
▶トイレ 10,000円(税抜)

完全スペシャルパック

48,600円(税込)年末特別価格

※年数が経っているエアコンの場合は、お断りさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

溜まった汚れをプロの技術で徹底的に除去します！
水まわり
これで完璧！これで完璧！

45,00045,00045,00045,000円円円円(税抜)(税抜)(税抜)(税抜)

レンジフード

浴室 洗面台トイレ

ガステーブル シンク

戸棚(表面清掃)

ハウスクリーニングお得なキャンペーン実施中!！

0120-55-4155
お申込・お問い合せはこちら
下記のフリーダイヤルまでご連絡ください

お問い合せ受付時間▶▶▶9：00～18：00 日曜・祝日休業※レンジフードを除いた単品メニューが対象となります。また、お電話でのご依頼の際に割引の利用をお申し出ていただいたお客様が対象となります。
※駐車スペースが確保できない場合は、駐車場代が別途発生致しますので、予めご了承ください。

11月2日～11月20日までにご予約頂き、11月中に施工していた
だけるお客様は、工事代金から5％値引きをさせていただきます。

5%
OFF 早割キャンペーン早割キャンペーン

大掃除シーズンの12月ではなく、1月に施工していただけるお
客様は、工事代金から8％値引きをさせていただきます。

8%
OFF 遅割キャンペーン遅割キャンペーン

年末年始は12/29～1/5まで休業

通常よりもなんと14,000円もお得！！

冬号
2015

   大掃除 年末年始は大変込み合いますので早めのご予約を！年末年始は大変込み合いますので早めのご予約を！
プロに任せて徹底的に！頑固な汚れもすっきりピカピカ！プロに任せて徹底的に！頑固な汚れもすっきりピカピカ！

年末
年始 私たちが責任をもって対応いたします！

㈱シーエスワイ ㈱クリエイティブ湘南 クリーンサービスすまいる ㈱サガミ美装

先着50名樣
限定企画メニュー レンジフードクリーニング

9,612円(税込)
年末特別価格

細かい箇所まで徹底的に洗浄します！

取り外せる部品を全て分解 分解した部品を浸け置き洗浄

換気扇内部の汚れを洗浄 浸け置きした各部品を洗浄

大掃除はすべてプロに任せて、年末はゆっくり過ごしませんか?大掃除はすべてプロに任せて、年末はゆっくり過ごしませんか?大掃除はすべてプロに任せて、年末はゆっくり過ごしませんか?大掃除はすべてプロに任せて、年末はゆっくり過ごしませんか?

ガラス・サッシ、水まわり、床など
ご予算やご要望に合わせてプランニングいたします。詳しくはお問い合わせください！
ガラス・サッシ、水まわり、床など
ご予算やご要望に合わせてプランニングいたします。詳しくはお問い合わせください！
ガラス・サッシ、水まわり、床など
ご予算やご要望に合わせてプランニングいたします。詳しくはお問い合わせください！
ガラス・サッシ、水まわり、床など
ご予算やご要望に合わせてプランニングいたします。詳しくはお問い合わせください！

我が家の大掃除 まるごとお任せパック我が家の大掃除 まるごとお任せパック

新東洋㈱

期間限定

しつこい油汚れも、
プロの技ですっきりピカピカ！
しつこい油汚れも、
プロの技ですっきりピカピカ！

8,9008,900円円円円(税抜)(税抜)(税抜)(税抜)

19,440円(税込)

年末
特別価格

18,000円(税抜)
通常よりも2,000円もお得！！

レンジフードエアコン

忘れてはいけません！忘れてはいけません！
節電セット節電セット

定番
セット

23,328円(税込)

年末
特別価格

21,600円(税抜)
通常よりも2,400円もお得！！

レンジフード浴室

浴室＆レンジフード
ピカピカセット
浴室＆レンジフード
ピカピカセット

ご好評

23,328円(税込)

年末
特別価格

21,600円(税抜)
通常よりも2,400円もお得！！

トイレ又は洗面台浴室

お風呂ピカピカセットお風呂ピカピカセット

23,328円(税込)

年末
特別価格

21,600円(税抜)
通常よりも4,400円もお得！！

お台所ピカピカセットお台所ピカピカセット

レンジフード　　ガステーブル
シンク　　戸棚(表面清掃)

35,640円(税込)

年末
特別価格

33,000円(税抜)
通常よりも2,000円もお得！！

排水すっきり解消セット排水すっきり解消セット
内部排水管高圧洗浄

外部排水管高圧洗浄

キッチン・浴室・洗面台・洗濯機の4箇所
20,000円20,000円

15,000円15,000円

 10,000円(税抜)
    8,000円(税抜)

(1台目)
(2台目～)

10,800円(税込)

8,640円(税込)
お掃除機能付き+6,000円(税抜)6,480円(税込)
防カビ抗菌コート+1,000円(税抜)1,080円(税込) 通常よりも1,000円もお得！

19,656円(税込)

10,800円(税込)

15,120円(税込)

10,800円(税込)

トイレ防汚コーティングは+5,000円(税抜)
5,400円(税込)

浴室防カビ処理工事+10,000円(税抜)
10,800円(税込)

▶フローリング洗浄+ワックス 8帖（約13㎡） 18,200円(税抜)

▶浴室(エプロン内部含む)（1坪まで） 14,000円(税抜)

▶ガステーブル 10,000円(税抜)

単品メニューも
お気軽にご相談
くださいませ!！

▶ガラス・サッシ　　　　　　　　　　　　　　箇所数に応じてお見積りいたします。

見積
無料
見積
無料

清掃
箇所

分解内部洗浄・本体フード・
ファン・フィルター

通常10,000円が

浴室・エプロン内部（浴槽カバー内）・排水口（排水
溝）・天井・壁面・照明・床・カラン・鏡・換気扇

便器・便座・手洗い・ウォシュレット・タンクまわり・照
明・床・扉・窓・換気扇清掃箇所

清掃箇所

はは
 プロ

▶エアコン （壁掛け）

11月20日までに
お申込頂き、11
月中に施工頂け
るお客様限定！！

ににお任せ



▲古くて使い勝手が悪くなっ
てきたキッチンを、最新のシス
テムキッチンにリフォームしま
した。
◀床やクロスも張り替えて、明
るく清潔感のある台所になり
ました。

トイレ本体だけでなく、トイレ空間全体のリフォ
ームもこの機会にご検討しませんか？トイレは
必ず使う場所。居心地の良さは大切です。水回り
のお手入れがしやすい壁材・床材などもご相談
に応じます。

トイレは住まいの中でも、最も水を使う場所
の一つです。10年以上前のトイレは、一回の
洗浄で流す水の量が13リットル以上になる
と言われています。最新の節水トイレでは、
洗浄の水量が4リットル程度となっており、
大幅な節水が可能となります。

▼

4人家族の場合、年間で約14,000円の
水道料金の節約が期待できます。

使いやすく、落ちつける
素敵なトイレ空間にしませんか？

10年以上前のトイレ

節水トイレ

13ℓ

2ℓ 2ℓ 2ℓ 2ℓ 2ℓ 2ℓ 1ℓ

4.8ℓ

2ℓ 2ℓ 0.8ℓ

※目安です。商品によって違いがあります。

年末のリフォーム
壁紙や畳をリフレッシュすれば我が家がみちがえます！

水回りのリフォームできれいで使いやすく！

内装～ふすま、しょうじ、クロスなど～

1番人気

ふすま
▶上新鳥ノ子 6,300円(税抜)
▶糸入り 5,300円(税抜)
▶新鳥ノ子 （普通品） 3,700円(税抜)
▶押入れ裏貼り （大・90cm×180cm） 1,300円(税抜)

6,804円(税込)

5,724円(税込)

3,996円(税込)

1,404円(税込)

表替え
▶有機栽培麻入表 8,500円(税抜)/畳
▶JAS1等綿糸引き 7,500円(税抜)/畳
▶JAS2等綿糸引き 6,500円(税抜)/畳
新たたみ
▶国産新たたみ 16,000円(税抜)/畳

9,180円(税込)

8,100円(税込)

7,020円(税込)

17,280円(税込)

しょうじ
▶張り替え （大・90cm×180cm） 3,500円(税抜)～/枚(2枚から)
▶張り替え （中・90cm×150cm） 3,000円(税抜)～/枚(2枚から)

3,780円(税込)

3,240円(税込)

クロス
▶6帖 （天井10㎡ 壁30㎡） 56,000円(税抜)～ 60,480円(税込)

網戸 ▶張替えも承ります。
その他 ▶床、フローリングの貼り替え ▶手すりの取付 ▶棚・収納 ▶バリアフリー

たたみ～国産畳がおすすめです～

キッチン～明るく使いやすいキッチンへ！～ トイレ～トイレリフォームで水道代を大幅節約！～

気持ちよく新年を
むかえませんか？

横浜市 Y様邸

BEFORE

BEFORE

AFTER

AFTER

港南区 M様邸

住まいるコープの畳職人が、一枚一枚心を込めて対応します。

横浜市 伊藤畳店

年末年始は12/29～1/5まで休業
冬号
2015

お電話で1

メールで
ご面談で(日時等はご相談に応じます)3

2 info@smile-coop.jp

リフォームや新築、耐震改修を考えているけど、何からはじめればいいのか、どこに聞けばいいのかわからないという方へ

0120-55-4155 日・祝日
休業

どんなこと
でもお気軽に
ご相談下さい

リフォームや新築をお考えの方へ 建築士による住まいの無料相談

●こんなご相談がよせられています
古い建物なので色々と心配です。耐震対策を含めてまずどこに手を入れたらよいのかを診断して欲しい。

自然素材や県産材を使用した家を建てたいと思っているが、対応できる業者さんはいますか？

建替えするには様々な問題がある土地ですが、一緒に考えながら家づくりをしてくれる方を探しています。
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