
名古屋南ブロック宅配 3 センター（港・中川・海部）企画★★ 

食べたい♪試したい♪♪伝えたい♪♪♪ 

商品モニターからの組合員の声を紹介します。 
    

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■回答結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■以前に「野菜たっぷり和風ドレッシング」を利用した事がありますか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

モニター商品 

野菜たっぷり和風ドレッシング 150ｍｌ （フンドーキン醤油） 
■ 価格帯：   通常価格 税込２２８円 （500ｍｌは税込 498 円） 

■ 商品特徴： 醤油風味で具材たっぷり！２０２０年全国総選挙 第３位！ 

国産素材１００％！野菜だけでなく、お肉や豆腐にも！ 

■WEB での回答：５６％ 

■用紙での回答：３１％ 

■未回答：１３％ 

９～１０月に行いました港、中川、海部の３センター企画の商品モニターでは、 

２６０名のご応募から、 応募者全員のみなさまにモニターをしていただきました 

ので、集約結果といただいた声の概要を紹介いたします。 

今回のモニターで 

初めてこの商品を試された方が 

５５％、1 回以上利用した事がある 

方が、４５％という結果でした。 
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「頻繁に利用、又はたまに利用」と回答された方。。。   

どこが気に入って利用していただいていましたか？   複数回答可 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「１回だけ利用、今回初めて利用」と回答された方。。。  

利用していなかった理由など。                複数回答可 
 

 

 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今回、「野菜たっぷり和風ドレッシング」を実際に試してみていかがでしたか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利用歴のある方のお気に入りの

ポイントは、「味、使い勝手」と 

回答。次いで「国産素材１００％、

価格」 

でした。 

利用していなかった理由について

は、「知らなかった」「決まったドレッ

シングがある」との回答が、約８割を

占めました。人気商品ですが、 

まだまだ知らない方が多いことが 

分かりました。 

今回のモニターで、９４％の方が、 

良かった・非常に良かったと回答。 

６％の方が、あまり良くなかった・

良くなかったと回答。また、家族で

意見が分かれたという方もみえま

した。 
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◎ 『非常に良かった』 『良かった』 とお答えいただいた方から、他の組合員にお知らせしたい！この商品の

「おすすめポイント！」など、また有効活用法やおすすめのレシピなど、いただいた声を紹介します。 

とても美味しかったのでもう少し安いと買いやすい。野菜が食べやすかった。 

胡麻ドレッシングよりさっぱりして美味しい 

味が濃いので野菜が苦手でも食べやすい。にんにくの味が濃いので肉料理にもあうのでは？ 

なんにでもあいそう 

以前より酸味が優しくなった 野菜のうまみが凄い お肉にも合うと思うので野菜も沢山食べれる 

しつこくなくさっぱりした味で野菜が沢山食べれる 

好みの味で野菜が美味しくなった 

サラサラではなくらみやすくしっかりと味を感じることができた 

酸味が少なく食べやすい 

冷奴の味が変わり美味しかった 

お肉と合い小学生の子供も食べやすかった 

小容量で試せるのがよい 

あっさり、さっぱりと野菜サラダがいくらでもモリモリ食べれる。和風なのでどんなジャンルの料理にも合わ

せやすい。 

マカロニサラダにかけても美味しかった 

キャップを開けてすぐ使える 

生野菜を食べない子供も美味しいと食べた 

ふたを開けてすぐ使えるのは助かる 子供が開けたがるので中栓がないとこぼしたりしないので安心。味も

美味しい。 

素材の味がしっかり感じて 味も好み 

とても美味しかった価格が高く買ったことなかったが商品名の通り野菜の旨味たっぷりで良かった 

サラダにはパンチがたりない。和風ハンバーグにはちょうどいい 

野菜が不足気味だがサラダにかけて食べやすい 

初めて試すのは抵抗があるので企画で試せて良かった 

家族全員が気に入った 

タイトル通り沢山野菜が入ってる感じ 子供が嫌がらず食べたのでリピあり 

サラダも美味しいがお浸しに使うと醬油より美味しい 

わりと馴染みのある味、サラダはもちろん肉にかけてもあっさり食べれる 

野菜がたっぷり入ってて美味しかった。チキンステーキにかけた。 

名前の通り野菜たっぷり感があった 

サラダを絶対に食べない 3 才の息子がすごく食べたのでビックリ！もっと早く買えば良かった。私も箸が止

まらなかった。サーモンのカルパッチョにも使ってみたい 

野菜サラダ、温野菜、焼いたチキンにも合い美味しい 



野菜が沢山で満足感がある、美味しい 

とにかく美味しい！サラダ、豆腐、お肉にも合うのですぐなくなってしまう 

使い切れる量、美味しい 

サラダにかけた 

カルパッチョ 

いつも同じドレッシングでなかなか他を買うことなく今回美味しかったので次買ってみたい 

お肉が手軽にお店のハンバーグステーキ風の味に!にんにくの味が食欲がわく、キャベツ 4 分の１玉が一瞬

で消えた! 

野菜と味が絡みやすい 

サラダ、肉にも合う味 

和風、中華風共に使え 肉、サラダ以外白身フライにも使えたので 最後まで使い切れると思えた。そして美

味しい 

お肉にかけるとコクがプラスされ いつものお肉がお店の味にランクアップ 

野菜サラダで美味しい頂きました。 

和食にピッタリ 

おいしい！みんなが好きな味！定番のサラダの他にも色々な料理に合いそう。 

レタス、キャベツ、大根、何でも合うドレッシングで美味しかったです。 

人参を擦ってこのドレッシングをかけて人参ドレッシングを作りました。そのドレッシングをお肉やサラダに

かけて食べるととても美味しくて沢山野菜を摂ることが出来ました。 

あまり体に良くないイメージのあるドレッシングですが、これは野菜がたっぷり入っていて良かったです。 

醤油の味と玉ねぎが特においしいと思いました。 

和風ドレッシングが好きなので美味しい和風ドレッシングに出会えて嬉しいです。 

子どもも大人も美味しく食べれた 

玉ねぎがたっぷり入っておりおいしかった。前に買った時はパッケージをしっかり見ていなかったが、今回モ

ニターをし国産野菜を使用していることに気がつき国産が好きなので安心して食べることができました！ 

子供から大人までみんなが食べやすいドレッシングでした。 

味は美味しかった！ 

普通にキャベツにかけただけだったが、お豆腐サラダに合わせたくなる味だった。 

かけるだけで、シンプルなレタスサラダがおいしく食べられました。 

野菜が入っていて、かつ手軽に使える。 

ステーキのきのこソースを作るときに使って、手軽に美味しくできます。 

具材がゴロゴロしていて食べ応えがある。餃子のタレとしても美味しかったです 

野菜がたっぷり入っていて野菜の甘みを感じる美味しいドレッシングでした。 

ドレッシングとしてだけではなくお肉と一緒にからめてもとても美味しかったです。 

ヘルシーでおいしい。 

お野菜のごろごろ感が歯応えがありよかった。 



美味しかった。以前他のメーカーの玉ねぎ入りのドレッシングで失敗したことがあったので、試すことができ

てよかった。生野菜のサラダで食べましたが、さっぱりしていて生ねぎの臭み？もなく、むしろ玉ねぎをたく

さんかけて食べたいくらいでした。 

豆腐ハンバーグにかけるととても美味しかったです。 

サイズが大きすぎず、ちょうどいいです。大人 2 人なのでドレッシングの減りが遅く、このくらいの量が合っ

ていると思いました。 

味もさっぱりしていて、食べやすいです。どんな野菜にも合い、万能だと思います。 

市販のドレッシングは今まで味が濃いのが気になって使っていなかったですが、これは適度な塩分で美味し

いです。玉ねぎがほんのり残っていて食感も美味しい。サラダや豆腐にかけてたべました。 

お家ステーキにかけて食べても美味しいです！ 

野菜もしっかり入っていて、美味しかった 

生ハムサラダのドレッシングに使いました。 

素直に美味しかったです！ 

普段あまり野菜を食べない子供たち(5 歳、8 歳)も喜んで食べていました。 

生野菜のサラダだけでなく、蒸し野菜にも合うし、醤油ベースで和風なので、飽きがこず万能。 

味が濃厚で、シンプルな野菜にピッタリです。 

アボガドにかけたり、お豆腐にかけるのが美味しくて気に入っています。 

元々友人からお薦めされて使ったのですがピエトロを普段使っているのですが、飽きてきたのでこちらを利

用しています 

玉ねぎがたくさん入っていて、食べ応えがあります。 

おいしい 

さっぱりとしていて、とても食べやすかったです。 

豆腐にかけても美味しくいただけました！！ 

サイズが小さめですぐに使い切れるので、期限が切れる前に使い切れます。 

子供も食べてくれたし、美味しかった。 

野菜感があまりなく、抵抗なく子ども達が喜んで食べていた！ 

生野菜があまり好きでない子どもたちがドレッシングをかけることで美味しく食べてくれるのでよかった！ 

目立つ添加物が無いのに味がしっかりと醤油とオニオンの風味がして良いなと思いました。 

さっぱりしていて食べやすかった。 

サラダだけでなくパスタなど他にもアレンジできそうだと思った。 

たまねぎやにんにく、生姜の風味がしっかりとしており、韓国風のサラダやお肉にも合うと思います。 

レタスの豚肉巻きにかけて食べました。美味しかったです。 

以前は子供が好きな味ではないと言ってましたが、もう大丈夫になったみたいです。 

舌触りがよく美味しかったです。 

ほうれん草を野菜たっぷり和風ドレッシングでおひたし風で食べてみました。美味です。また、ハンバーグの

ソースにしたら、あっさりと美味しく食べられました。 

さっぱりしていて美味しかった。 



酸味が強いなどの癖がなくとても食べやすかった。また、キャベツの千切りやオニオンスライスサラダなど種

類を問わず使えるのが良かった。 

濃い味付けのドレッシングが苦手で、ドレッシングを選ぶ時は和風ドレッシングを選ぶのですが、味もさっぱ

りしており食が進みました。国産かどうかも見て商品を選ぶので国産野菜を使用している点も良かったで

す。 

どんな野菜のサラダにも合うし、さっぱりしてたくさん野菜を食べやすかった 

個人的には豆腐とわかめのサラダにかけるのが一番好きです！ 

子供がマヨネーズか胡麻ドレッシングでしか野菜を食べません。結婚する前実家で母が時々買っていたドレ

ッシングで、食べたことがあり懐かしくモニターに応募しました。 

しっかりと味がしてよかった！ 

あっさりしていて、味が濃すぎずにさっぱりと食べられた 

美味しい。和食に合う。 

味の濃さもちょうどよく、好みの味だった。 

サラダだけじゃなく、餃子につけたり豆腐にかけたり、少しバターと混ぜてソテーにして魚料理にしてもおい

しかったです。 

サラダにしか使わなかったが、ふつうのドレッシングよりもあぶらっこくなくてよかった 

醤油ベースで甘くて美味しいです。2 歳の子供も、トマトに少しかけて食べました。 

味が自然でいろんなものにかけて食べれておいしかったのでよかったです。 

白身魚やお刺身にかけるとおいしかったです。温泉卵にもよかったです。 

レストランのサラダにかかっているドレッシングという感じで、おしゃれな味になりました。 

野菜の甘味が美味しかったです。ドレッシングは普段あまり使わないのですが、かけるだけで美味しいので

便利でした 

美味しかった 

あっさりしていて使いやすい 

野菜がたっぷり入っていて、サラダだけじゃなくてお肉のソースにも使えた！ 

用途にカルパッチョとあったので、サラダだけでなくそれにも使ってみました。 

さっぱり美味しく頂けました。 

レンチンした温野菜によくシェークした野菜たっぷりドレッシングをかけます。 

いつも、ゴマドレッシング、ナッツドレッシングが定番でしたが、たっぷり野菜感の醤油味、改めて美味しいと

感じました。 

さっぱりして食べやすかった 

キャベツの千切りの上にかけて食べました。キャベツと合うのでパクパクと食がすすみます。冷しゃぶにも合

いそうなので次は冷しゃぶにかけて食べてみたいです。 

子どもも嫌がらずサラダをしっかりたべられた。 

ほどよい酸味が野菜によく合います 

さっぱりしていたので、サラダだけでなく冷しゃぶにかけても美味しかったです！ 

醤油とにんにくが、とてもおいしく、子どもも喜んでサラダにかけて食べていました。ハンバーグにも合いそ

うなのでぜひやってみたいです。 



とりあえずサラダにかけてみましたが、さっぱりと食べれて美味しかったです。 

醤油ベースでさっぱりしてるので次はお肉にかけて食べたいと思います。 

野菜がたっぷりで栄養が摂れるので、すごく良いドレッシングです。 

サラダが苦手な子供も、このドレッシングかけると食べてくれます。 

ドレッシングだけでなく、ステーキソースとしても美味しいです。 

炊き込みご飯の味付けにぴったりでした！ 

さっぱりしていて、具材がたっぷり。食べ応えがありました。 

サラダだけではなく、餃子にも合いました。 

野菜を感じられます 

甘さと酸っぱさのバランスが良くて、美味しいだけじゃなくて、玉ねぎのツブツブが野菜に絡んむので、より

美味しさを引き立ててると思いました。 

野菜がゴロゴロ入っていて美味しかった！リピートしたい！ 

 

◎ 『あまり良くなかった』 『良くなかった』 とお答えいただいた方からのご意見を紹介します。 

菜種油が苦手 

思ったより酸っぱく油分少なく思った味ではなかった。いつもはこってり系のドレッシングのため慣れていな

いだけかも 

酸味が強くて苦手 

沢山かけてすぐなくなる 

味の酸味がイマイチ苦手 

油分が多いせいか、食材に絡みにくいと感じました。 

また、味が濃い。 

野菜は、玉ねぎがたくさん入っているので、満足ですが、とてもニンニクが強いので、食べづらかったです。 

私と孫たちには味が濃厚で青じそやごまドレッシングのほうが良かったようです。大人たちには美味しかっ

たようです。 

油の風味が良くないように感じました。他の味（塩味や和風の味付けなど）はバランスが良いと感じたので、

尚さら油の風味の悪さが残念でした。 

サラダに使い、普段通りの量をかけたが、液体が少ないのか普段使っているドレッシングと比較して量が少

なく感じた 

酸っぱすぎた。具材が欲しかった。 

ごまドレに飽きた時とか主菜によってさっぱりさせたいときに使い分けたいなと思った。 

私は美味しいと感じたが 

野菜が苦手な主人はこのドレッシングだと野菜を感じやすく苦手だと言っていた。 

(好みではあると思いますが...) 

 



今回のモニターを通じて「野菜たっぷり和風ドレッシング」を今後利用していただけそうですか？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モニター商品をどのような場面・料理で使用されましたか？ （複数回答可） 
                  
  

     使い方に関するご意見 

その他の回答 

■棒棒鶏（鶏肉サラダ、蒸し鶏など） 

■和風ハンバーグ、豆腐ハンバーグ、ステーキ 

■炊込みごはん、白身魚フライ 

■カルパッチョ、スモークサーモン 

など… 

 

 

 

 
野菜サラダ（生、ゆで） 

 
冷しゃぶしゃぶ（豚肉） 

 
冷奴（豆腐） 

 
その他（内訳の抜粋は以下） 

豚しゃぶ、たことサーモンのカルパッ

チョ、白身魚にも合いました 

ステーキのきのこソースを作るのに利

用しました。 

餃子のタレやアボガド丼のソースとし

て使いました。 

白身魚の蒸したもの、温泉卵に使いま

した。 

茄子をオリーブオイルで両面焼き、皿

に並べ、みょうが、大葉を千切りにし

て散らし、ネギを散らし、しょうがをす

ってこのドレッシングをかけて食べる

と絶品でした。 

野菜たっぷり和風ドレッシングを試して 

９４%の方が 良かった 

と回答されましたが、今後の利用は、 

８１％の方が利用すると思う 

という結果でした。 
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利用しない 



モニターされた方よりご提供いただいた画像の紹介 

   

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
                         

 
 
 
 
 
 
 



◎ 今回のモニター企画を通じてご意見、ご感想をいただきましたので紹介します。 

試してみないと分からないのでモニターに参加できよかった 

気になるけど買うのを迷う商品も多いので少量で試せると嬉しいです。 

モニターをして自分で試した料理が提案できよかった 

モニターになれ嬉しい 楽しみ 

普段とは違うレシピでドレッシングを使う機会があり食卓がいつもと違う感じでした。 

試して美味しければ割高でも買う 素材が良くてもおいしくないのはダメです 

モニター企画があれば参加したい 

子供も年寄りもいないが参加できよかった。我が家の様な人もいます。忘れられているようで寂しい気持ち

になる 

モニター企画にまた参加したい 

他の商品の企画も参加したい 

現物のお試しはありがたい 

モニター企画で試せてよかった。イチオシなのに人気のない商品のモニターなら申し込み増えるかも 

パッケージをシンプルにしてほしい。容器の再利用出来る工夫があると魅力的では？ 

以前は頻繫に使用していたが今回良さを再認識したのでまた利用再開します。 

子供も食べれて良かった またモニターに応募したい 

利用したことのない商品を試せて良いと思います。自分好みの新たな商品を見つけることは難しいので、見

つけたい人にモニター意見を共有出来ると良いと思います。 

モニターに参加でき楽しかった。子供の意見がからい、薄いなどバラバラでした。 

色々なジャンルのモニターに参加したい 

モニターにまた参加したい 

気になる商品も利用前にモニターにできると安心して利用できるので今後も利用したい 

他のドレッシングも紹介して欲しい 

ふたを開けてすぐ使えるし 色々料理に使用できよいポイントはあるが内容量と比較して価格が少し高い 

今後はこのドレッシングをメインに使いたい 

またモニター企画に参加したい 

何かパンチが足りない 

試食できるとよくわかりとても良い 



野菜がゴロゴロでも詰まることなく出せて子供も喜んで食べた 

モニタ企画は参加したい 

モニタ企画があると初めての物も試してから購入できる 

やさいをレンチンして和えるだけで食卓に出せる 

甘すぎず食べやすい味、肉にも合うのでバリエーションが増えてよい 

このシリーズの他も気になっているのでまた買ってみたい 

今回はモニター商品は新商品ではなく既知の商品だったので見直すきっかけになった。定番の使い方しかし

ないので他のレシピも知りたい 

和風は最近使っていなかったのでまた利用したい ゴマは愛用してます。 

モニター初参加でしたが良かったです。他ブランドと比較できたから。また参加したい 

ドレッシングはスーパーで目に留まったものを買っていたのでモニター企画で色々なものに合わせて食べて

みるとこれにはこの味だなと発見もあり良かった 

モニター企画で新しい商品が試せて嬉しい。 

モニターに参加すると色々考えて商品を使うのでまた参加して意見を述べたい 

モニターに参加して色々な商品を試したい 

ドレッシングは味の知らないものは買いにくい。このようなモニター企画で試食できこれを機に多くの人が

購入すると思うので色々な商品でやってほしい」。 

モニター企画で気軽に試せて楽しい 

初めてモニター企画に参加した。また参加したい 

普段買わない商品を試せてとても良い。また企画してほしい 

米などのモニターにも参加したい 

新商品のモニター企画希望 

価格もお値打ちで色々な用途に使用でき大変助かります。 

サラダ以外の活用レシピを知りたくなった 

いつも使っています。梅風味等のフレーバーあれば嬉しい。 

アンケートに答えるだけで商品を無料に試せて良い 今後も実施してほしい。継続購入のきっかけになる 

モニターサイズが良かった。5 人家族なので 1 ヶ月で使い切れる。このサイズは嬉しい。 

安全安心な新商品の開発に努めてほしい。 

小さいサイズは冷蔵庫に収まりもよく場所も取らなくてよい。3 本位の色々な味をセットにするとマンネリ

化せずに食べれる 



一度も利用していない商品モニターをしたい。モニター企画がきっかけでついスルーしている商品もファン

になり続けて利用するようになるかも 

今まで利用したことのなかった商品を試させていただけてしかもとても美味しくて感謝 

知らない商品を試してみる機会がもらえてラッキーでした 今回は少し好みにあいませんでしたがまたこん

な催しがあったら参加したいです 

今後も色々な商品でモニター企画があると利用のきっかけになりそうです 

今回のような商品モニターが今後もあればぜひ利用したいです。家族や友人にすすめやすいです。 

商品を知ることが出来るのでまた是非モニター企画に参加したいです。 

毎度、おいしい商品をモニターさせて頂きありがとうございます。体調不良で回答が遅くなり申し訳ござい

ません。 

ノンオイルドレッシングやアマニ油入りのドレッシングを買うことが多かったので、野菜たっぷり和風ドレッシ

ングもノンオイルなどになると良いなと思いました。 

販売前の商品を使用して味を試すことができてよかったです。 

ドレッシングは決まったメーカーのものを使っているため、それを上回る味でないと、変えようと思わない。 

(もしくは、普段高いドレッシングが、安くなっている時等) 

減塩や無添加、コレステロールゼロ等の付加価値があれば、多少金額が高くても、味と合わせてにはなるが、

検討して変えようと思う。 

またモニター企画があったら応募したい。 

とてもおいしかったです。和風ドレッシングの中でも私好みの味でした。 

最近は、子供が夕食を食べない時が増えたので、購入する物を 500ml から、300ml の物に変えました。 

写真を撮ったサラダは、好きで簡単にできるので、よく作りますが、私はいつもこのドレッシングをかけてい

ます。 

サラダのドレッシングとしてたっぷり使ったときにもう少しまろやかさがほしいと思いました。 

モニターをサンプルサイズで低価格で利用できると試してみたいけど購入までにはいかない商品でも気軽

に試す事ができるようになるかもしれません。 

今回はモニターの企画に応募して美味しいドレッシングをお試しすることができました。 

これからもいろいろな商品を注文して試していきたいと思います。 

ドレッシングは、利用している好きなものもあれば味のイメージがついてしまっていて挑戦できないものを

あるので、本当に今回こうような企画に参加ができて嬉しいです。 

またモニター企画があれば、参加したいです。 

コープあいちは、モニター企画がよくありとても嬉しいです。 

今回は普段から使っているものでしたが、使った事のない商品を試せる良い機会だと思うのでモニター企画

はありがたいです。 

コロナで色々なものを試せる勉強会等のイベントが無い為普段使ってない商品を知る機会がなかなか無い

ので続けて欲しいです 



野菜にかけるドレッシングとしてならもう少し味が薄くても良いなと思うのでカロリーオフの商品も出して

頂けると嬉しいです。（もしかしたら私が気づいてないだけであるのかもしれませんが） 

いつもありがとうございます。コープあいちとコープ共済が同じアプリで管理できると便利です。 

また、同じアプリにあると共済を利用していない人も気になって入会するきっかけになると思います。 

当たって嬉しかったです。お試しが出来たので次は購入しようと思います 

食品は味の好き嫌いがあるので、今回みたいにお試ししてから購入できると安心だと思いました。 

生協の野菜たっぷり和風ドレッシングは、多くの組合員さんに使って欲しい商品の一つです。野菜がたくさん

食べられます。 

商品のパッケージに「野菜たっぷり」と書いてありますが、入っているのは玉ねぎと椎茸だけでした。もっと

他の種類の野菜も入っているのかと思ったので、これなら、「玉ねぎたっぷりドレッシング」の表記でもいいと

感じました。でも味は美味しいのでまたリピートします。 

生協で購入した事がない商品がモニター企画でわかっていい事だと思います。 

よくモニター商品を購入するのですが気軽に色々試せてまた買おう！と思えるのでとてもいです 

特になし 

モニターがあるとやはり、買う前に試せて良いですね。お試しがあると色々買いやすくなります。 

子供に安心な国内素材、無添加商品を増やして欲しいです 

味はすごく好きですがリピートはたまにでいいかな。と思いました。いつもイタリアンドレッシングのような

パンチのあるものをかけていたのでどうしても和風ではパンチが少ないかな？と思ってしまいました。 

しばらく購入していなかったが改めて美味しいと思った。娘の家庭にもおすすめしようと思う。 

味がわからないと購入に至らない商品も多いのでまたおすすめの商品を定期的にモニター企画をしてもら

えると嬉しいです。 

このような企画は楽しみながら参加させていただけて良かったです！ありがとうございました。 

お試しサイズの商品をもっと増やしてほしい。 

以前、このドレッシングはよく使っていたのですがお店で様々な種類のドレッシングが手に入るようになり、

いつの間にか利用しなくなっていました。モニターをさせて頂くことで、また利用したいと思いました。 

ごめんなさい、写真は撮ってないです^^; 

いつも同じものの注文になってしまいますが、時々モニターをして美味しければ、購入しようかなという気持

ちになるので、またこのような企画があれば参加したいです。 

いろいろな商品をモニター企画していただけると新しい商品も買いやすいので是非また企画してください。 

少人数家族なので少量企画があるのはうれしいです。 

今回のドレッシングは以前使ったことのあるものでしたが、こういう企画をきっかけに初めて試せる商品が

あると嬉しいです！ 

モニター企画は、商品が試せて嬉しい。普段買わないものにも手が出しやすい。もっと頻繁にやってほしい。

試した人の率直な感想も知りたい。 

今回の商品はたまに使っていたのですが、ちょっと気になる商品を試すことができる良い機会だと思いま

す。これからも、色々な商品のモニター宜しくお願いします。 

美味しかったです。ありがとうございます。 



容量が多いものもありますが、我が家はドレッシングを頻繁に使用しないため、あまらせ破棄してしまうこと

もあるので少量タイプの方が重宝するなと思いました。150ml も容量的には少ないですが、欲を言えばコ

ンビニで売っているような小さい袋に入っている商品もあれば 1 人暮らしの方には使いやすいのではない

のかと思いました。 

モーニングコープのモニターとかもあればやってみたいです。 

私が子供の頃食べていたおさかなソーセージやにんじんの野菜ジュースなど、生協さんの商品を、今度は子

供達に買っていて、なんだか嬉しいです。こちらのドレッシングまた買ってみます。 

買ったことない商品など、試せてよかったです！リピートしたいなと思いました！ 

新しい物を試すのにとても良かったです 

最近は同じシリーズのゴマドレッシングばかり買っていましたが、久しぶりに野菜たっぷりの方を食べてみ

て、やっぱり美味しいと再確認。ありがとうございました。 

7 月下旬に会員になり初めてのモニター企画でしたが知らない商品が多い中でぜひ次回もおすすめのもの

があれば試して見たいと思いました。 

サイズがちょうどよかった。余って賞味期限を来ることが多いため、今回のモニターサイズくらいのものがい

いです。 

いろんな商品でモニター企画をやってください。利用したことのない商品を使うきっかけになると思いま

す。 

お試しさせていただき、ありがとうございました。まだ 1 歳の子どもには早そうだったので、また機会があ

りましたら購入させていただきます。 

試しに、チャレンジ～の感じですと、普通サイズは購入するのに抵抗があっても、このサイズ、もう少し小さい

サイズがあると、試しやすいとは思います。 

今回初めてのモニター参加でしたが、好きな商品だったので、みんなに良さが伝わるといいなと思います。 

今後、利用したことの無い商品でも参加できたらいいなと思いました。 

口に合わないとガッカリしてしまうけれど、それが当然で買い物をする現代においてモニターを実施する生

協は本当に珍しく、またとても消費者思いの親切な団体だと思います。 

容量サイズを増やしてほしい 

いつもは頼まない商品をお試しできて良かったです。今回はちょっと私には甘めだったので、使わないと思

います。ごめんなさい。でも、商品を知れたことは良かったです。 

ネットで回答できるのは、時間の融通も利くし、写真も UP 出来るので有り難い。 

今回のモニターに初めて応募して、他の商品もやって下さい。 

モニター企画があると普段見過ごしてしまう商品を食べる事ができるのでまたモニター企画をして欲しいで

す。 

色々な商品を試したいので、モニター企画を増やしてほしいです！ 

初めてモニターに応募しましたが、手間なども少なくまたやりたいです。 



ドレッシングは挑戦する勇気がなかなかなく、いつもごまドレッシングだったので試せて良かったです！ 

(野菜苦手な主人なので、ごまドレッシング以外どういうのなら野菜が食べれるか食べにくいかも分かって

良かったです) 

どちらか片方が苦手な食べ物など買うのを躊躇ってしまい、試す機会がなかなかないのでこういうモニター

などの機会があると色んなコープさんの商品を知ることもできるし、互いの苦手克服にも繋がるのでいい

なと思いました！(個人的なことですみません) 

気になる商品があっても、なかなか、初めて挑戦出来ないので、モニターとかあると、その商品がわかるの

で、今後使えるかなと思えるので良かったです。 

このようなモニター商品があると、興味がある商品を試せる機会になるのですごくうれしいです！ 

我が家は普段ノンオイルドレッシングを良く利用しています。 

ノンオイルタイプで同じ味わいであればもっと罪悪感なく使えると思います。 

モニターありがとうございました。 

今まで、使ったことがない、調味料や、冷凍食品等、モニタ－があれば、味を知ることができるので、助かりま

す。気になってでも、不安で、購入をためらいますが、一度試すことにより、安心して、購入できます。 

美味しいものを知るキッカケになりご飯のレパートリーが増えるのでとても助かります。 

家族がマヨネーズ好きで、普段ドレッシングは購入しないのですが、今回のドレッシングは美味しかったです。 

ドレッシングを買って「失敗！」と思うと、ドレッシングは残るし、冷蔵庫でかさばるし、後悔するので買ってな

かったのですが、お試しができるのは、ありがたいです。 でも、我が家では残ると思うのです。 

 
 
 
 
 
 
 
 

【番外編 1】 コープあいちの宅配をご利用したきっかけを教えてください。 

友人の紹介 

友人にすすめられて 

足が悪いので助かります。安心できるよい商品です。 

孫ができ、家にいて配達してもらえるのが楽 

子供が小さく離乳食やパウチなどの手助けとして。簡単に 1 品増やせる冷凍食品などをストックしておきた

い 

子供が生まれた時から 

友人の紹介 

転居して子供が小さく交流企画があり友人作りの機会になるかもと生協に入会 

● 商品モニターに関するアンケート結果は以上です。今回いただきましたご意見は、

今後の商品改善や商品普及につなげられるよう努めさせていただきます。 

    この度は、商品モニター活動にご協力いただき、誠にありがとうございました。 

 

● ここからは、 番外編（2 項目）のアンケート結果です。  

 



親が生協を利用しており お気に入りの商品があったので 

小さい子供を連れての買い物が大変だったので。ミックスキャロットを飲ませたかった。 

戸建てになりグループから個配になった 

買い足しに便利 

偏食の子供のため食べられる食材を探していた 

親が生協使っており子供ができミックスキャロットやミルクプリンが懐かしく加入しました。子供用の食品も

あり大変助かります。冷凍肉等ストックでき便利 

時間が合わずグループから個配にした 

二人目が生まれたため 

コープみえから名古屋に戻ってコープあいちに加入 

子供が１歳の時に友人にすすめられて自営業で買い物に行く事ができないときのため 

子供が幼い時に始めた 

水、米など重い物を宅配して欲しかったため 

正社員になり食事を作る時間が少なくなったため 

子育て、仕事で買い物に行くのが大変だったから 

「キャッチ」の CM をみて離乳食のため加入 

友人にすすめられて 

亡くなった妻がやっていたので 

30 年前に加入引っ越しで中止、会社まで配達に来てもらい再開 

同じマンションの知人のグループに加入 

子供が小さい頃体に安全で美味しい商品が多いと思い近所のグループに加入した 

孫の離乳食に利用したかった 

グループの近所の人と話せる 

子供が幼稚園の時骨なし魚のサンプルをもらいお試しで始めた 

友人にすすめられて 

近所の方にすすめられて 

宅配の方が声をかけてくれた 

ずいぶん前食の安全のため、当時は種類がこんなになかった 

身内が利用していた 

便利なので 



子供が小さい頃近所の方が利用していた 

生協は品質が安心だから 娘にすすめられて 

始めは共同で、働くようになり時間の都合がつかなくなった 

子供が生まれ買い物が大変な時に自宅まで配達してくれる便利さにひかれ近所の班に加入 

近所の方にすすめられて 

長く共同購入していたが個配ができたので 

知り合いに紹介してもらった 

2 人目を出産しベビーフードや冷凍食品 すぐ作れるものなど時短のために利用した。 

便利なので、カタログが美味しそう 

30 年前からグループ利用していて今は 2 人になりましたが続けて行きたい 

仕事のため買い物へ行けない。新鮮で美味しい商品が沢山あり安心だから 

2 人目が生まれて買い物の時間がなく、手間をかけて料理できない 

親のすすめ 

出産を控えていたため 

１１年前火災保険加入時に生協入会したのを 2 人目妊娠中に思い出して宅配を開始した。一人目の時に利用

しなかったのを後悔しました 

地域のマルシェに参加して離乳食に使える便利な商品が多数あるのが分かったので。 

子育てが少し落ち着きパートに出たのをきっかけに 

実家で生協を利用していたため 

子供が生まれてからずっと利用してます。 

職場のパートさん（コープ歴 40 年）のおすすめで 

訪問の方に誘われて 

週末に買い物の用事を作らなくてよくなる。重い物も配達してくれる。忙しい日でもすぐ食べられる商品が

豊富 

友人に誘われてグループ利用 

コロナ禍で買い物に出かけなくなった。病後簡単に調理できるもの（レンチン、水で解凍して食べれるサシミ

等）があり、とても助かってます 

子供が小さかったので同じマンションの人達と始めた 

子供が生まれて平日に買い物に行けなくなったため  

子供が小さかったので買い物に行けなかったため 

30 年以上前グループ利用。その後宅配に。随分商品の数も多くなり色々進化してきていると思います 

近くに店舗がないため 



以前から気になっており妹にすすめられて 

娘にすすめられて 

ご近所さんとの仲間づくり 

実家でコープを利用していて、便利なこと、安心、美味しい、など良いこといっぱいなので 

離乳食を準備するのが大変だった時、知人からコープさんのことを聞きました。 

ハピハピボックスを頼み 1 年間送料無料だったため 

子供が幼く送料が無料の期間のため。 

買い物に行ったスーパーに宅配生協の方が利用案内をしていて、話を聞き利用開始させていただきました。

集合住宅に住んでおり他部屋の方が利用していて便利そうだなと思ってました。 

息子の離乳食が始まったタイミングで利用し始めました。 

赤ちゃんが産まれたため 

妊娠中に CM をみました 

冷凍の離乳食、幼児食があり、便利そうだったから。宅配料が無料なので。 

子どもの時から親が生協を利用していて、馴染みの美味しい商品や生協でしか買えないものがあるから。 

昨年末に出産し、買い物に出かけるのが大変になったため、コープ宅配を利用したいと思った。 

親が生協を利用していたので、結婚した時にトラックを見つけて生協さんに電話をして、班に入れてもらい

ました。 

コープと比較的安全安心な商品を提供してもらえて、コープとは学生協でかかわり、それ以来利用してます。 

子育てしながら働く場合なかなか買い物に行く時間が確保できない為 

コロナ禍で外出が制限されるようになって買い物に行く頻度を減らしたかったから。 

車の免許を返上した為 

子供の送迎中に、配達の方に声かけられました。 

ママ友が利用していたから。 

離乳食を購入したくて、利用しました。 

産前産後の料理の補助のため 

子どもが産まれ、買い物に出かけるのが大変になった。手軽に作れる冷凍食品が美味しい。 

離乳食にも役立つ商品がたくさんある。 

たまたま自宅前で配達員さんにお声掛け頂きました。前から生協利用しているお友達におすすめ商品を頂

いたりしてたので声をかけて頂いたのをきっかけに始めました。 

子供が小さいとき (2 歳、0 歳)に、買い物が大変だったので、少しでも助けを借りたくて。 

こどもの離乳食 

3 人目が産まれて、買い物に行くのが大変になったから 



姉の紹介 

自宅へのセールス 

母が昔から利用していたので。 

毎日鉄分ぶどうジュースが購入したかった。 

こどもが小さかった時、ママ友さんから「安心安全な食品を使ってみたら？」と誘われて。 

子どもがうまれて買い物や調理の負担を減らしたかったから。 

妊娠して、買い物に出かけるのが困難な時が出てくると思ったので。実の姉が利用していたので紹介しても

らった。 

子育てパックを頼み、配送料が無料だし当時買い物も難しかったので利用を決めました。 

津島市に引っ越ししてきて、昔は近くにスーパーもコンビニもなくて助かりました。 

赤ちゃんが生まれてからです 

商品でほしいものがあった 

ゆっくりカタログ見ながら買い物ができるので。 

子供の食事の為 

友達がやっていて、おすすめされたので。 

妊娠出産をきに利用しました。 

子どもが生まれて、車も運転できない時同じマンションの方に共同購入に誘われたのがきっかけ。 

友達に誘われて。 

子供が小さく買い物に行くのが一苦労ということと、国産で無添加など子供の幼児食に良さそうなものが多

いから。 

高齢の家族のことや私自身の生活パターンを考え、特に重い物の買い物などで利用したいと思い、生協さん

の宅配をお願いし始めました。 

出産して、なかなか買い物へ行けなくなったので利用しました。 

子供が生まれて、買い物も自由にいけなくなった事。 

牛乳も美味しいと聞いて、重いものを持って帰らなくてもいいので。 

子どもがまだ 2 歳くらいの頃、安心して購入でき、加工食品も安全な物が購入できると思い、始めました。 

2 人目の出産後に宅配弁当を頼みたく利用しました。最初は子供が小さいうちだけの利用にしようと 

思ってたのですが、あまりにも便利でやめられなくなってしまいました。昔、友人からもコープおすすめだ

よ！と勧められた事があったのですが、値段も高そうだし、注文しても一週間後にしか届かないのがネック

でチャレンジ出来なかったのですが、もっと早く始めれば良かったです！ 

お友達から紹介で。 

以前働いていたので、グループ利用のように決まった時間に取りに行くことが難しかったのが宅配をお願い

したきっかけです。 



子供が小さくて買い物に行く手間がはぶけるので共同購入から始めました。今では子供も大きくなりました

がお気に入りの商品があるので続けています。 

子どもの誕生をきっかけに少しでも安心できるもので育てたいと思いました。 

共働きで買い物に行く時間と体力もなかったのでグループ購入から始めましたが宅配してもらえるように

なりとても助かっています。 

子どもの頃から親が利用していたので気になっていたが、一人目の妊娠をきっかけに。 

共働きで買い物に行く時間がない。スーパーへ食料品を買いに行く時間が面倒。 

コロナの流行 

きっかけは４人子供がいて量も時間も買い物が大変、生協商品なら安心と思って始めました。全員結婚して

今は夫婦二人ですがまとめ買いで献立が考えやすいこともありますが、一番は良い席のコンサートチケット

が手に入るのでやめられません。 

出産後の買い物がたいへん 

子供が産まれて、離乳食の食品を購入したかったから。 

出産したため 

子どもが産まれ、週２回だった買い物を１回にしたかったため。 

母が利用していたから。 

子どもの離乳食が始まったから 

コロナが始まったとき、買い物に行くのが億劫だったので。 

近所に手頃なスーパーがない為。 

子供が産まれ、買い物に行くのが大変だったから。自分が小さい頃食べた商品があり懐かしいから。 

離乳食を開始するため。 

子供が産まれたので 

仕事をしているため、宅配は助かっています。製品も安心して食べたたり、使ったりできます。 

友人に誘われて 

結婚したときに姉が紹介してくれました。 

週替りに豊富な商品がたくさんあるので楽しみなのと重いものの買い出しがたいへんな時に家まで届けて

いただけることがありがたいです。 

引っ越す前に他の生協を利用しており、同様にこちらでも利用したいと思ったから。 

添加物の少ない加工肉や加工食品(練り物、お菓子など)を買いたかった。 

近所の友人に勧められてグループ購入を始めたのが最初でした。 

子どもが産まれ、送料無料だったため 

訪問された 

コロナ拡大で外出を控えたため 



実家で生協を利用しており、結婚で家を出てからも生協の食品で好きなものが色々とあったので加入しまし

た。 

会社で利用してた 

子どもが小さかったときに、宅配無料サービスがあったから。 

量が多く、共同購入にしなくても、当時は手数料無料で配達してもらえたから。 

子どもが産まれたため 

近くにスーパーが無く、たまたまお見かけした生協さんにお願いしました。 

2 人目の子供が生まれて、日常的な買い物が難しいと感じたため 

お隣さんに教えてもらったため。 

はじめての子育てで、料理や買い物に時間をかけられなくなったため、利用を迷っていたら、声をかけてい

ただきました。 

姉が利用していたので。 

離乳食に使える食材の評価が高いため。 

母が東京のコープで働いており、妊娠、出産の時に便利だよと勧められたため。 

子供が産まれて離乳食を利用したかったので。 

昔、子供が小さい時に買い物にもなかなか行けなかったので利用していて、商品の安全さとかをしっていた

ので、再度、利用することにしました 

子供がいる為 

出産 

友人の紹介 

近所の、人に誘われて、入会しました。 

子どもが生まれて飲み物とか重いものを運ぶのが大変だったので利用しました 

子どもが幼いころ、買い物に困って、利用し始めました。それ以来、本当に助かっています。 

 

【番外編 2】 今後、コープ宅配を続けるために、どういった商品やサービスがご希望ですか？ 

今は配送料が無料だが有料になったらもう少し安いと助かります。 

配達時間をもう少し細かく決めて頂けると助かります。 

いつも助かりありがとうございます。 

今まで通りで OK 

送料がかかると金額を気にする必要があるがカタログをゆっくり見る機会がないので 送料無料だと嬉しい 

おみせにないもの 美味しいもの コープ商品は美味しくて 安心だから気に入ったものを利用している 



生産者、職員、組合員のため安心、安全なよい商品、サービスに努めて派手な PR やパッケージで値段が上

がることのないようにお願いしたい。物価高騰は理解しますが一般企業と差別化できるコープであってほし

い 

狭いキッチンでも料理が楽しくなる様な日本製の小さめ道具の紹介（小さな台所シリーズーまな板、鍋、フラ

イパン、炊飯できる土鍋等）産地の違いによるレンコンの美味しさを宣伝して欲しい 

配送料がもう少し安いといい。品数が多くカタログが充実していて選ぶのが楽しい。玄関が狭いのでコンテ

ナ等もう少し小さいといい。 

現在のままで充分 

普段自分では買わない福袋的な商品は嬉しい 

子供でも食べやすい味付けのものが多いと嬉しい 

味が気になるのでモニターにまた参加したい。配達員がおすすめ商品を伝えてくれると買いたくなるかも？

伝えてくれる方もいますが。 

2 人世帯になり食事量も減ってきたので調味料は小容量のものがあればよい。小容量は割高なので特売対

象になると助かります。 

送料無料期間を延長してほしい 

市販で販売している物は避けて生協独自の商品ばかりにして欲しい 

県外にしかないものをお取り寄せの様な形で多くあると嬉しい。 

レンチン、湯煎などですぐ食べれるものを希望 

定期的なリニューアルや新商品があると買いたくなる 

送料無料だと長く続けられる時間指定できるといいと思います。 

今のままでも続ける 

気に入った商品を毎週注文できるようなシステムを考えて欲しい 

TV で紹介されたのをみて 

コロナ禍で母は外出できず生協のカタログをとても楽しみにしてます。物産展のようにその土地ならではの

商品を集めて紹介頂けると旅気分を楽しめると思います。 

今のところ満足している。いつもありがとうございます。 

美味しいものを開発、質の良いものを運んでほしい 

班会の助成金の支給を復活してもらいたい 

宅配料無料大変助かります。注文のない時に見守り的な電話は繋がり重視で喜ばれると思います。 

市販されていない商品もあり美味しいが価格が高めのためもう少し安いと助かります。 

お弁当の種類が多いと良い 

満足してます。ありがとうございます。 



規格外の野菜の詰め合わせ袋等が安いと買いやすい。 

スーパーより安かったり、海外製品等も珍しくてよい。子供の絵本レンタルやシェア小物等（旅行や引っ越し

で利用できるポケット WiFi や充電器） 

国産、地産地消、無 or 減農薬のものなど安全なものを適正価格で提供して欲しい 

お取り寄せで各地の名産品が買えることが嬉しい。今後も続けて欲しい 

70，60 代夫婦だけの生活なので大量や複雑な味付けのものはいらない 

今は班利用だが個配になった時の利用料金をなるべく抑えてほしい 

安全安心な食品を提供してください。 

特になし 

コープでしか買えないもの、リーズナブルなもの、時短になるもの、味、品質、SDG'S など時代に合った取り

組みは気になります。 

取り寄せ商品が多いと嬉しい。食品カタログのみでよい。多すぎて処分に困る 

一人暮らしのため食材は沢山利用しないが、米、ビール等重い物、衣類、チケットは利用してます。入手困難

なチケットも買えました! 

宅配料をもう少し安いと助かります。空き箱の置き場に困るので翌日等引き取ってもらいたい。 

注文金額により誰でも宅配料無料になるサービス 

小さい子がいるので調理が楽なもの 

冷凍庫がいっぱいになるので冷蔵で保存できるうどん等 

今のところ希望無 

困っていることはないがこのような企画があると注文の幅が広がってよい。同じ様な家族構成、年齢層に人

気の商品を紹介してほしい。コープ友とは時々情報交換している。 

新商品を増やしてほしい 

添加物の少ないものや包装ゴミの少ないものがほしい 

洋食ミールキット、子供が好きそうなメニュー（オムライス、煮込み料理、ハンバーグ等）が時短でできると嬉

しい。 

今のままで満足 

内容量が偶数だと購入しやすい 

日用雑貨等よい商品が多い、キッチン系のもの（油カートリッジの直径、フライパン、鍋）はサイズも豊富だと

もっと注文しやすい。 

安心できる商品の提供を望みます。新鮮な野菜、果物は嬉しい。 

コープ独自のお得な商品を増やしてほしい 

配達日が週末だと助かります。 



新商品にはすぐ飛びついてます。でも不向きなものはそれ以降買わない。最近はホテル商品も気に入ってま

す。時々出る駅弁も試してます。 

国産にこだわったオリジナル商品をお値打ちな価格でお願いします。 

特になし 

年をとり買い物や料理がおっくうになってきました 弁当 温めるだけのおかず 米等の重い物の配達を希望

します 

・小さな子ども向けの商品の充実 

・宅配して頂く前後の予定が立てやすくなるので、配達の時間帯が安定していると有り難いです 

レトルトや冷凍食品は、スーパーと比較すると割高に感じてしまうため、骨抜きの魚などの生協しか売ってな

い身体に良いものが欲しいです。 

近くに生協の店舗が無いのでコープ商品が欲しいと思った時や米や水など重たい物を届けて欲しい時に利

用させていただく機会が多いです。子供が小さく重たい荷物をもち階段を登るのが大変なので配達してく

ださりとても助かっております。 

カタログの保管場所にいつも困るので、必要なカタログだけを届けてもらえるようにしていただけたら嬉し

いです。 

離乳食 

幼児食をもっと充実させてほしい。冷凍のプレートはとても便利！ 

ジャージャー麺等のパウチも便利だけれど、もう少し安かったら嬉しい。 

生協でしかあまり売っていない商品の扱いの充実。 

離乳食づくりにきらきらステップなどを活用しています。今でもじゅうぶん便利なのですが、さらに種類を

増やしてもらえると嬉しいです。 

個配なので飲み物も箱で買えてとても助かっています。 

私は、持病で宅配を無料で利用させてもらっています。私みたいな者や、免許を返納した人が無料で、宅配し

てもらえる事を知れば、宅配料を気にして個配をためらっている人が利用されるのではと思います。 

梅のドレッシングを扱って欲しいです。 

これからもより安全安心な商品や便利な商品の提供をしてほしいです。少量でも割高にならないようにして

もらえると助かります。 

キャンプブームもありますがアウトドアグッズやコープオリジナルのキャンプツールやグッズの販売を企画し

てはどうでしょうか。 

いらいろな新商品や少しでも安く提供していただけると助かります。 

特になし 

常温商品にも透明のビニール袋に入れてほしい。 

10 ヶ月～12 ヶ月くらいの子が食べやすい離乳食を増やしてほしいです。 

手頃でおいしいもの。スーパーには売っていないもの。 

商品についてはとても満足しています。 

難しいとは思いますが、配達曜日や時間がもう少し選べたら助かります。 



もしくは、急な用事で受け取れなかった時に遅い時間でも良いのでセンターでの当日受け取りができるとあ

りがたいです。 

離乳食のバリエーションが増えてほしい。 

決まった曜日ではなく、配達の曜日が選べると嬉しい 

スーパーでなかなか売っていないものがあるたら嬉しい。北海道の物があると買いたくなります 

日頃から利用しやすい価格。スーパーで購入するのと変わらないくらいの価格だと助かります。 

あとは物産展の催事で売っているような有名な商品や巷で話題の商品が手に入ると価値が見出せる気がし

ます。(ロイズのチョコレートポテトチップは大好きなので、見つけるたびに購入しています。) 

商品を使ったレシピをもっと載せてもらえると、献立の幅が広がりありがたいです。 

家族が少なくなり少数の商品を増やしてもらいたい。価格をできる限り抑えて買いやすくしてほしい。 

例えば、3 回同じ商品を注文したら、次は割引きしてもらえる、などリピーターにメリットになる企画がある

と嬉しいです。 

送料無料になる価格の設定が高い。 

ひとつやふたつの注文時でも、送料がかかるのでたのまないことがたびたびある。 

今まで通りでいいと思います。 

からだに優しい商品をたくさん出してほしい 

プレゼント企画やポイントで商品交換とか会ってもいいなあと思います。 

子供に安心な国内素材、無添加商品を増やして欲しいです 

配達の時間や曜日が選べると嬉しいです。 

もう少し無添加の商品を増やしてほしいです。自分の周りの子供がいる家庭は大体コープを利用しています

が、コープ＝安心安全で有名なので安心かと思いきや意外と添加物だらけで少し残念です。 

いつも品定めして利用しています。 

ポイント還元は嬉しいです。 

食わず嫌いで買ってないものがあるのでお試しサイズや試食があると購入に繋がります。 

グループでなくても、一定期間いくら以上注文で、利用料が免除があったら嬉しい。 

減塩の商品が増えて欲しい。お魚の加工品の塩分が気になります。期待しています。 

北海道や九州など普段は旅行でしか買えない食材や調味料などをたまに販売してほしい。 

少量サイズの商品の販売をお願いします。（少人数家族なのもありますが、味を試したい、と思うことが多い

ので） 

1 年間配達料無料だけではなく、未就学児まで無料だったら嬉しいです。 

予約注文の商品をもっと増やしてほしい。個別配送の手数料が かかる注文金額を下げてほしい。 

これからの季節、我が家ではお鍋の登場回数が増えます。生協のお鍋セットはバラエティでいろいろ食べて

みたいと思います。季節に合った食材やお手軽に作れるお料理をこれからもお願いします。 

チケット案内も楽しみにしてます。 



コープあいちとアイチョイスは何が違うのですか？アイチョイスでしか選べない商品もあるので、アイチョイス

コラボ？とかで、コープあいちでも選べたら嬉しいです。 

以前購入した商品が買いずらいので、買いやすくしてほしい 

食品では新商品が出されると、注文したくなります。たまに書籍も購入するので種類が増えるといいです。

園芸用品が増えてきて嬉しいです。在宅でできる習い事（書道など）の受付窓口？などもしていただけると

安心してできそうです。 

不要な添加物などを省いた安心して食べれる商品の提供をお願いします。 

高齢になってきてますます宅配がありがたいですが単身になった時に利用しやすい単位の企画もお願いし

ます。 

コープの店舗をもっと増やしてほしい！近くにないので。 

ミールキット！これをどんどん広げてほしい。できれば一食完成するような、メイン、小鉢、汁物がセットで選

べるとうれしい。子供が喜びそうなメニューのミールキットがよい。野菜も切ったりしてあると良い。 

あと今もやってるお取り寄せ企画。これは毎回楽しみで、よく利用します。もっと各地の銘菓や東京駅などで

流行っているお菓子も取り上げてほしいです。 

他では手に入りにくいもの。価格は安くしてほしい。値上げしないでね。 

コロナ感染て買い物に行けない時に注文出来るようなシステムがあったら良いと思います。 

離乳食など、安心安全なベビーフードをつくってほしいです。 

子育て世代に使える時短や栄養価の高い商品、子育てグッズ等 

今回のようなモニター企画やインスタなどで組合員さんの商品の感想をより多く知りたいです。人気商品ラ

ンキングで人気商品を知るのもいいかと思います。 

値上げが続く中でも少しでも体に良い商品を買うことを心がけていますので、国産や無塩せきや添加物は

使用などの商品が増えればいいなと思っています。コープならではの商品を楽しみにしています。 

モーニングコープの商品も、モーニング以外でも利用できる機会があるといいのに。 

離乳食の充実！ 

無添加やオーガニックなど健康志向のものを充実させてほしい。 

添加物控えめ、エコパッケージな商品。 

添加物等の少ない商品や原材料にこだわった商品を購入したいです。 

少量のパッケージが使いやすいので少量パッケージがもっと色んな種類あると嬉しいです 

届けていただく曜日を選べるとありがたいです。 

家族が多いので、冷凍食品にしても野菜にしても大容量のものがほしいです。もちろんそのぶんお値打ちに

してほしい。 

季節のおすすめ商品を教えていただけると参考になります。 

送料の負担がないといいです。現在未就学児がいて割引になっていますが、同グループの実家は送料無料の

対象になっており、同じように無料になると続ける意欲が増します。 



コープの宅配は加工品が多い様に思います。手軽で便利で良いのですが、もっと産直品を増やしてもらえる

と利用が増えると思います。 

ネット注文の締め切り日が約 1 週間前なのでもっと短縮されると有り難いです。大手のネットスーパーなら

即日でも届く時代なので。 

これから仕事復帰で日中不在となるため、宅配ボックスに発泡スチロール一個にまとめて入れてもらえれば

利用を続けられるかもしれません 

現状満足しているので、 現状維持をよろしくお願いします。 

今回のようなモニターは今後も続けてもらえると嬉しいです。 

配達キャンセルの期間を設けてほしい。母の看病で取りに行けず、困りました。 

カタログで伝統のあるもの、新しいものよい商品を紹介して下さい。 

商品に傷みや不具合があった場合、電話ではなく、ネットで画像と共に報告できるシステムがあると、時間外

でも便利。電話は説明しづらく、時計とにらめっこで面倒くさい。 

子どもごはんのミールキット 

普段は、肉、魚は冷凍の為殆ど購入せずデパートで購入します。 

多少値段が高くても、冷凍で無いものを希望します。 

子供の服や文房具とかもあると良いなぁと思います。 

ほこちゃんクラブを小学校の入学前までではなくて、卒業までにしつ、配達料を半額にしてもらえるとうれし

いです。ベストプライスの商品を増やしてほしいです。 

魚など大きさがわかる表示があるといいなと思います。 

特にないです 

クレジットカードからの引き落としになると嬉しい 

価格がどうしても少し高めなので、もう少し値段が安いと嬉しいです 

離乳食の無添加を増やしていただけると良いです 

こどもが好きなグリーンマークの野菜入りソーセージを定期的に購入したいと思います。 

最近増えて来ましたが、ミールキットのメニューが増えると献立と材料を考える手間が減るので助かります。 

配送料が安くなると嬉しいです。宅配ボックスみたいなのを、サービスで置いてもらえると嬉しいです。 

家族が少なくなったので、少な目の、惣菜や、調味料があると、助かります。 

離乳食に使える商品が増えるととっても嬉しいです 

ドレッシングでしたら、小袋１０個パックとかは、購入すると思います。 

 
多くのご意見・ご感想、誠にありがとうございました。 

今後の開発、改善に活かしていけるように取り組んでいきます。 


