
▶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：2018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

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▶

《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）

古くなったエアコン、交換しませんか？
安心取り付けプラン始めました！

※すでに十分な大きさの配管穴があいている、室外機は室内機と同じ階の地面置き、またはバルコニー床置き、電源は室内機の近くに専
用コンセントあり、の場合。上記以外の場合、設置状況により追加工事費が発生する場合があります。

安心の
理由は・・

量販店で頼むと・・、取り付けは下請け業者がスピード重視で施工▶エアコン標準取付費

（税抜）

25,920円（税込）

10畳
タイプ
まで

▶エアコン本体
東芝製 6畳用

ダイキン製 6畳用

RAS-2257V

S22UTES

（税抜）

60,480円（税込）

（税抜）

76,680円（税込）

外部配管はスリムダクト仕上げです！

耐久性に優れた
素材を使用し、
いつまでも変わ
らない美しさを保
ちます。

スリムダクト施工 テープ巻施工

ここが
ポイント

既存エアコン取外し

4,000円
リサイクル料

3,000円
年数が経ってもきれい
なまま

経年劣化が起こり、
エアコン能力が低下

建設業許可を持った設備業者が元請け
として責任をもって施工監理するので、

安心が違います！

＋
（税抜） （税抜）

4,320円（税込） 3,240円（税込）

見た目も
スッキリ



7,128円（税込）
6,600円/1坪（税抜）

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！

ご依頼多数！

夏が来る前に！

知らぬ間にこんな状態になっているかも・・

この機会にまずは をおためしください！

ちょっとした補修や、どこに頼めばいいかわからない工事はお任せください！

その工事に合った地元専門業者
を住まいるコープが選定し、業者
が元請けとなって見積もり・材料
の手配・施工まで行うので、技術
面でも価格面でもとても安心で
す。また、近くの業者が担当するの
で、アフターフォローも万全です。

軒天井の補修・はりかえ 格子の取り付け 脱衣所の床はりかえ

バルコニーの防水雨戸の補修塗装 スロープの設置工事 手すりの取り付け

住まいるコープが信頼される理由

シロアリにく
われてボロボ
ロになった床
下の状態。

ご相談・問い合わせ

無料床下診断無料床下診断
床下診断

診断結果のご説明 お見積り・ご契約

施工駆除 アフターフォロー

玄関ドアの
塗り替え

お気軽にお見積りをご依頼くださいお気軽にお見積りをご依頼ください

見栄えが悪くなった玄関ドアは、
交換をしなくても塗装をすること
でみちがえます。

AfterBefor

AfterBefor

庭木の剪定

草取り・草刈り テラスの作成
Befor

After

Befor

After

建築士による住まいの無料相談室 次回5月19日・6月6日

リフォームや新築など住まいのことを一級建築士に無料で相談できるチャンスです！

●こんなご相談がよせられています
古い建物なので色 と々心配です。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。

お申込みは
お電話にて 0120-55-4155要予約

第一水曜・第三土曜相談会実施期間

時　間 10時～18時(うち2時間)

場　所 建設プラザかながわ

住　所 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-19-3 
建設プラザかながわ4F
※出張での相談会もご相談に応じます。

安心価格で
施工いたします。
まずはお気軽に
お見積りを

安心価格で
施工いたします。
まずはお気軽に
お見積りを

まずはお気軽にご連絡下さい。
お客様のご都合にあわせて日
程調整いたします。もちろん強
引な営業はありませんので、ご
安心ください。

床下の調査・診断は「しろあり
防除施工士」資格を取得した、
経験豊かな専門スタッフが行い
ます。

写真またはモニターで、シロアリ
の有無だけでなく、水漏れ点検、
木材の腐朽など床下全体の状
態をご説明させて頂きます。

床下の状況に合わせて、お見
積りを作成させていただき、内
容にご納得頂けた場合のみ、
正式なご契約となります。

薬剤は、確かな効き目と、安全
性を重視しています。天然系の
薬剤もお選びいただけます。

施工完了後、５年間無償補修
の保証がございます。保証期間
内にシロアリが再発した場合
は、無料で再施工いたします。
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参考
価格
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