
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

これまで網戸が破れてい
た時は自分達で張り替えて
いたのですが、あまりうま
くいきませんでした。今回
初めてプロの方にお願いし
たところ、本当に綺麗な仕
上がりに大変満足していま

す。築30年になるとあちこち傷みが目立
ちますので、また機会がありましたらよ
ろしくお願いします。

綺麗な仕上がりに
とても満足しています。
綺麗な仕上がりに
とても満足しています。
綺麗な仕上がりに
とても満足しています。

宮崎市の組合員さんより

網戸の

張り替え

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。

建具引き戸の修理 床の張り替え 畳・襖・障子

トイレの改修 屋根補修工事

台所の改修 外壁の修理

お風呂の改修 駐車場工事

蛇口の水漏れ補修 庭木の剪定

波板の張り替え 白蟻予防・駆除

サッシの修理 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！家の事は何でもご相談ください！

職人さん達の仕事ぶりを褒めて下さいました。

＜住宅センター　安藤の日報より＞

　屋根補修及び塗装工事が完了した、小林市の組合
員さん宅に完了確認にお伺いしました。工事につい
てお聴きすると、「若い職人さんが多かったけど、す
ごく感じが良かったです。黙々と作業をされていて、
お隣の方も褒めていましたよ！」と、喜ばれていま
した。そして、「そう言えば、私のお友達も雨漏りし
ているみたいで・・。ちょっと電話して聞いてみましょ
うか？」と、その場で電話を掛けて下さいました。
お友達の方は、もう少し様子を見るとのことで、調
査させていただくには至りませんでした
が、「皆さん真面目に作業されるので、私
も自信をもって紹介できるんですよ」と
言われていました。野村瓦屋の職人さん
達に感謝です。 提携店

野村瓦屋
野村 翔悟さん

どんな状態でもしっかり
調査･点検いたします。

突然の雨漏りでお
困りの時、まずはご
相談ください。

☆ 雨漏りがする
☆ 漆喰が取れている
☆ 瓦がズレている など、

火や油を使い傷みやすい
のが台所です。
☆ 流し台の取り替え
☆ 床・壁の張り替え など、

　 何でもご相談ください。
総合案内センター 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。

各斎場についての詳細やご相談、マナーなど下記の
フリーダイヤルまでお気軽にお問い合わせください。

各斎場の詳しい内容を、右
のQRコードでご確認いた
だけます。

西都地区
(有)西都弘益社
●瀬口斎場

延岡・日向地区
(株)石丸
●延岡石丸会館
●日向石丸会館

児湯地区
(株)あおい会館
●川南式場
●高鍋式場
●新富式場
●都濃式場

小林・高原地区
(有)宮内葬儀社
●西町斎場
●上町斎場
●上町斎場 ラウル会館

えびの地区
(有)えびの公善社
  　まつい会館

●大明司斎場
●飯野斎場
●京町斎場

都城市内（高崎・山田地区）
(株)アイワホール
●あじさい会館・こすもす会館
●上町会館
●山田会館
●ファミリーホール中霧会館
●高原会館
●南よこいち会館・さくら会館
●しもながえ会館 都城市内（旧北諸県郡）地区

(株)つるさき
●つるさきエヴァホール

宮崎市佐土原地区
(有)内藤葬祭
●内藤会館
●家族葬リアンホール

日南市・北郷町
(株)メモリアル日南

宮崎市郡・東諸地区
(株)ふじもと美誠堂
●アルテ桜ヶ丘
●アルテ本郷
●アルテ大淀
●アルテ宮崎駅東
●家族葬ホール絆

提携店（10社29斎場）（10社29斎場）

コープみやざき葬祭サービスは
●追加料金のいらない安心プ
ラン。
※事前にお見積もりをお出
ししますので、不明瞭な追
加料金は発生しません。

組合員特典は
●コープカード提示で基本セ
ット料金から組合員割引。
●セットプランの中から基本料
金（祭壇+棺+装具一式）が利
用割戻しの対象に。

コープ葬祭Ｃセルフコープ葬祭Ｃセルフコープ葬祭Ｃセルフコープ葬祭Ｃセルフ
各斎場とも、『家族葬』の対応もいたします。

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）

3 6 6 1 5 6資料請求
番　　号

TEL 0120-660-919

TEL 0985-29-5800

▶24時間  年中無休  ペット霊園  ドリームランド

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。

組
合
員
特
典

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QR

コードから
もご覧いた
だけます。➡

　ペット葬祭のことを初め
て知りました。以前飼って
いたペットの時に、どこに
頼めばよいか、どうすれば
よいか分かりませんでし
た。いざという時はコープ
に頼れることが分かり安
心しました。

（ブロック総会参加者の声より）

頼れるところが
　分かり安心です

0 1 4 0 6 1
資料請求番号

※部品交換が必要な場合は、別途見積もりをお出しい
たします。

部屋間での移動（2階から1階へなど）や県外
への移動、電子ピアノ・エレクトーンなども
承っております。お気軽にご相談ください。

●コープのピアノ調律は、何年調律されていなくても
　基本料金は同じです。
ピアノの状態によりますが、2～4時間程度かかります。

調律

運送

アップライトピアノ

12,100円（税込）
グランドピアノ

14,300円（税込）
調律・運送・買い取り・購入・
クリーニング・廃棄も承って
おります。

　地区の公民館にお貸しして、１２年ぶり
にわが家に戻ったピアノ。県外の子どもや
孫達が弾けるようにと久しぶりにお願いし
ました。いろいろ管理方法など教えていた
だきありがとうございました。私も５０年
以上前に少し習いましたが、今後は少しず
つ練習しようと思います。

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

（ピアノ運送・調律を利用された高鍋町の組合員さんより）

資料はQRコー
ドからもご覧
いただけます。

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

注文期間：７月１５日（金）まで

0 9 0 4 5 0注文
番号

◆一般前売券
800円（当日1,000円）（税込）

0 6 9 6 9 8注文
番号

◆中・高生前売券
300円（当日500円）（税込）

3 7 1 2 3 1注文
番号

◆前売りペアチケット
1,500円（税込）

開催期間：7月16日（土）～9月7日（水）
休館日：月曜日 （７／１8を除く）  ７／１９、８／１２
開催時間：１０：００～１８：００（展示室入場は１７時３０分まで）
会場：宮崎県立美術館  2階企画展示室

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。

ホキ美術館のコレクションの中から選りすぐり、現代写実絵画
を代表する森本草介、野田弘志、五味文彦ら25名の作家によ
る名品64点を一堂に展覧いたします。作家それぞれの超絶的
な技法により描き込まれた写実絵画の魅力をご堪能ください。

ホキ美術館名品展 －写実 永遠の存在感－

生島　浩／5：55／2007～2010年

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

　特典を利用させていただきあり
がとうございました。とても得した気
分です。１０年ほど前に車を購入し
た際も利用させていただきました
が、すっかり忘れていました。車の
購入を検討し始めた頃に生活事
業の案内を見て思い出したので
良かったです。

（宮崎市の組合員さんより）

とても得した気分です

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。

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

KICKS
（キックス）

日産サティオ宮崎

注文期間：７月８日（金）まで

開催期間：7月9日（土）～9月4日（日）
休館日：毎週火曜日（８月９日は開館）
開催時間：9：００～１7：００
 （展示室入場は16：30まで）
会場：宮崎県総合博物館  2階特別展示室

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。

深海魚やサメなどのこわ～い生き物から、色とり
どりのかわいい魚たちまで、海の魅力を詰め込ん
だ展覧会！

モンスター水族館 ～深海魚とサメのひみつ～

3 7 1 2 7 1注文
番号

◆大人前売券（高校生以上）
800円（当日1,000円）

3 7 1 2 9 7注文
番号

◆小人前売券（４歳から中学生まで）
500円（当日600円）

※３歳以下
無料

観
覧
料

（
税
込
）

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

の提携工場があり
ますので、突然の故障や気になっ
ていることがありましたら、

お問い合わせください。

※お伺い出来ない
　地域もございます。

自宅の近くに
車検工場は
ありますか？

3 5 5 2 3 2資料請求
番　　号

コープ車検の料金やサービ
ス内容、提携工場の地図を掲
載した資料をお送りします。

◆出張お見積もり（概算）致します！
◆車検時には部品交換の工賃を
10％割引き！
◆代車は無料でご用意いたします。

コープ車検・点検・
修理では…

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。

川商ホール（鹿児島市民文化ホール）第１
17：00開演9月4日（日）

YUZU ARENA TOUR 2022 SEES
‒ALWAYS with you‒

マリンメッセ福岡Ａ館
18：30開演●8月17日（水）
18：30開演●8月18日（木）

11,000円（税込）指定席

※３歳以上有料、３歳
未満は膝上鑑賞可。
※Ｓ席・着席指定席
はコープみやざ
きでの取り扱い
はありません。

+送料 430円 キチケットは公演日の   　　　までにお届けいたします。1週間前1週間前

+送料 430円 キチケットは公演日の   　　　までにお届けいたします。1週間前1週間前

+送料 430円 キチケットは公演日の   　　　までにお届けいたします。1週間前1週間前

Ｎｅｗ

ディズニー・アカペラ・コンサート「ディカペラ」Ｎｅｗ

全国30本のアリーナツアーのファイナル公演！
25周年の集大成ライブをお見逃しなく！！

EXILE LIVE TOUR 2022
"POWER OF WISH"

福岡PayPayドーム 17：00開演●8月27日（土）
16：00開演●8月28日（日）

12,100円（税込）
※６歳以上有料、５歳以下入場不可
※応援グッズ付きチケットはコープみやざきでの取り扱いはありません。

※VIP席はコープみやざきでの取り扱いはありません。
※３歳以下入場不可。４歳以上チケット必要（膝上不可）。

Ｎｅｗ

おひとり4枚まで

おひとり６枚まで

おひとり1公演に
つき4枚まで／
複数公演申込可

全席指定

9,300円（税込）組合員価格●S席　9,800円（税込）を

7,300円（税込）組合員価格●A席　7,800円（税込）を

5,300円（税込）組合員価格●B席　5,800円（税込）を
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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


