
＜キリトリセン＞

また、6月号のご応募は484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
7月号の答えは でした。ム ギ ワ ラ ボ ウ シ
クロスワ ドクイズ

^_^;
諸塚村の組合員さんより

　　断捨離・・・２年前は私も思い
出が邪魔して進みませんでしたが、
今では捨てる事が楽しくなりまし
た。(*^_^*)　思いきるまで長くか
かりました。

宮崎市の組合員さんより
　　本当に早いですね。大切にと
思うのですが、ついついダラダラ
と過ごしてしまいます(^_^;)
いけませんね。

「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8月末日ご提出分まで

①宮崎県西部の村で、川床は夏の風物詩。「ゆた～と」
や「おがわ作小屋村」なども観光スポットです。
②立秋までは〇〇〇〇〇見舞い、以降は残暑見舞い。
③軒下などに吊り下げて、風に揺れてチリンと音が鳴る、
これも夏の風物詩。
④視力検査に用いるＣの形の記号を〇〇〇〇〇環と言
います。
⑤宮崎観光ホテル内の一木〇〇〇〇はコープカード提
携店です。カード提示で割引がありますので、ご利用
の際はコープカードをお忘れなく！
⑥〇〇〇奮闘。援軍や助けがない中、一人で懸命に闘
うこと。
⑦丈夫なひもを網状に編み、木や柱に両端をつった寝床。

ヒント 夏の空だね～
’22年
8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

庭木の剪定をお願いした
ところ、とても良い方を紹
介していただき、有り難う
ございました。若い人でし
たが、挨拶、仕事ぶり、出
来栄え、申し分ありません。
今まで主人が念入りに手入

れしていた庭を、形を変えることなく綺
麗に仕上げていただきました。これから
も相談していきたいと思いました。

お庭の形を変えず綺麗に
仕上げていただきました。
お庭の形を変えず綺麗に
仕上げていただきました。
お庭の形を変えず綺麗に
仕上げていただきました。

日向市の組合員さんより

庭木の
剪定

•蛇口の水漏れ
•トイレの水漏れ
•水道管や排水管の水漏れ
•太陽熱温水器の水漏れ
•ボイラーの水漏れ など

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！

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。

クロスの張り替え 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

火や油を使うので壁や天井が傷
みやすいのが台所です。
家族が集まる台所を明るくリ
フォームしませんか？

　　　　　　　　　　　　など
様々なリフォームを提案します。
流し台取替 床･壁張替

塗装は大切なお家を、厳
しい自然環境から守り、
長持ちさせる役目があり
ます。

定期的な塗装
で家をしっかり
守りましょう。

【霊標への文字入れ】
工場で機械を使って綺麗に文
字彫りします。

【お墓の建立】
作業や手続きの流れも丁寧に
説明し、ご納得いただいた上
で施工します。

コープマーク
が目印です

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）

日ごろのご利用に感謝し、
　　　今年も開催します!!

し、に感謝ご利用日ごろのご日ご
す!開催今年もも します年も開催します!!

日ごろのご利用に感謝し、
　　　今年も開催します!!
日ごろのご利用に感謝し、
　　　今年も開催します!!

ＣＯＯＰ提携スタンド感謝祭ＣＯＯＰ提携スタンド感謝祭ＣＯＯＰ提携スタンド感謝祭

3 5 0 2 4 9

見本

見本

コープみやざき

商品券

100本100本
見本

賞賞賞

賞賞 賞賞賞

コープみやざき

商品券

250本250本250本

32,500本32,500本32,500本

　コープみやざき

「うまいっ茶」
　コープみやざき

「うまいっ茶」
ポケット
ティッシュ
ポケット
ティッシュ

賞賞賞

月 水開催期間/

当店のくじ引換時間

時～　　　　 時

給油の前にスタンド職員へコープカード
をご提示ください。セルフ給油機の場合
は、先に機械に通してからご利用ください。

の2,000円のご利用に対し
て、その場で当たりがわかる
抽選くじが引け
ます。（2,000円
以下でも抽選く
じを１枚引いて
いただけます）

各スタンドで、くじの引き換え時
間が決まっています。

ガソリン・軽油・灯油
洗車・オイル交換
ガソリン・軽油・灯油
洗車・オイル交換

スタンド掲示のポスターで
ご確認ください。

その際は９月4日（日）まで
に、ご利用スタンドにその分のレシートをご提示
の上、抽選くじをお引きください。

セルフスタンドでは夜間・早朝等、くじが引けな
い場合があります。
セルフスタンドでは夜間・早朝等、くじが引けな
い場合があります。

ガソリンスタンド地図請求番号

提携スタンドの地図一覧
お届けします。

QRコードからも
ご覧いただけます。

急な相談にも快く応じて
いただき、部品の説明、
見積もりを提示、私の都
合に合わせて修理してい
ただきました。

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。

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…

（新富町の組合員さんより）

「洋服の青山」
（宮崎県内に9店舗）

「フィッシャーマンズ漁師の
牡蠣小屋＆肉小屋」

（宮崎市青島４丁目１）

「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）

①コープカードを提示いただきますと、商品代金
の割引やサービスがありお得です。

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』コープカードでお得な『提携店』コープカードでお得な『提携店』

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）（

高千穂牧場
「まきばのレストラン」

）都城市吉之元町
５２６５－１０３（

10%割引 10%割引

10%割引

5%割引
5%割引 5%割引

割引
サービス

ランチ・ディナーの大人
料金から割引があります。

割引
サービス

お食事時にワンドリンク
サービス（アルコール含む）

割引
サービス

ランチご利用時にワン
ドリンクをサービス。

「みやちく」（宮崎県内に4店舗）

Fishermans
10%割引

Fisherm
5%割引

「中華料理 龍王」
ＡＮＡホリディインリゾート宮崎内

「中華料理 龍王

10%割引

QRコード
からも
ご覧いただ
けます。

宮崎観光ホテル内 （宮崎市下原町247-18）

（宮崎市清水2丁目8-2）
TEL 0985-23-7016

※ご利用の際は、お電話にてご予約ください。

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、下のQR
コードでご確認
いただけます。

●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。

●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。

各斎場とも、『家族葬』の対応もいたします。各斎場とも『家族葬』の対応もいたします
お葬式のご相談、ご依頼は24時間いつでも承りますお葬式のご相談、ご依頼は24時間いつでも承りますお葬式のご相談、ご依頼は24時間いつでも承ります

コープみやざき葬祭サービスは 組合員特典は

世界でたった一冊の絵本世界でたった一冊の絵本世界でたった一冊の絵本
あなたが絵本の主人公あなたが絵本の主人公

だれもが主人公となって物語が展開するオーダーメイドの絵本です。

全絵本：組合員価格
3,971円（税込）

（35ページ　縦266mm×横217mm）
★他にも、お誕生日・ご出産・ご結婚・ご結婚
記念日などに適したものもあります。プ
レゼントやアニバーサリーの記念品等に！

3 6 7 7 8 1資料請求
番　　号

まずは詳しい資料を
ご請求ください。

右のQRコードで、
各絵本の詳しい内
容が確認できます。

お申し込みか
ら10日ほどで
絵本をお届け
します。

　本当に世界でたっ
た一冊の絵本で感動
しました。娘が「いつも
読んで聞かせる！」と
とても喜んでいまし
た。すばらしい絵本を
作っていただきあり
がとうございました。
（串間市の組合員さんより）

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。➡

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

廃棄・購入・買い取り・クリーニング

のでお問い合わせください。

も承っております

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。

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。

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。 

+送料 430円

おひとり
４枚まで

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。 +送料 430円 キ

清塚信也 47都道府県ツアー2022～2023

6,000円（税込）全席指定

※未就学児
　入場不可。

+送料 430円 ス

純烈  ‐コンサート2022‐
日向市文化交流センター 14：00開演9月22日（木）

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）

全席指定

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

Powered by CHAMPAGNE COLLET

延岡総合文化センター 17：00開演11月13日（日）
※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） ガ

大黒摩季

7,800円（税込）全席指定

先
行
予
約

感染防止・予防対策を
行い開催いたします。 ソ

熱唱  歌のステージ

Perfume  Perfume 9th Tour 2022 “PLASMA”

～ 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

ビ

Ｎｅｗ
マリンメッセ福岡Ａ館 18：00開演●9月24日（土）

17：00開演●9月25日（日）
11,000円（税込）座席指定券引換券

 ※４歳未満入場不可／４歳以上チケット必要
 ※「当日座席番号発券システム」を実施します。

座席番号は公演当日ご入場の際に発券される座席券にてお知らせ致します。
※来場者限定「メモリアルチケット」付（当日ご入場時にお渡しいたします。メモリアルチケットは入場券として使用できませんのでご注意ください）

おひとり４枚まで

各公演５０席限定 限定数に達し次第受付を終了させていただきます。

8月8日月より受付
先行予約

8月号Vol.1　2022年8月1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


