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お申し込み
※お電話か注文書でお申し込みください。eフレンズでも注文できます。

1 作業訪問・お支払い3

・代金のお支払いは
作業終了後、作業員に直接
お支払いください。

・作業には必ず立会いを
 お願いいたします。2022年10月3回～11月1回（10月10日～10月28日回収）の

注文用紙の注文番号記入欄にご希望の6ケタの
注文番号と数量をご記入ください。

●注文書なら

●お電話なら
京都府外からは 075-681-1302

コープ文化サービスへお電話ください。
0120-075-502

●作業には車輌で伺いますので駐車場をご準備ください。●クリーニング箇所の素材・塗装の状況で、作業員が清掃不可の判断をする場合がございます。●このサービスは「一
般のご家庭」が対象となります。事務所・工場など業務ご使用の清掃に関しましては、別途お見積もりいたします。●作業に使用する電気・上水道はお借りいたします。洗浄後の
排水は作業場所において作業処理します。●清掃開始前にご依頼の内容・場所のご確認、ならびに作業終了後の確認をお願いいたします。●素材や汚れの状況で、十分に
除去できない場合もございます。●家財の傷・洗浄箇所の傷は、どの時点での発生か判断できません。作業の前後で作業員と相互にご確認を必ずお願いいたします。汚れ残り
や作業に対するご不満もその場でご指摘ください。作業終了日より一週間をこえたご指摘には対応できない場合もございます。あらかじめご了承ください。●繁忙期などは、作業
日などご希望に沿うことができない場合があります。

※お申し込みの前に必ずご確認ください。

組合員様の個人情報は、本紙面の内容に関するご連絡・訪問・集金、および次回以降の商品やサービスのご案内のために利用させていただきます。

▼お申し込み お問い合わせ

京都府外からは 075-681-1302
受付時間：午前9時30分～午後5時30分 土曜・日曜・祝日休み

コープ文化サービス
0120-075-502

▼作業に関するお問い合わせ

㈱ベンリッチ
06-6398-7507
受付時間：午前10時～午後5時 日曜・祝日休み

作業日の打ち合わせ2

※提携のサービス業者は「（株）ベンリッチ」です。
※生協登録のお電話番号へご連絡いたします。

注文書提出後、2週間前後で、
提携業者からご訪問・作業日の
打ち合わせのお電話を
入れさせていただきます。

効果的にお使いになるため
に、室外機もキレイに。
プロがていねいに目詰まり
や汚れを取り除きます。

室内機とセットの場合

室外機1台
4,000円（税抜）
（4,400円 税込）

組合員
価　格

※作業時間の目安は1台1時間です。

2台目から
さらにおトク！

1台につき
8,000円（税抜）
（8,800円 税込）

組合員価格1台
9,000円（税抜）
（9,900円 税込）

組合員価格

ご
注
意

※室外機の設置場所によってはクリーニ
ングできない場合がございます。
※室外機は必ず室内機とセットでのご利
用になります。

299979注文
番号お掃除機能付エアコンお掃除機能付エアコン

● 　 ● 　 ●

299901注文
番号

299961注文
番号

室外機クリーニング299804注文
番号お掃除機能なしエアコンお掃除機能なしエアコン

● 　 ● 　 ● 　 ●

1台
20,000円（税抜）
（22,000円 税込）

組合員価格 作業時間の目安は1台2
時間です。
ただし、洗浄できない機
種もあります。
※複数台割引はありません。2台1台 3台 25,000円（税抜）

（27,500円 税込）
17,000円（税抜）
（18,700円 税込）

9,000円（税抜）
（9,900円 税込）

製造から10年以上経ったもの・土壁に設置のエアコンなどは洗浄できません。エアコンもお掃除します！

リモコンを確認して「フィルターおそうじ」「手動掃除」などのボタンがあればお掃除機能付エアコンです。

プロの技術で
おうちをピカピカに！

新型コロナウイルス感染防止に関するスタッフの取り組み
検温

毎朝出勤前に
体温チェック

訪問時
マスク
着用

マスク着用
訪問時に
手指の
消毒

消毒

注）製造から10年以上経過、土壁設置のエアコンは洗浄できません。

20,000円（税抜）
（22,000円 税込）

組合員
価　格

組合員さんのご要望を実現

（お掃除機能なし）
エアコンと
レンジフードパック作業

内容
●レンジフードクリーニング、ガスコンロの表面洗浄
●流し台（シンクを含む）と蛇口の洗浄
●吊戸棚・収納庫の表面洗浄、壁面のタイル洗浄

キッチン
（横幅3m未満）

24,000円（税抜）
（26,400円 税込）

早　割
組合員
価　格

通常33,000円（税込）のところ
299928

作業
内容

●浴室内の天井・壁面や床面・内側の窓および浴槽内外の洗浄
●照明カバー・排水口と換気扇カバーの表面洗浄
●小物置き棚・鏡・浴室の鏡およびレール・浴室内のカビの除去（可能な限り）

浴 室（一坪まで）

12,000円（税抜）
（13,200円 税込）

早割組合員価格

通常17,600円（税込）
のところ

299944

バスタブ下の洗浄
（前面パネルを外して洗浄）
※ご希望の方は作業日打ち合わせの際にお申し込みください。
※このサービスは単体ではご利用いただけません。必ず、浴室とセットでお申し込みください。
※構造によって作業できない場合もあります。予めご了承ください。

組合員
価　格 3,000円（税抜）
（3,300円 税込）

※
キ
ッ
チ
ン
に
は
レ
ン
ジ
フ
ー
ド

　
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
含
み
ま
す
。

作業
内容

●レンジフード内と外側のフード洗浄
●吸引ドラムおよび羽根と
　内側ワク部分の洗浄

レンジフード
（横幅90cm未満）

12,000円（税抜）
（13,200円 税込）

早割組合員価格
通常16,500円（税込）のところ
299910

水まわり洗浄
4点パック

作業内容
●洗面台の洗浄
●棚キャビネットの
　表面洗浄

作業内容
●床面洗浄、換気扇カバーの
　表面洗浄、衛生陶器の洗浄
●ロータンクとウォシュレットの
　表面洗浄

洗面台
（横幅120cm未満）

6,000円（税抜）
（6,600円 税込）

早　割
組合員
価　格

通常8,800円（税込）のところ
299936

トイレ
（一帖まで）

7,000円（税抜）
（7,700円 税込）

早　割
組合員
価　格

通常11,000円（税込）のところ
299952

通常よりも
19,800円（税込）

おトク！

30,000円（税抜）
（33,000円 税込）

早　割
組合員
価　格

通常52,800円（税込）のところ
299987

通常よりも
16,500円（税込）

おトク！

40,000円（税抜）
（44,000円 税込）

早　割
組合員
価　格

通常60,500円（税込）のところ
299995

他のクリーニングと合わせて11,000円（税込）以上で承ります。

レンジフード＋ガスコンロ＋流し台の表面洗浄のセット

通常よりも
3,300円（税込）
おトク！ 通常よりも

6,600円（税込）
おトク！

通常よりも
2,200円（税込）
おトク！

通常よりも
3,300円（税込）
おトク！

一
戸
建
て
用
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合
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用
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これはうれしい！

早期割引価格での
クリーニングは、
2022年11月26日
までの作業に

限らせていただきます。
※エアコンクリーニング・
　室外機クリーニング
　は割引対象外です。

注文書または
お電話でのお申込みは

2022年
10月28日金
まで！

通常よりも
4,400円（税込）
おトク！

洗面台 トイレ 浴 室 キッチン※

ででで
ピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカ
でで

ピカピカピカピカピカピカピカピカ
クリーニング
2022年11月26日

にに！！
他のクリーニングと合わせて11

までの作業に
限らせていただきます。

※エアコンクリーニング・
　室外機クリーニング
　は割引対象外です。

ピカピカピカピカピカピカににに！ににに！！！！！！ピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカににピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカ
プロプロのののの技術技術技術
おうちおうちおうちおうちおうちおうちおうちおうちををを
プロ
おうちおうちおうちおうちおうち

000円（税込）以上で承ります。

2022年11月26日
までの作業に

限らせていただきます。
※エアコンクリーニング・
　室外機クリーニング
　は割引対象外です。

2022年
10月
まで！

限らせていただきます。 10

プロプロプロ 早期割引価格での
クリーニング
早期割引価格での
クリーニング技術技術技術技術ででででででプロプロののの技術技術技術プロプロプロ 技術技術技術技術技術でででで 早期割引価格でのでででででで 早期割引価格でのプロプロのの技術技術技術

ハウスクリーニング早期割引キャンペーン
通常よりも
おトクです！

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3回  10月3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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生協の葬祭サービス京都生協の葬祭事業

京都生協 クオレ 検索 http://www.kyoto.coop/cuore/

297178
コープ葬クオレの会

297216
仏壇

298085
返礼品（香典返し）

297186
霊園・お墓

298361
永代供養・納骨堂・樹木葬

無休で営業しています（1/1・2は除く）  営業時間9：00～18：00
※お葬儀は24時間受付しています

葬祭事業のごあんないクオレ案内センター

個人情報の取り扱いについて 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。

※公益社グループの会館は山科にもございます。

京都生協組合員とそのご家族なら
どなたでも24時間365日
ご利用いただけます。

葬祭サービス
葬儀は提携する葬儀社と
協力して執り行います

地域のホールが
利用できます

入会金・
会費なし

入会・
退会自由

～入会すればご安心～

クオレの会
事前に登録いただくと
スムーズにお見積りが
できます

0120-402-900
オ レク

組合員さんの「納得」を
　　　　大切にしています

例 仏式プラン25
（基本費用）

本体250,000円
（275,000円税込）

コープ葬クオレ

ご利用いただいた
組合員さんの声声

当初から思っていた予算の中で、思うよ
うな形で送れた事に満足しています。

お問い合わせ
資料請求は

今すぐ！

葬祭
ホール

【亀岡市】亀岡駅前ホール、亀岡篠ホール　【北区】かもがわ北ホール、堀川北大路ホール　　　【右京区】西京極ホール
【東山区】東山会館　【西京区】らくさいホール　【南区】桂ホール、久世メモリアルホール、吉祥院ホール、東寺前ホール
【山科区】山科御陵ホール、山科大宅ホール　【伏見区】ふかくさホール、伏見桃山ホール　【向日市】向日上植野ホール
【長岡京市】長岡京ホール　【宇治市】宇治ホール、だいご六地蔵ホール、宇治槙島ホール　【城陽市】城陽会館
【京田辺市】京田辺ホール　【八幡市】八幡ホール　【上京区】西陣七本松ホール

NEW

NEW

NEW

【北区】北ブライトホール　【右京区】西ブライトホール
【東山区】中央ブライトホール　【南区】南ブライトホール
【伏見区】伏見ブライトホール　　
【宇治市】向島宇治ブライトホール

家族葬のらくおうのホール公益社グループ京都セレモニーのホール

先祖を想い家族の幸せを願う場所へ
●専任の担当者が個別相談に対応します
●提携する石材店の霊園・墓石をご紹介します

提携石材店 ●(株)日野屋　●(株)メモリアルアートの大野屋　
●(社)京都西山霊園　●須藤石材(株)

霊園・墓石・永代供養・樹木葬

組合員
特典あり

11月12日（土）～12月18日（日）
予告 クオレの年末セールTEL 075-803-0148申込専用電話

（受付9：00～18：00）※お申し込み後、ご参加できなくなった場合もご連絡ください。

葬祭ホール見学会
提携葬儀社スタッフが個別にご案内いたします。 12月3日（土）

日 時

❶10：00～ ❷11：00～ ❸12：00～ ❹13：00～ ❺14：00～ ❻15：00～所要時間約1時間
ホール名・氏名・電話番号・人数をお知らせください。

予告

予告 11月16日（水）日 時 10：00～12：00相続遺言
学習会 会 場 西ブライトホール、城陽会館

075-681-1302京都府外からは 受 付 午前９：30～午後5：30（土曜・日曜・祝日休）

補聴器7日間無料お試し、
補聴器に関する

お問い合わせ・お申し込み
0120-075-502 個人情報の取り扱いについて

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。

新型コロナウイルス感染防止に関するスタッフの取り組み

訪問時マスク着用

マスク着用

出勤前に体温チェック

検温

訪問時に手指の消毒

消毒

お試しのながれ

スパーク
シルバー

シャンパン ゴールド ブロンズ セピア
グレー

チャコール エスプレッソ ディープ
ブラック

お試し後、ご訪問時に
ご購入・返却を

お選びいただけます。

実　感
補聴器を7日間お試しいただいて、日
常生活の「聞こえ」がどのように変わ
るか分かります。

ご購入
必要に応じてさ
らに細かく調整
させていただき
ます。

ご返却
聞こえに合わな
いようでしたら、
ご返却ください。

10%OFF補聴器本体
メーカー希望小売価格より

組合員特典

他の機種も組合員特典で10％OFFになります。

6桁の番号と数量1をご記入ください。後日コー
プ文化サービスまたは(株)フジ医療器スタッフか
らお電話にて連絡させていただきます。

お申し込みはコープ文化サー
ビスまで直接お電話、または
提出用注文用紙、eフレンズに
てお申し込みください。298051

申し込み番号
無料相談＆補聴器 7日間無料お試し

メーカー希望小売価格230,000円(非課税)

リサウンド・ワン
※補聴器は非課税です。

充電式

207,000円～（非課税）片耳

カラーバリエーション全8色！買い替えでより便利・快適に！

ほぼ原寸大

充電式
61-Bronze

73
mm

35mm補聴器の「聞こえ」の
ボリュームを
手元で調整できます。

22,000円（税込）相当
シンプルリモコン
シンプルリモコン単体の販売はしておりません。

相　談
（株）フジ医療器の専門スタッフが訪
問し「聞こえ」に対する不安や疑問を
うかがいます。

測　定
補聴器選びのための聴力測定を行
い、自分の聞こえ方がどのレベルか
分かります。

2022年12月31日まで。但し、シンプルリモコンがなくなり次第、終了とさせていただきます。2022年12月31日まで。但し、シンプルリモコンがなくなり次第、終了とさせていただきます。2022年12月31日まで。但し、シンプルリモコンがなくなり次第、終了とさせていただきます。※150,000円以上の商品が対象ご自宅で聞こえの

無料相談＆補聴器
7日間無料お試し

3時間の充電で
最大30時間利用可能！

業界No.1
充電式補聴器

おすすめ

その1
その2
その3

電池交換不要！
電池の買い置き不要
電池代の負担が軽減！

充電式の
おすすめ
ポイント！

お試しいただける補聴器の一例（他の補聴器もご案内可能です）

補聴器ご購入の組合員様にはもれなくシンプルリモコン進呈
2022年10月3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。10月3日発行日
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【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。

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.kyoto.coop/kcs/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

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）

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.kyoto.coop/kcs/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。

298409

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3回  10月3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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ピアノ調律
生協の

075-681-1302京都府外からは

受 付 午前９：30～午後5：30
（土曜・日曜・祝日休）

ピアノ調律などのお申し込みは コープ文化サービス

0120-075-5020120-075-5020120-075-5020120-075-502

お申し込みが集中した場合、
調律実施日までお時間を
いただく場合があります。

専門の業者が行うから安心。
近距離からご相談に応じます。
くわしくはお問い合わせください。

グランドピアノの大きさが5型までは同一価格。
7型以上、また外国製のピアノについてはお見積りとなります。

調律・修理など：石橋ピアノサービス、（有）光陽堂、（株）川本ピアノサービス／移動：ニシリク（株）、（有）光陽堂、（株）川本ピアノサービス

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。

新型コロナウイルス感染防止に関する
スタッフの取り組み

マスク
着　用

消　毒

検　温

石鹸での手洗い又は、
手指の消毒

組合員応対時の
マスク着用

出勤時に
体温チェック

ピアノの移動・引越ピアノクリーニング

ピアノ調律

所要時間は１時間半前後です。所要時間は１時間半前後です。所要時間は１時間半前後です。所要時間は１時間半前後です。

音が狂っていることに気がつきながらも長年ほったらかしにしていたこともあり
今さら頼んでもして頂けるのかな？と心配だったのですが…。やはりお願いをし
て良かったです。音が生き返りました！！とても嬉しかったです。生協さんにお願
いをして良かったです！！ありがとうございました。

利用者の声

※代金は調律師に直接現金でお支払いください。　※ピアノの大小、調律の期間の長短によっての料金の差はありません。　※古いピ
アノの場合、修理が必要になる場合があります。その際は別途お見積り提出をさせていただき、合意の上で施工させていただきます。　
※ピアノ内部のお掃除のため、掃除機をお借りする場合があります。　※乾燥剤等が必要な場合は別途料金が必要です。

アップライトピアノ
組合員
価　格 11,500円（税抜）

（12,650円 税込）

グランドピアノ
組合員
価　格 13,000円（税抜）

（14,300円 税込）

ピアノも家や車と同じです。定期的な換気やメンテナンスを
することでより長持ちします。組合員価格でアフターケアも
ばっちりな生協のピアノ調律をぜひお試しください。

年に一度は調律を！

※前回の「生協のピアノ調律」
　ご利用から12ヵ月以内に限ります。

2回目のご利用なら

アップライトピアノ
組合員価格

10,500円（税抜）
（11,550円 税込）

グランドピアノ
組合員価格

11,000円（税抜）
（12,100円 税込）

もっと
お安く

※京都市（左京区花背、右京区京北、西京区）、亀岡市、南丹市、京丹波町エ
リアの組合員様は、工房までの往復移動料金が別途かかります。　※工房
への持ち帰りで、お預かりしてから2～3週間前後でお届けいたします。　
※メンテナンスが必要な場合は、別途お見積りいたします。　※設置場所
や京都府外への引取り納品など別途お見積りが必要な場合があります。

大切なピアノだからこそ定期的なお掃除が必要です。
クリーニング価格
（調律込）

組合員
価　格 60,000円（税抜）～
（66,000円 税込）

オトクな「調律」付

アップライト
ピアノ（内外装）

市内3つのサービス店舗

二人乗りオーケー！ 人気の125ccクラス！

エコなスクーターを豊富にラインナップ！ 50ccクラス！

組合員価格

メーカー希望小売価格
325,000円（357,500円税込）

324,091円（税抜）
（356,500円税込）

ホンダ 
PCX
ホンダ 
PCX

レオタニモト各店は毎週水曜日と毎月第1・3・5木曜日定休日（全店特定休業日あり）am10:00～pm7:00

新型コロナウイルス感染防止に関する
スタッフの取り組み
マスク着用 消毒アクリル板

店内消毒完備接客時マスク着用全席アクリル板設置

0120-075-502

お申し込み・お問い合わせ

京都府外からは075-681-1302
受付時間：午前9時30分～午後5時30分 土曜・日曜・祝日休み

コープ文化サービス

※保険・登録等諸費用別途必要です。

お支払は楽々
分割払いでもOKです！

まずはお電話！

後日、各店舗へ組合員さんにご来店していただきます。

ご来店名・ご来店日・出資番号をお伝えください。

コープ文化サービスにお電話ください。

●直接ご来店いただいてもけっこうです。
（組合員証、コープルカード又はきょうまる
カードをご提示ください）
※納車が早くなりますので、できるだけコー
プ文化サービスでお申し込みください。

組合員価格でご提供
在庫ご用意しています

レンタルバイク
乗りたい時に乗りたい
分だけ! 大型・ハーレー
から、原付スクーター
など120台レンタルご
用意しています。

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。個人情報の取り扱いについて

ヘルメット、グローブ、レインウェアー、防犯グッズ等
を店頭表示価格より5％割引きします。必ず組合員
証、コープルカード又はきょうまるカードをご提示く
ださい。 ※一部特価品等、除外品がございます。

オートバイ用品もおトク！

利用者の
声を紹介して
います。

組合員特典 ▶U字ロック  
▶フロントバスケット
▶車体カバー  

▶U字ロック  
▶フロントバスケット
▶車体カバー  新車・中古車

お買い上げで のいずれか1点プレゼント！！

運輸省認定民間車検指定工場

組合員価格

メーカー希望小売価格
325,000円（357,500円税込）

324,091円（税抜）
（356,500円税込）

ヤマハ 
シグナス
グリファス

ヤマハ 
シグナス
グリファス

組合員価格

メーカー希望小売価格
295,000円（324,500円税込）

294,091円（税抜）
（323,500円税込）

ホンダ 
リード125

組合員価格

メーカー希望小売価格 163,000円（179,300円税込）

157,273円（税抜）
（173,000円税込）

ホンダ 
タクト
ベーシック

ホンダ 
タクト
ベーシック

組合員価格

メーカー希望小売価格 185,000円（203,500円税込）

177,273円（税抜）
（195,000円税込）

ヤマハ 
ビーノ
ヤマハ 
ビーノ

組合員価格

メーカー希望小売価格 190,000円（209,000円税込）

183,637円（税抜）
（202,000円税込）

ホンダ 
ジョルノ
ホンダ 
ジョルノ

組合員価格

メーカー希望小売価格 151,000円（166,100円税込）

145,455円（税抜）
（160,000円税込）

スズキ 
レッツ
スズキ 
レッツ

オートバイの買うのも借りるのも

京都市右京区西院春日通り四条上ル

レオタニモト本店（075）314-0051

本店

四条通り

五条通り
西
大
路
通
り

西
大
路
通
り

春
日
通
り

春
日
通
り

N

京都市西京区大枝東新林町2-5-3

レオ中古車センター洛西店（075）332-0051

1つ目の信号1つ目の信号

R9

小畑川公園

中山交差点 千代原口
N

京都市左京区下鴨東森ヶ前町10-3

レオ洛北店 （075）711-0051

コープ下鴨
北大路通り

高
野
川

川
端
通
り

N

＊月末や土日祝日、繁忙期の混雑状況により割引率が変動します。いずれも引越総額からの割引ではございません。繁忙期の場合はご希望に添えない場合があります。他の割引と併用できません。

新型コロナウイルス感染防止に関する
スタッフの取り組み

訪問時
マスク着用

マスク着用

訪問時に
手指の消毒

消毒

出勤時に
体温チェック

検温

100％自社便、身元保証人付スタッフですので、
ご安心ください 

アリさん
マークの

昭和46年創業

「ひとめぼれ1kg」進呈お見積り時

安心の全車自社トラック便
タンスの中身もそのまま

株式会社
サカイ引越センター
ま ご こ ろ こ め て お つ き あ い

いますぐアクセス https://www.kyoto.coop/kcs/culture/
ホームページからお見積りOK 検索京都コープサービス　引越

もっと楽に！ もっとエコに！ 地球にエコ！ お財布にもエコ！

無料レンタル中！

掲載の3事業者は公益社団法人全
日本トラック協会認定の「引越安心
マーク」「Gマーク」を取得しておりま
す。詳しくは公益社団法人全日本ト
ラック協会HPをご覧ください。

まずはコープ文化サービスにお見積り依頼のお電話を！
最大３社無料お見積りお得な組合員特典付

引越業社の取り次ぎ2

お好み・ご予算にあった
引越業者で契約4
お引越5

1 組合員さんから、コープ文
化サービスへ引越見積り
ご依頼のお電話!

最大3社
相見積り
できます。

3 引越各社から組合員さん
へお見積りのお電話が入
ります。

中身を出していただいても
かまいません

「組合員様の大切なご家財の
お引越しは※7年連続売上、件
数業界No1のサカイ引越セン
ターにお任せ下さいませ！」
※2013年～2019年日本流通新聞調べ

担当者より
●年度末や月末など自社便が満車時
　には一部他社車両を使用します。

30%OFF＊
組合員特典

（車輌費+人件費）
引越の基本料金から

「長年の経験から、お客さまの
予算やニーズに合わせて選べ
るさまざまな引越プランをご用
意しております。
まかせて安心納得のお引越を
ご提供します。」

担当者より 50%OFF＊
組合員特典

（車輌費+人件費）
引越の基本料金から最大

ご契約で最大50箱
ダンボールプレゼント
致します。
先ずは安心の
無料お見積りを！ 30%OFF＊

組合員特典

（車輌費+人件費）
引越の基本料金から

マスクをプレゼント中
当社でお見積りいただいた方に

家具移動サービス
引越から向こう1年間家具
移動を1回サービス

引越スタッフが引越し作業の
前に、ご近所にご挨拶に
お伺いいたします。

ふたつよろしくサービス
その他、アートの無料サービス!

無料

無料

297437資料
請求
6ケタの注文番号欄に注文番号
と数量 1をご記入ください。
eフレンズでもご請求できます。

資 料 請 求

お引越までの流れ

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させていただきます。

個人情報の取り扱いについて【京都府外からは】

075-681-1302受付時間：午前9時30分～午後5時30分　土曜・日曜・祝日休み
0120-075-502

コープ文化サービス
お申し込み・お問い合わせ

担当者からのおすすめ！

小物の荷造りから荷ほど
きをお客様で行っていただ
く経済パックがおすすめ。
家具の荷造りから配置ま
ではお任せください。

アリさんマークの引越社

「安い」「速い」「親切」
「丁寧」を目指して！
新生活応援サービス
展開中。

サカイ引越センター

担当者からのおすすめ！

訪問不要のオンライン見
積「ミライ」もご用意してお
ります。
ご希望の方はお気軽にお
申し付けください♪

アート引越センター

担当者からのおすすめ！

3
社
の
資
料
を

一
緒
に
お
届
け

す
る
よ
!

2022年10月3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。10月3日発行日
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