
298131 298093

297241

298000

297534

298018

税込価格は目安価格です。本体価格に標準税率1.1、又は軽減
税率1.08を掛け、小数点以下は四捨五入した価格です。

くらし・みらい・すまいの情報誌

22年10月2回  9月26日発行日

でもくらしのサプリが
ご覧になれます。（インターネット注文）

ダウンロードできます
ぜひ一度ご覧ください

くらしの
サプリ
保存版

編集責任／㈱京都コープサービス
京都コープサービス 検索

詳しくは
ホームページを
ご覧ください

HPコープハウジング
0120-818-395

075-682-5760
府外からは

午前9：30～午後5：00（日曜・祝日休）
受　付

コープ保険サービス

0120-39-9775

午前10：00～午後5：00（土日祝休業）
受　付

本　社

北営業所

0120-017-502

コープ文化サービス
0120-075-502

075-681-1302
府外からは

午前9：30～午後5：30（土日祝休）
受　付

お店で
みせるだけ
特典ご利用
チケット
ダウンロード
できます！
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緩和型医療保険
（あんしん生命） 297917

がん保険
（アフラック） 298182

がん経験者向け
がん保険
（アフラック）

297399

新コープの
ケガ保険 297097 コープの

介護保険（定期）298115
コープの団体
がん保険（定期）298174

コープの三大
疾病保険（定期）291706

がん保険
（オリックス生命） 297925 終身医療保険

（アフラック） 298191 終身医療保険
（オリックス生命） 297941

緩和型医療保険
（オリックス生命） 297950

特定疾病保障保険
（オリックス生命） 297551認知症保険 298387

介護保険（終身）
（アフラック） 298395

教育費用
サポート 297771 収入保障保険

（オリックス生命） 297585 死亡保険（定期）
（オリックス生命） 297577

学資保険
（アフラック） 291625

保障の相談 291633 ライフプラン表
作成サービス 291714

死亡保険（終身）
（アフラック） 298379

就労所得
保障保険
（アフラック）

297593

就労所得
保障保険
（短期_アフラック）

291609 自動車保険 297101 地震保険付
火災保険 297119

ペット保険 298409

死亡保険（終身）
（オリックス生命） 297569

資料・パンフレットを
無料でお送りします！
提出用注文用紙の注文番号記入欄に下の6ケタの注文番号と
注文数□１をご記入ください。または、eフレンズでも注文できます。

携帯電話からも
資料がご請求
いただけます
（通信料はご負担ください）

注文書・eフレンズで毎週受付

291633
保障の
何でも相談
も承り中!!

個別

ご自宅にも伺います。
お店でも開催しています。

開催日はホームページでご確認ください。

注文書・eフレンズで毎週受付

291714
ライフプラン表
作成サービス
ご自宅、Web等でお話を伺い作成します。一部対応できないエリアがあります。ご自宅、Web等でお話を伺い作成します。一部対応できないエリアがあります。

コープFP（ファイナンシャルプランナー）
個別相談サービス

相談・作成無料Web面談始めました

未来のしあわせ
計画表

未来のしあわせ
計画表

【受付時間】平日／10:00AM～5:00PM（土日祝休業）亀岡以北は 0120-017-502
0120-39-9775コープ保険サービス

保険についてのお問い合わせ・ご相談・上記パンフレットのご請求は

https://www.kcoop-bunji.com/hoken/

▼ インターネットで ▼
検 索京都コープ保険サービス

0120-399-750 【受付時間】月～金／8：30AM～8：00PM  土・日・祝／9：00AM～5：00PM京都府下全域 土・日・祝及び上記時間以外は

募集（取扱）代理店／（株）京都コープサービス 住所／京都市南区吉祥院石原上川原町1-2 本部B棟 受付時間／平日10：00AM～5：00PM（土日祝休業）本　社／ 0120-39-9775
北営業所／ 0120-017-502

【おすすめする理由】
①当社での取り扱い件数が多く、おすすめできる保険（保険会社）　②生協組合員だけが申し込み
可能な商品の中で、取り扱い件数の多い保険（商品）　③当社での取り扱い件数が一定数あり、組
合員の割引が適用できる保険（商品）　＊推奨保険会社商品以外の新発売の商品等もご提案させ
ていただくことがあります。

【保険商品のご提案にあたって】
当社は、生命保険会社5社・損害保険会社８社・少額短期保険
業者1社の商品を取り扱っております。お客様への保険商品
の募集に関しておすすめの保険会社を経営方針として定めて
います。当社の募集人は、損害保険契約においては、保険契約
の締結などの代理業務、または媒介業務を行っています。生
命保険契約においては、お客様と引受保険会社との保険契約
の媒介を行うものであり、告知受領権や保険契約締結の代理
権はありません。

【推奨保険会社・商品】

介 護 保 険 コープの介護保険①②

このご案内は概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「契約概要」「重要事項等説明書」等をご確認ください。集団扱の対象となる方の範囲・集団扱特約失効時の取り扱いや、ご不明な点は取り扱い代理店までお問い合わせくだ
さい。募集代理店㈱京都コープサービス、関連会社、グループ会社の社員および社員のご家族の方は、私ども京都コープサービスを通じて第一分野（死亡保険、年金保険、学資保険など）にはお申し込みいただけませんので、ご了承くださ
い。コープ保険サービスは募集代理店㈱京都コープサービスが運営しています。※資料請求いただいたお客様の個人情報の利用目的は、当社が委託を受けている保険会社の各種商品やサービスの案内・提供・維持管理となります。また、
「各種団体保険」資料ご請求に関する個人情報を、京都生活協同組合との間で、共同利用する場合があります。
個人情報の取り扱いに関する詳細については株式会社京都コープサービス公式ウェブサイト（https://www.kcoop-bunji.com/hoken/）をご覧ください。資料請求の際には、これらの個人情報の取り扱いに同意ください。

医療保険基本特約・傷害保険特約・介護一時金支払特約セット
団体総合保険

楽しく長生きをするために
コープの

※1年更新型です。5歳きざみで
保険料が変わります。

＊このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容については『ご契約のしおり（約款）』や『パンフレット』をご覧ください。ご不明な点等がありましたら、取扱代理店までお問い合わせください。
＜取扱代理店＞株式会社京都コープサービス　＜引受保険会社＞損害保険ジャパン株式会社 SJ22-04489　2022/7/15

注文書・eフレンズで資料請求
毎週受付！

298115
契約年齢

0歳～満79歳
（満89歳まで継続可能です）

2021年度の
全国の契約件数

約66,700件

マスコット
キャラクター
「かいごん」

マスコット
キャラクター
「かいごん」

と の介護保障生協組合員 ご家族

お手ごろな保険料!

SOMPO笑顔倶楽部は、MCI（軽度認知障害）の早期発見や認知機能低下の予防
に寄与するサービスから、万が一要介護状態になった場合の介護サービス紹
介等まで一貫した有用な情報をWEB上で加入者の皆さまにご提供いたします。

SOMPO笑顔倶楽部のURLやご利用方法につきましてはご加入後にご案内します。
※厚生労働省「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）～認知症高齢者等にや
さしい地域づくりに向けて～」平成２９年改訂版を参考に記載

公的介護保険の要介護2～5認定の場合にお支払い！（認定後の支払対象外日数なし）
公的介護保険の対象外の年齢の方も対象！（損保ジャパンが定める所定の要介護状態）

介護が必要になった時に一時金が受け取れます。POINT 1

被保
険者 満55～59歳の場合

5コースからお選びいただけます。

傷害死亡保険金100万円
（天災危険補償特約セット）

介護一時金

500万円コース

年齢にあった保険料で、
加入条件も簡単！
家族あわせて入れば
備えは万全！

0歳～満79歳までOK
［交通事故で要介護になった場合も給付］

新規加入

満89歳まで継　続

年齢問わず、
交通事故でも
対象！

月額80円※で
子どもも加入OK
※介護一時金５００万円
　コースの場合

900900900円円円900円900円月払保険料

団体契約で 28.51%の割引率

2025年には65歳以上の高齢者のうち5人に1人が認知症患者になる※と言われていま
す。コープの介護保険にご加入いただくと、介護情報に関するWEBサービス「SOMPO笑
顔倶楽部」をご利用いただけます。

知る チェック

ケアする 予防

支える

認知症知識・
最新情報

認知症や
介護のケア活を

支援

認知機能
低下予防サービス

の紹介

認知機能
チェック

介護に関する
サービスの
紹介

POINT2 ご年齢に合わせた手ごろな保険料、家族で無理なく介護に備えられます。

POINT3 認知症の予防から介護までをサポートします。

2022年10月2回くらし・みらい・すまいの情報誌 税込価格は目安価格です。本体価格に標準税率1.1、又は軽減税率1.08を掛け、小数点以下は四捨五入した価格です。9月26日発行日
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コープ文化サービス

0120-075-502
京都府外からは 075-681-1302

※コープ文化サービスの受付時間外は川本ピアノサービスへお電話ください。

受付時間 午前９：30～午後5：30（土曜・日曜・祝日休）

お申し込みは 個人情報の取り扱い

お申し込み、お問い合
わせに際してお知らせ
いただいた個人情報
は、ご利用及びサービ
ス情報等をご案内す
るために利用します。

株式会社 川本ピアノサービス

0120-39-0051
※お電話の際は、組合員名と組合員番号（出資番号）をお伝えください。

兵庫県公安委員会古物商認可No.631359700001

受付時間 午前9：00～午後6：00（年中無休・年末年始除く）

お申し込みお問い合わせ 京都生協 
組合員専用
フリーダイヤル

ピアノ買取ピアノ買取

※コープ文化サービス受付時間外は川本ピアノサービスへお電話ください。
　お電話の際は組合員名と出資番号（組合員番号）をお伝えください。
※ピアノによって値段のつかない場合や有料での引き取りとなるものもございます。

ピアノメーカー1

機種 製造番号

天板を開けていただくと、
モデル名（例：U3、YU11、K3など）
製造番号（4桁～7桁）が刻印されています。

機種・製造番号2

ペダルの数3

3

1

2

ピアノの色4

ピアノを設置
している場所
（設置している階）

5

※お値段をお付けできない場合や
　有料引き取りとなるピアノ等は対象外と
　なります。

※お値段をお付けできない場合や
　有料引き取りとなるピアノ等は対象外と
　なります。

コープ文化サービスからピアノ買取ご成約につき

クオカード500円分
プレゼント

さらに組合員特典さらに組合員特典

ピアノ倉庫セールピアノ倉庫セール

JR・阪神西宮駅より　バス「西宮浜東第五」下車電車でお越しの方

阪神5号湾岸線「南芦屋浜出口」県道573号を東方向へ、
「西宮浜1丁目」交差点を右折、セブンイレブンの交差点を左折すぐ
※大阪方面からお越しのお客様は　「西宮浜」出口を出てすぐ左折

お車でお越しの方 ※ご来場の際は、体温ならびに体調にご留意いただき、
マスク着用のうえ、手指の消毒をお願いします。

　（アルコール消毒液を入り口に設置します）
※ご来場時に非接触型体温計で検温し、発熱があった場
合は、入場をお断りする場合があります。

※応対するスタッフは検温・マスク着用・手指の消毒を実
施しております。

新型コロナウイルス感染症
防止対策を実施します

JR「西宮」駅、阪神「西宮」駅より
送迎あり 事前に要予約

〒662-0934 兵庫県西宮市西宮浜2丁目21番2号
川本ピアノサービス本社場 所

キッズスペース
完備

組合員特典

20,000円OFF
（一部対象外あり）

京都生協の組合員であることを証明するもの（きょうまる
カードなど）をご提示ください。
税込み価格からお値引きいたします。

10月1日　・2日土 日 10：00~18：00

下記の5点をご確認の上、コープ文化サービスへお電話ください

無料査定

現金買取
買取代金はピアノお引き取り時に
現金でお支払いいたします。

運送作業代
無料

（一部特殊作業除く）

まずはお電話ください ピアノ専門のスタッフが
安全かつ丁寧に作業いたします。

※当日の商品は予告なく変更する場合がございます。
あらかじめご了承ください。　※写真はイメージです

327,800円（税込）～
（298,000円税抜）

アップライトピアノ

440,000円（税込）（400,000円税抜）～
YAMAHA  X支柱ピアノ

440,000円（税込）（400,000円税抜）～
木目調ピアノ

462,000円（税込）（420,000円税抜）～
新品ホワイトピアノ

119,900円（税込）～
（109,000円税抜）

電子ピアノ

税込価格は目安価格です。本体価格に標準税率1.1、又は軽減
税率1.08を掛け、小数点以下は四捨五入した価格です。

くらし・みらい・すまいの情報誌

22年10月2回  9月26日発行日

でもくらしのサプリが
ご覧になれます。（インターネット注文）

ダウンロードできます
ぜひ一度ご覧ください

くらしの
サプリ
保存版

編集責任／㈱京都コープサービス
京都コープサービス 検索

詳しくは
ホームページを
ご覧ください

HPコープハウジング
0120-818-395

075-682-5760
府外からは

午前9：30～午後5：00（日曜・祝日休）
受　付

コープ保険サービス

0120-39-9775

午前10：00～午後5：00（土日祝休業）
受　付

本　社

北営業所

0120-017-502

コープ文化サービス
0120-075-502

075-681-1302
府外からは

午前9：30～午後5：30（土日祝休）
受　付

お店で
みせるだけ
特典ご利用
チケット
ダウンロード
できます！
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組合員様の個人情報は、本紙
面の内容に関する組合員様へ
のご連絡・集金、医療機関への
連絡および次回以降のサービ
スのご案内等のために利用さ
せていただきます。

個人情報の
取り扱いについて

0120-775-510アミノインデックス
予約センター

お電話の際は、「京都生協の組合員」とお申し出ください。
営業時間／月～金 10：00～17：00(土曜・日曜・祝日休み)

お申し込み
についての
お問い合わせ

検査内容
についての
お問い合わせ

0120-075-502 京都府外からは 075-681-1302
受付時間／9：30～17：30（土曜・日曜・祝日休み）

（株）京都コープサービス
コープ文化サービス

お
申
し
込
み
の
な
が
れ

①お申し込み
10月2回～10月3回（10月3日～10月14日回収）
提出用注文書に注文番号と数量をご記入くださ
い。eフレンズでもお申し込みできます。
・ご家族もご利用いただけます。人数分をご記入ください。
・ご利用には生協で口座登録が必要です。

②検査資料のお届け
注文書提出後、2～3週間程度でア
ミノインデックス®予約センターか
ら普通郵便で検査資料(予約番号・
問診表・医療機関のカレンダー等)
を生協登録住所にお届けします。

③検査の予約
アミノインデックス®
予約センターに電話
し、受診日、受診医
療機関を予約してく
ださい。

④受診
ご予約日に医
療機関で採血
してください。

⑤検査結果の
　お届け
受診後約３週間程度
で医療機関から返却
します。

⑥お支払い
代金は予約センターへのお電話に
より、確定した受診予定日を基準に
請求させていただきます。代金は京
都生協の宅配利用代金と一緒に引
き落としさせていただきます。

お申し込み期間 ～2022年10月14日（金） 受診期間 ～2022年12月23日（金）医療機関予約受付締め切り ～2022年12月2日（金）

（株）京都コープサービスの斡旋による味の素（株）が技術開発し、
（株）両備システムズが実施する検査関連サービスのご案内です アミノインデックス®アミノインデックスアミノインデックスアミノインデックスアミノインデックスアミノインデックスアミノインデックスアミノインデックスアミノインデックスアミノインデックスアミノインデックス®®アミノインデックス®

技術開発:味の素株式会社
※アミノインデックス®は味の素（株）の登録商標です。

アミノインデックス®
リスクスクリーニングとは？ 1回の採血（5ml程度）で

のリスクを評価する検査です。

アミノインデックス®の
検査の特徴

●1回の採血で検査ができる
●複数の疾病リスクを一度に評価
●血液中のアミノ酸濃度バランスから、
　からだの状態を評価
●早期のがんにも
　対応

血液中のアミノ酸濃度バランスから、
　からだの状態を評価
早期のがんにも

男性 女性
49歳以下の方はこちら
AIRS®8種

22,500円（税抜）
（24,750円 税込）205109

注文番号

50歳以上の方はこちら
AIRS®9種

22,500円（税抜）
（24,750円 税込）205044

注文番号

49歳以下の方はこちら
AIRS®9種

22,500円（税抜）
（24,750円 税込）205117

注文番号

50歳以上の方はこちら
AIRS®10種

22,500円（税抜）
（24,750円 税込）205052

注文番号

検 査 内 容

※医療機関により受診できる期日や時間帯（午前）が異なります。詳しくは、アミノインデックス®予約センター（下記）、またはお申込み後にお届けする医
療機関ごとの受診カレンダーをご参照ください。

受診（採血）できる医療機関一覧

今日から健康ステップアップ！
味の素㈱の生活改善サポートアプリ

「世界の食文化を探す旅」

に参加してマイルGET！
ウォークラリー

あかき整形外科・内科クリニック
京都市左京区修学院大林町1-１ 壱番館白川１Ｆ

医療法人福冨士会 京都ルネス病院
福知山市末広町4－13

医療法人回生会京都回生病院
京都市下京区中堂寺庄ノ内町8－1

医療法人社団貴順会𠮷川病院
京都市左京区聖護院山王町１

医療法人社団健貢会山田医院
京都市南区唐橋琵琶町12－4 唐橋KYビル1F

さんじょう恭子診療所
京都市中京区三条通御幸町西入弁慶石町48 三条ありもとビル5F

医療法人 新生会総合病院 高の原中央病院
奈良市右京1丁目3番地3

松本医院
京都市右京区西院東貝川町７６ アーバンハイツ高辻１Ｆ

医療法人ふち内科クリニック
京都市中京区壬生上大竹町14

医療法人 楽只診療所
京都市北区紫野上御興町23-1

上羽医院
京都市上京区鷹司町59

ダウンロード
無料

受診者向けコンテンツ

たまったマイルは

に交換
Amazonギフト券

アミノインデックス®
リスクスクリーニング
受診者特典マイページ 医師に直接

チャットで健康相談

マイルをGET！
クイズに答えて

●アミノインデックスⓇがんリスクスクリーニングは、採血時点でのがんである可能性を評価するものであり、生涯にわたってのが
んである可能性を評価するものではありません。また、がんであるか否かをはっきり判断するものではありません。

●女性の子宮がん・卵巣がんは、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんのいずれかのがんである可能性について評価することができま
すが、それぞれのがんの可能性を区別して評価することはできません。　
●アミノインデックスⓇ生活習慣病リスクスクリーニングは、10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスクと、4年以内に糖尿病を
発症するリスクを評価するもので、生涯にわたってのリスクを予測するものではありません。また、現在認知機能が低下している
可能性も評価します。さらに、大切な栄養素である必須・準必須アミノ酸が現在血液中で低下していないかどうかも評価し、結果
の数値が低いほど、現在血液中のいずれかの必須・準必須アミノ酸の濃度が低いことを意味します。「低い」場合には、たんぱく質
栄養不良、貧血、免疫・炎症の指標との関連が報告されています。

●妊娠・授乳中の方、がん患者（治療中）の方、先天性代謝異常の方、透析患者の方は、検査に影響がありますので、検査を受けられません。
●本検査は医療費控除の対象外です。　
●アミノインデックスⓇがんリスクスクリーニングは、上記対象年齢の日本人を対象として開発された検査となります。　
●検査対象年齢外の方でも検査を受けることは可能です。　※検査の詳細は、申し込み後に予約センターから届く資料をご確認ください。

ダウンロードは
こちらから

「ミッションプログラム」

がん アミノ酸
レベル糖尿病

脳卒中
心筋梗塞
※脳卒中と心筋梗塞は、２つあわせてAILS
　（脳心疾患リスク）として評価します。

認知機能
低下

50～100歳の方は

【検査対象年齢】50～100歳

認知機能低下
※49歳以下の方は選択できません。

【検査対象年齢】50～100歳

認知機能低下
※49歳以下の方は選択できません。

【検査対象年齢】25～90歳
肺がん

【検査対象年齢】25～90歳
膵臓がん

【検査対象年齢】20～80歳
糖尿病

【検査対象年齢】20～80歳
糖尿病

【検査対象年齢】20～80歳
子宮がん 卵巣がん

【検査対象年齢】20～80歳
現在の血液中の必須・準必須

アミノ酸の状態

【検査対象年齢】20～80歳
現在の血液中の必須・準必須

アミノ酸の状態

【検査対象年齢】40～90歳
前立腺がん

【検査対象年齢】25～90歳
大腸がん

【検査対象年齢】30～74歳
脳心疾患

【検査対象年齢】30～74歳
脳心疾患

【検査対象年齢】25～90歳
乳がん

【検査対象年齢】25～90歳
大腸がん

【検査対象年齢】25～90歳
膵臓がん

【検査対象年齢】25～90歳
胃がん

【検査対象年齢】25～90歳
肺がん

【検査対象年齢】25～90歳
胃がん

2022年10月2回くらし・みらい・すまいの情報誌 税込価格は目安価格です。本体価格に標準税率1.1、又は軽減税率1.08を掛け、小数点以下は四捨五入した価格です。9月26日発行日
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