
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

ずっと気にしていた障子
の張り替えを、やっと重い
腰を上げお願いしました。
施工店さんもスピーディー
に連絡や対応をして下さり、
とても綺麗に張り替えてい
ただいたので毎日気持ち良

く過ごしています。こんなことならもっ
と早くお願いすれば良かったと思いまし
た。ありがとうございました。

綺麗に張り替えていただき、
気持ち良く過ごしています。
綺麗に張り替えていただき、
気持ち良く過ごしています。
綺麗に張り替えていただき、
気持ち良く過ごしています。

宮崎市の組合員さんより

障子の

張り替え

お部屋のリフォームや間取り
の変更も承っています。

波板の張り替えもご相談ください。

屋根のあらゆる工事を承っています。
☆雨漏りがする

☆漆喰がとれている

☆瓦が割れている など
調査・見積り致します。

★風が吹くと音がする
★劣化・変色している
★雨漏りがする

中古住宅の購入
実家の家の相続

こんなご相談を承っています。

台風で剥がれたままの方
はいらっしゃいませんか？

細かく区切られていた部屋をひと間続
きの広い部屋にしたり、間取りを変更
して使い勝手良くしたい。

などをきっかけに、古い家を
今風の家にリフォームしたい
という方が増えています。

屋根に上って不具
合箇所をしっかり
調査します。

●● 例えばこんな工事も承っています●●

浴室の排水口周りや浴槽周りのコー
キングの劣化により水が染み出し、
建物を傷めることがあります。

浴室防水コーキング

シャッターの動きが悪い時に、無理
をして動かそうとすると、更に悪化
してしまう場合もあります。

シャッターの修理

引き戸やドアの開閉がスムーズにな
り、もっと早くお願いすれば良かっ
たという声をよくお聴きします。

引き戸やドアの修理

手すりの無い階段は、健常者でも危
ないものです。とっさの時に身を守
れる手すりを考えてみませんか？

階段の手すり取り付け

提携スタンド感謝祭COOP予告
ご利用の時には
CO・OPカードが
必要です。

期　間：8月1日（月）～8月31日（水）
対象：コープみやざきの提携ガソリンスタンド
　　 （県内59カ所）
（コープマーク看板やのぼり旗が目印です） 3 5 0 2 4 9資料請求

番　　号

提携スタンドの地図一覧

●感謝祭期間中はその場で〝当たり〞がわかる
抽選くじがもらえます。
※ガソリン・軽油・灯油の給油、洗車・オイル交
換が対象です。

●詳細は今週配布の〝にじの
わ〞や〝生活事業のご案内８
月vol.1〞でご案内します。

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。

家の片付け等で出てき
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）

　家のリフォームをするのに
不用になったタンス等どうし
ようと思っている時に記事を
見つけ、家具１つでも処分し
てくださるというのですぐ電
話しました。見積もりから運
び出しまでとてもスムーズ
で、あっという間に片づけて
いただき感謝しています。

（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。➡

貸しふとんのご案内貸しふとんのご案内貸しふとんのご案内貸しふとんのご案内

★提携店は ●宮崎市 ●日南市 
●延岡市 ●都農町 ●小林市
にあります。お届け・回収がで
きない地域、ご利用に制約の
ある地域があります。
★料金等詳細は、生活サービスセ
ンターへお問い合わせください。

急な来客で
お布団が必要に
なった

家族が帰省する

間だけお布団が

ほしい

お盆に利用される方が多いた
め、お申し込みはお早めにお
願いします。利用状況にもよ
りますが、7月
中のお申し込
みをオススメ
します。

かる

ル交

た
お
よ 資料請求番号

3 7 2 4 7 4

弔花のアレンジフラワーも
お作りします。

お盆のお供えにお盆のお供えにお盆のお供えにお盆のお供えに
お申し込みの際、ご要望を
お伝えください。

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）

御
供

●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

お盆にご利用いただいた
3,300円（税込）のアレンジフラワー

資料請求番号

誕生日祝い

他にも他にも 退院祝い

など様々な用途で
喜ばれています。
など様々な用途で
喜ばれています。

お墓用花束（左右対）なども承れます。

資料は、QR
コードから
もご覧いた
だけます。➡

3 7 0 6 1 4資料請求
番　　号

宮崎市橘通東３丁目
ホテルメリージュ２Ｆ
宮崎市橘通東３丁目
ホテルメリージュ２Ｆジョイフル恵利　宮崎店ジョイフル恵利　宮崎店コープみやざき

提携店

資料請求でお届けする
成人式振袖カタログ

①コープみやざきのCOOPカードをご提示いただきま
すと、レンタル・購入代金から５％割引になります。
②成人式当日の着付け・ヘア＆メイク無料
③成人式前撮り記念写真無料
④新品和装着付け小物プレゼント
　＊②～④はご契約内容により異なります。
⑤ご利用料金が利用割戻しの対象になります。

組
合
員
特
典
は…

振袖の展示会を開催します！振袖の展示会を開催します！
日程：8月12日（金）～14日（日）

もしくは
0120-350-246
（10～19時）

8/12～14の期間中は
080-9367-9123

もしくは
0120-350-246
（10～19時）

8/12～14の期間中は
080-9367-9123

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、完全予約制での
対応となります。事前にご予約をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染拡大防止の為、完全予約制での
対応となります。事前にご予約をお願いいたします。

各種商品・料金等を掲載したパンフレッ
トをお届けします。

簡単WEB
予約はこち
らから➡

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

　以前はこの「新車購入特
典」があることを知らなかっ
たので、今度新車を購入す
る際はぜひ利用しようと思っ
ていました。特典で「くらしの
積立」への加算があるそう
で、楽しみにしています。今回
はありがとうございました。

（宮崎市の組合員さんより）

「くらしの積立」への加算、
　　　楽しみにしています

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。

アクア
ネッツトヨタ宮崎

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。

0 4 7 9 8 1注文番号

「テレビ ハングルッ！ナビ」
組合員価格598円（税込）

3 6 7 5 4 1注文番号

「タウンみやざき」
組合員価格379円（税込）

0 4 0 7 2 3注文番号

「文藝春秋」
組合員価格949円（税込）

※9月号からの定期購読になりますが、ほしい分だけでもお取り寄せします。

1回の登録で
毎月お届け。
いつでも

中止できます。

注文番号を注文用紙にご記入いただ
くだけで、毎月自動的にお届けします。

お電話でもお申し込みを受け付け
ております。店舗のみご利用の方
は、お近くのコープの店でお受け
取りできます。

５％引きなのでお得です。

コープBOOK・CD・ＤＶＤセンター
電話（0985）28-6611  FAX（0985）28-0033

月～土  AM9:00 ～ PM5:50 book-cd@miyazaki.coop営業日 Eメール

携帯電話・
スマートフォンで
本を注文される方は

こちらから

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。 

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）
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

+送料 430円 キ

キ

Ｎｅｗ

Ｎｅｗ

ディズニー・アカペラ・コンサート「ディカペラ」

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）。

おひとり4枚まで

おひとり
６枚まで

おひとり
４枚まで

おひとり
4枚まで

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

※未就学児
　入場不可。

+送料 430円 ス

純烈  ‐コンサート2022‐

MAKI OHGURO 30th Anniversary 
Best Live Tour 2022-23 -SPARKLE- SeasonⅡ

Powered by CHAMPAGNE COLLET

日向市文化交流センター
14：00開演9月22日（木）

延岡総合文化センター 17：00開演11月13日（日）

メディキット県民文化センター　演劇ホール
13：30開演10月30日（日）
※４歳以上チケット必要。
３歳以下入場不可。

※４歳以上有料、３歳以下膝上可
（ただし席が必要な場合は有料）

+送料 430円 キ

ガ

清塚信也

Ｎｅｗ 大黒摩季

47都道府県ツアー2022～2023

6,000円（税込）全席指定

7,800円（税込）全席指定

+送料
430円

5,500円（税込）組合員価格
S席 6,000円（税込）を

【第1部】 ビーグルクルー泰（ヤス）ライブ（約30分）
【第2部】 純烈コンサート（約60分）

感染防止・予防対策を
行い開催いたします。

※３歳以上有料。
　（２歳以下入場不可） +送料 430円 キ

ソ

おひとり
４枚まで

熱唱  歌のステージ

May J. LIVE2022 in 清武

～ 千昌夫・新沼謙治・中村美律子 ～
①メディキット県民文化センター
（演劇ホール）

13：00開演9月15日（木）
②延岡総合文化センター

18：30開演9月15日（木）
③都城市総合文化ホールＭＪ
（大ホールきりしま）

13：00開演9月16日（金）
6,300円（税込）組合員価格

①②③とも
　Ｓ指定  6,800円（税込）を

+送料
430円

+送料
430円

宮崎市清武文化会館 17：00開演8月21日（日）
6,600円（税込）全席指定

期日フリーチケットTAOの里（大分県竹田市久住町）
くじゅう高原  TAOの夏フェス2022

6,200円（税込）大人 3,200円（税込）小学生・未就学児
※9日（火）・16日（火）・23日（火）休演

※8月28日（日）は使用できません。

8月6日（土）～28日（日）
開場9：00／赤兜LIVE14：00／閉場16：30 タ

くじゅう花公園近く

+送料
430円

※期日限定席・千秋楽チケット（8/28）は、コープみやざきでの取り扱いはあ
りません。TAO事務局に直接お申し込みください。TEL092-721-2015

全席指定

先
行
予
約

7月号Vol.2　2022年7月18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


