
取り扱い事業 資料請求番号 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：１２月１６日（金）まで

3 7 1 3 2 7注文
番号

◆一般前売券（中学生以上）
800円（当日900円）（税込）

3 7 1 3 4 3注文
番号

◆4歳～小学生前売券
500円（当日600円）（税込）

※3歳以下は無料

開催期間：2022年12月17日（土）～2023年1月22日（日）
10：00～18：00（展示室入場は17時30分まで）
※休館日 12/31（土）、1/1（日）、1/2（月）

 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。

本展では、リアルでユニークな「食品サンプル」約130点
と、「食」をテーマに制作された絵画、写真、立体作品等を
展示します。家族みんなで驚きと楽しさを感じながら、
目で「おいしさ」を味わう展覧会です。

～これって、食品サンプル！?～
目で味わうアート展

ⒸIWASAKI CO.,LtdⒸIWASAKI CO.,Ltd

約１年間有効（１回限り）の
チケットです

宮崎キネマ館宮崎キネマ館

※映画をご覧の方は、カリーノ駐車場4時間無料

注文期間：12月16日（金）まで

3 7 1 3 4 6注文
番号◆一般券 1,500円（税込）

3 7 1 3 5 1注文
番号

◆シニア券
　（60歳以上）1,200円（税込）

3 7 1 4 6 0注文
番号

◆こども券
　（3歳～高校生）900円（税込）

で上映されるどの映画でも
観ることができるチケットです。
注）特別興行作品にはお使いいただけません。

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。

宮崎市高千穂通１丁目178
カリーノ宮崎駐車場TRUNK
TEL 0985-28-1162

上映作品や休館日等は、宮崎キネマ館へ
（ホームページまたはお電話にて）ご確認ください。

この本はクリスマス用の
ラッピングをしてお届けします。
この本はクリスマス用の
ラッピングをしてお届けします。

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

（対象年齢  6歳～）

テレビの大人気番組。
小学生ならわかるクイ
ズ、あなたは答えられ
ますか？思考力・発想
力を磨きながら家族み
んなで楽しめます。

かんたは遊ぶともだちがいなくてつまら
ないので、めちゃくちゃな歌を歌います。
すると、木の穴の中から声がして３人のへ
んてこりんなおばけと出会います。

『クイズあなたは
小学５年生より
賢いの？６』

今でも人気のチャレンジミッケ！クリスマスのお菓子・大きな
くつしたがさがった部屋など・・美しい写真の中から、かくれてい
るものをさがしてね。みんなであそべるかくれんぼ絵本です。

全商品
５％
引き クリスマスに心に残る一冊を！クリスマスに心に残る一冊を！クリスマスに心に残る一冊を！クリスマスに心に残る一冊を！

『チャレンジミッケ！ サンタクロース』『チャレンジミッケ！ サンタクロース』
組合員価格 1,421円（税込）組合員価格1,421円（税込）

（対象年齢  4歳～）
組合員価格

940円
 （税込）

組合員価格1,254円（税込）

もっきら
どおん どん』

『めっきら
もっきら
どおん どん』
（

『

お兄ちゃんと
お姉ちゃんは、
最近寝る前に下
の子に絵本を読
んでくれます。
（宮崎市の黒木さんより）

写真は左から、
お子さんのきっぺいくん（７歳）、
さんごちゃん（６か月）、
このみちゃん（５歳）

組

（対象年齢  3歳～）

取
車検・
新車購
自動車
ガソリ
布団丸
フラワ
コープB
福音館

注文
番号

◆一
8

開催
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目で

※映

（ホ

0 6 0 4 4 8チラシ請求番号

『初春のお花』の詳しい内容を掲載したチラシ
（注文書付き）をお届けします。

ＢアレンジＢアレンジ

高さ：約50cm高さ：約50cm

高さ：約55cm高さ：約55cm

『初春のお花』を
ご希望の場所までお届けします

『初春のお花』を
ご希望の場所までお届けします

『初春のお花』を
ご希望の場所までお届けします

●松・銀竹・オリエンタルユリ・千両・
　葉ボタン・シンビジウム・
　オンシジウム・・・1本
●大菊・カーネーション・・・3本

●松・銀竹・オリエンタルユリ・千両・
　葉ボタン・シンビジウム・
　オンシジウム・・・1本
●大菊・カーネーション・・・3本

●松・銀竹・オリエンタルユリ・千両・
　葉ボタン・シンビジウム・
　オンシジウム・・・1本
●大菊・カーネーション・・・3本

花
の
種
類

●松・銀竹・オリエンタルユリ・千両・
　葉ボタン・・・１本
●大菊・スプレー菊（黄）・
　カーネーション・・・２本

●松・銀竹・オリエンタルユリ・千両・
　葉ボタン・・・１本
●大菊・スプレー菊（黄）・
　カーネーション・・・２本

●松・銀竹・オリエンタルユリ・千両・
　葉ボタン・・・１本
●大菊・スプレー菊（黄）・
　カーネーション・・・２本

花
の
種
類

まで

お申し込み・お問い合わせは
生活サービスセンターへ
お申し込み・お問い合わせは
生活サービスセンターへ

県外への送料は
お問い合わせください。
県外への送料は

お問い合わせください。
のいずれかご希望の日にお届けいたします。
（お届け時間の指定はできません。）

12月28日・29日・30日
お届け日

4，6００円（税込）4，6００円（税込）

AアレンジAアレンジ

3，6００円（税込）3，6００円（税込）

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。

+送料 430円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 タ

+送料 430円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 ソ

メディキット県民文化センター

16：00開演12月11日（日） 
7,200円（税込）全席指定

※車椅子席 7,200円（税込）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

２０２２ＦＩＮＡＬ「ＫＡＩＫＩ」

前川清ファミリーコンサート
①都城市総合文化ホールＭＪ
　（大ホールきりしま） 13：00開演

2月17日（金） 

②延岡総合文化センター
18：20開演
2月17日（金） 

6,300円（税込）組合員価格

S席 6,800円（税込）を全席指定

出演者：前川清・紘毅・前川侑那・えとう窓口（Ｗエンジン）

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

11月号Vol.2 2022年11月21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。


