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S p e c i a l  F E A T U R E
今月の 特 集

新生活が始まるこの季節は、慌ただしく、何かとお金もかかる時期でも
あります。そんな時は、暮らしをサポートしてくれるサービスをうまく
利用して、効率よくお得に忙しい毎日を乗り切りましょう！

布団の綿を打ち直して新しい側生地を被せることで、新品同様

に生まれ変わります。綿布団から座布団やこたつ布団に、

掛け布団から敷き布団へのリフォームも可能です。

新 生 活 を 応 援 ！

布団の洗濯はなかなかできなかっ

たので、やってよかったです。打ち直

してもらってフカフカになりました。

（岐阜市 なぁちゃんさん）

集配も簡単で、出来あがったら配送

してもらえるので楽でした。羽毛

布団も新品のようになりました。

（垂井町 チャマさん）

ネットで注文し、チケットは郵送で届くの

で、手軽に利用できました。一緒に現地の

パンフレットも同封されていたので、事前

情報もわかって助かりました！

（岐阜市 まりさん）

新幹線と宿泊セットの旅行プランは予約し

やすく、お得に旅行できました。

（郡上市 ねこ娘さん）

ノーブランドでも買い取ってもらえるのでありがたいです。

集荷に来てもらえるので、子どもがいても負担が少ないです。

（羽島市 あっちゃんさん）

つまみ細工をやってみたかったので、

作れて良かったです。

（多治見市 ぽーちゃんさん）

コロナ禍の中、家で過ごすのに手作りキットが

役立ちました。楽しく過ごすことができました。

（可児市 ミコちゃんさん）

とてもお値打ちになりました。タンスが階段から

2階へ入らないトラブルがありましたが、とても

良い対応をしてもらえました。

（瑞穂市 らびさん）

＼便利でおすすめ♪／ 新生活にぴったりなサービス5つ！新生活にぴったりなサービス5つ！

サービス

「4・6桁注文番号欄」に4桁
の注文番号を左づめでご記入
ください。e-フレンズでも注文
できます。

Service 1

休日の予定を立てる時には、まずチェックを！
レジャーがお得になるプランやチケットが盛りだくさんです。

Service 3

提携している引っ越し業者４社から、予算に応じてさまざまなタイプの
サービスを選べます。4社の相見積もりが可能。見積りは無料です。

Service 2

ブランド品や衣服、アクセサリーなど不用になった物を送るだけで、
手軽にお部屋をスッキリさせることができます。

Service 4

刺し子ふきん、つまみ細工、ビーズアクセサリー、かぎ針編み
など、自分のペースで手作りを楽しめる各種オリジナルキット
を半年間・毎月お届けします。

Service 5

の

3OCR注文用紙

2WEB

コープの「くらしのサービス」は、暮らしに役立つサービスを提供して、便利で豊かな生活を
応援する事業です。便利でお得な幅広いサービスが揃っています。最新情報は毎月発行
する生活情報誌「みらい」でご案内。コープぎふに加入している組合員さんなら誰でも利用
できるので、ぜひ活用してください！

「くらしのサービス」
とは？

注文方法は3つ！

※注文用紙の提出期間を確認して
　ください。サービスにより異なります。

1電 話

（株）コスモクリエイティブ
［取り扱い］綿・羊毛・羽毛ふとん、座布団、こたつ布団、
ベッドマットなど。布団の種類が豊富。防ダニ加工可。

（株）黒田商事
［取り扱い］羽毛布団のみ。
専用ふとんのオーダーメイド可。

布団打ち直し布団打ち直し

提携事業者

お申込み後、自宅に届く回収キットに布団を梱包して発送します。打ち直した布団が自宅に届いた後、料金をお支払いください。

流
れ

旅行・チケット旅行・チケット

宅配買取宅配買取

手作りキット頒布会手作りキット頒布会

アート引越センター　　アリさんマークの引越社
サカイ引越センター　　日本通運
※引越会社に直接、お申込みされますと割引きの対象に
　なりませんのでご注意ください。

提携事業者

引っ越し引っ越し

提携事業者

チケット情報

▲詳しくはこちら
詳しくはこちら▶

▲詳しくはこちら

旅行情報

流れ
お申込み1 宅配キットお届け2 売りたい物を送る3 査定額のご連絡4 お取り引き成立5

組合員コードを準備し、
電話かWEBから申し
込みます。

宅配便で宅配キットが
届いたら、買取を希望
する物を梱包します。

梱包した荷物を提携
業者に送ります
（送料は無料です）。

流れ
お申込み1

OCR注文用紙（提出期間後は、
電話またはWEB）で申し込みます。

お届け2
毎月15日前後に注文商品
をお届けします。

お支払い3 1 2 3 4 5 6 7
ご登録の口座から料金が
引き落とされます。

査定完了後、査定金額を
ご連絡します（連絡方法は
業者によって異なります）。

金額に納得したら、査定
額が指定口座に振り
込まれます。

https://www.tcoop-service.jp/
お申込みフォームに必要事項をご記入のうえ、送信ください。

東海コープ　生活サービス事業部 検索

生協組合員価格・
基本料金の 20％引き！20％引き！

組合員特典

ブランディア エコリング

0120-117-262チケット

月～金曜9：30～17：00（土・日休）
0120-282-220くらしのサービス

0120-032-803旅行

※日本通運は、「単身パック」については1件あたり2,200円（税込）割引きから。その他の引越は
　基本料金の10％引きとなります。（基本料金は、車輌費と人件費の合計金額です）

打ち直し・
仕上げ・梱包

お申込み
電話かWEBから
お申込みます。

お届け
宅配業者が
お届けします。

お支払い
ご登録の口座から
料金が引き落と
されます。

布団の梱包
お届けした布団
回収袋に入れて
ください。

回収キット
のお届け 布団の回収

ネット受付マークのチケットは
e-フレンズチケットショップで注文可。

日時指定ネット受付マークの
チケットは表示の日時より注文可。

電話受付マークのチケットは
電話で注文可。

チケットチラシ『楽チケ』でご紹介している
チケットはOCR注文でのご利用可。

サービスの詳細やその他のサービスについては、Webサイトをご覧ください。
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