
どんな工事でも
見積もり

無料！！

　業者さんとの打ち合わせ
（見積り）までは、荒れ果
てた庭を見られるのが嫌
で、とても心配していまし
たが、丁寧でやさしく対応
していただけたので安心し

ました。作業当日はガラス窓に小石が当たら
ないように雨戸を閉めて作業されるなど、細
かに気を遣っていただき感心しました。また
お願いしたいです。ありがとうございました。

荒れた庭も優しく見て
いただき安心しました。
荒れた庭も優しく見て
いただき安心しました。

延岡市の組合員さんより

庭木の
剪定

〜

（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

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！

畳・襖・障子の張り替えで

お部屋もパッと明るくなります。

畳・襖・障子の張り替えで

お部屋もパッと明るくなります。

畳・襖・障子の張り替えで

お部屋もパッと明るくなります。

畳・襖・障子の張り替えで

お部屋もパッと明るくなります。

い草の明るい色は、お部屋を
パッと明るくしてくれます。

☆まずは見積に
お伺いします。

☆家具の移動も
致します。

駐車場の拡張工事もご相談下さい。駐車場の拡張工事もご相談下さい。駐車場の拡張工事もご相談下さい。駐車場の拡張工事もご相談下さい。
★車が増えるので駐車スペースを広
げたい。

★間口を広げて車の出し入れをし易
くしたい。など・・
どんな事でもお気軽にご相談ください。

クロスのシミや剥がれが見
られたらご相談下さい。

豊富な柄やデザインの中か
らお選びいただけます。

クロスの張替も承っています。クロスの張替も承っています。クロスの張替も承っています。クロスの張替も承っています。

ご希望内容に応じて設
計・見積りいたします。

何度でも打ち合わせに応
じます。お気軽にご相談
ください。

新築も何なりとご相談下さい。新築も何なりとご相談下さい。新築も何なりとご相談下さい。新築も何なりとご相談下さい。

①コープカードを提示いただきま
すと、商品代金が割引になり
お得です。

②ご利用代金が利用割戻しの
対象にもなります。

コープカードでお得な『提携店』

　先日、「メガネのヨネザワ」で老
眼鏡を買いました。割引もあり、生活
事業の利用金額に入ることになりと
ても嬉しかったです。コープカード
を出すだけだったので、とても簡単
に済みました。（延岡市の組合員さんより）

0 7 6 9 4 8資料請求
番　　号

コープカードでお得な提携店・協力店の一覧
表をお届けします。

振袖レンタル 「ジョイフル恵利」
（宮崎市橘通東３丁目 ホテルメリージュ２Ｆ）

「洋服の青山」
（宮崎県内に9店舗）

「はるやま」
（宮崎県内に4店舗）

「メガネのヨネザワ」
（宮崎県内に16店舗）

「フォーエル」
（宮崎市霧島町）

10%
割引

10%
割引

5%
割引

5%
割引

5%
割引

※コープカードを紛失された方は再発行ができます。地域責任者または
コープみやざき店舗のサービスカウンターへお申し出ください。
※ご家族の方でも割引等のサービスが受けられます。

右のQRコードからも
ご覧いただけます。

コープカードを出すだけで

！！！！！！！すすすすすすす！！すすすすすすすままままきでで用利利利利利で格価員合 ！！！！すすすすすすまままままままききででで用用用用用利用利利利でで格格格価価価価員員組合組合合 すます組合員価格でご利用できます！ドドンタタススンンリソソソソ ドドドドンンタススンンリリソソガガガ携 ンンタスススンンンリリソソガガガ携携提提 ドド提携ガソリンスタンド提携ガソリンスタンド
コープカードを紛失された方は再発行
ができます。また、ご家族用に“家族カー
ド”（現金支払いのみ）も発行できます。

●「ガソリン」「軽油」「灯油」が組合員価格でご利用い
ただけます。
※セルフの場合は最初にコープカードを機械に通してください。

●ご利用代金が利用割戻しの対象になります。
●ガソリン以外の洗車、オイル交換、タイヤ、車検も利用
割戻しの対象になります。

コープカードを最初にご提示いただくと・・・コープカードを最初にご提示いただくと・・・コープカードを最初にご提示いただくと・・・

カーライフ支援センターにお問い合わせください。 0985-29-5800電話

検索コープみやざき　ガソリンスタンド提携店

または

3 5 0 2 4 9

ガソリンスタンド
地図請求番号転居先でも

提携店
あるのかな？

右のQRコードからも
ご覧いただけます。

　家の近くにあって便利で
す。車に詳しくないので何か
あった時には、すぐ相談に
乗ってくれて安心して利用で
きます。 （宮崎市の組合員さんより）

右のQRコードからも資料を
ご覧いただけます。

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。

　押し入れを開けるたびに、処分しかな
いかなぁ～？といつも思っていました。
生協のチラシでダブルからシングルへ
再生ができることを知り、相談してお願
いしました。お陰様でよみがえり、大変喜
んでいます。
（丸洗い＋再生を利用された宮崎市の組合員さんより）

④ 布団の回収

② 回収キットの発送

コープみやざき
生活サービスセンター
☎0985-29-5800 まで
お電話ください。

1週間程度でゆうメール等にて回
収キット（布団回収袋・説明書・明
細書）をお届けします。

お届けした回収袋に布団を
入れてご用意ください。

ご案内した回
収日に、宅配業
者がご自宅ま
で回収に伺い
ます。

仕上がり次第、宅配業者がお届けします。

ダブルからシングルへ
　　　　　　 再生できました

「丸洗い」のみも承ります
「丸洗い」のみの場合
●１枚…
 ６，０００円（税込）
●２枚で…
 ９，９００円（税込）

★羽毛布団3枚限定
 12,100円（税込）

※３枚以上も承れます。
※布団の種類（わた・羽毛・羊毛）や
サイズを問わず、上記の価格です。

※綿の敷布団から掛布団への再生などもできます。
※お届け時間帯のご都合のある方などご相談ください。

ご利用方法

☎0985-29-5800
1

2

3

4

まずはカーライフ支援センターに
「新車特典カードをください」とお
伝えください。

カーライフ支援センターで「特典カード」を
発行しお送りします。コープみやざき各店舗
でも発行できます。（有効期限は3カ月です）

契約前（車を注文される前）に販売店
の方にお渡しいただいたらカーライ
フ支援センターにお知らせください。

納車になりましたら、再度カーライフ支援セ
ンターにお知らせください。車により３千円～
１万円分の特典をお贈りします。
『くらしの積立に加算』または『コープ商品券』
から選べます。

生協を通して成約になると特典があります。生協を通して成約になると特典があります。生協を通して成約になると特典があります。生協を通して成約になると特典があります。

新車購入新車購入新車購入新車購入新車購入

　思いがけず特典がいた
だけて、棚からぼた餅の
気分です。（車両本体価格
が）利用割戻しの対象にな
り、すごいことだと思いま
す。知らない方が多いの
で、口コミしていきます。

（宮崎市の組合員さんより）

口コミしていきます

購入予定の方を紹介する
サービスです。発注済み、
契約済みの方はご利用い
ただけません。

※ネッツトヨタ宮崎では、ダイハツ車購入の場合も使用できます。

提
携
販
売
店

（県内10店舗）

（県内13店舗）

（県内9店舗）
（清武加納・日南・串間）
（都城市内3店舗）
（日向市亀崎）

車両本体価格が利用割戻
しの対象になります。N-BOX

資料はQRコード
からもご覧いた
だけます。➡

資料請求番号

3 7 1 2 6 2

さまざまな場面でフラワー宅配が喜ばれています！さまざまな場面でフラワー宅配が喜ばれています！さまざまな場面でフラワー宅配が喜ばれています！さまざまな場面でフラワー宅配が喜ばれています！ アレンジフラワーや花束、鉢物などご要望にお応えします。
※観葉植物や寄せカゴなどは在庫がない場合もあります。ご希望の方はお早
めにお申し込みください。

写真は退職祝に送られた3,300円（税込）のお花です。

ご退職や転勤
など、お花をご
利用の機会も
増えます。職場
までのお届け
も可能です。

また、「県外の身内へ卒業・入
学祝いの花を贈りたい」など
も、お気軽にお問い合わせくだ
さい。

資料請求番号

3 7 2 4 7 4
または、下のQRコードから
も資料をご覧いただけます。

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。

●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）

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

退職おめで
と

うございま
す

フラワー宅配サービス

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

森高千里

～歌の宝石箱～コンサート2022

「この街」TOUR  2020-22

延岡総合文化センター 14：00開演4月11日（月）

宮崎市民文化ホール
16：30開演6月25日（土）

※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

8,800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

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）

※４歳以上チケット必要。３歳以下は席が必要な場合は有料。

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

+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

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。

+送料
430円

先行予約

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

+送料
430円

先行予約

ひとり
4枚まで
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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


