キャンペーン期間は 9 月～ 11 月です
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杉 樽 醤 油は５合ビン（900ml）、菜 種 油はオー
ストラリア産の非 遺伝 子 組み 換え 菜 種 100％
（1.25kg）圧搾一番絞りです。どちらかお選びく
ださい。
摂 丹百 姓 つな ぎの 会・
北摂協同農場（大阪府）
のキヌヒカリと祭り晴れ
のお米をお届けします。

よつ葉のハム工場からおすすめのウィンナー
とベーコンをセットしてお届けします。
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イメージ

よつ葉の農場で育てられた牛です。食肉セン
ターからその時々のおすすめをお届けします。

イメージ

パラダイス＆ランチからその時々におすすめの
パンをセットしてお届けします。

フリガナ

住

希望連絡
時間

お名前

住

〒

ＴＥＬ

ご希望
の商品

② 相手の方

お名前

フリガナ

イメージ

うすあげ、無農薬豆腐（もめん・絹ごし）各 1 つと、
豆腐工場からのおすすめ 1 品をセットしてお届けします。
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右の記入欄に、お名前・連絡先など
を記入して配達時にご提出ください
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広島
紹介された方

ポイント制について

松岡道子さん

アトピーの息子のために、安全な食材を探している時
に杉山さんからよつ葉さんを紹介していただきました。
息子のために始めたよつ葉さんですが、食べてみると
そのおいしさに驚きました。野菜はゆでただけでも甘く
ておいしいし、豆腐もウィンナーも素材のうま味がしっ
かり感じられます。

よつ葉ではポイント制を導入しています。ポイントの値引きはもちろん
ですが、貯まったポイントで交換できる商品も季節に応じて変わっていき
ます。ポイントの発生条件や使い方の説明は下記のとおりです。

ポイントの発生

このエリアに
お届けしています
みなさん、ぜひぜひ
よつ葉をご利用ください。

毎週の購入金額 2000 円以上で 12 ポイント発生。以後 500 円毎に 3 ポ
イント発生します。
毎月の請求書で合計ポイントが確定。
100 ポイント以上たまれば、1 ポイントにつき 1 円として使用できます。

兵庫

月ごとの請求金額から「値引き」として利用できます。注文用紙裏面の５
ケタの「注文番号手書き記入欄」に下記注文番号と数量を記入して使用し
ます。
注文番号５８９１９・・・・１００ポイント使用
注文番号５８９２６・・・・１０００ポイント使用
注文番号５８９０２・・・・全ポイント使用（１００ポイント以上たまった場合）
《例》注文番号５８９１９・注文数２と記入の場合→２００ポイント使用とな
ります。

安全な食材を食べようと思い会員になりました。お
かげで元気すぎるくらい？
（笑）の娘が誕生し、今では
毎日のお弁当でも大活躍です。見た目『おっさん弁当
（地味目の色合い）』ですが、毎日いただくものなので
色より質。特に娘はソーセージが大好物です。

配送地域
吹田市、摂津市、茨木市（171 号線より南部）

配送センター
淀川産地直送センター

0120-878-228

072-650-3211
【大阪府】大和川以南
【和歌山県】海南市以北

豊中市、箕面市、池田市

0120-947-428

072-546-2516

池田・豊中・箕面共同購入会

0120-304-280

072-727-7780

072-727-7050

【大阪府】能勢町、豊能町、茨木市（171 号線以北） 能勢産直センター
【京都府】亀岡市、園部町
【兵庫県】川西市（日生ﾆｭｰﾀｳﾝ）、猪名川町、篠山市、
072-734-3951
丹波市、朝来市、養父市、豊岡市、多可郡多可町

0120-630-877

06-6300-7480

0120-831-293

072-968-6601
高槻市、三島郡島本町

072-968-6602

北摂・高槻生活協同組合

0120-465-181

072-688-4878

072-688-4871

配送地域
三田市、芦屋市、神戸市、西宮市（山口町周辺）

長岡京市、向日市、京都市南区 ( 久世、上久世、
よつ葉ホームデリバリー京都南
中久世 )、京都市伏見区南西部 ( 羽束師、淀垂水町 )、
京都府乙訓郡

075-958-6688

075-953-7570

南丹市、京丹波町、綾 部市、福知山市、舞鶴市、 北近畿産直センター
宮津市、与謝野町、京丹後市大宮町、京都市右京
区京北
0773-21-7154
【兵庫県】丹波市、朝来市、養父市、豊岡市

0120-428-456

よつ葉ホームデリバリー京滋

【滋賀県】全域
【京都府】京都市

滋賀共同購入会

0797-80-0832

阪神産直センター

0120-704-350

06-4868-4350

06-4868-4351

神戸市、明石市、加古川市、三木市、小野市、三田市、 やさい村
加東市、播磨町、稲美町、西脇市の一部、姫路市、
高砂市、赤穂市、相生市、たつの市、神崎郡の一部、
078-967-7784
揖保郡太子町

078-967-7785

0120-670-473

0120-508-170
0774-21-8170

【滋賀県】北部、東部（野洲市以北）

0774-28-0319

0120-724-885

075-702-4885

075-712-4901

近江産地直送センタ－

0120-287-603

075-971-5504

0120-813-378

0797-80-0831

078-903-6533

【滋賀県】西部、南部（守山市以南）
【京都府】京都市、宇治市、城陽市、久御山町、
宇治田原町

0120-185-503

宝塚市、西宮市（ＪＲより北部、塩瀬町・青葉台・ 川西共同購入会
名塩付近は除く）川西市、伊丹市、芦屋市

兵庫いきいきコープ
078-903-6522

0773-21-7155

よつ葉ホームデリバリー京阪

配送センター

0120-371-590

075-331-6761

尼崎市全域、西宮市（ＪＲより南部）

留守の場合も安心

三重

075-331-6715

06-6300-7481

東大阪市、八尾市、寝屋川市、守口市、門真市、 東大阪産地直送センター
大東市、四条畷市

奈良

配送センター

075-971-5503

よつ葉ホームデリバリー大阪

滋賀

生協法により、北摂高槻生
協と兵庫いきいきコープは、
出資金が必要です。

いつもお留守のお宅には、保冷箱に
蓄冷剤・ 商品をいれて玄関前に置
いておきます。

京都市（北区、上京区、左京区、中京区、右京区、 西京都共同購入会
西京区、下京区、東山区）、亀岡市、八木町

【京都府】八幡市、京田辺市
【大阪府】交野市、枚方市

072-734-2100

大阪市

配送地域

072-650-3212

阪和産直センター
072-546-2515

和歌山

杉山麻矢美さん

京都
大阪

ポイントの利用方法

紹介した方

全戸個配
入会金 ・ 配達料
は一切無料

0749-28-7603

0749-28-7605

橿 原市、大和高田市、桜井市、香芝市、御所市、 よつ葉ホームデリバリー奈良南
五条市、葛城市、宇陀市、磯城郡、北葛城郡、
吉野郡、高市郡

0744-21-7781

0744-21-7782

【奈良県】奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、
生駒郡、北葛城郡
【京都府】木津川市、相楽郡、綴喜郡
【三重県】名張市、伊賀市

奈良産地直送センター

0742-70-4800

0742-70-4811

