
＜キリトリセン＞

また、2月号のご応募は546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
3月号の答えは でした。ト モ ニ ミ ラ イ ヘ
クロスワ ドクイズ

～

高鍋町の組合員さんより
　　 お母様！素敵です。イケメンさん
に毎週会えますね。(*^_^*)人に会う
というのは張り合いが出ます。私は休
日、部屋着のまま、ぼ～っと過ごして
しまいます。いけませんね。(*_*)

宮崎市の組合員さんより
　　 私もパラリンピックを見ていて、
自分を振り返ると、すぐに『できない』
とか『めんどくさい』等思う時があり
ますが、簡単に口にしてはいけない
と感じました。

「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4月末日ご提出分まで

①ピッカピッカの〇〇〇〇生。ご入学おめでと
うございます。
②宮崎県の「へそ」に位置する市。古墳群では桜
と菜の花のコントラストがきれいです。

③平安時代の公家女性の正装。「十二単」と書き
ます。
④「！」は、日本語で「○○○○符」
⑤春の山菜で、若芽はおひたしや天ぷらなどで
食べ、根から作られる粉は〇〇〇餅の原料に
なります。

⑥「木霊」の読みは？ヤッホーと叫びたくなるかも。
⑦俳句の字数は五〇〇五。春の句を詠んでみま
せんか。

ヒント 新しい世界が待っています
’22年
4月

どんな工事でも
見積もり

無料！！

〜

（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

　玄関の鍵の交換という
小さな工事でしたが、何
回も家まで来て確認して
いただいたので、安心し
てお願いできました。
　また、最初に依頼した
自宅ばかりでなく、実家

のサッシの鍵の交換まで快く引き受けて
下さり、とても助かりました。本当に有
り難うございました。

自宅ばかりでなく
実家も引き受けて下さいました。
自宅ばかりでなく
実家も引き受けて下さいました。
自宅ばかりでなく
実家も引き受けて下さいました。

都城市の組合員さんより

玄関鍵の

取り替え

床板がへこむようになった
ら、張り替えのサインで
す。

火や油を使い傷みやす
いのが台所です。

☆ 流し台の取替え
☆ 床・壁の張替え など、

何でもご相談ください。

様々なお困り事を承っています。様々なお困り事を承っています。

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　　畳・襖・障子張り替え　　新築工事

トイレの改修　　　　　　　　　　雨漏り補修工事

台所の改修　　　　　　　　　　　　　　塗装工事

お風呂の改修　　　　　　　　　　　　　外構工事

蛇口の水漏れ修理　　　　　　　　　　駐車場工事

波板の張り替え　　　　　　　　　　　庭木の剪定

網戸の張り替え　　　　　　　　　　墓石・墓地工事

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！

床のへこみや剥がれでお悩み
の方はいらっしゃいませんか？

台所は、家族が集う明るい
場所にしたいですね。

　お仕事がとても丁寧で、大変勉
強になり、放っておいたピアノが新
品みたいにきれいに、すばらしい
音響となりました。４０年以上調律
をやっていなかったピアノでした
が、調律していただいてよかった
です。 （宮崎市の組合員さんより）

ピアノ 調律・運送・購入・買い取りピアノ 調律・運送・購入・買い取りピアノ 調律・運送・購入・買い取り

購入・クリーニング

おりますのでお問い合わせください。

サービスも行って 0 1 4 0 6 1
資料請求番号

12,100円（
税
込
）

調律

※部品交換等が発生する場合は、別途見積もりをお出しし、
ご了解をいただいた上ですすめます。

組合員価格

アップライトピアノ１台のお値段です。

調律の基本料金

例）宮崎市内間でのアップライトピアノの運送は
　 15,400円（税込）～

運送 部屋間の移動や敷地内の移動はもちろん、県内・県
外への運送も承っております。料金については生活
サービスセンターへお問い合わせください。

調律 買い取り・廃棄
ピアノの買い取りも承ります。買い取
りができない場合は別途有料にて
（約３万円～）廃棄処分も承っており
ます。
『メーカー名』『型式と型番（ピアノ上
部の天板を開けると中の鉄製フレー
ムやパネルの内側に表示されている
記号や数字）』をお知らせください。

何年も調
律して

いないピ
アノでも

お気軽に

ご相談く
ださい

資料はQRコード
からもご覧いた
だけます。➡

ペット葬祭ペット葬祭ペット葬祭ペット葬祭ペット葬祭ペット葬祭 ご家族のお気持ちに寄り添い、ご供養の
お手伝いをさせていただきます。

提携業者 ペット霊園  ドリームランド
児湯郡新富町日置2222-8

移動火葬車による
火葬のご希望

納骨堂や合同墓地
でのご供養のご相談

◎ご葬儀・火葬のお申し込みは、下記へお電話をお願いします。

など、ご希望にそって対応いたします。

コープみやざき  
生活サービスセンター
（月～土  9：00～17：50）

TEL 0985-29-5800

24時間  年中無休  
ペット霊園
　ドリームランド
TEL 0120-660-919

利用総額から10％割引また
は、少量粉骨を入れるキーホル
ダー型お守りのどちらかをお
選びいただけます。
＊動物病院等の紹介によるサービ
　スとの併用はできません。

提携業者のサービス内容・ご葬儀の流
れ・料金内容を掲載した資料をお送り
します。

資料はQ R
コードからも
ご覧いただ
けます。➡

3 6 6 1 5 6
資料請求番号

組
合
員
特
典

0 1 4 0 4 4
資料請求番号提携業者とサービス

内容一覧を掲載した
資料をお送りします。

「ご家族の引っ越し」「単身の
引っ越し」「家具１個の移動」
「家具の処分」などご相談内
容は様々です。新居へ引っ越す時にでてきた

不用な家具の処分、模様替えで
の移動等、ご相談ください。

（引っ越しサービス）

　不用になったタンスや食器棚、
本棚などを処分していただきまし
た。お陰で家の中がスッキリして毎
日気持ちよく過ごしています。

（家具の処分をされた組合員さんより）

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

資料はQRコード
からもご覧いた
だけます。➡

あなたの車のホームドクター

コープ 車検・点検・修理車検・点検・修理車検・点検・修理車検・点検・修理車検・点検・修理

次の車検まで安心して車に乗っていただけるように

わかりやすく説明していただきました

コ
ー
プ
車
検
は

●部品交換の工賃が10％引き。
●車の引き取り・納車いたします。
（車検の際、お車を持ち込み・引き取りされると片道
1,000円の割引になります）

●出張概算見積もりも行います（一部対応できない地
区があります）。ご希望の方はお申し出ください。

●アフターサービスも万全
（生協からのアンケートも配布しています。整備後の不
具合等がございましたらお知らせください）

3 5 5 2 3 2
資料請求番号 資料はQRコード

からもご覧いた
だけます。➡

だきききままましし

交換した部品を１つ１
つ見せて、その場所が
どこなのか、どんな状態
だったのか、交換しな
かったらどうなるかを
説明してくれました。

説明が丁寧で、すべ
ての作業を確認して
から行ってくれました。
丁寧な仕上がりで十
分に満足でき、値段以
上の作業をしてもらっ
たと感じました。

飯干自動車
整備工場
（高千穂町）

●

●

●

●

●

●

●

●

甲斐自動車
（延岡市）

三和自動車
整備工場
（延岡市）

中西自動車販売
（日向市）

リバーサイドカーケア
センター（宮崎市大瀬町） 石崎自動車工業所

（新富町）

●
藤元自動車工場
（宮崎市芳士）

栄輪モータース
(都城市）

小村自動車サービス
(宮崎市恒久)

提携工場は県内９箇所

次の車検まで安心して車に乗っていただけるように ●部品交換の工賃が10％引き
三和自動車
整備工場

寄せかご３種セット（カーネーシ
ョン、カランコエ、ヘデラ）＋宮崎
県産新茶50ｇ

税込3,980円＋送料

寄せかご３種セット（ベゴニア、
カランコエ、ヘデラ）＋宮崎県産
新茶50ｇ

税込3,980円＋送料

シャボンフラワー
石けん素材で作られた花です
高さ約 28 cm

税込3,300円＋送料
お申し込みは生活サービスセンターまで

左の商品は
すべて宅配便（ヤマト）で
のお届けとなります。
１つの商品につき１つの
送料がかかります。（一か
所に２個以上お届けの場
合、それぞれに送料が必
要です）

九九州
770円

中部・関東
北陸・信越
東北
1,320円国四

1001,1 円

中国・関西
1,100円

沖縄

北海道

九州
770円

中部・関東
北陸・信越
東北
1,320円四国

1,100円

中国・関西
1,100円

沖縄

北海道

左左左
すす
の

に「ありがとう」の気持ちを込めて！に「ありがとう」の気持ちを込めて！に「ありがとう」の気持ちを込めて！に「ありがとう」の気持ちを込めて！5月8日日は

母の日で
す

5月8日日は

母の日で
す

5月8日日は

母の日で
す

この３商品は５月７日（土）・８日（日）のいずれかご希望の日にお届けします　※時間指定不可この３商品は５月７日（土）・８日（日）のいずれかご希望の日にお届けします　※時間指定不可

県内
送料300円

※宮崎から発送するため、鮮度維持が難しい北海
道、沖縄、長崎県対馬市、鹿児島県奄美市・大島郡・
鹿児島郡・屋久島町への発送はしておりません。

※送料は全て税込表示です。

注文〆切 4/25（月）

下記のチラシは今週、共同購入の
カタログと一緒にお届けしています

●この商品の
　お届けは

5/4（水・祝）
　 ～5/8（日）
（お届け日時は
 指定できません）

●注文〆切
4/23（土）

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。

森高千里「この街」TOUR  2020-22
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

8,800円（税込）全席指定

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

※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。 +送料 430円 ガ

+送料 430円

+送料
430円

ゴスペラーズ坂ツアー2022 “まだまだいくよ”

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。

ナオト・インティライミ
全国ホールツアー2022

川商ホール（鹿児島市民文化ホール）第１
17：30開演5月22日（日）

7,900円（税込）指定席
※３歳以上チケット必要。   ※入場に関する年齢制限なし
※ファミリー席は、コープみやざきでの取り扱いはありません +送料 430円

Ｎｅｗ

先行予約

+送料 430円 キ

キ

先行予約

さだまさしコンサートツアー2022 ～孤悲～
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
※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。

※ご購入前に必
ず特設ホーム
ページをご確
認ください。⬇

※未就学児のご
入場はご遠慮
ください。

ひとり
4枚まで

※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。 

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


