
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

　以前から洗濯物を干
すところをどうにかし
たいと思っていました。
生協さんにお願いした
ところ、信頼できる方
を紹介して下さり、大
変満足できる仕事をし

ていただきました。孫ができ、洗濯物が
たくさん干せるので、とても助かってい
ます。ありがとうございました。

洗濯物がたくさん
干せるようになりました。
洗濯物がたくさん
干せるようになりました。
洗濯物がたくさん
干せるようになりました。

宮崎市の組合員さんより

物干し

設置工事

•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

●細かく区切られた部屋を一間
続きの広い部屋にしたい。

●トイレや浴室の間取りを変更
し、動線を良くしたい。

どんなご相談も承ります

どんな状態でもしっかり調査･
点検します。

突然の雨漏りでお困りの時など、
まずはご相談ください。

屋根や天井裏に登り原因を調査
し、改善策を提案します。

☆ 雨漏りがする
☆ 漆喰がとれている
☆ 板金が錆びている
☆ 葺き替えたい 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！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 塗装工事

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

★ 風が吹くと音がする
★ 劣化・変色している
★ 剥がれ落ちている
アクリル板（平板）の張り替え
も承っています。

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。➡

　ドリームランドさんに伺
う際、お電話して道を尋ね
ましたところ、分かりやすい
場所まで迎えに来てくださ
いました。火葬の始まりか
ら終わりまで心のこもった
ケアをしていただき、本当
にありがとうございました。

（「ペット葬祭」をご利用された組合員さんより）

心のこもったケアを
していただきました

0 1 4 0 6 1資料請求
番　　号上記のサービスも行っておりますのでお問い合わせください。

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。

運送 購入 クリーニング

ピアノを処分した
いんだけど・・・

使わなくなった
ピアノの買い取
りや処分もいた
します。

　子どもが使わなくなったピア
ノ、もったいないと思っていまし
たが、今回買い取っていただき
ました。このピアノが誰かのお
役に立てるのであれば、ピアノ
にとっても私たちにとっても良
いことだと、嬉しく思っています。

（小林市の組合員さんより）

ピアノピアノノ調律・運送・購入・買い取り調律・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

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

買い取り
ピアノにとっても
良いことです

資料はQRコードから
もご覧いただけます。

　大腸がん検診のことを知り、さっそく申し
込みました。おかげ様で陰性との通知を受け
取りほっとひと安心です。毎年利用したいと
思います。
（昨年度ご利用された宮崎市の組合員さんより）

『ご自宅』から郵送で受診できる『検査』
大腸がん検診（便潜血検査） ●●「大腸がん検診」ご利用の流れ●●

今週（9/19～23）配布のカタログ折り込みチラシで注文方法や受付期間
をご案内します。内容をご確認のうえ、詳しくは生活サービスセンター
にお問い合わせください。

1
高野病院より
検診キットを発送 2

採便し同封の
返送封筒で郵送

自宅で気軽に受けられ「健康診断を受け
る機会がない」「検診日に便が出ない」と
いう方にも喜ばれているサービスです。

●提出用袋
●採取方法の説明
●採取シート
●採取容器（2日分）

●提出用袋
●採取方法の説明
●採取シート
●採取容器（2日分）3

高野病院で検査
後、検査結果を直
接ご本人様宛に
送付します。

再  開

9月19日月
から2月末まで

大腸がん
検診料金

1,7601,760円円1,760円1,760円
（税込）

① お申し込み ③ 布団の梱包

④ 布団の回収
② 回収キットの発送

まで
お電話ください。

1週間程度でゆうメール等に
て回収キット（布団回収袋・
説明書・明細書）をお届けし
ます。

お届けした回収袋
に布団を入れてご
用意ください。

ご案内した回
収日に、宅配
業者がご自
宅まで回収に
伺います。

仕上がり次第、宅配業者がお届けします。

　小さな羽毛が出てくるよ
うになって、ずっと気になっ
ていた丸洗い再生を思い
切って申し込みました。思っ
たより早く仕上がり、おまか
せの柄も気に入りました。
早く冬にならないかな～と
楽しみに待つ日々です。

（宮崎市の組合員さんより）

楽しみに待つ日々です

〈ふとん丸洗い・ふとん丸洗い＋再生〉〈ふとん丸洗い・ふとん丸洗い＋再生〉

ラシは下記の方法でご
覧いただけます。
①資料請求番号

　を記入、翌週お届け。
②コープみやざき各店
舗サービスカウン
ターで受け取る。

3 5 4 8 0 5
②

お

1週
て
説
ます

方法ででごごごごご
す。
番号

翌週お届届け届けけけけけけ。。。
ざき各店
スカウン
取る

0 5

資料はQRコードからも
ご覧いただけます。

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

　今回新車購入にあたり、特典を
いただけて嬉しかったです。毎週届
く生協のカタログを見ていて良かっ
たです。特典は「くらしの積立」に加
算していただきました。新車特典、友
達にもすすめてみようと思います。

（都城市の組合員さんより）

特典をいただけて
　　　嬉しかったです

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

N-BOX

①コープカードを提示いただきますと、商品代金
の割引などがありお得です。

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』
　上の子のスーツを購入した時のことです。
「コープカード提携店」の表示があったので、
お会計の時にお渡しすると“10％引き‼”に
なって、本当にラッキーでした。生活事業
利用金額にも加算され、利用割戻しの対象
にもなるとのことで、Wでラッキーでした。
活用しないといけませんネ♡

（三股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）

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。

　漫画本、ありがとうござい
ました。本屋さんで探してい
たのですが、なかなか見つか
らずあきらめていました。
コープBOOKセンターを思い
出し、だめもとでお願いしま
した。これからも利用しよう
と思います。

（延岡市の組合員さんより）

　いつも注文を聞いて
くださってありがとう
ございます。近くに本
屋さんがないので、本
当に助かっています。
これからもよ
ろしくお願い
します。
（日向市の組合員さんより）

共同購入カタログに載って
いないものでもOK！「タイ
トルはうろ覚えではっきり
わからないけど…」「曲名
〇〇の入っているCDを」
など曖昧でも、まずはお探
ししてみます。
お気軽にお問い
合わせください。
注）乱丁、落丁、ＣＤ等の割れ、音飛び以外の返品・交換はできませんのでご了承ください。

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

【共同購入登録の組合員さん】
ご注文後、１～３週間後に共
同購入配達時のお届けとな
ります。

【店舗のみご利用の組合員さん】
ご希望の店舗のサービスカ
ウンターでの受け取りとな
ります。

全品定価の５％引き！※在庫を持たず全てお取り寄せとなりますので、約１～３週間前後の
　お届けとなります。

。
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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


