
＜キリトリセン＞

また、1月号のご応募は450通でした。
たくさんのご応募ありがとうございました。
抽選の結果、40名の方に粗品をお送りし
ます。

クロスワードクイズ
2月号の答えは でした。コ ロ ナ モ タ イ ジ
クロスワ ドクイズ

宮崎市の組合員さんより
　　 私もこのドラマにはまっていて、夜中
に見ています。面白いですよね(*^_^*)10
冊の大人買い‼すごいです。ＢＯＯＫ・ＣＤ・
ＤＶＤセンターでは5％引きで本を購入する
ことができますので、欲しい本がありまし
たら是非お問い合わせください。

～

都城市の組合員さんより
　　 私もこのコーナーを一番に解いて、
わからない時にはお友達（スマホ）に
ききます。皆さんからの感想やお返事
を読むのが楽しみです(*^_^*)

「なんでもメッセージ」
で寄せられた
組合員さんの
声の紹介

「なんでもメッセージ」
で寄せられた
組合員さんの
声の紹介

　クイズの答え：

（受取場名）　　　　　　　　　　（組合員番号）

（名前）　　　　　　　　　　　　（TEL）

回答（・いる　・いらない）

★キリトリ線で切り取り、必要事項を記入し、地域責任者またはお店のサービスカウンター
　へお出しください。メールでのご応募も受け付けています。
★正解者の中から抽選で40名様に粗品をさしあげます。
　当選者の発表は、発送をもってかえさせていただきます。

応募
方法
生活サービスセンター行
Eメール：seikatu@miyazaki.coop

メッセージを紙面等で紹介する場合、
お名前を掲載してよろしいですか？（ 可 ・ 不可・イニシャルで可 ）

しめきり 2022年3月末日ご提出分まで

①３月１４日は〇〇〇〇デー
　期待はしていませんが・・・
②３月３日は〇〇の節句
③４回転アクセルに果敢に挑戦したフィ
ギュアスケート〇〇〇〇選手
④春になったら目覚める動物達、ただ今
〇〇〇〇中
⑤開花予想、今年はいつ頃？
　標本木はソメイヨシノ
⑥立春から春分までの間に、その年に初
めて吹く強い南風
⑦五角形はペンタゴン、では六角形は？

ヒント
２０２２北京冬季オリンピック・パラリンピック
関連の言葉

’22年
3月

どんな工事でも
見積もり

無料！！

　工事を行うまでの業者
さんの対応がとても丁寧
でした。簡単な外の工事
だったので、留守の間に
施工してもらいました
が、とても丁寧な仕事を
されていて満足でした。

その後の対応も分かりやすく説明して下さ
り、次の時も依頼しようと思いました。あ
りがとうございました。

留守中に施工してもらい
ましたがとても丁寧でした。
留守中に施工してもらい
ましたがとても丁寧でした。

都城市の組合員さんより

水道管

カバー工事

どんなお悩み事でも先ずは住宅センターにご相談下さい。

クロス張り替え 床の張り替え 網戸の張り替え

トイレの改修 屋根補修工事

台所の改修 塗装工事

お風呂の改修 外構工事

水道の漏水修理 駐車場工事

波板の張り替え 白蟻予防・駆除

ガラス割れ補修 ハウスクリーニング

家の事は何でもご相談ください！家の事は何でもご相談ください！

家の劣化を防ぐためには、
定期的な塗装工事が必要です。

細かく区切られてい
た部屋をひと間続き
の広いリビングにし
たり、間取りを変更
して、使い勝手良く
リフォームしたりし
ます。

雨ジミや色の変色が
気になりだしたらご
相談下さい。

塗装でお家は明るく
よみがえります。

古い家を綺麗で快適な部屋に
リフォームしてみませんか？

①見積りはゴザなど見本を
持ってお伺いします。
②畳工事の作業は、基本的
に1日で仕上げます。
③１枚からお受けします。

畳・襖・障子の張り替えもご相談下さい

い草の明るい色はお部屋
をパッと明るくします。

障子や襖の張り替えも、
お部屋は見違えるように
明るくなります。

家具の移動もこち
らで致します。

〜

（0985）29-5800
（0985）28-0033

県北営業所（日向・延岡地区）

（0982）33-6215
県南営業所（都城・日南・小林）

（0986）23-4416
住宅センターEmail　jyutaku@miyazaki.coopメールでのご相談もお受けします

FAX

住宅センター（宮崎県内全域）

受 付 日
月～土曜日
AM9：00

PM5：50

0 1 4 0 4 4資料請求
番　　号

提携業者とサービス内容を掲載した資料をお送
りします。単身パックの料金も掲載しています。

お引っ越しなら家族のお引っ越しならご家族のお引っ越しなららしっっっっごご ししごご家族のお引っ越しなら 引っ越しサービス引っ越しサービス引っ越しサービス引っ越しサービス

※
荷
物
は
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

幅 奥行

高
さ

が最適！が最適！が最適！が最適！この春、進学・就職
される方には

この春、進学・就職
される方には

この春、進学・就職
される方には

この春、進学・就職
される方には

日本
通運

一番運輸
（県北のみ）

昭和
貨物

太田
運送

センコーアポロ
（県北のみ）

引越の
ながとも

　単身パックは「日通」で承っております。3月・４月は混み合いますので、住所と日に
ちが確定したら生活サービスセンターへお早めにお申し込みください。

資料はQRコードから
もご覧いただけます⬆

※単身パックは引っ越し先の地域によって料金が決まっている
ため、事前のお見積もりはありません。（日本通運のホーム
ページから、単身パック積載シミュレーションができます。）
※単身パックは時間指定ができません。

日
本
通
運

幅108㎝•奥行74㎝•高さ154㎝

幅108㎝•奥行104㎝•高さ174㎝

ボ
ッ
ク
ス
の
大
き
さ

Sサイズ

Lサイズ

丸んんんとんとと〈ふ〈〈〈 丸ふ〈ふ〈 とん丸洗いとんととんとんととととととふふふ 丸丸丸ん丸んんんんんんふと〈〈 洗い〉丸洗丸丸丸丸丸丸丸ん丸丸丸丸ん丸丸丸とん丸んとと 丸丸んんんんんんんとととんとととととふとふとふふふとふ〈ふふふふ〈ふふふふ〈ふ〈〈〈〈ふとん丸洗い〉〈ふとん丸洗い〉〈ふとん丸洗い〉

資料請求
番　　号 3 5 4 8 0 5

丸洗い・再生の工程や料金・
生地の柄等が掲載されている
チラシをお届けします。

布団の種類（わた・羽毛・羊毛）や
サイズを問わず価格が決まっています。
1枚では6,000円／2枚では9,900円／
3枚では14,600円／4枚では17,200円
と枚数が増えるとお得になります。
※羽毛布団限定3枚だと
　更にお得！ 12,100円

丸
洗
い
料
金

県外発送もOK!県外発送もOK!県外発送もOK!
回収とお届け
先が違う場合
でもOK!

●組合員さん宅から
 ▶県外の指定場所へ
●県外の指定場所から
 ▶県外の指定場所へ
他県への発送も追加料金はかかりません！

（一部離島は除きます）

お申し込みから
３週間程度で
お届け

例えば

右のQRコードからも資
料をご覧いただけます。

新生活応援＆羽毛布団 お申し込みは 3月19日(土) まで

（宮崎市の組合員さんより）

お申し込み・お問い合わせ・商品
掲載チラシのご請求は生活サービ
スセンターまで。
各店舗サービスカウンターにもチ
ラシがあります。

●進学や就職に
　便利なセット
●進学や就職に
　便利なセット

おすすめポイント❶

予約注文できます。

おすすめポイント❸

全国どこでもご希望の場所へお届けします。

おすすめポイント❷

配達日時が指定できます。
「注文したいけど、子供のアパー
トがまだ決まってない…」そんな
場合はまず予約しておいて、住所
が決まり次第お知らせください。

お引っ越し日に合わせて
お届けします。
ご注文の際にご相談くだ
さい。

全国送料無料！ 沖縄県、北海道、離島
は別途送料がかかります。詳しくは、
お問い合わせください。
※毛布・カバーのみでの発送はいたしておりません。

●羽毛布団●羽毛布団

※

枕
は
付
き
ま
せ
ん

※

枕
は
付
き
ま
せ
ん

商品掲載チラシ資料番号

3 6 2 3 3 9

羽毛掛・三層敷布団・枕
3点セット
羽毛掛・三層敷布団・枕
3点セット

ポーランド産ホワイト
ダックダウン85％
ポーランド産ホワイト
ダックダウン85％29,700円（税込）29,700円（税込） 19,800円（税込）19,800円（税込）

右のQRコードからも
商品掲載チラシが閲
覧できます。

提携業
りしま

ごごご

※
荷
物
は
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

ちがちが

お申し込みは 3月

資料請求
番　　号 3 7 2 4 7 4

イメージ・ご予算に合わせて
3,300円（税込）よりお作りします。

電話１本でご希望の
場所までお届けします。

メッセージカードや札カードも
お付けできます。（30文字以内）
メ
お

卒業

おめでと
う

●宮 崎 県 内…1カ所につき300円
●県外お届け…地域によって料金が異なりま

す。お問い合わせください。

送料
（別途）

フラワー宅配サービス

他の用途のお花も承れます。
お気軽にお問い合わせください。
他の用途のお花も承れます。
お気軽にお問い合わせください。

写真は卒業祝いに贈った
4,000円（税込）のお花です。

卒業・退職のお祝いにお花が喜ばれています卒業・退職のお祝いにお花が喜ばれています卒業・退職のお祝いにお花が喜ばれています

または、右のQRコードから
も資料をご覧いただけます。

五大浮世絵師展 －歌麿  写楽  北斎  広重  国芳－五大浮世絵師展 －歌麿  写楽  北斎  広重  国芳－五大浮世絵師展 －歌麿  写楽  北斎  広重  国芳－五大浮世絵師展 －歌麿  写楽  北斎  広重  国芳－

注文期間：３月１８日（金）まで
共同購入注文用紙に注文番号と枚数をご記入ください。
ご注文の翌週のお届けとなります。

　江戸時代、浮世絵の頂点を極めた５人の
絵師・喜多川歌麿、東洲斎写楽、葛飾北斎、
歌川広重、歌川国芳。本展では５人の作品
を一同に展示します。浮世絵を通して見え
てくる江戸の粋を感じてください。

開催期間：3月19日（土）～5月8日（日）
 １０：００～１８：００（展示室入場は１７時３０分まで）
 会場：みやざきアートセンター　※休館日  なし

3 7 1 1 3 1注文
番号

◆一般前売券1,000円 （当日1,200円）（税込） ※中高生券（税込300円）はコープみやざきでの取り扱
いはありません。
※小学生以下無料。小学生以下は保護者同伴で入場可

本本たたっったた世世 本本たたたた一た ののの絵たた世世 本本本冊冊のののの絵絵のたたたたた一た 冊冊たたっったた界界ででででたた世世 本本本本本世世 本本絵本本本本絵絵ののののの冊冊たたたたたたたたでででででで界界世世世世世 っっっっ 一冊冊冊冊冊冊ののの世界でたった一冊の絵本世界でたった一冊の絵本世界でたった一冊の絵本
あなたが絵本の主人公あなたが絵本の主人公

だれもが主人公となって物語が展開
するオーダーメイドの絵本です。

3 6 7 7 8 1資料請求番号

まずは詳しい資料をご請求ください。

全絵本：組合員価格
　　　3,971円（税込）

（35ページ　縦266mm×横217mm）

右記の文章は入園祝いに絵本「しあわせのタネ」を贈られ
た時の１例です。贈り主、主人公のお名前が入ります。
ページをめくるとお友だちや心温まる言葉が次から次に。

お申し込みから１０日ほどで絵本をお届けします。

入園祝い
にもどうぞ！
入園祝い
にもどうぞ！

他にも「おたんじょうびのえほん」「アニバーサリー
用」などあります。

チケット販売
TEL.0985-29-5800お申し込みは、

生活サービスセンターへ

チケットはご自宅まで宅配便でお届けします。

各公演1注文ごとに送料430円
がかかります。

お申し込み後の返品、
キャンセルはできません
のでご了承ください。

送料について 返品不可
表示チケットが適用となります。+送料 430円

新型コロナウイルスの影響や諸事情による公演の中止・延期が生じることがありま
す。現在お持ちのチケットは、払い戻しまたは振替公演にも使用できますので、そ
のまま大切に保管をお願いします。また、掲載している公演についても変更になる
ことがありますのでご理解いただきますようお願いいたします。

※掲載中のチケットが完売となりました際はご了承ください。※チケットは公演日の1週間前までにお届けいたします。 

三山ひろし
～歌の宝石箱～
コンサート2022

延岡総合文化センター 14：00開演4月11日（月）

※未就学児の入場不可。 　※こども料金は、2022年度に小中学生の方が対象。

福岡サンパレス ①19：00開演●5月27日（金）
①13：00開演 ②17：00開演●5月28日（土）
①13：00開演 ②16：00開演●5月29日（日）

ブルーマングループ ワールドツアー IN JAPAN 2022

（VIP席、ポンチョシート、Ａ席、Ｂ席は、
コープみやざきでの取り扱いはありません）

キ

※未就学児
入場不可6,000円（税込）全席指定

はやしべさとし 三十歳の旅立ち ～叙情歌を道づれに～  宮崎編
メディキット県民文化センター

演劇ホール 15：00開演4月23日（土）
+送料 430円 ガ

+送料 430円

恐竜ラボ！ ディノ・サバイバル DINO-A-LIVE
川商ホール（鹿児島市民文化ホール）

第１ホール
①11：00開演 ②14：00開演●4月2日（土）
①11：00開演 ②14：00開演●4月3日（日）

3,900円（税込）全席指定
（プレミアム席、Ａ席は、コープみやざきでの取り扱いはありません）

Ｓ席
※2歳以下のお子様は保護者（大人）1名
につき、1名まで膝上鑑賞無料。但し席
が必要な場合は有料 キ

9,800円（税込）
全席指定
●Ｓ席大人

7,800円（税込）●Ｓ席こども

スキマスイッチ TOUR 2022  "café au lait"

※小学生以上チケット必要。9,000円（税込）全席指定

メディキット県民文化センター
演劇ホール 17：30開演7月3日（日）

+送料 430円 キ先行予約
ひとり4枚まで

※お子様のみの入場はできません　※3歳以上有料（3歳未満膝上鑑賞無料。但し座席要なら有料）

おもしろ科楽館 PART2米村でんじろうサイエンスショー

+送料 430円 ガ

宮崎市民文化ホール ①13：00開演 ②15：30開演4月17日（日）
2,800円（税込）前売券全席指定

（当日券3,000円）

ス

+送料 430円 キ

+送料
430円

+送料 430円

全席
指定

6,000円（税込）組合員価格●S席 6,500円（税込）を

4,500円（税込）組合員価格●A席 5,000円（税込）を

※2020年6月22日（月）→2021年5月24日（月）の振替公演です。

Ｎｅｗ AI “DREAM TOUR”
宮崎市民文化ホール

18：00開演5月22日（日）

ガ+送料
430円

+送料
430円

50席限定企画
限定数に達し次第受付を終了させていただきます。先行予約

先行予約

※4歳以上チケット必要。
※お一人様4席まで 7,900円（税込）全席指定

Ｎｅｗ さだまさしコンサートツアー2022

Ｎｅｗ ゴスペラーズ坂ツアー2022
“まだまだいくよ”

宮崎市民文化ホール 18：00開演6月28日（火）
8,800円（税込）全席指定

ガ

宮崎市民文化ホール 17：00開演7月9日（土）
7,500円（税込）全席指定

※就学児チケット必要。未就学児は保護者1名につき1名
のみ膝上鑑賞可、ただし座席が必要な場合はチケット要。

※感染症拡大防止対策について必ず「さだまさし
オフィシャルウェブサイト」上の注意事項をご
確認・ご了承の上、チケットをご購入ください。

※未就学児のご
入場はご遠慮
ください。

先
行
予
約

3月7日月より受付

3月7日月より受付

3月号Vol.1　2022年2月28日発行

生活サービスセンター＆カーライフ支援センター

（営業）月～土曜日 AM9:00～PM5:50
（※土曜営業は宮崎のみ）

料金の表示は消費税込みです。

☎0985-29-5800
FAX 0985-28-0033

お申し込み
お問い合わせは

☎0982-33-6215県北

☎0986-23-4416県南

Eメール:seikatu@miyazaki.coop

取り扱い事業 資料請求番号 取り扱い事業 資料請求番号 取り扱い事業 資料請求番号 取り扱い事業 資料請求番号

個人情報について 
ご提供いただいた個人情報について、
サービスを行なうためのみ提携業者に
提供することをご確認いただいた上で
ご利用ください。

生活サービスセン
ター＆カーライフ
支援センターのご
利用は利用割戻し
の対象になります。

車検・点検・修理 355232
新車購入特典 371262
自動車学校 085955
ガソリンスタンド地図 350249

布団丸洗い・再生 354805
フラワー宅配サービス 372474
コープBOOK・CD・DVDセンター 354988
福音館月刊絵本パンフレット 039454

振袖レンタル提携店 370614
引っ越し 014044
ピアノ調律・運送・購入・買取 014061
世界でたった一冊の絵本 367781

コープ葬祭Cセルフ 350222
ペット葬祭 366156
提携店・協力店資料 076948
ラクのりマイカーリース協力店 366114


