
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

冬もキレイな風で快適に!

※ 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。

レンジフード
浴室セット

レンジフード 浴室

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

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）

お申し込み
受付期間

12月15日まで

エアコンクリーニングエアコンクリーニング
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!

24,800円（税抜）
27,280円（税込）

20,800円（税抜）
22,880円（税込）作業時間│3～ 5時間

年末特別価格!
作業時間│2～ 4時間
年末特別価格!

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

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

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 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）

レンジフード 浴室 エアコン

（ノーマル）

作業時間│4～ 6時間年末特別価格!

34,800円（税抜）
38,280円（税込）

作業時間│4～ 6時間年末特別価格!

これがプロの技！ ガラス・サッシ

セットで2,200円 お得

セットで
4,200円
お得

セットで12,200円お得

セットで
2,200円
お得

セットで1,200円 お得

掃き出し窓標準サイズ（2枚1組 幅169㎝×高さ183㎝）

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

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

54,800円（税抜）
 60,280円（税込）

作業時間│5～ 8時間年末特別価格!

10,000円～（税抜）
 11,000円～（税込）

作業時間│箇所による年末特別価格!

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）

レンジフード   12,000円（税抜）
13,200円（税込）

ガステーブル   10,000円（税抜）
11,000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 +5,000円（税抜） 5,500円（税込）

浴室［1坪まで］   15,000円（税抜）
16,500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）

排水管高圧洗浄   35,000円（税抜）
38,500円（税込）

　●作業範囲：台所・浴室・洗面台・洗濯機・外部ます回り

●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

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

住まいるコープ
2022年10月17日発行号

ホームページから メールから

神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-19-3-4F
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

友だち募集中
LINE
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

お
得
な

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

実
施
中

レンジフード
エアコンセット

水まわり完全スペシャルパック

単 品 メ ニ ュ ー

トイレ換気扇 浴室乾燥機

空気キレイ3点セット

※換気扇や乾燥機の種類や形状により金額は変わります。
※浴室が換気扇の場合は金額が変わります。

トイレや浴室の換気扇はトイレや浴室の換気扇は
ほおっておくとほおっておくと
ホコリや汚れがホコリや汚れが
溜まります溜まります

こんなに
汚れている

かも…

年末特別価格!
作業時間│箇所による

22,000円～（税抜）
 24,200円～（税込）

おトクな2点セット おトクな2点セット

32,800円（税抜）
36,080円（税込）

トイレ　 洗面所　 浴室乾燥機

大掃除まるごとお任せパック 見積無料!

年末大掃除
キャンペーン

今年最後のご案内です！ お忘れなく！

住まいるコープの
浴槽エプロン
取り外し洗浄オプショ

ン

500円OFF
● 浴室の清掃をご依

頼されたお客様が

対象となります。

● 必ずこのチラシを
担当業者にお見せ

ください。

レンジフード

エアコン

チラシ有効期限
10/17 ～ 1/31まで

24時間換気システムの清掃も
ご相談ください。

●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
24,000円～（税抜）26,400円～（税込）



インナーサッシの取り付けなどで、
おうちの断熱性が大幅にアップします。

今ある窓に
つけるだけ

窓の断熱化によって、住まい全体が屋外の寒暖の影響を受けに
くくなり、冷暖房効率が向上。大きなエコ効果をもたらします。

なぜ窓のリフォームがエコなの?
── 熱の出入りが一番多い場所が“窓”だからです ──

マンション
でもできる

断熱リフォーム
窓 の

おす

すめ
です

設計：小野建築設計室
施工：（株）山崎工務店

開口部
73％

開口部
58％

屋根 5％
換気 15％
外壁 15％
床 7％

屋根 11％
換気 6％
外壁 7％
床 3％

夏の冷房時（昼）夏の冷房時（昼） 冬の暖房時冬の暖房時

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。住まいのこと無料相談 0120-55-4155

5～60万円補助

全世帯対象

申請期間が2023年3月31日まで
延長されました

国 の 補 助 金

詳しくは、 こども
みらい住宅支援
事業HPをごらん
ください

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

ユーコープ 片倉店 毎月第3日曜日　10：00～ 15：00
ユーコープ 西鎌倉店 毎月第3土曜日　10：00～ 15：00

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

12～2月が基本剪定を行う
最適な時期。

古くなった
ウッドデッキを撤去し、
フェンス・カーポートを
設置しました。

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

落葉樹の剪定をしないと…

60,000円（税抜）
66,000円（税込）

大・90cm×180cm

3,500円～ /枚（税抜）（2枚から）
3,850円～（税込）

6帖（天井10㎡ 壁30㎡）

65,000円～（税抜）
71,500円～（税込）

≫たたみ ≫クロス

≫しょうじ ≫ふすま

表替え

張り替え 張り替え

糸引表

6,000円～/畳（税抜）
6,600円～（税込）

普通品

4,300円～ /枚（税抜）
4,730円～（税込）

まずはお気軽にご相談ください

クロスや畳などの
内装リフォーム

住まいるコープで 快適リフォーム

ほっとする づくり

印 象 が
ガラリと
変わる！

外回りのお手入れ

家
もお任せください

お問い合わせ

剪定が理想葉っぱが落ちたら

【施工場所】横浜市青葉区
【施工業者】有限会社東神工務店
【施工金額】約70万円

※感染状況により、中止となる場合があります

11/ 6日 ユーコープ 笹下店 10：00～ 15：00

11/ 13日
ユーコープ 神大寺店
ユーコープ 白根店 10：00～ 15：00

ユーコープ たまプラーザ店 12：00～ 16：00
12/ 4日 ユーコープ たまプラーザ店 12：00～ 16：00


