くらしのお役立ちダイヤル
修理&メンテナンスはお任せ。

家電センター

〈月～金 9:00～18:00／休業日:土日〉

0120-220905

みやぎ生協サービスセンター

〈祝日も営業／営業時間 9:00～18:00〉●年末年始休業期間あり 日曜休業

【 生 協 車 検 】 充実した点検と整備で安心の生協車検。メンバー特典も充実。
お車のことは県内20箇所の提携工場にお任せください。

住宅のリフォームに関する事なら全てお任せください。

0120-779188

住まいのセンター

〈日曜･祝日も営業 9:00～18:00〉●夏期･年末年始休業期間あり

【自動車学校】 県内通学制20校と県外合宿制3校と提携。メンバー教習料金になります。
【その他の提携サービスの一例】
◆コープカード提示で割引になる提携店
眼

保障のことならお任せください。

（株）コープ東北
保険センター

0120-266992

0120-182820

詳しくはホームページでご確認ください。

紳士服

自転車･バイク

0120-058531

学校教材･体育着の事なら

0120-517751

宮城県学校用品協会

●夏期･年末年始休業期間あり
〈月～金 9:00～18:30（祝日を除く）〉

ご葬儀･宅下げの受付 24時間･年中無休
（ご相談･付帯サービス受付／日曜･祝日も営業 9:30～18:00）

コープでんき

0120-922-107

〈受付時間 月～土 9:00～20:00〉

ガスのことなら任せて安心。

コープガスセンター

（月～金 9:00～18:00／休業日:土日）

カー用品

0120-380019

アクアクララみやぎ生協

〈9:00～18:00／休業日:土･日曜〉

●夏期･年末年始休業期間あり
〈月～金 9:00～18:00（祝日を除く）〉

プリエ案内センター

コンタクトレンズ

安全安心なおいしい宅配水と便利なウォーターサーバーレンタルサービス

幼児･小学･中学の家庭学習教材に《月刊ポピー》をおすすめしています!

年中無休のいざと言う時の葬祭サービス。

鏡

◆サービスセンターに申し込むとメンバー料金になるサービス
引越し、
ホームヘルパー講座、
医療事務講座、
PET／CTがん検診、大腸がん検診、脳検診、
ピアノ調律、
きもの着付教室ほか
※提携サービスは予告なく変更になる場合がございます。
予めご了承ください。

〈電話受付時間〉9:00～17:00 日曜日、年末年始定休日

こ～ぷ家庭教育
センター

0120-565711
0120-448044

様々なサービスでメンバーさんの暮らしをサポートします。

0120-841551

CO・OP共済について

みやぎ生協 フリーアクセス

0120-50-9431

CO・OP共済センター
〈受付時間 月～土 9:00～18:00〉

出資金・コープカードについてのお問い合わせはこちらへ
■出資金・債券について
■請求書・口座振替について

■コープカードについて
■コープポイントについて

みやぎ生協 経理部

0120-221133

受付時間／9:30～18:00
（土曜・日曜・祝日を除く）

■チャージ式電子マネー
「MiiCA」
について

■みやぎ生協 コープフードバンク

みやぎ生協名店サービスカウンターまたは
株式会社日専連ライフサービス

022-779-1556

022-263-4006

受付時間／月～金 9:30～16:00

受付時間／月～金 10:00～17:00

022-374-1273
メンバー（組合員）活動についてのお問い合わせはこちらへ（日曜・祝日は除く）
■こ～ぷ委員会について
■サークルについて
■福祉・ボランティア活動について
■フードドライブについて

■ウィズセミナー＆きっずすく～るについて
■文化会館withの申込・利用について
■文化鑑賞会について

■みやぎ生協 文化会館アイトピア
■アイトピアセミナーについて
みやぎ生協文化会館アイトピア

0225-92-5191

みやぎ生協文化会館ウィズ

022-374-8531

みやぎ生協 生活文化部

022-218-3880

受付時間／月～土 9：30～17：00

受付時間／月～土 9:30～17:30

受付時間／月～金 9:30～18:00

■産直「めぐみ野」
・食生活・環境・平和・家計・子育て活動について
■すくすくばこ・ココイククラブについて
■広報紙
「scooop」
について
■カルチャー・メンバー集会室について

■こ～ぷ くらしの助け合いの会について
みやぎ生協 生活文化部

022-292-5016

生活文化部 くらしの活動推進課

■キッチンスタジオ
「じゃんぷ」について
みやぎ生協蛇田店サービスカウンター

0225-94-0307
受付時間／9：00～18：00

022-347-3826

受付時間／月～金 9:30～18:00

受付時間／月～金 9：30～17：30

■くらしと家計・お金の困りごとについて

■こども食堂について

くらしと家計の相談室

みやぎこども食堂ネットワーク

022-292-5015

080-4928-6261

受付時間／月～土 10：00～17：00

生協店舗一覧
県 北 エリア
■加賀野店
■古川南店
■大富店
■明 石台店
石 巻 エリア
■石巻渡波店
■石巻大橋店
■蛇田店
仙 塩 エリア
■ A&COOP松島店
■塩釜栄町店
■多賀城店
■大代店
■高砂店

0220-34-7373
0229-23-3829
022-358-3978
022-218-6501
0225-97-5155
0225-23-7211
0225-94-0307
022-353-3222
022-361-0155
022-368-8577
022-362-8200
022-389-1710

受付時間／月～金 10：00～16：00

■利府店

022-767-8070

■虹の丘店

022-374-0331

■高森店

022-777-7321

■ 鶴ヶ谷 店

022-771-8688

■榴岡店

仙 台 市 泉 区 エリア
■黒松店

■南光台店
■市名坂店

022-272-9631
022-388-4221

■ BRANCH仙台店 022-779-5521

仙 台 市 青 葉 区 エリア
■ 貝ヶ森 店

022-279-6081

■ 国 見ヶ丘 店

022-277-5511

■ 桜ヶ丘 店
■柏木店
■台原店
■木町店
■愛子店

■八幡町店

■錦町店

022-212-8521
022-398-5506

仙 台 市 宮 城 野 区 エリア
■幸町店

022-257-0891

■高砂駅前店

022-387-1711

■岩切店

022-251-2062
022-292-4321
022-396-3191

■ ファミリーマート+COOP鶴ヶ谷店
24時間営業

022-388-1521

022-279-9661

仙 台 市 太 白 区 エリア

022-276-6322

■富沢店

022-223-9395

■八木山店

022-271-1281
022-392-4701

■西多賀店

022-245-3196

■柳生店

022-306-5802

■長町店

27

022-248-5072
022-229-0089
022-796-1047

■太子堂店
022-797-8315
仙 台 市 若 林 区 エリア
■新寺店
022-298-7977
■荒井店
022-352-3135
022-235-4755
■南小泉店
022-285-7573
■沖野店
県 南 エリア
■名取西店
022-382-2089
■岩沼店
0223-24-6501
0223-33-0670
■亘理店
0224-51-3500
■大河原店
0224-24-2831
■白石店
■ A&COOP角田店 0224-63-4561
■ ファミリーマート+COOP七ヶ宿店
24時間営業 0224-38-1770

