
取り扱い事業 資料請求番号
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

注文期間：７月１５日（金）まで

3 7 1 1 8 1注文
番号

◆一般前売券1,300円
（当日1,500円）（税込）

3 7 1 2 1 1注文
番号

◆中高生前売券 700円
（当日800円）（税込）

3 7 1 2 2 0注文
番号

◆3歳～小学生前売券 500円
（当日600円）（税込）

※3歳未満は無料

開催期間：7月16日（土）～8月28日（日）
１０：００～１８：００（展示室入場は１７時３０分まで）

※休館日　なし
会場：みやざきアートセンター

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。

放送開始から55周年を迎えたウルトラマン。本展は、円
谷プロダクションの独創的な世界と、それを紡いでき
たクリエーションの数々を紹介します。円谷プロが届け
続けた＜勇気と希望と思いやり＞をご体感ください。

TSUBURAYA EXHIBITION 2022 宮崎

©円谷プロ　©TPC ©E.S,T.S ©UMPC
©TPC ©KSW

葬儀のお申し込み、事前相談、あらゆる相談窓口になります。

3 5 0 2 2 2資　　料
請求番号

葬祭に関する資料と各種プラ
ンの料金表をお届けします。

困った時に２４時間いつでも対応できるフリーダイヤルの
電話帳登録をお勧めします。各斎場についての詳細やご相
談、マナーなどお気軽にお問い合わせください。

県内１０社２９斎場と提携しています

コープみやざき葬祭サービスCセルフ 総合案内センター

QRコードからは、各社のホー
ムページがご覧いただけます。

TSUBURAYA EXHIBITION 2022 宮崎

写真は古希のお祝いに贈った3,300円（税込）のお花です。写真は古希のお祝いに贈った3,300円（税込）のお花です。

●還暦…６０歳 ●古希…７０歳
●喜寿…７７歳 ●傘寿…８０歳
●米寿…８８歳 ●卒寿…９０歳
●白寿…９９歳

主な長寿祝い

長寿のお祝いにお花をお届け長寿のお祝いにお花をお届け長寿のお祝いにお花をお届け長寿のお祝いにお花をお届け

長寿おめでとう！

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。

長寿

おめでと
う
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）

●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

資料請求番号

3 7 2 4 7 4

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。

資料は、QRコードから
もご覧いただけます。➡

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。

新車購入特典カード　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。
（有効期限は3カ月です）

契約前（車を注文される前）に
販売店の方に渡していただくだ
けでOK！

納車後に車により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。

車両本体価格が利用割戻しの対
象になります。

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

新車購入特典カード　ご利用方法

まずはカーライフ支援センン

生協を通して成約になると特典があります。
契約前に特典カードの申請を！

生協を通して成約になると特典があります。
契約前に特典カードの申請を！

生協を通して成約になると特典があります。
契約前に特典カードの申請を！

生協を通して成約になると特典があります。
契約前に特典カードの申請を！新車購入新車購入新車購入新車購入新車購入

ご希望車種などお伝えください。提携の中古車屋さんからお探しします。

「中古車購入」を検討している方

資料はQRコードからもご覧
いただけます。➡

3 7 1 2 6 2
資料請求番号

「提携販売店全店舗の地図」「特典内容」「3カ月有
効期限の特典カード」をお届けします。

※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。

（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）

提
携
販
売
店

※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。

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

先行予約

ひとり4枚まで

宮崎市民文化ホール
18：00開演8月6日（土）

8,000円（税込）全席指定

※未就学児童入場不可。 +送料 430円 ガ

+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。

小椋佳 ファイナル・コンサート・ツアー「余生、もういいかい」

+送料 430円 キ

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

※未就学児のご入場はご遠慮ください。
※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。

ひとり4枚まで

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）

8,800円（税込）全席指定
※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

タ
+送料
430円

２０２２ 新作舞台「ＫＡＩＫＩ」
宮崎市民文化ホール 17：00開演6月5日（日）
※マスク付きチケット（+500円）と、車椅子席（税込7,200円）をご希望
の方は、TAO事務局までお問い合わせください。TEL 092-721-2015

7,200円（税込）●SＳ席 6,200円（税込）●Ｓ席

※チケットは公演日の1週間前までにお届けいたします。 

先
行
予
約

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。

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）

☎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

5月号Vol.2 2022年5月16日発行

表面/生活サービスセンター　裏面/住宅センター・生活サービスセンター

生活事業のご案内

料金の表示は消費税込みです。


