
＜キリトリセン＞

また、10月号のご応募は474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、150名の方にコープみやざ
き商品券をお送りします。

クロスワードクイズ
11月号の答えは でした。セ ン チ メ ン タ ル

宮崎市の組合員さんより
　　もやし鍋！いいですね(*^_^*)。
今は味の種類も豊富で楽しみがあ
りますが、やっぱり水炊きで、と～っ
ても酸っぱいポン酢に白菜・豆腐・
肉をくぐらせて食べるのが私は大
好きです。

「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

コープみやざきは
設立５０周年を迎えます
コープみやざきは今年５月に設立５０
周年を迎えます。そこで、生協との思
い出メッセージを募集します。加入時
の思い、受取場での笑い話、子育て時
代の生協との思い出などなど、なんで
も構いません。あなたのくらしの中で
の生協との思い出をぜひお寄せくださ
い。お寄せいただいたメッセージは、
設立５０周年記念誌などで掲載させて
いただくことがあります。

　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150名様に「コープみやざき商品券」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 2023年1月末日ご提出分まで

①「炬燵」何と読む？寒い日に入りたいですね。
②１月７日は春の〇〇〇〇。
③新しい年を迎え、神社へお参りに行きます。
④今年は１月１４日、１５日にあります。〇〇〇〇
入学共通テスト。受験生のみなさん、ガンバレ～‼
⑤「〇〇に釘」手ごたえがなく効き目がないことの
たとえ。
⑥霊などが乗り移ること。憑くこと。
⑦冬場、ポリ缶に〇〇〇を配送するサービスは、
買いに行く手間も省けて喜ばれています。詳細は
生活サービスセンターまで。
⑧2022年ショパン国際ピアノコンクールで、日本
人として過去最高位の２位入賞となったピアニ
スト。〇〇〇恭平。

ヒント 今年新たにスタートした事業（サービス）です。
この紙面にも載っていますので見てネ。

’23年
1月

どんな工事でも
見積もり

無料！！

　老朽化によるテレビアン
テナの撤去をお願いしまし
た。お忙しいであろう中、
思ったよりも早く対応して
いただき、工事の方もあっ
という間の完了で、感謝し
ております。高所作業で、

自分達ではどうすることもできず困ってお
りましたが、本当に助かりました。ありが
とうございました。

あっという間の完了で、
本当に助かりました。
あっという間の完了で、
本当に助かりました。
あっという間の完了で、
本当に助かりました。

宮崎市の組合員さんより

アンテナ

撤去工事

〜

（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

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。

クロス張り替え 畳・襖・障子 床の張り替え

トイレの改修 屋根補修工事

台所の改修 塗装工事

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

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！

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。

【墓じまい】
いくつもの墓を１つにまとめ
たり、お墓の撤去・墓地の
整地をします。

墓石のあらゆる工事も承っています墓石のあらゆる工事も承っています墓石のあらゆる工事も承っています墓石のあらゆる工事も承っています

家の劣化を防ぐためには、

定期的な塗装工事が必要です

家の劣化を防ぐためには、

定期的な塗装工事が必要です

家の劣化を防ぐためには、

定期的な塗装工事が必要です

家の劣化を防ぐためには、

定期的な塗装工事が必要です

駐車場の拡張工事

カーポートの新設・修理
雨や霜から大切な
お車を守ります。
波板の張り替えや
修理も承ります。

★お庭の一部まで駐車場を広
げ、スペースを確保します。
★ブロックやスロープを設置し
使い勝手よく仕上げます。

駐車場のお困り事もご相談下さい。駐車場のお困り事もご相談下さい。駐車場のお困り事もご相談下さい。駐車場のお困り事もご相談下さい。

春から子供の車が増える
けど駐車場が無いのよね。
どうしたらいいかしら？

注文期間：1月16日（月）～2月10日（金）

3 7 1 4 9 1注文
番号

◆一般前売券

800円（当日1,000円）（税込）
3 7 1 5 2 1注文

番号

◆小中高生前売券
400円（当日500円）（税込）

※未就学児無料。小学生以下は保護者の同
伴が必要。

開催期間：2月10日（金） ～ 4月3日（月）
　休館日：毎週火曜日（3月21日を除く）、2月24日（金）、3月22日（水）
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

ご注文の翌週のお届けとなります。

　「なぜ？」「ほんと？」「ありえない！」目の錯覚（さっ
かく）を利用した不思議な作品が楽しめる展覧会です。
子どもから大人まで学べ、体験できる、そしてやっぱり
騙されてしまう約120点の作品を紹介します。きっと笑
顔になれる驚きの世界を体験してください！

大錯覚展 ～これってどうなってるの？～

変身立体　丸の変身：５つの円が鏡に映ると変身します

資料はQR
コードから
もご覧いた
だけます。

➡

車種や排気量・予算・車体の色などご希望がありましたら電話
でお伝えください。提携の中古車屋さんからご希望に近い車を
お探しして、情報をお伝えします。

成約になると嬉しい特典と利用割戻しが…成約になると嬉しい特典と利用割戻しが…
ご成約（購入）されましたら、車の代金によって3千円～１万円分の特典がございます。

新車の納車に時間がかかって困るという方には、こちらもあります

中古車
購入

代金は給油から３～
５週後に共同購入の
納品書にてご請求さ
せていただきます。

配達時にお留守でも大丈夫です

登録制（給油場所の地図を専用申し込み用紙に記入）となっていますので、
生活サービスセンターにご連絡ください。

他に、通年で定期的にボイラー給油に伺うボイラー灯油配送サービスもあります。

利用割戻しの対象となります 地域によっては給油サービスを行っていない所もあります。
生活サービスセンターにお問い合わせください。

※電話をいただいて3日以内の
　配達とさせていただきます。

冬場（１１月～３月）のみの給油サービスです。配送業者へ直接電
話でお申し込み。電話一本で必要な時に必要な量を給油します。

ポリ缶灯油配送サービス
重い灯油も自宅までのお届け！重い灯油も自宅までのお届け！重い灯油も自宅までのお届け！

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。

生協を通して成約になると
特典があります。契約前に特典カードの申請を！

生協を通して成約になると
特典があります。契約前に特典カードの申請を！

生協を通して成約になると
特典があります。契約前に特典カードの申請を！

生協を通して成約になると
特典があります。契約前に特典カードの申請を！

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。

新車購入新車購入新車購入新車購入新車購入

※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。

（県内10店舗）

（県内1２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）

提
携
販
売
店

ホンダ

フィット

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。
コープみやざき  
生活サービスセンター
（月～土  9：00～17：50）

TEL 0985-29-5800

24時間  年中無休  
ペット霊園
　ドリームランド
TEL 0120-660-919

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。

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Q R
コードからも
ご覧いただ
けます。➡

3 6 6 1 5 6
資料請求番号

組
合
員
特
典

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。

車両本体価格が利用割戻しの対象になります。

など

特典

宅配買い取りサービス 送料
無料

査定
無料

ブランド品からノーブランド品
など幅広い買い取り‼

ノーブランド品は生協組合員の
特典として買い取ります

組合員限定

組合員限定のお品物以外にも多数取り扱い！
5,000円～5,000円～

お問い合わせは生活サービスセンターまで。

ルイ・ヴィトン バッグルイ・ヴィトン バッグ メッキ・シルバー
アクセサリー
メッキ・シルバー
アクセサリー

テレホンカードテレホンカード

カンタン３ステップカンタン３ステップ

ヴィトン
バッグ 1点

ボロボロ
クタクタOK
ボロボロ
クタクタOK

素材の
分からない
素材の
分からない
ものもOK‼

ノーブランド
OK‼

ノーブランド
OK‼買い取り最低保証

20％UP‼20％UP‼
査定額

300円300円
50度（未使用）

で買い取ります

600円600円
105度（未使用）

で買い取ります
破れ・破損・劣化は買い取り最低保証
金額対象外ですがお買い取りはOK！
※小物は対象外 ※絵柄に関係なく一律価格となります。

ご依頼から買い取りまでの手順は

1 宅配キット申し込み ※1回のご注文につき、1種類のみで、
　かつ1箱のお届けとなります。

3 査定金額のご案内
エコリングより査定金額をお伝えします。

2 品物を送る
※本人確認書類が必要です。

「紙袋」「エコバッグ」
に割れ物商品は
入れないでください

「紙袋」「エコバッグ」
に割れ物商品は
入れないでください

ご自宅の
箱利用

3 7 0 0 7 3
資料請求番号

まずは資料を
ご請求ください。

注文
番号 372793
縦×横×奥行の3辺の合計が
130cm以内の箱使用
縦×横×奥行の3辺の合計が
130cm以内の箱使用

注文
番号 372811
W31×D11×H41ｃｍW31×D11×H41ｃｍ

注文
番号 372831
W33×D19×H46ｃｍW33×D19×H46ｃｍ

伝票のみ 紙袋 エコバッグ

31ｃｍ31ｃｍ 11ｃｍ11ｃｍ

41ｃｍ41ｃｍ

注文
番号 372849
W38×D28×H66ｃｍ

注文
番号 372857
W54×D39×H33ｃｍ

ダンボール
（小サイズ）

ダンボール
（中サイズ）

38ｃｍ38ｃｍ
28
ｃｍ
28
ｃｍ

26
ｃｍ
26
ｃｍ

重量：上限10㎏まで重量：上限10㎏まで 重量：上限20㎏まで重量：上限20㎏まで
54ｃｍ54ｃｍ

39
ｃｍ
39
ｃｍ

33
ｃｍ
33
ｃｍ

Ｎｅｗ

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。 

宝山ホール（鹿児島県文化センター）
18：30開演6月15日（木） 

9,300円（税込）全席指定
※３歳未満入場不可／
　３歳以上チケット必要。

前川清ファミリーコンサート

鈴木雅之
masayuki suzuki taste of martini tour 2023

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）

ナイツ／どぶろっく／インスタントジョンソン／真空ジェシカ／
吉住／エイトブリッジ／ゆめちゃん／お見送り芸人しんいち／
ダニエルズ／や団／ハナコ
※都合により、出演者が一部変更になる場合がございます。

+送料 430円

+送料 430円

ソ

+送料 430円 ガ

キ

おひとり
4枚まで

おひとり
4枚まで先行予約

都城市総合文化ホール　大ホール
18：00開演3月4日（土）

7,700円（税込）指定席

6,600円（税込）指定席

※３歳以下入場不可／４歳以上チケット必要。

森山直太朗
20thアニバーサリーツアー『素晴らしい世界』＜後篇＞

+送料 430円 キ

都城市総合文化ホール（大ホール）

メディキット県民文化センター　演劇ホール

14：00開演2月7日（火）

15：00開演4月23日（日） 

15周年記念 三山ひろしコンサート2023

はやしべさとし
三十歳の旅立ち

～叙情歌を道づれに～　宮崎編

歌う門には夢来たる！

ス

日向市文化交流センター　大ホール
①11：30開演  ②15：00開演2月12日（日） 

※３歳以上有料、３歳未満入場不可

※未就学児入場不可

爆笑！！ お笑いフェスin日向

ス

Ｎｅｗ

出
演
予
定

+送料
430円

+送料
430円全席

指定
6,000円（税込）組合員価格●S席 6,500円（税込）を

4,500円（税込）組合員価格●A席 5,000円（税込）を

ラブソングの王様、鈴木雅之のコンサートが決定！
数々の名曲と共に、大人の夜をお楽しみください！

3,520円（税込）組合員価格4,070円（税込）を全席指定

先行予約

1月号Vol.1　2023年1月9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


