2020 冬号
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

毎年大好評！リピート様増加！

今年もセットが断然お得です！

おトクな2点セット

年末特別価格!

3点セット

22,800 円

（税抜）

25,080円
（税込）

レンジフード

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。 チラシ有効期限：10/26〜1/31まで

もっとおトクな

レンジフード＋浴室セット
作業時間：3〜5時間

年末大掃除キャンペーン!

住まいるコープ作業員は感染症対策を徹底して作業させて頂きます。

浴室

レンジフード＋浴室＋キッチンセット
作業時間：4〜6時間

年末特別価格!

31,800 円

（税抜）

完全スペシャルパック

作業時間：5〜8時間

年末特別価格!

キッチン

レンジフード＋エアコンセット
作業時間：2〜4時間

年末特別価格!

18,800 円

（税抜）

20,680円
（税込）

レンジフード

エアコン

清掃 シンク・ガステーブル（簡易清掃・グリ
・パネル・タイル・収納扉
箇所 ルは含まず）

年末特別価格!
レンジフード

5,000円（税抜）5,500円(税込)

+

32,500 円

（税抜）

35,750円
（税込）

エアコン (ノーマル)

浴室

ガステーブル
浴室

換気力アップでウイルス対策を！

空気キレイ３点セット
トイレや浴室の換気扇はほおっておくと
ホコリや汚れが溜まります。
トイレ換気扇

シンク
トイレ(タンク内まで)

これがプロの技！
作業時間：箇所による

年末特別価格!

ガラス・サッシ

10,000 円〜

（税抜）

11,000円〜(税込)

掃き出し窓標準サイズ（2枚1組 幅169㎝×高さ183㎝）
サッシ
まわりも♪

もやもやが・
・
・
目立ちます。

浴室乾燥機

洗面台

通常よりもなんと 15,000円もお得!!

ガステーブルしっかりプラン

レンジフード＋浴室＋エアコンセット
作業時間：4〜6時間

54,780円
（税込）

レンジフード
戸棚
（表面清掃）

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) 3,300円(税込)

49,800 円

（税抜）

34,980円
（税込）

浴室

レンジフード

水まわり

BEFORE

こんなに汚れているかも…

トイレ・浴室・洗面所の換気扇、
浴室乾燥機などのいずれか3点
作業時間：箇所による

年末特別価格!

18,500 円〜

（税抜）

※換気扇や乾燥機の種類や形状により金額は変わります。

20,350円〜
（税込）

24時間換気システムの清掃もご相談ください。
お掃除機能付き
+7,000円(税抜)

お掃除機能付き+7,000円(税抜)
7,700円(税込)

7,700円(税込)

やりそびれていませんか？

エアコンクリーニング

どこよりもお得な価格でご提供

レンジフード単品

3台以上まとめてご依頼の場合
通常10,000円が1台目から
作業
時間

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

8,660 円

清掃
箇所

（税抜）

1台のお申込み

10,000円（税抜）
11,000円（税込）

2台のお申込み
1台

9,000

作業時間：1〜2時間

8,660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。

単品メニュー

AFTER

10,000円（税抜）11,000円（税込）

◎トイレ

5,500円
（税込）
トイレ防汚コーティングは +5,000円
（税抜）

10,000円（税抜）11,000円（税込）
15,000円〜（税抜）16,500円〜（税込）

◎ガステーブル
◎排水管高圧洗浄

大掃除まるごとお任せパック
見積無料！ご要望に合わせてプランニング
いたします。詳しくはお問い合わせください！

※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)

14,000 円

3,300円(税込)

（税抜）

作業時間
2〜3時間

15,400円(税込)

浴室防カビ処理工事+10,000円(税抜) 11,000円(税込)

◎浴室＋浴室換気扇

14,000円〜（税抜）15,400円〜（税込）
19,000円〜（税抜）20,900円〜（税込）

お 得な

5%OFF 遅 割
キャンペ ーン

1月に施工していただける方は、代金から５％割引を
お申し込み受付期間：12月15日まで
させていただきます。

※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。

・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。

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

浴室・排水口（排水溝）
・天井・

防カビ抗菌コート +1,000円（税抜）1,100円（税込）

5,000円（税抜） 5,500円（税込）

プロがスッキリクリアな窓に

清掃 壁面・照明・床・カラン・鏡・換気
箇所 扇（表面・フィルター）

9,526円（税込）

※お掃除機能付きエアコンは1台につき +7,000円（税抜）7,700円（税込）

室外機

11,000円
（税込）

浴室(1坪まで)

3台以上のお申込み

円（税抜） 1台
9,900円（税込）

10,000 円

（税抜）

（税込）
※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。 9,526円

複数台のお申込で1台あたりの金額がお安くなります！

分解内部洗浄・本体フード
ファン・フィルター

◎トイレ＋トイレ換気扇

自分ではきれいにな
らなかった窓も

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 ▶▶▶

●お気軽にお問い合わせください

9:00〜18：00(日曜・祝日休業)

0120 -55-4155

http://www.smile-coop.jp/

メールからの受付 ▶▶▶

info@smile-coop.jp

神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-19-3-4F

※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。 ※年末年始は12/29〜1/5まで休業
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ご高齢の方でも安心安全の住まいづくりをお手伝いします。
みんなが気持ちよくすごせる空間へリフレッシュしませんか？
居 間

「たった１本」でも、位置次第で移動や昇降
動作の補助、転倒予防などに大きな効果が
あるのが手すりの取付けです。

手すりの設置

一番ながく過ごす場所だから、気持ちの良い空間に

・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。

クロスの張替え

▶

▶

(税抜)

61,600円〜(税込)

BEFORE

在宅
ワーク

AFTER

お客様も使う
トイレの床や
クロス､汚れて
いませんか？

住宅用上がりかまち手すり

トイレ用手すり

フリースタイル手すり

住宅用屋外手すり

使っていない場所を
ワークスペースに！

「在宅ワーク」
が当たり前となってきましたが、家の
中で集中できる場所を確保するのはなかなか難し
いようです。
そこで、押入れなどのスペースを改造
してみるのはどうでしょうか。

浴室のリフォーム
浴室には多くの危険が潜んでいます。温度差によるヒートショックの
改善に浴室のリフォームが効果的です。
また、お風呂での転倒防止
には、深すぎずまたぎやすい浴槽と手すりの設置が効果的です。

BEFORE

AFTER

E様

施工業者 ▶（有）吉成工務店

BEFORE

AFTER

AFTER
▲洗面台を入れ替え、
クロス
や床を貼替えて、明るくすっき
りとした脱衣所になりました。
入口の段差も解消しました。

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！

BEFORE

神奈川区

床の張替え

56,000 円〜 見積り無料

和室から
洋室へ

足の怪我をしてしまい、階段の昇り降りに困っ
ていました。電話をすると、
その日のうちに業者
さんが見に来てくださり、次の日には取り付け
工事が完了しました。急いでいたので大変助
かりました。

無垢（むく）のフローロングが
おすすめです！

クロス＆床の張替え

トイレ

お急ぎだった手すり取付工事に、
迅速に対応させていただきました

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。

BEFORE

AFTER

▲きれいで機能的なお風呂場
に生まれ変わりました。お湯が
冷めにくい高断熱浴槽です。省
エネや節約にもつながります。
リクシル「ヴィータスパネル」使用例

たたみ

畳のリフレッシュで気持ちの良い年末を！

裏返し（新調から3〜4年）

表替え（新調から6〜8年）

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
を新しいものと取り替える
「表替え」
の
手軽な張り替えの方法で、使用頻度の高い （畳表）
時期です。畳の中心部分（芯）
は再利用しま
お部屋におすすめです。
すが、新しい畳表と縁になるため、見た目は新
参考価格
3,500円〜（税抜）/1畳 品同様になります。
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

3,850円〜(税込)

職人の手仕事の風景

住まいのこと無料相談

参考価格

6,500円〜（税抜）/1畳

ふすまや
しょうじも
お任せ下さい

新畳（新調から15年〜）
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。

7,150円〜(税込)

参考価格

ふすま張替え

▶

新ふすま

▶

（大・90cm×180cm）

しょうじ張替え

▶

16,000円〜（税抜）/1畳

17,600円〜(税込)

3,700円〜（税抜）/枚

4,070円〜
（税込）

18,500円（税抜）/枚

20,350円
（税込）

3,000円〜（税抜）/枚

3,300円〜
（税込）

建築士による住まいのオンライン相談室

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！
中古マンション・戸建て購入のお悩み、
マンションリノベ
ーション、耐震やバリアフリーなど住まいに関することな
ら、経 験 豊 富な建 築 士がご相 談に乗ります。住まいに
ついて知りたいことや不安がある方はどなたでもお気軽
にご参加ください！
お電話だけでは分かりに
くいことも、オンライン相
談なら同じ画面を見なが
らご説明するので、安心
してご相談いただけます。

永井空間設計

永 井 幸 建築士

DEN設計工房

ぶなのスタジオ

小野建築設計室

酒井 行夫 建築士 大西 智子 建築士 小野 誠一 建築士

●こんなご相談がよせられています
古い建物なので色々と心配です。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。

ご相談は電話・面談・メールでも承っております。お気軽にご連絡ください!

