
▶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(エプロン内部含む)（1坪まで） 　　　　　　14,000円（税抜）

▶内部+外部排水管高圧洗浄セット 　　　　　　33,000円（税抜）
▶フローリング洗浄+ワックス 8帖（約13㎡） 　　　　　　　　　18,200円（税抜）

チラシ有効期間：2017年8月31日まで

▶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（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

どうせやるならセットが断然おトクです！！

▶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）

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

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。
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※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。

住まいのことなら何でもおまかせください！

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

9:00～18:00
（日曜・祝日休業）

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

洗浄前の試運転によりエアコンの状態を確認します。
汚れや設置環境により使用洗剤や作業方法を配慮します。
洗浄後の汚水や、各部品の消耗などから
今後のアドバイスをさせて頂きます。

※お掃除機能付き＋6,480円（税込）  19,440円（税込）※お掃除機能付き＋6,480円（税込）  23,328円（税込）

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)

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） 9,352円（税込）9,720円（税込）

機　種

室外機 5,000円（税抜）5,400円（税込）

複数台のお申込で1台あたりの金額がお安くなります！

※お掃除機能付きエアコンは1台につき＋6,000円(税抜)

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
！

3台以上まとめてご依頼の場合

9,352円（税込）

8,660 円円円円
(税抜)(税抜)(税抜)(税抜)

壁掛けエアコン：1台につき2時間前後
お掃除機能付き：1台につき2～3時間前後

通常10,000円が1台目から

作業
時間

フィルターを清掃してくれるお掃除ユニットや
吹出口・熱交換器部分も汚れてきます。

お掃除機能付エアコンも汚れます
フィルター以外の汚れを洗浄しましょう！

ここが
ポイント

通常24,000円→21,600円（税抜） 通常20,000円→18,000円（税抜）

※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、駐車場代が別途発生致しますので、予めご了承ください。

単品メニューも
お気軽にご相談
ください!！

ホームページからのお問い合わせ・ご注文も承ります

エアコンクリーニング

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

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）

ホームページからも
ご相談・見積もりを
随時承っております！

http://www.sumairucoops.jp/

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…

シロアリにく
われてボロボ
ロになった床
下の状態。

エアコン防カビ抗菌コート
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！

1,000円(税抜)
1,080円(税込)

今だけ
通常2,000円▶

ホームページからの受付▼

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

《住まいるコープが選ばれる理由》
1
2
3
4

メニューの「施工実績」からお掃除の詳し
い手順やビフォアアフターを紹介してい
ます。是非ご参考にしてください。

 http://www.smile-coop.jp/
ホームページ
からの受付 

お問い合わせフォームから詳細をご入力ください

BeforeBefore AfterAfter

6,480円（税込）



107,000 円円円円計計計計
(税抜)(税抜)(税抜)(税抜)

取付け方法いろいろ。
大がかりな工事も不要です！
取付け方法いろいろ。
大がかりな工事も不要です！

再配達を依頼する
手間がいらない。

ハーフタイプ＜FF＞

590

390 225

170 340

50
0 10kg

まで

開ける 施錠レバーを下げて
扉を閉める

伝票に押印 シリンダー錠で
扉を開ける

荷物を取り出して
扉を閉める

▶新ふすま
（大・90cm×180cm）

18,500円（税別）/枚 19,980円（税込）

▶しょうじ張替え 3,000円～（税別）/枚 3,240円～（税込）

▶ふすま張替え 3,700円～（税別）/枚 3,996円～（税込）

古めかしかった印象が、ぐっとオシャレな印象に！
玄関ドア：リクシル社製

ドアの壁面を前に出し、土間が広くなりました！
ドアの位置を変えることで、外からの目線を遮ることができました。

ふすまは職人の技が詰ったオーダーメイド品
です。どれも同じ形をしているように見えます
が、ピタッと閉まるよう一枚一枚に微調整を
加えています。それが職人の技なのです。

1 2 3 4

こんな
に

お得!!

毎日触れるものだから、「ホンモノ」を選びませんか？障子

ふすま

家を空けることが多くて、荷物が受け取れない。 宅配便の受け取りで、こまったことはありませんか？

宅配便の受け取りは、宅配ボックス「コンボ」にお任せください！

時間を気にせず
お買い物に行ける。

時間指定なしで
受け取れる。

荷物の受け入
れ、

取り出しも簡
単！

荷物の
受け入れ

荷物の
取り出し

1 12 23

米袋 質量10kg
38,500 円円円円

(税抜)(税抜)(税抜)(税抜)特別
価格

別途取り付け工事費がかかります。

OK!
!

RC構造３階建ての共同住宅の修繕を行いました。

調湿シートを貼り、新たにウレタン防水をかけました。

年月が経ち劣化していた屋上の補修・防水工事を行いました。
まずは建物の現状の点検をオススメします。
年月が経ち劣化していた屋上の補修・防水工事を行いました。
まずは建物の現状の点検をオススメします。

手すりの根本の塗膜が破裂し、さび汁が出ています。しっかりと下
地処理をし、補修しました。
手すりの根本の塗膜が破裂し、さび汁が出ています。しっかりと下
地処理をし、補修しました。

屋上の排水溝には土がたまり、植物が根を張っ
ていました。きれいに除去し、補修を行いました。
屋上の排水溝には土がたまり、植物が根を張っ
ていました。きれいに除去し、補修を行いました。

BeforeBefore AfterAfter

BeforeBefore BeforeBeforeAfterAfter AfterAfter

BeforeBefore AfterAfter

BeforeBefore AfterAfter BeforeBefore AfterAfter

アパートや共同住宅の修繕
メンテナンスもお任せください！

玄関が狭く、扉を開くと道路から家の中が丸見えになるの
に困っていました。担当業者さんが丁寧に話を聞いてくれ、
何通りものプランを出してくれました。大満足です。

お掃除がしやすい床と壁になりまし
た。節水トイレに交換し、流す水が大
幅に少なくなりました。

寒かったお風呂が暖かくなりました。
お手入れもしやすく入口の段差も解
消されました。

▶浴槽 24,000円　  ▶トイレ 24,000円　  ▶給湯器 24,000円　 ▶節湯水栓 3,000円
▶手すり 6,000円　▶段差解消 6,000円　▶玄関ドア 20,000円

職人が作る本物のふすまはしっかり手入れをすれば、家と同じくらい長く持ちます。だからエコだし、経済的なのです。
大量生産品はコストダウンのため段ボールを使っており、そりやねじれも生じやすく、張替えも難しいのです。

芹澤表具店

浴室やトイレ、給湯器、内窓設置などの工事で補助金がもらえる場合があります。ぜひご相談ください！

国の補助金を活用することができました!

窓を設置する場所がない

北向きなので暗い

日中なのに照明が必要

ここが
お悩み

暮らしが変わりました！
玄関ドアリフォーム

こんな方にも
おすすめです。
(施工は最短1日)

自然の
光が入る
明るい玄関！

光の入らず
暗い玄関

5/20
パナソニックリビングショールーム横浜
〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町２－６

14時～ 老後も安心な住まいづくりを、事例を紹介しながらお伝えします。

介護は突然やってきます。どこに相談すればいい？どんなサービス
がある？かかるお金は？事例を交えながらスムーズに介護するため
の知恵とコツお伝えします。

❶「不安解消！ 事前に知っておきたいこれからの介護」

❷「安心して暮らせる住まいづくり」

0120-55-4155

日時

場所

住所

土

内
　
容

お申し込みはお電話にて。

41,580円（税込）
トイレリフォームトイレリフォーム 浴室リフォーム浴室リフォーム

寒川町：S様邸　担当：㈲はなぶさ建設

ふすまは一枚一枚がオーダーメイドです。組子と呼ばれる骨組みに、何層にも下地を貼っ
ていきます。実は家の柱はまっすぐではないので、それに合わせて骨組みを微調整します。
最後に上張りをし、縁と引手をつけて完成です！

住まいのお悩みに、プロが丁寧に対応するのが私たちの強みです！

担当：㈱シンザト
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