
キレイな空気、清潔な環境で

▶浴室（1坪まで） 　　　　　　15,000円（税抜）

チラシ有効期間：2020年9月30日まで

▶トイレ 　　　　　　10,000円（税抜）

11,000円（税抜）12,100円（税込）

11,000円（税込）

16,500円（税込）

トイレ防汚コーティングは+5,000円（税抜）
5,500円（税込）

浴室防カビ処理工事+10,000円（税抜）
11,000円（税込）

浴槽・排水口（排水溝）・天井・壁面・照明・床・カラン・
鏡・換気扇表面

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

▶排水管高圧洗浄 15,000円～（税抜）16,500円～（税込）

エアコン＋浴室セットエアコン＋浴室セット

※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

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

25,080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）
11,000円（税込） 9,526円（税込）9,900円（税込）

機　種

室外機 5,000円（税抜）5,500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＋7,000円(税抜)

3台以上まとめてご依頼の場合

9,526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11,000円が1台目から

作業
時間

通常26,000円→

※エアコンの機種、使用年数、設置状況によっては施工できない場合があります。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)
1,100円(税込)

今だけ
通常2,000円▶

7,700円（税込）

2020年5月11日発行号
61,600円(税込)

▶クロスの張り替え

円～円～円～円～
(税抜)(税抜)(税抜)(税抜)

※スムーズな施工のため、業者からの連絡の際にエアコンの説明書をご用意ください。

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。

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

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

3

22,800円円円円 (税抜)(税抜)(税抜)(税抜)

※お掃除機能付き＋7,000円（税抜）

エアコン＋レンジフードセットエアコン＋レンジフードセット

20,680円（税込）
通常21,000円→18,800 円円円円 (税抜)(税抜)(税抜)(税抜)

※お掃除機能付き＋7,000円（税抜）

内装リフォームで爽やかな夏を！！

56,000 ▶しょうじ張替え 3,000円～（税抜）/枚
3,300円～（税込）

▶ふすま張替え 3,700円～（税抜）/枚
4,070円～（税込）

▶畳表替え 5,800円～（税抜）/1畳
6,380円～（税込）

6帖（天井10㎡ 壁30㎡）

※セットのエアコンは、エアコン台数割引の台数には含まれませんので、ご了承ください。

始めました !友だち募集中 !

お得な

キャンペーン情報や

お役立ち情報をお届け
「友達追加」からQRコードを

読み込んでください

・駐車スペースが確保できない場合の有料駐車場代金は、実費をご負担いただきます。 ・作業箇所の荷物・小物等はできるだけ移
動をお願いします。 ・作業にあたり水道・電気・ガスをお借りします。 ・状況（極度の汚れ・経年劣化など）によっては作業出来ない場
合があります。 ・極度の汚れ・作業困難な場所の場合、追加料金が発生する場合があります。 ・お支払いは現金のみとなります。

家族の健康と安全を守りましょう！

浴槽のエプロン取り外し洗浄はオプションとなります。

みちがえます！外回りのリフレッシュがおすすめです!
高圧洗浄や丁寧な手作業で徹底的に汚れを落とします

3,300円（税込）別途3,000円(税抜)

施工前 施工後

施工前施工後

施工前 施工後施工前 施工後

外壁洗浄

アプローチ洗浄 駐車場床洗浄

玄関土間洗浄

浴槽のエプロン取り外し洗浄はオプションとなります。 別途3,000円(税抜) 無料にてお見積りします。お気軽にお問い合わせください

外壁洗浄

前

前

前 前

後

後

後 後

汚水です汚水です



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

Before After

高木の伐採・枝下し
台風シーズンの前に。

庭木や雑木が大きくなってお困りではありませんか？

大きくなった植木を「切り戻し更新」で小さ
くし、一定の大きさに出来ます。幹・枝・葉
はすべて搬出処分いたします。

高木伐採 枝下し

植木剪定 刈込み

植木に関すること何でもご相談下さい

Before After

アルミフェンス取付けアルミフェンス取付けフェンス・塀

Before After

草取り・草刈り

テラス･物干しスペース

庭木の剪定庭木の剪定

高圧洗浄で汚れ等を落とします。 ひび割れなどは事前に補修します。 汚れやサビを落とします。

下塗りで塗料の密着を良くします。 下塗りと上塗りの中間層。 仕上げとして塗りムラをなくします。

住宅の大きさや形状が違うのに、同じ料金設定なのはおかしいですよね？ 当然、今の塗装の状態もそ
れぞれです。住まいるコープでは、1軒ごとにしっかりとした調査・見積もりを行い、本当に必要な工事だ
けを適正な価格で、お客様のご納得の上、提供いたします。

ひび割れが生じている 藻やカビが付着している 目地や窓まわりのコーキン
グが劣化している

※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(GAINA)

3,850円(税込)

2,200円(税込)

▶遮熱塗料 3,190円(税込)

1 2 3

4 5 6

おすすめ

/㎡
（税抜）

/㎡
（税抜）

/㎡
（税抜）

なぜ？
塗り替え時期の目安は？ 外壁の塗り替え時期を判断する一番簡単なチェック方法は外壁を触ってみることです。

壁の表面を手でこすった時に粉状のもの
が付着します。これが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！

住まいるコープは

外壁塗装・屋根塗装

そ
の
他
に
も…
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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！

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

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。

参考
価格 7,260円（税込）

6,600円/1坪（税抜）

夏が来る前に！お庭のお手入れをしましょう！

▶長期保証のオークリッジプロ30スーパー    　4,200円～/㎡
▶軽量な屋根材 ガルバリウム断熱屋根材　  6,400円～/㎡

※上記の価格は本体工事のみです。下地処理や廃材処理費等は別途見積りとなります。

工事前は古い瓦屋根

1

瓦をおろし下地をチェック

2

下地材を施工

3

軽量なガルバリウムの屋根材

4

完成。美しい仕上がりです

5

10年
保証

施工前 施工後

施工前 施工後

4,620円（税込）

6,600円（税込）7,040円（税込）

1

3

5

2

4

6

台風シーズンの前に屋根のメンテナンスしましょう!

重たい瓦屋根から、軽量で耐久性に優れ、見た目も美しい
オークリッジプロ屋根材へと葺き替えました。

▶三州防災陶器瓦
6,000円～/㎡

今こそ！


