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1960 年、組合員に安定的に、より安価な商品を提供することを目的にコープ商品第⼀号の「⽣協バター」

が⽣まれました。
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⽇本⽣活協同組合連合会（略称︓⽇本⽣協連、代表理事会⻑︓本⽥英⼀）は全国の⽣協と協⼒し、
組合員や⽣産者、取引先とのつながりに感謝するとともにコープ商品のよさを改めて伝えていくことでファンを増
やし、未来につながるブランドを目指します。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 60 周年の主な活動
1. 大型商品のリニューアル

ロングセラー商品
発売します。
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2. 60 周年

代表的な
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3. コープ商品

コープ商品
わる工場担当者や⽣産者、商品担当、組合員など、コープ商品に関わる人たちへのインタビュー
ープ商品の
URL︓https://goods.jccu.coop/60th/
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◇声でつながる
◇おすすめ 60
◇「特別な、あたりまえ」
◇CO・OP 商品
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ロゴを記載。

 

 

コープ基礎シリーズ
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周年特設ページ
周年を記念し、コープ商品サイト

わる工場担当者や⽣産者、商品担当、組合員など、コープ商品に関わる人たちへのインタビュー
年の歴史と価値を振り返

https://goods.jccu.coop/60th/

商品 

ストーリー 
の歩み 

  

商品名を記載したラベル上部に

 

 

 

商品概要
「コープ基礎シリーズ」は、
組合員の声に応え
粧品の第

 6
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 デザインは組合員アンケート

 オールインワンゲル
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4. 写真投稿キャンペーンの実施、

「特別な、あたりまえ
ップに乗せて軽やかに歌い上げる
 
「特別な、あたりまえ

コープ商品をおしゃれに撮影した写真や、コープ商品のアレン
ジ料理など、コープのある暮らしや風景の写真を

応募者の中から
トします。 
応募期間︓
第⼀弾 2019
Instagram
 
第二弾 2020
※広報誌・宅配紙面上で募集
URL︓https://goods.jccu.coop/60photo/
 
⽇本⽣協連
 
Web 動画「

「毎⽇の家事」「⼦どものお世話」などのママさんが抱える悩みを、ラップに乗せて軽やかに歌い上げます。
URL︓https://goods.jccu.coop/majisai
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 60 周年ニュースレターの発⾏
⽇本⽣協連では、
回のニュースレターを発⾏します。
第⼀号ニュースレター

 

写真投稿キャンペーンの実施、
「特別な、あたりまえ 

ップに乗せて軽やかに歌い上げる

「特別な、あたりまえ コープ商品のある風景」写真投稿キャンペーン︓
コープ商品をおしゃれに撮影した写真や、コープ商品のアレン

ジ料理など、コープのある暮らしや風景の写真を
応募者の中から 20 名様に

応募期間︓ 
2019 年 10 月

Instagram 上での投稿募集

2020 年 1 月
広報誌・宅配紙面上で募集

https://goods.jccu.coop/60photo/

⽇本⽣協連 Instagram

動画「マジサイコープ
「毎⽇の家事」「⼦どものお世話」などのママさんが抱える悩みを、ラップに乗せて軽やかに歌い上げます。

https://goods.jccu.coop/majisai

周年ニュースレターの発⾏
⽇本⽣協連では、コープ商品

ニュースレターを発⾏します。
第⼀号ニュースレター「コープ商品

写真投稿キャンペーンの実施、
 コープ商品のある風景」写真投稿キャンペーン

ップに乗せて軽やかに歌い上げる Web

コープ商品のある風景」写真投稿キャンペーン︓
コープ商品をおしゃれに撮影した写真や、コープ商品のアレン

ジ料理など、コープのある暮らしや風景の写真を
名様にコープの人気商品をプレゼン

月 24 ⽇〜2020
上での投稿募集いたしました。

月 16 ⽇〜2020
広報誌・宅配紙面上で募集 

https://goods.jccu.coop/60photo/

Instagram︓https://www.instagram.com/coop_goods/

マジサイコープ」︓ 
「毎⽇の家事」「⼦どものお世話」などのママさんが抱える悩みを、ラップに乗せて軽やかに歌い上げます。

https://goods.jccu.coop/majisai

周年ニュースレターの発⾏ 
コープ商品 60 周年を記念し、

ニュースレターを発⾏します。（発⾏月︓
「コープ商品 ロングセラーのひみつ

写真投稿キャンペーンの実施、Web 動画「
コープ商品のある風景」写真投稿キャンペーン

Web 動画「マジサイコープ

コープ商品のある風景」写真投稿キャンペーン︓
コープ商品をおしゃれに撮影した写真や、コープ商品のアレン

ジ料理など、コープのある暮らしや風景の写真を募集します。
コープの人気商品をプレゼン

2020 年 1 月
いたしました。 

2020 年 4 月

https://goods.jccu.coop/60photo/

https://www.instagram.com/coop_goods/

「毎⽇の家事」「⼦どものお世話」などのママさんが抱える悩みを、ラップに乗せて軽やかに歌い上げます。
https://goods.jccu.coop/majisai

周年を記念し、
（発⾏月︓3、4

ロングセラーのひみつ

＜お問い合わせ先＞
⽇本⽣協連広報部

TEL︓

動画「マジサイコープ」の配信
コープ商品のある風景」写真投稿キャンペーン

マジサイコープ」を

コープ商品のある風景」写真投稿キャンペーン︓
コープ商品をおしゃれに撮影した写真や、コープ商品のアレン

募集します。 
コープの人気商品をプレゼン

月 15 ⽇  

月 12 ⽇ 

https://goods.jccu.coop/60photo/  

https://www.instagram.com/coop_goods/

「毎⽇の家事」「⼦どものお世話」などのママさんが抱える悩みを、ラップに乗せて軽やかに歌い上げます。
https://goods.jccu.coop/majisai-coop/ 

周年を記念し、コープ商品のブランドステートメント「
4、6、9、10

ロングセラーのひみつ」は 3 月の発⾏を予定しています。

 

＜お問い合わせ先＞
⽇本⽣協連広報部

︓03-5778-

コープ」の配信
コープ商品のある風景」写真投稿キャンペーンを実施するほか、

を YouTube

コープ商品のある風景」写真投稿キャンペーン︓ 

 

https://www.instagram.com/coop_goods/

「毎⽇の家事」「⼦どものお世話」などのママさんが抱える悩みを、ラップに乗せて軽やかに歌い上げます。

のブランドステートメント「
10 月） 

月の発⾏を予定しています。

＜お問い合わせ先＞ 
⽇本⽣協連広報部 

-8106  

コープ」の配信 
を実施するほか、

YouTube にて配信します。

 

https://www.instagram.com/coop_goods/ 

「毎⽇の家事」「⼦どものお世話」などのママさんが抱える悩みを、ラップに乗せて軽やかに歌い上げます。

のブランドステートメント「5 つの約束」

月の発⾏を予定しています。

を実施するほか、ママが抱える悩みをラ
にて配信します。 

 

「毎⽇の家事」「⼦どものお世話」などのママさんが抱える悩みを、ラップに乗せて軽やかに歌い上げます。

つの約束」に沿った、全

月の発⾏を予定しています。 

ママが抱える悩みをラ

「毎⽇の家事」「⼦どものお世話」などのママさんが抱える悩みを、ラップに乗せて軽やかに歌い上げます。 

に沿った、全 5


