
ファミリー
マート

ファミリー
マート

来場記念品
プレゼント
来場記念品
プレゼント

さくらたまごさくらたまごコープラン産直コープラン産直
※商品が変更になる場合があります。※商品が変更になる場合があります。

店頭発表！

限定

1台
ビルトインタイプ KZ-G32AKビルトインタイプ KZ-G32AK

お申し込み多数の場合は、抽選の上、後日ご当選者様に
ご連絡させていただきます。

目玉商品目玉商品目玉商品目玉商品

IHクッキングヒーターIHクッキングヒーター

10：00～16：0010：00～16：00

消費税は2019年10月より10％になる予定です。
消費税額は引き渡し時の税率で決まります。
ポイント
増税の

in パナソニックリビングショウルームin パナソニックリビングショウルーム

増税目前!!増税目前!!
いそげー!!いそげー!!

体験
しよう！ IH実演試食体験IH実演試食体験

4

※内容は変更になる場合があります。写真・イラストはイメージです。

日日土土

苔玉つくり SOLIDO
マザーズデイ・デザイン

講師：
サコウユキコ

かわいい苔玉を手作り体験！
心和む小さな緑の苔玉を作ってみませんか！

母の日のプレゼントを手作り体験！
壁材（SOLIDO）を使った母の日プレゼントを手作り！

ワークショップ体験

講師：
渡辺 篤子

●時間／10：30～12：00●参加費／1,080円●予約制／電話申し込み 各20名定員

事前予約制：コープ住まいるまでお申し込みください。

●春のピラフ＆スープなど●春のピラフ＆スープなど

おうちでできる おいしい珈琲の淹れ方教室おうちでできる おいしい珈琲の淹れ方教室
4月20日（土）　①12：00～　②14：00～　（各回30分程度）4月20日（土）　①12：00～　②14：00～　（各回30分程度）

ガラポン
抽選会
ガラポン
抽選会
コープ商品が当たる!!コープ商品が当たる!!

相談コーナー

●お気軽にご相談ください●

●リフォーム　●不動産
●耐震工事（診断）　●新築
●オール電化（四国電力協力） 

元気くん
つかみ取り
元気くん
つかみ取り

1回1回50円50円

●I 型　2550
○1,121,900円メラクシーナラクシーナ

手元にコンセントがあるので、
調理家電がカウンター上でス
ムーズに使えます。

クッキングコンセント

料理をもっとラクに、
もっと楽しく。

料理をもっとラクに、
もっと楽しく。

60
OFF
%% 448,800円（税別）

●1621　AR
○1,011,000円メオフローラオフローラ

●W750 3 面鏡 ○217,500円メ

シーラインシーライン

シャワー穴の加工を工夫するこ
とで、シャワーの強さや心地よ
さはそのままで、節水を実現し
ました。

W水流シャワー

毎日のお風呂掃除がらくになる
くつろぎのバスルーム

毎日のお風呂掃除がらくになる
くつろぎのバスルーム

65
OFF
%%

62
OFF
%%

354,000円（税別） 82,800円（税別） ●S2 ○196,000円メ

アラウーノアラウーノ

50
OFF
%%

98,000円（税別）

コープ住まいるおすすめ！2日間限りの特価商品
※数に限りがございます。

工事費別途 工事費別途 工事費別途 工事費別途

キッチンキッチン お風呂お風呂 洗面化粧台洗面化粧台 トイレトイレ

0120-925-511

土 日土 日

限定

3台
限定

3台
限定

3台
限定

3台

■国道11号線沿い、永木橋そば。■国道11号線勝山通りを川内方面へ、永木橋渡ってすぐ左側
　（要注意ＡＭ７：００～８：３０は車進入禁止区間あり）
■伊予鉄石手川公園駅から国道11号線永木橋方面へ向い徒歩1３分
■駐車場あり(無料) 40台 ・内12台来客専用

■国道11号線沿い、永木橋そば。■国道11号線勝山通りを川内方面へ、永木橋渡ってすぐ左側
　（要注意ＡＭ７：００～８：３０は車進入禁止区間あり）
■伊予鉄石手川公園駅から国道11号線永木橋方面へ向い徒歩1３分
■駐車場あり(無料) 40台 ・内12台来客専用

最新IHクッキングヒーターを使った最新IHクッキングヒーターを使った



屋根・外壁塗装

畳・ふすま

白アリ駆除・防除

※内容は変更になる場合があります。写真・イラストはイメージです。※内容は変更になる場合があります。写真・イラストはイメージです。

両面

片面

天袋 1,800
3,000
4,000円～

（税別）

円～
（税別）

円～
（税別）

※新調時の古畳処分 1,200円（税別）～

4,000表替え
3,000裏返し

8,500新 調
畳

円～
（税別）

円～
（税別）

円～
（税別）

ふすま張り替え

（2mまで）

（2mまで）

※1：塗装の見積りを作成する際、面積を正確に求めることが必要です。坪数計算では、窓の開口部などを引いた面積計算が出来ません。過大請求防止のためにも㎡単位で算出しています。
※2：3階以上の建物の場合は超過分申し受けます。屋根勾配が5寸以上の場合の屋根足場につきましても、別途費用が発生します。また、屋根のみの塗装の場合は足場の実費が発生します。

498,000円～（税別）
日本ペイント パーフェクトトップ外壁

外壁 外壁

100㎡｜ローラー3回塗り（下・中・上塗り）

278,000円～（税別）

621,000円～（税別）

日本ペイント パーフェクトベスト屋根

60㎡ ｜ローラー3回塗り（下・中・上塗り）

100㎡+60㎡+ ｜ローラー3回塗り（下・中・上塗り）

合わせてすると

おトク！！
●高圧洗浄 ●下地調整（軽微なひび割れ補修） 
●小庇塗装 ●軒裏塗装 ●破風、鼻隠し塗装 
●水切りトタン塗装 ●換気フードカバー塗装

まずは診断を行い状況の
確認をしてください。

　  
診断書を作成

5年間の保証書を発行します。
　  サービスと保証の安心

　 リフォームかし保険に加入も可能

コープ住まいるはシリコン塗料価格で対応します！日本ペイント提携　  使用する塗料が明確
日本ペイントと提携し、外壁には『パーフェクトトップ』、屋根には『パーフェ
クトベスト』を上塗り塗料として基本使用しています。（ただし、下地や外
壁・屋根の素材によっては変わることもあります。）

1
　  工事内容と見積りを細かく説明2

3

4

5

下地や屋根の素材によって、工事内容・
使用塗料は変わります。診断書、下地材
を踏まえて、丁寧に説明します。

コープ住まいるの塗装料金　足場代含む

5つの安心・安全

※対応できない地域や追加で交通費をいただく場合があります。

リフォムス

1,430,000円（税別）
工事費別途

○2,283,300円メ

722,000円（税別）
工事費別途

○1,282,000円メ

298,000円（税別）
工事費別途

○477,400円メ

208,000円（税別）
工事費別途

○330,000円メ

激落ちバブル
流すたび、ミリバブル
とマイクロバブルの2
種類の泡と、パワフル
な水流で、しっかりお
そうじします。

手をスライド
させやすい平らな天面。

親指をかけて、力を
込めやすくするくぼみ。

握りやすさを
アップさせる
滑り止め。

しっかりと
握り込める形状。

全自動おそうじトイレ

アラウーノ
L150シリーズ タイプ 1

L-CLASS KITCHEN 
対面操作マルチワイド IH ラクするーシンク

洗面化粧台洗面化粧台 トイレトイレ

システムバスルームシステムバスルーム

メニューに合わせて自由に使え、キッチン側
もダイニング側も作業スペースが広々。さら
に使いやすいIH。 身体を支え、バスタイムの安心を支える

新しい手すりのカタチ。

システムキッチンシステムキッチン

L-CLASS ラシス
W900 三面鏡
美ルック ツインライン LED

スキンケア用品や
美容家電を出し入
れしやすく収納。
収納内部のコンセ
ントで、充電しながら
しまえます。

1616
おきラク手すり

あなたの

お家の床
下は

大丈夫？
まずはチェックしてみてください

コープの安心・安全、お得な「駆除・防除」コープの安心・安全、お得な「駆除・防除」

こんな症状がある場合は、
まずはご連絡を！

□お家の内外で羽アリを見た。　　
□床がブカブカする。黒カビがある。　
□ご近所で白アリがでた。 　□柱を叩くと空洞音がする。
□床下を一度も点検していない。

コープの白アリ防除・駆除なら安心!　4つの安心・安全

使用薬剤の安心 安全性が高く、シックハウス指定物質を含まず、
揮散せず、超低臭で安心できます。2

診断書作成の安心 床下・建物内外部を診断して、
写真付きの報告書を作成します。1

1㎡あたり
2,100円（税別）～ 105,000円（税別）

サービスと保証の安心 工事後、毎年1回の訪問点検を実施しており、
メンテナンスの点でも安心。また、5年間保証がついて安心。4

工事、価格の安心 事前調査、工事体制、工事内容など、
日本白蟻対策協会が認可した登録業者だから信頼できて安心。3

1階床面積（50㎡・約15坪）の場合

早期の点検・処置が大切!お家への被害を最小限に抑えます。

5年
保証

ご連絡
コープ住まいるまで
0120-925-511

ご相談
コープ住まいるが
ご相談をお受けします

現地調査
専門の提携会社が
現地調査を行います

工　事
防除・再防除・駆除

調査報告
見積もり提出
コープ住まいるから
ご説明・提出します

❶ ❷

❹ ❺

❸

防除

1㎡あたり
2,300円（税別）～ 115,000円（税別）

1階床面積（50㎡・約15坪）の場合
防除

パナソニックの水回りリフォームでワンランク上の生活をしてみませんか。


