ピピアめふ5F会議室
入場料：無料

公共交通機関をご利用ください。

9：30 ―16：30（入場16：00まで） 

万博記念公園・東の広場

雨天決行　※荒天により中止となる場合がございます。
※障がい者手帳をお持ちの方ご本人と介助者１名無料 
※別途公園入園料（大人250円・小中学生70円）が必要
※イベント内容は変更になる場合がございます。

ロハスフェスタ 検  索

LOHASFESTA LOHAS_FESTA

会費  350円（小学生以下無料）

特典

　2009年から始まったガクロハの活動はロハスフェスタで集まった関西の
大学生によってスタートしました。毎回ロハスフェスタの環境ブースを担当し、
その活動の輪は年1回開催するガクロハ主催の「グリーンロハスフェスタ」に
つながりました。またワークショップなどをサークル活動として企画し、各大学
の学生同志のつながりを広めています。ぜひあなたもこの「ガクロハ」に参加
して学生生活をエンジョイませんか？
詳細はhttp://gakuloha.jimdo.com/　入会金1,000円（下記特典あり）

ガクロハメンバー 募集中！

　みんなでロハスフェスタ会場を飾って
下さい。お家にあるハギレなどでかわいい
オーナメントを作ってお送りいただくか、
会場にご持参下さい。ご協力をお願い致
します。

　みんなでロハスフェスタ会場を飾って
下さい。お家にあるハギレなどでかわいい
オーナメントを作ってお送りいただくか、
会場にご持参下さい。ご協力をお願い致
します。

詳細は下記より
http://eventcontents.
lohasfesta.jp/
e116067.html 

※このオリジナルＴシャツを
着用のガクロハメンバー
はロハスフェスタの入場
が無料になります。

主催　ロハスフェスタ実行委員会／シティライフ

開催中は駐車場が満車となり、周辺道路が大混雑するとともに駐車場の入出庫に数時間かかる場合があります。※10/29（土）はJリーグの試合が開催されます。
表

裏

ロハスフェスタ
オリジナルバック １個
プレゼント

ガクロハ特製
Ｔシャツプレゼント


