
▶フローリング洗浄+ワックス 8帖（約13㎡） 18,200円(税抜)

ユーコープと神奈川県建設労働組合連合会との住宅斡旋事業

初夏号
2016

※住まいるコープの工事では、ユーコープのポイントは付与されません。ご注意ください。

エアコン防カビ抗菌コート

通常2,000円▶
今だけ 円1,000
カビの発生や、嫌な匂いをシャットアウト！
防菌効果が約1年ほど持続します！

チラシ有効期間：2016年8月31日まで

エアコンクリーニングは
安心価格の住まいるコープで！
比べて

ください
！

▶トイレ 10,000円(税抜)

10,000円(税抜) 10,800円(税込)

19,656円(税込)

10,800円(税込)

15,120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)

▶浴室(エプロン内部含む)（1坪まで） 14,000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・サッシ清掃(網戸・雨戸)　　　　　　　箇所数に応じてお見積りいたします。

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

▶レンジフード

これがシロアリの
羽アリです。見かけ
たら要注意です。放
っておくと大きな被
害になることも・・・

住まいるコープは安心を第一に考えます
売り込み営業は致しません。
ご納得頂いてから施工します。

日本しろあり対策協会の認定を受けた
専門技術者が施工します。

シロアリ駆除の施工から5年間、
定期的な無料点検に伺います。

保証期間内にシロアリが再発した場合
は無料で再施工します。

安心
1

安心
2

安心
3

安心
4

▶5年間完全保証  
▶賠償責任保険付

（税抜）
/1坪

(公社)日本しろあり対策協会認定薬剤
(公社)日本木材保存協会認定薬剤 
(公財)文化財虫害研究所認定薬剤

6,600円
シロアリにくわれてボロボロになった
床下の状態。

無料床下診断を
是非ご利用
ください。

無料床下診断を
是非ご利用
ください。

7,128円（税込）

シロアリシーズンの到来です！まずは無料床下診断をおためしください！無料床下診断

どうせやるならセットが断然おトクです！！

▶内部+外部排水管高圧洗浄セット 　　　　　　33,000円(税抜)

▶ガステーブル 10,000円(税抜) 10,800円(税込)
▶内部排水管高圧洗浄 20,000円(税抜) 21,600円(税込)

35,640円(税込)

(税抜)

通常20,000円→18,000円(税抜)
19,440円(税込)

通常24,000円→21,600円(税抜)
23,328円(税込)

エアコン + 浴室

+ +

夏を快適・お得に！節電セット！夏を快適・お得に！節電セット！
エアコン + レンジフード

エアコンと浴室のセットエアコンと浴室のセット

1台目から

通常10,000円が

エアコンクリーニング
3台以上まとめてご依頼の場合3台以上まとめてご依頼の場合

9,353円(税込)

8,660
1台のお申込み 2台のお申込み

(1台目から)
3台以上のお申込み

(1台目から)

※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。

お掃除機能付き
エアコン

壁掛けエアコン 10,000円(税抜) 9,000円(税抜) 8,660円(税抜)
10,800円(税込) 9,353円(税込)9,720円(税込)

16,000円(税抜)
17,280円(税込)

風が弱い、効きが悪い・・
困っていませんか？

機　種

14,500円(税抜)
15,660円(税込)

13,700円(税抜)
14,796円(税込)

内部の汚れやホコリがその原因になっている場合があ
ります。ご希望があればクリーニング前・後の風量測定
をし、お掃除の効果を実感していただくことが出来ます。

室外機

風量測定器
を使用して
チェックします！

5,000円(税抜) 5,400円(税込)

複数台数のお申込で1台あたりの金額がお安くなります！

ここまでキレイに！エアコン内部まで徹底洗浄

エアコンは放っておくと、ホコリや
カビの温床となってしまいます。
エアコンは放っておくと、ホコリや
カビの温床となってしまいます。

外せる部品は全て外し徹底洗浄し
ます。
外せる部品は全て外し徹底洗浄し
ます。

洗浄前と後で、ここまで変わりま
す。気持ちよく夏を迎えましょう
洗浄前と後で、ここまで変わりま
す。気持ちよく夏を迎えましょう

養生をし、専用の洗剤で高圧洗浄しま
す。汚れで水が真っ黒になることも。
養生をし、専用の洗剤で高圧洗浄しま
す。汚れで水が真っ黒になることも。

1 2

3 4

年間1000件以上の施工実績！

㈱クリエイティブ湘南

皆 様 に 信 頼
された、経験
豊富なスタッ
フ が 施 工 い
たします。

㈱シーエスワイ

クリーンサービスすまいる ㈱サガミ美装 新東洋㈱

※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。

円円円円
(税抜)(税抜)(税抜)(税抜)

ここが
ポイント

1,080円(税込)



▶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

ユーコープと神奈川県建設労働組合連合会との住宅斡旋事業

春号
2016

※住まいるコープの工事では、ユーコープのポイントは付与されません。ご注意ください。

▲木材はイタウバを使用。素足に
も優しく、屋外使用での耐久性も
抜群です。

▲目隠しも兼ね、フェンスも作成し
ました。天然の木材が外観のアク
セントにもなります。

ウッドデッキで自然を感じる生活を
あまり活用されていなかった庭にウッドデッキを作りました。
生活にゆとりが生まれ、スペースの有効活用にもなりました。

①素足で庭に出たり、寝転んだり、陽の光や風、自然を感じられます。
②お子さんも目の届く範囲で遊べるので安心。室内犬もお散歩気分。
③ご主人の一杯のビールや、奥さんのティータイムなど、ちょっぴり優雅な時間を。
④段差のない水平移動で洗濯物や布団干しもラクラク。
⑤友人を呼んでちょっとしたパーティーも。リビングが2倍になった気分です。

施工：㈲椎の木住建

藤沢市
K様邸

ウッドデッキは普段の生活にアクセントを与えてくれます。敷地の有効活用にもなります。

ウッドデッキのメリット

住まいの無料相談会住まいの無料相談会
●
新築やリフォームを考えているけど、どこに相談したら
いいかわからない

相談をしたいけど、あまり営業はされたくない

量産メーカーではなく、自分に合った家づくりをしたい

住まいの無料相談会
経験豊富な建築士が面談にてわかりやすくアドバイスいたします。(要予約)経験豊富な建築士が面談にてわかりやすくアドバイスいたします。(要予約)

日時

場所 横浜市神奈川区神奈川2-19-3
JR「東神奈川駅」より徒歩5分／京急「仲木戸駅」より徒歩3分

10時～16時(相談時間は1時間)毎週土曜日
建設プラザかながわ

こんな方にピッタリ！

0120-55-4155 日・祝日
休業お申し込み連絡先 メールでのご相談 info@smile-coop.jp 24時間

受付中

畳や壁紙をリフレッシュしてさわやかな夏を過ごしましょう！

6,804円(税込)

5,724円(税込)

3,996円(税込)

1,404円(税込)

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。
1番人気

新たたみ

国産畳がおすすめですたたみふすま、しょうじ、クロスなど内装

網戸 ▶張替え承ります。

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

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

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)

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

横浜市 伊藤畳店

9,180円(税込)

8,100円(税込)

7,020円(税込)

17,280円(税込)

表替え

▶国産新たたみ 　　　　　　　　  16,000円(税抜)/畳

3,780円(税込)

3,240円(税込)

60,480円(税込)

経験豊富な建築士が新築やリフォームのご相談に乗ります

調査内容
安心の

基礎の調査基礎の調査 鉄筋探査機による調査鉄筋探査機による調査 屋根の調査屋根の調査

外壁の調査外壁の調査 床下の調査床下の調査 床・柱のレベル調査床・柱のレベル調査 小屋裏の調査小屋裏の調査

60,000
▶木材在来工法1～2階建ての住宅が対象となります。(3階建て、2×4
住宅、鉄骨造、鉄筋コンクリート造住宅は別途ご相談下さい。)

▶診断当日は、簡単な結果報告をさせて頂きます。後日、診断結果をもと
に報告書の提出と詳しい内容をご説明いたします。
▶「住まいの健康診断」は見える範囲が検査対象となり、壁の中など見え
ない部分を解体して確認するわけではございません。
▶延床面積120㎡までの料金になります。

診断料金 円(税抜)
税込64,800円

建築士による「住まいの健康診断」で
建物の耐震性や状態がチェックできます。は大丈夫ですか？耐 震性 能

調査内容とアドバイスを報告書
にまとめて、ご提出いたします。
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