
※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いたします。予めご了承ください。

10,000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（表面・フィルター）

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（表面・フィルター）

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）

単品メニューもご利用ください！

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!
9,500円（税抜）作業時間 ： 1～2時間

大手Ｄ社:17,000円、大手Ｏ社：13,500円

23,328円(税込)

年末
特別価格

お掃除機能付き+6,000円(税抜) 6,480円(税込)

作業時間 ： 2～4時間

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2,400円もお得！！ 通常よりも4,400円もお得！！

通常よりも2,000円もお得！！

定番
セット

21,600円21,600円（税抜）
23,328円(税込)

年末
特別価格

作業時間 ： 2～4時間

21,600円21,600円（税抜）

19,440円(税込)

年末
特別価格

作業時間 ： 2～4時間

18,000円18,000円（税抜）
35,640円(税込)

年末
特別価格

作業時間 ： 2～4時間

33,000円33,000円（税抜）
通常よりも2,000円もお得！！

内部排水管高圧洗浄
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

（税抜）

（税抜）

レ
ン
ジ
フ
ー
ド

大手Ｄ社:34,000円比べて下さい！比べて下さい！

レンジフード

浴室(エプロン内部まで) 洗面台トイレ(タンク内まで)

ガステーブル シンク

戸棚（表面清掃）

年末特別価格!

作業時間 ： 5～8時間

水まわり水まわり

溜まった汚れをプロの技術で徹底的に除去します！

1 2

3 4

年末イチオシの目玉商品 お客様の声をご紹介します

細かい部分も徹底洗浄します！細かい部分も徹底洗浄します！シンク廻りの汚れもピカピカに！シンク廻りの汚れもピカピカに！シンク トイレ

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。

神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-19-3-4F

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

●お気軽にお問い合わせください　9:00～18：00(日曜・祝日休業)

※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。

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。

お得な

ガラス・サッシ、水まわり、床などガラス・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ご予算やご要望に合わせてプランニング

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?
まるごとお任せパック

我が家の
大掃除
我が家の
大掃除

レンジフード単品レンジフード単品

23,220円（税込）

年末特別価格!
（税抜）作業時間 ： 3～5時間

お台所

忘れてはいけません! 高圧洗浄セット排水管排水管

ご好評
レンジフード

浴室

取り外せる部品を全て分解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分解した部品を浸け置き洗浄

換気扇内部の汚れを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浸け置きした各部品を洗浄

浴
室

1 2

3 4

取り外せる部品を全て分解取り外せる部品を全て分解 カビ・水垢を洗剤で除去カビ・水垢を洗剤で除去

エプロンも外して内部洗浄エプロンも外して内部洗浄 鏡やカラン部分を洗浄鏡やカラン部分を洗浄

48,600円（税込）

（税抜）

通常よりもなんと 15,000円もお得!!

※外せないエプロンもあります

外部排水管高圧洗浄
外部のマスと外回りの配管

いたします。いたします。

見積無料

8,000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。

遅割
5%OFFキャンペーン

受付期間：10月23日～12月20日まで

選べる豊富なセットプ
ラン

お風呂
お客様満足度No.1 ご依頼件数No.1

完全スペシャルパック

※年末年始は12/29～1/5まで休業　※チラシ有効期間：2018年1月31日まで　

セットをお申込の方にプレゼント
！

BEFORE AFTER BEFORE AFTER

今なら、セットのハウスクリーニングを
実施いただいたお客様全員に
プロが認める多目的洗剤
「エコソフィ」をプレゼント！

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。

※施工時にお渡しします

2017年10月23日発行号

エコソフィは、風呂やトイレ、カーペットなどあらゆ
る場所に使えて、除菌・消臭効果も抜群。植物由
来だから、強いにおいや手荒れもありません。

今年もセットが断然お得です！今年もセットが断然お得です！年末大掃除キャンペーン!毎年大好評！リピート様増加！毎年大好評！リピート様増加！



気になっているけどどこに頼めばいいかわからない・・・

住まいの気になる不具合は今年のうちにスッキリ解決！

・温かみがありお部屋の雰囲気が
 ガラッと変わります。
・天然素材なので、裸足との相性抜群！
・木の香りでアロマテラピー効果。
・年数が経つごとに味わいが増します。

クロスや床の張替えはお手軽なのに部屋の印象が大きく変わります！クロスや床の張替えはお手軽なのに部屋の印象が大きく変わります！
一番ながく過ごす場所だから、気持ちの良い空間に居 間

サッシや雨戸がスム
ーズに開閉しない、
鍵がかかりづらいな
どストレスを感じてい
ませんか？室内の建
具の調整や、戸棚の
扉の蝶番の調整な
どもお任せください。

ドアが勢いよく閉ま
ってしまったり、開閉
がしにくい・・。そんな
時はドアクローザー
の調整が必要です。
15年がドアクロー
ザーの交換の目安
です。

水栓から水漏れが
するなど、キッチン・
浴室・トイレの水回
りトラブルもお任せく
ださい。お湯が出な
くなったなど給湯器
のトラブルも対応い
たします。

クロス＆床の張替えクロス＆床の張替え

お客様も使うトイレの床やクロス、
汚れていませんか？トイレ

畳のリフレッシュで気持ちの良い年末を！たたみ

使いづらくなっている和室ありませんか？
洋室へのリフォームで生まれ変わります！

和室から
洋室へ

無垢（むく）のフローロングが
おすすめです！

BEFORE AFTER

BEFORE AFTER

床が黒ずんだり、沈み込んだりしていませんか？クロスがはがれていませんか？脱衣所・キッチン
洗面所などの水回りは劣
化が早いため、長い時間
同じ床を使っていると床
材の黒ずみ・はがれ・きし
みなどが出てくるもので
す。お手入れのしやすい
床材へ交換しましょう。

BEFORE AFTERBEFORE AFTER

サッシ・雨戸・建具の不具合 玄関ドアの不具合 水栓・蛇口のトラブル

雨どいの修理・清掃 ネズミやゴキブリ・害虫駆除 ブロック塀や土間の亀裂

18,000
雨どい清掃
安心の定額制

円円円円
(税抜)(税抜)(税抜)(税抜)

雨どいの修理・清掃は危険が伴います。高
所作業で危険な雨どいの修理・清掃は住
まいるコープにお任せください。

※二階建てまで、屋根勾配6寸以下、建坪約15坪

塀やコンクリート土
間の亀裂をそのま
まにしておくと、雨
水が浸入し危険で
す。まずはチェック
にうかがいます。

住宅には様々な害虫・
害獣が住み着きます。
見た目だけでなく、病
原体を媒介するなど衛
生面・安全面でも大き
な問題が。根本的な
対策はプロにお任せく
ださい。

表替え（新調から6～8年）
表面の、イ草のゴザの部分（畳表）を裏返しに
し、縁（へり）の部分も新しくなります。もっとも
手軽な張り替えの方法で、使用頻度の高い
お部屋におすすめです。

表面が擦れてきて白っぽくなってきたり、畳の
光沢感がなくなってきた場合は、表面のゴザ
（畳表）を新しいものと取り替える「表替え」の
時期です。畳の中心部分（芯）は再利用しま
すが、新しい畳表と縁になるため、見た目は新
品同様になります。

畳の上を歩くとフワフワしたり、畳と畳の間に
すき間ができていたら、芯の部分（畳床）が劣
化しています。畳の持つ良い機能が低下して
いるのはもちろん、健康にもよくありませんか
ら、この場合は思い切って新しい畳に取り替
えましょう。

裏返し（新調から3～4年）

3,780円(税込)
参考価格

新畳（新調から15年～）

3,500円～（税抜）/1畳

7,020円(税込)
参考価格 6,500円～（税抜）/1畳

17,280円(税込)
参考価格 16,000円～（税抜）/1畳

職人の手仕事の風景職人の手仕事の風景

▶新ふすま
（大・90cm×180cm）

18,500円（税抜）/枚
19,980円（税込）

▶しょうじ張替え 3,000円～（税抜）/枚
3,240円～（税込）

▶ふすま張替え 3,700円～（税抜）/枚
3,996円～（税込）ふすまや

しょうじも
お任せ下さい

畳をはがしてフロー
リングに、ふすまを引
き戸に。押入れはク
ローゼットに。洋室
へのリフォームで部
屋がより使いやすく
なります。

普段目にすることのできない屋根の状態。
まずは我が家の屋根の現状を把握しませんか？
普段目にすることのできない屋根の状態。
まずは我が家の屋根の現状を把握しませんか？

屋根の無料点検

●自分では確認できない屋根の状態を専門家が点検します。
●実際に屋根に上ってしっかりと確認します。
●点検後は写真つき報告書を提出し、
　不具合箇所や解決方法
　をお知らせします。
●訪問業者などに惑わされないために
　おススメです。

知らぬ間に
こんな状態に
なっているかも・・

知らぬ間に
こんな状態に
なっているかも・・

※上記価格は各塗料を使った場合の施工単価です。別途、足場代などがかかります。

▶シリコン樹脂塗料年間をとおして節電！ おどろきの断熱効果！

▶断熱遮熱塗料ガイナ

3,780円(税込)

2,160円(税込)

▶遮熱塗料

3,132円(税込)

おすすめ

/㎡
（税抜）

/㎡
（税抜）

/㎡
（税抜）

外壁塗り替え時期の目安は？
壁の表面を手でこすった時に粉状
のものが付着したら、それはチョー
キングという白化現象です。本来
壁の表面にあるはずのツヤが劣化
によって失われた状態です。

無料にて点検をいたします。
こんな症状があったら、是非一度ご相談ください！

診断料金
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。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。
経験豊富な建築士が診断 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。

床下 / 基礎 / 設備 / 内壁 / 外壁 / 
屋根裏 / 屋根 / 柱の傾き / 床の傾き

（税抜）

安心の調査内容

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。

60,480円(税込)

▶クロスの張替え

56,000 円～円～円～円～
(税抜)(税抜)(税抜)(税抜)

60,000円

ご依頼多数！
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