
NEW
レンジフード
レンジフードに、トイレまたはキッチンまたは洗面台を組み合わせるお得なパック

水まわり
溜まった汚れをプロの技術で徹底的に除去します！

先着

限定！!
50名様

※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。

※駐車スペースが確保できない場合は、駐車場台が別途発生いたします。予めご了承ください。

10,000円（税抜）
8,000円（税抜）

18,200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！

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）

箇所数に応じてお見積りいたします。

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

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

清掃箇所

◎エアコン（壁掛け）

◎フローリング洗浄+ワックス 8帖（約13㎡）
19,656円（税込）

14,000円（税抜）◎浴室（エプロン内部含む）（1坪まで）
15,120円（税込）

10,000円（税抜）◎ガステーブル 10,800円（税込）

◎ガラス・サッシ

10,000円（税抜）◎トイレ
10,800円（税込）

便器＋タンクのみ シンク＋カウンターのみ 表面清掃

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

お掃除機能付き+6,000円(税抜) 6,480円(税込)

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?

分解した部品を浸け置き洗浄 換気扇内部の汚れを洗浄

48,600円（税込）
年末特別価格!

（税抜）作業時間 ： 5～8時間

16,200円（税込）
どれを選んでも 15,000円（税抜）作業時間 ： 3～4時間

23,328円（税込）

作業時間
2～4時間

ご好評
レ
ン
ジ
フ
ー
ド

換気扇の汚れも洗浄 エプロンも外して内部洗浄

浴
室

レンジフード

浴室

これで完璧！

レンジフード

浴室 洗面台トイレ

トイレ キッチン 洗面台
ガステーブル シンク

戸棚（表面清掃）

浴室 トイレ又は洗面台
レンジフード　　ガステーブル
　　シンク　　戸棚（表面清掃） エアコン レンジフード

通常よりもなんと 15,000円もお得!!

21,600円 （
税
抜
）

通常よりも2,400円もお得！！

23,328円（税込）

作業時間
2～4時間 21,600円

（
税
抜
）

通常よりも4,400円もお得！！

19,440円（税込）

作業時間
2～4時間 18,000円

（
税
抜
）

通常よりも2,000円もお得！！

お風呂 お台所 忘れてはいけません!

まるごとお任せパック

定番
セット

まるごと頼めば、グッとお得に！！

気になっていませんか？ ご自分ではなかなか出
来ないベランダのお掃除、プロにお任せ下さい。

単品メニューも
お気軽にご相談くださいませ！

遅割5%OFF
キャン
ペーン

※単品メニューが対象となります。受付の際に遅割の利
用をお申し出いただいたお客様が対象となります。
受付期間：10月31日～12月20日

23,220円（税込）

年末特別価格!
（税抜）作業時間 ： 3～5時間

絶対的な安心価格
でお届けします。

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

0120-55-4155

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

※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。

9:00～18:00
（日曜・祝日休業）

住まいのことならおまかせください！

ホームページ・メールは
24時間ご相談受付中!

ホームページからの受付 ▶▶▶ http://www.smile-coop.jp/
メー ル からの 受 付 ▶▶▶ info@smile-coop.jp

又は 又は

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5％値引きをさせていただきます。

福島ではいまだ仮設住宅で暮らされている方々
がいらっしゃいます。何か私たちに出来る事はな
いかと、住まいるコープのハウスクリーニング業
者が、福島県二本松市の仮設住宅に行き、エア
コンと換気扇などの清掃ボランティアに取り組み
ました。綺麗になった様子を見た住民の方々か
ら、笑顔で「ありがとう」と言っていただきました。

お得な

福島復興支援ボランティアに取り組みました!福島復興支援ボランティアに取り組みました!

作業時間はあくまで目安です。状況により前後することがあります。作業時間はあくまで目安です。状況により前後することがあります。

我が家の
大掃除
我が家の
大掃除

他社様と比べて下さい！他社様と比べて下さい！

大手Ｄ社:34,000円、大手Ｏ社：23,000円比べて下さい！比べて下さい！

チラシ有効期限：10/31～1/31までチラシ有効期限：10/31～1/31まで

年末年始は12/29～1/5まで休業

清掃
箇所

分解内部洗浄・本体フ
ード・ファン・フィルター

10,260円（税込）
年末特別価格!

（税抜）作業時間 ： 1～2時間

レンジフード単品レンジフード単品
大手Ｄ社:17,000円、大手Ｏ社：11,500円比べて下さい！比べて下さい！



プチ耐震改修は、内装やお風呂リフォーム、
外壁塗り替えなどと同時に行うことで、合理
的にコストを下げられることになります。

ついで工事がおトク!!
修繕と一緒に耐震改修を行い、震度6強
の地震でも倒壊しないと言われる構造評
点1.0以上を確保することができました。

その結果
「住まいの健康診断」で耐震性をチェック。
平成年代の新しい建物でしたが、1階の耐
震性に課題があることがわかりました。

そこで…

◎ふすま

387,720円（税込）

希望小売価格
951,400円（税抜）

64,800円（税込）
60,000円 （

税
抜
）

35,532円（税込）

つまり

6,300円（税抜）/枚 6,804円（税込）▶上新鳥ノ子

5,300円（税抜）/枚 5,724円（税込）▶糸入り

3,700円（税抜）/枚 3,996円（税込）▶新鳥ノ子（普通品）

0120-55-4155
メールからの受付 ▶▶▶ info@smile-coop.jp

住まいの印象は外回りから! お庭の有効活用を!

※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。

まずは
チェック!!

□ 平成12年（2000年）以前に建てられた木造住宅
□ 過去に改修・増築を行ったことがある
□ 建物の形が、Ｌ字やＴ字の形をしている
□ 瓦など、比較的重い屋根材で、一階に壁が少ない
□ 住宅点検を10年以上行っていない。

CHECK
!!

表示価格は本体のみの価格です。別途取り付け工事費がかかります。

2016年11月1日～2017年1月31日

一戸建て向け

マンション向け

◎バス乾燥機 ◎給湯器（一戸建て）

キャンペーンお申込み受付期間

62%OFF

420,120円（税込）

希望小売価格
940,000円（税抜）

（税抜）

58%OFF

ノーリツ

◎おそうじかんたんクリーン仕様

◎全面アートウォール

◎らくエコバス

クリーン機能搭載でラクして
キレイをずっとキープ。
スイッチを押すだけで浴槽内のす
みずみまでお湯と洗剤を届かせる
洗浄機能を搭載

Yupatio 1616サイズYupatio 1616サイズ 入り方が選べる形状

◎保温浴槽 沸かし直しが減らせる浴槽。 
湯温低下は5.5時間で約2.5℃以内。

◎スミピカフロア
床のスミに目地がないので､
汚れがおとしやすい

マンションリフォーム用システムバス
MR-X　1216サイズ
マンションリフォーム用システムバス
MR-X　1216サイズ

浴槽とフタに発
泡ポリスチレン断
熱材を使用し、高
い保温効果を発
揮しています。

南側の掃出し窓の間口を小さくし、
補強壁を設けました。窓はペアガラスで
断熱性も向上しました。

南側の掃出し窓の間口を小さくし、
補強壁を設けました。窓はペアガラスで
断熱性も向上しました。

お住まいの現状を分かりやすく説明
調査内容とアドバイスを
報告書にまとめて、
わかりやすく
ご説明する
ので安心。建築士が全9項目を正確に診断します。

◎耐震+劣化診断

見て楽しむ、眺めてくつろぐ
パノラマような
新感覚ウォール

建築士による無料相談
をお受付します

当初、お風呂のリフォームと、屋根・外壁
塗装のご依頼でしたが、建物強度も少
し心配がありました。

浴室が乾燥室に早変わり！ 冬場の寒さも解消！

ノーリツ
24号給湯タイプ/屋外壁掛形/オートタイプ
GT-C2452SAWX-2BL

一戸建て

After

Befor

生垣撤去処分生垣撤去処分 アルミフェンス取付けアルミフェンス取付け

After

Befor

テラスを作成テラスを作成

電気式浴室暖房換気乾燥機
BS-161H(100V)

マンション
風向きを自動で調整してムラなく
すばやく暖房。

詳しくは
お問い合わせ
ください！

▶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

◎しょうじ
3,500円（税抜）/枚（2枚から）▶張り替え

3,780円（税込）（大・90cm×180cm） 

3,000円（税抜）/枚（2枚から）▶張り替え
3,240円（税込）（大・90cm×150cm） 

◎たたみ
参考価格 3,500円（税抜）/1畳  3,780円（税込）

参考価格 43万円（税抜） 参考価格 5万円（税抜） 参考価格 18万円（税抜）

▶裏返し

参考価格 6,500円（税抜）/1畳  7,020円（税込）▶表替え

参考価格 16,000円（税抜）/1畳  17,280円（税込）▶新畳

◎クロス
56,000円（税抜）～▶6帖

60,480円（税込）～（天井10㎡ 壁30㎡）  

◎その他

今だけ
外回り工事で20万円（税抜）以上の工事をご成約
のお客様に、ハウスクリーニングをプレゼント！

プレゼント
内容

エアコン・レンジフード・
トイレ・ガステーブルの
いずれかひとつ

プチ耐震
事例

きっかけ

左▶施工：大石建築
中▶お客様
右▶設計・監理：小野建築設計室

川崎区：Ｋ様邸川崎区：Ｋ様邸

お客様の声：工事に対する丁寧な説明が
あり、安心して任せることができました。こち
らの要望もしっかりと聞いてくれて、施工も
安心でした。

お客様の声

耐震
POINT
1

耐震
POINT
2

経験豊富な建築士が診断

ひとつでも当てはまる場合は「住まいの健康診断」
で建物の状態チェックをしてみましょう！！

DATA

国のリフォーム
補助制度始まります！

エコリフォームで
最大30万円

耐震改修で
最大15万円

国のリフォーム
補助制度始まります！

エコリフォームで
最大30万円

耐震改修で
最大15万円

お風呂リフォ
ームを一度でも検討されたアナタへ

キャンペーン
特別価格

お風呂とのセット特別価格
145,800円（税込）

（
税
抜
）

35,532円（税込）

お風呂とのセット特別価格

セットならさらにお得!!

24時間換気対応

希望小売価格
379,500円（税抜）65%OFF

年間ランニングコストの比較

従来タイプ
給湯 ： 約114,000円
ふ ろ ： 約20,000円

給湯 ： 約96,000円
ふ ろ ： 約17,400円

おそうじ
ラクラク

定価￥75,000(税抜)
135,000円135,000円

定価￥70,000(税抜)

32,900円32,900円 （
税
抜
）

32,900円32,900円 （
税
抜
）

359,000円（税抜）

きれいなお部屋で気持ち良く新年を迎えましょう!きれいなお部屋で気持ち良く新年を迎えましょう!

お風呂とのセット特別価格

149,000円149,000円
給湯器のみの場合

160,920円（税込）

（
税
抜
）

表示価格は本体のみの価格です。別途取り付け工事費がかかります。

表示価格は本体のみの価格です。別途取り付け工事費がかかります。

キャンペーン
特別価格

Befor

After

After

Befor
1.0以上を確保1.0以上を確保

システムバスシステムバス

構造評点

浴室解体の際、柱・
筋交い等を耐震金
物で補強し、防腐
対策も行いました。

浴室解体の際、柱・
筋交い等を耐震金
物で補強し、防腐
対策も行いました。

お風呂や内装リフォームの際には、耐震チェックをし、耐震改修も同時にやることで、時間やコストを節約できます！お風呂や内装リフォームの際には、耐震チェックをし、耐震改修も同時にやることで、時間やコストを節約できます！

新しいお住まいでも
バランスの改善でより安全に
新しいお住まいでも
バランスの改善でより安全に
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