
●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●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

ホームページ・メールは24時間ご相談受付中!

http://www.smile-coop.jp/ 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
2021年11月1日発行号

ホームページから メールから0120-55-4155
お気軽にお問い合わせください� 9:00～18:00（土曜・日曜・祝日休業）

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

トイレ換気扇 浴室乾燥機

レンジフード ガステーブル シンク

戸棚（表面清掃）トイレ(タンク内まで)

浴室

洗面台

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

チラシ有効期限
11/1 ～ 1/31まで

◦���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。

◦���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。

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。

5%OFF遅割
1月に施工していただける方は、
代金から5%割引をさせていただきます

やりそびれていませんか?

※�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。

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

※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。

空気キレイ3点セット

おトクな2点セット

水まわり完全スペシャルパック

これがプロの技！ ガラス・サッシ

もっとおトクな3点セット
レンジフード 浴室セット レンジフード 浴室 キッチンセットレンジフード エアコンセット レンジフード 浴室 エアコンセット

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)

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

作業時間│5 ～ 8時間

作業時間│箇所による

作業時間│2 ～ 3時間

レンジフード 浴室 レンジフード エアコン
お掃除機能付きエアコンは
+7,000円 (税抜)�7,700円(税込)

お掃除機能付きエアコンは
+7,000円 (税抜)�7,700円(税込)

レンジフード 浴室 エアコン

レンジフード 浴室 キッチン

ガステーブルしっかりプラン
+5,000円（税抜）�5,500円(税込)

(ノーマル)

通常よりもなんと 15,000円もお得!!

掃き出し窓標準サイズ（2枚1組�幅169㎝×高さ183㎝）

どこよりもお得な価格でご提供

※�換気扇や乾燥機の種類や形状により金額は変わります。
24時間換気システムの
清掃もご相談ください。

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

毎 年
大好評

年末大掃除
キャンペーン
リピート様増加! 今年もセットが断然お得です!

単 品 メ ニ ュ ー お申し込み
受付期間

12月15日まで

お得なキャンペーン実施中

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!

2021冬号

エアコンクリーニング

作業時間│1 ～ 2時間

レンジフード単品

浴室［1坪まで］

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

複数台の
お申込で
1台あたりの
金額がお安く
なります!

清掃箇所
浴室・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　�分解内部洗浄・本体フード・
ファン・フィルター

契約者様に除菌ジェルをプレゼント

自分ではきれい
にならなかった
窓もプロがスッ
キリクリアな窓に

もやもやが目立ちます

サッシまわりも

こんなに
汚れている

かも…

先着150名

※完全に分解できない機種もあります

作業時間│3 ～ 5時間

22,800円 (税抜)
� 25,080円（税込）

年末特別価格! 作業時間│4 ～ 6時間

31,800円 (税抜)
� 34,980円（税込）

年末特別価格!作業時間│2 ～ 4時間

18,800円 (税抜)
� 20,680円（税込）

年末特別価格! 作業時間│4 ～ 6時間

32,500円 (税抜)
� 35,750円（税込）

年末特別価格!

49,800円 (税抜)
� 54,780円（税込）

年末特別価格!

10,000円～ (税抜)
� 11,000円～（税込）

年末特別価格!

◦トイレ＋トイレ換気扇 
   14,000円～（税抜）�
� 15,400円～（税込）
◦浴室＋浴室換気扇 
   19,000円～（税抜）� �
� 20,900円～（税込）

年末特別価格!
作業時間│箇所による

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

18,500円～
� 20,350円～（税込）

(税抜)

8,660円 (税抜)
� 9,526円(税込)

1台のお申込み 2台のお申込み 3台以上のお申込み
10,000円（税抜）
11,000円（税込）

1台9,000円（税抜）
9,900円（税込）

1台8,660円（税抜）
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）

防カビ抗菌コート+1,000円（税抜）��1,100円（税込）

室外機5,000円（税抜）��5,500円（税込）

14,000円 (税抜)
� 15,400円（税込）

10,000円 (税抜)
� 11,000円（税込）

浴室防カビ処理工事
+10,000円（税抜）

11,000円(税込)

エプロン取り外し洗浄
+3,000円（税抜）
3,300円(税込)

トイレ   10,000円 (税抜)�11,000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）

ガステーブル   10,000円 (税抜)�11,000円（税込）
排水管高圧洗浄   15,000円～ (税抜)�16,500円（税込）



※感染状況により、中止となる場合があります

ご好評の包丁とぎ・リフォームや
耐震診断などの住宅相談を行います。包丁とぎ

住宅相談
実施中

お問い合わせ 0120-55-4155

11/7日 ユーコープ笹下店��10時～ 15時

11/14日 ユーコープ白根店��10時～ 15時

11/20土 ユーコープ西鎌倉店��10時～ 15時

11/21日
1/16日

ユーコープ中原店・鶴巻店・曾屋店
10時～15時

建築士による

住まいの
健康診断

経験豊富な建築士が
建物の現状を総合的に診断！
調査内容とアドバイスを報告書にまと
めて、分かりやすくご説明するので安心。
※延床面積120㎡までの料金になります

診断料金

安 心 の 住 まいるコープ に お 任 せください

で 手に入れよう!リフォーム 快適生活を

相談
・

見積無料 お庭の有効活用を
12 ～ 2月が基本剪定を行う最適な時期。

落葉樹の剪定

◦���夏に病害虫の発生
◦���葉っぱが異常に増えてうっとおしさが増す
◦���樹勢が悪くなり、枯れる方向に向かう

ウメ、カリン、サクラ、エゴの木、クヌギ、クリ、ケヤキ、コナラ、
コブシ、サルスベリ、サンシュ、モクレン、シャラ、ヤマボウシ、
モミジ、ディゴ、ムクゲ、ボケ、ウツギ��など

剪定が理想葉っぱが落ちたら

落葉樹の剪定をしないと…

エコで防災対策もできる!
助成金を活用してお得に設置。

◦���災害時に、雑用水として使えます。いざという
ときに役立ちます!

◦���庭や鉢植えの水やりに利用できます。自然の
水なので、植物にやさしい水です。

雨水タンク設置

雨水タンク
のメリット

防草シートと砂利の組み合わせで
確実に防草対策ができます!

1 ���雑草の生えている場所を整地する。
2 ���防草シートを敷設する。（遮光性・透水性・通気性に優れています）
3 ���砂利を敷設する。（適当な保水性があり、美観も大変優れています）

雑草対策

コンクリート犬走りと工事費用を比較すると60 ～ 70%で施工できます。

防草方法!
もっとも経済的な

1 2 3

一番ながく過ごす場所だから

気持ちの良い空間に居 間
クロスの張替え

56,000円～
� 61,600円～ (税込)

床の張替え
見積り無料

(税抜)

屋根のメンテナンス

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。

外壁塗装
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。こんな症状
が少しでもあったら、是非一度ご
相談ください！

無料にて点検をいたします。

塗り替え時期の目安は？

ふすま・しょうじ
ふすま張替え 3,700円～（税抜）/枚

4,070円～（税込）

しょうじ張替え 3,000円～ （税抜）/枚
3,300円～（税込）

新ふすま 18,500円（税抜）/枚
20,350円（税込）

※大・90cm×180cm

たたみ
3,500円～ (税抜)
3,850円～ (税込)

裏返し（新調から3～4年）

6,500円～ (税抜)
7,150円～ (税込)

表替え（新調から6～8年）

16,000円～(税抜)
17,600円～ (税込)

新畳（新調から15年～）

※参考価格/1畳

BEFORE AFTER

浴室リフォーム

点検後、タイルを剥がしてみると湿気に
よる腐れとシロアリ被害にあった木部が

タイルにヒビが入っていること
から浴室補修のご依頼でした

1 2 3

しっかり湿気対策

施工業者
（株）Architect横濱

住まいる
コープの
施工事例

お客様の声
とても信頼できる
方が担当してくだ
さり、依頼して良
かったです。

きれいで快適な浴室に

生まれ変わりました

助成実施自治体�…���横浜市、座間市、藤沢市など� �
詳しくはお住まいの自治体にお問合せください。

60,000円 (税抜)� 66,000円(税込)

住まいのこと無料相談 住まいについて知りたいことや不安がある方は、経験豊富な建築士
がご相談にのります。お気軽にご連絡ください。


