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生活協同組合連合会コープきんき事業連合
住所 ：〒532-0011
  大阪市淀川区西中島5丁目13番9号
  （新大阪MTビル１号館）
  ※ご商談の際は7階へお越しください。

電話 ：06-6838-4554
URL ：https://www.kinki.coop/

<アクセス>
■JR「新大阪駅」正面出口より南へ約500メートル。徒歩6分。

■地下鉄御堂筋線「新大阪駅」南出口より南へ約300メートル。
徒歩3分。 

■阪急京都線「南方駅」より北へ約500メートル。徒歩6分。

地図

経営組織図



【理　事】    
代表理事 理事長 小池　隆博 常勤
代表理事 専務理事 大島　芳和 常勤　　店舗事業連帯、理事会室、内部監査担当管掌
 常務理事 本多　　敬 常勤　　情報システム部、経営管理部、 品質保証部管掌         
 　　　　 常務理事    大嵜　良孝 常勤      事業支援部、宅配企画部、宅配商品部管掌
 理事 白石　一夫 非常勤　生活協同組合コープしが 理事長
 理事 髙橋　剛太 非常勤　生活協同組合コープしが 専務理事
 理事 畑　　忠男 非常勤　京都生活協同組合 理事長
 理事 髙倉　通孝 非常勤　京都生活協同組合 専務理事
 理事 福西　啓次 非常勤　市民生活協同組合ならコープ 専務理事
 理事 盛口　　篤 非常勤　市民生活協同組合ならコープ 常任理事
 理事 貫　　恒夫 非常勤　大阪よどがわ市民生活協同組合 理事長　　　　　　
　 理事 薮内　　剛 非常勤　大阪よどがわ市民生活協同組合 専務理事
 理事 奥井　和久 非常勤　生活協同組合おおさかパルコープ 理事長
 理事 金津　正明 非常勤　生活協同組合おおさかパルコープ 専務理事
 理事 勝山　暢夫 非常勤　大阪いずみ市民生活協同組合 理事長
 理事 久保　幸雄 非常勤　大阪いずみ市民生活協同組合 専務理事
 理事 中井　勝也 非常勤　わかやま市民生活協同組合 専務理事
 理事 大塚太加守 非常勤　わかやま市民生活協同組合 常勤理事
【監　事】
 常勤監事 西村　幸久 常勤
 監事 砂畑　昌宏 非常勤　員外監事
 監事 古川　　拓 非常勤　員外監事
 監事 光定　　均 非常勤　大阪いずみ市民生活協同組合 常勤監事
 監事 河野　　直 非常勤　京都生活協同組合 常勤監事

（2023年 3月現在）

コープきんき事業連合の概況

「コープきんき事業連合」がめざすもの

コープきんき事業連合のあゆみ

名称
生活協同組合連合会
コープきんき事業連合
設立
2003年9月29日
事務所
大阪市淀川区西中島5丁目13番9号
事業エリア
滋賀県・京都府・大阪府・
奈良県・和歌山県
会員
生活協同組合コープしが
京都生活協同組合
市民生活協同組合ならコープ
大阪よどがわ市民生活協同組合
生活協同組合おおさかパルコープ
大阪いずみ市民生活協同組合
わかやま市民生活協同組合 
供給高（2021年度実績）
供給高 1,524億円
・宅配食品事業 984億円
・宅配家庭用品事業 246億円
・店舗事業 160億円
・ギフト事業 30億円
・通販事業 103億円
出資金（2021年度末現在）

7億2,600万円

役員

会員生協
(                                                  　　　　　　　       )組合員数・出資金・供給高は2021年度末到達 役員は2022年6月現在

理事長 貫　恒夫 組合員数 113,830人
供給高 157億円 出資金 42億円
エリア 大阪市（東淀川区・淀川区・西淀川区）と北摂、豊能各市町

大阪よどがわ市民生活協同組合
〒564-0015　大阪府吹田市幸町4番1号
https://www.yodogawa.coop/ 

理事長 奥井　和久 組合員数 451,210人
供給高 620億円 出資金 216億円
エリア 大阪市（東淀川区・淀川区・西淀川区を除く）と北河内7市

生活協同組合おおさかパルコープ
〒534-0024　大阪府大阪市都島区東野田町1丁目 5番 26 号
https://www.palcoop.or.jp/

理事長 勝山　暢夫 組合員数 558,104人
供給高 985億円 出資金 157億円
エリア 大阪府 東大阪市、八尾市、柏原市と大和川以南の各市町村

大阪いずみ市民生活協同組合
〒590-0075　大阪府堺市堺区南花田口町 2丁 2番15号
https://www.izumi.coop/

理事長 髙垣　幸代 組合員数 98,753人
供給高 131億円 出資金 49億円
エリア 和歌山県全域

わかやま市民生活協同組合
〒640-8323　和歌山県和歌山市太田 3丁目10 番 10 号
https://www.wakayama.coop/

コープきんきコープきんき
共同開発共同開発コープきんき

共同開発商品
７つの会員生協の組合員さんの声をもとに、日本生
協連とコープきんきが共同で開発や改善をすすめ
ている商品です。組合員の“ふだんのくらしに役立
つ”商品の開発をすすめています。

コープきんきは、近畿２府３県（滋賀・京都・奈良・大阪・
和歌山）の7つの生活協同組合が集まった事業連合です。
7つの会員生協あわせて220万人を超える組合員の「まとまりの力」
を活かして、組合員の食をはじめとする“ふだんのくらし”への
お役立ちと会員生協の事業・経営への貢献をめざしています。

2002年1月26日 近畿の７単協が日生協全国共同開発商品の共同仕入
 を行うために「近畿地区事業連帯推進協議会」を結成
2003年7月23日 生活協同組合連合会

コープきんき事業連合創立総会
2003年9月25日 生活協同組合連合会

コープきんき事業連合設立認可
2003年9月29日 設立登記
2003年度 日生協全国共同開発商品の共同仕入（宅配食品事業）
 コープきんき共同開発商品デビュー
2004年度 京都生協と企画統一（宅配非食品事業）
 非食品物流センター稼動
2005年度 飲料・酒類の共同化（宅配食品事業）
 コープしが、コープ北陸と共同化（宅配非食品事業）
2006年度 ドライ商品・冷凍食品の共同化（宅配食品事業）
 商品案内カタログの共同化・共同編集室の稼動
 （宅配食品事業）
2007年度 水産・畜産加工・日配の共同化（宅配食品事業）
 飲料の共同仕入（店舗事業）
2008年度 農産・精肉・米・牛乳・卵の共同化（宅配食品事業）
 加工食品・菓子の共同仕入（店舗事業）
2009年度 新たな品質保証体系の運用開始
 発注の統一（宅配食品事業）
 商品苦情・組合員の声対応システムの稼動
2010年度 ギフト事業の共同化
 商品検査センター「コープ・ラボ」開設
 インターネット受注共同基盤の構築

2011年度 コープきんき九州事業所（九州ＦＤＣ）開設
 日配・日用雑貨の共同仕入（店舗事業）
 お取り寄せ宅配（うまいもの宅配）事業開始
 「自動注文・いつでも注文」システムの共同運用
2012年度 コープきんき関西事業所（関西ＦＤＣ）開設
 日配部門の漬物の共同仕入（店舗事業）
2013年度 ３生協店舗事業連帯機能の拡大
 （コープしが、京都生協、ならコープ）
 店舗基幹システム導入（3生協店舗事業連帯）
 畜産加工品の共同仕入（店舗事業）
 カタログ帳合事業開始
 ペイジー、クレジット決済の導入
2014年度 新家庭用品物流センター稼働
2015年度 特定ニーズに対応する拡張型宅配事業を開始
 インターネット加入受付システム構築
2016年度 「旬グルメギフト」「お祝い・お返しギフト」を 
 通年で開始（ギフト事業）
2017年度 １分間レシピ動画掲載
  7会員共同で初のテレビコマーシャル放映
2018年度 北陸TC稼働
  スマホ向け新注文アプリ「ニコリエ」リリース
2020年度 新インターネット共同基盤リリース
2021年度 「全国おとりよせ＆直送便」スタート

理事長 白石　一夫 組合員数 215,425人
供給高 409億円 出資金 128億円
エリア 滋賀県全域

生活協同組合コープしが
〒520-2351　滋賀県野洲市富波甲 972　
https://www.pak2.com/

理事長 畑　忠男 組合員数 564,980人
供給高 854億円 出資金 179億円
エリア 京都府全域

京都生活協同組合
〒601-8382　京都府京都市南区吉祥院石原上川原町1番地の2
https://www.kyoto.coop/

理事長 吉田　由香 組合員数 279,117人
供給高 386億円 出資金 114億円
エリア 奈良県全域

市民生活協同組合ならコープ
〒630-8503　奈良県奈良市恋の窪1丁目 2番 2号
https://www.naracoop.or.jp


