知らないとこより地元の腕利き！

2018

暮らしの困ったはここに相談
お家トラブルから
リフォームや
新築相談も！
15社掲載

商工会

湯河原町商工会 工業部会

お助け隊 に

まず相談を！

地元の凄さを発見！
わたしたち商工会工業部の「お助け隊」には53の事業所が所属しています。
建築、建設、設計、水道設備、内装（インテリア）、電気、土木、造園、林業、塗装、
お掃除など県内外広域で活躍しているプロフェッショナル集団です。
例えば、水回りのトラブルが起きたらどこに頼みますか？
テレビのCMでよく見るトラブル解決の会社？でも、ちょっと待って！
地元の業者なら素早く駆け付けてすぐに見てくれます。また、業者さん同士の
連携もバッチリ！
最近は、全国で悪質業者によるリフォーム工事や高額請求の被害なども聞き
ます。知らない会社より地元に根を張って活躍している業者をもっと知って、利
用して！という思いでこの本を発行しました。
ぜひ見えるところに置いて困った時に活用してください。
商工会工業部
2018年7月現在の表示になります。

この本の見方・使い方

１．どこに頼むか探す

２．直接電話する

３．見積もり無料

水道設備、建築・
建設、塗装、造園、林
業、土木、内装工事、
そうじ業をカテゴリー
別にアイコン表示。
ページはしに各社の
特徴を書きました。

各業者名下に電話
番号と事務所電話
受付時間が表示さ
れていますので、安
心して直接電話し
てください。

現場へ伺い、どのく
らいの料金がかかる
のか無料で見積もり
します。目安になる価
格も可能なものは表
記しています。
※基本の見積もりは無料です。
詳細は各社お尋ねください。
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暮らしの

みかんの地元ならでは！
捨てずに
賢く

知恵袋

柑橘の皮利用術

汚れ落と
し
つや出し

みかん皮洗剤利用 その3

床や皮製品のツヤ出し汚れ落とし！
ミカンの皮に含まれるリモネンとう天然
油成分にはツヤ出しの効果もあります。
よごれも落ち、ツヤ出し効果もあるので
フローリング磨きや革製品磨きにも！
小さなお子さんのいるご家庭も安心。

万能！ みかん皮洗剤

材 料 みかんの皮4個ぶん
水400mmリットル
作り方 鍋に水400mmリットルを入れ、その中に
みかんの皮4個ぶんをちぎって入れ
15分ほど火にかけます。冷ましてザル
でこし容器に移して出き上がり！
※1～2週間で使い切ってください。

※革製品を磨く時は目立たない部分で試
してね。

みかん皮洗剤利用 その1

油汚れを落とそう！
油性インク落とし！
リモネンの天然油成分で油性インクや
クレヨンの汚れを溶かしてくれます。
みかんの皮の表、ぶつぶつにリモネン
がいっぱい含まれています。
落としたい場所に直接こすりつけて落
としてみて！

ミカンの皮は油汚れを落とす効果抜
群。ガスレンジ周りの油汚れなどにおす
すめ。しつこい油汚れのときは、キッチン
ペーパーにみかん皮洗剤を浸して、し
ばらく放置してから拭き取るとよく落
ちます。試してみて！

※必ず目立たない部分で試しね。！

＋

みかん皮洗剤利用 その２

畳の黄ばみ落としに！

シンクの汚れ落としに！
使用済のラップに柑橘の皮を包みクシ
ュっと丸めて手でもみます。クシュっとな
ったら皮を捨てラップに台所洗剤をな
じませシンクを磨いてみて！
柑橘の皮から出た成分で汚れが落ち
安くなりピカピカに！
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乾いた雑巾にみかん皮洗剤を吹き付
けて畳を拭いてみて！
畳の黄ばみを落としと汚れ防止効果
も期待でき、良い香りもするので一石
三鳥！

(株)伊藤工務店

0465-63-1757

営業

9:00〜17:00

定休 日曜

湯河原町宮上732
温泉・水道・冷暖房などの配管工事や
土木、
浄化槽設備工事、
貯水槽清掃な
ど幅広く行う配管のプロフェッショナル
です。
トイレやお風呂、
台所の水回りのトラブ
ルやリフォームなど任せてください！
水漏れや詰りなど緊急のトラブルは迅
速に駆け付け現場を見ます。
寒くて水道管が破裂や、
温泉タンクの
こういう会社です！

一級管工事施工管理技士
二級土木施工管理技士
湯河原・真鶴町上下水道指定工事店
湯河原町温泉工事業者公認
熱海市上水道指定工事店
貯水槽清掃業登録業者

こんな困った

清掃をどこに頼もう…
など困ったらすぐに連絡
を！

はご相談ください

・
トイレを和式から洋式に変えたい。
→床の張替えまで含め2日間ほどで完了！
・
トイレをウォシュレットにしたい、
取り替えたい。
・システムキッチンやお風呂をリフォームしたい。
長年の功績を評価され厚生
労働大臣賞を受賞しています！

水や温泉のトラブルも熟練職人
がすぐに対応！

成願寺「なまこ壁のトイレ」を手がけました
家を建てる時の配管など基礎工事は大切です。
熟練職人が丁寧に仕上げます。

一級施工管理士の店。

・古い配管や蛇口の水漏れ、
排水詰りのトラブル。

水道・温泉の配管やメンテナ ンスが大得意 ！

℡

職業訓練指導員の会長が人材育成なども手掛
けている技術力が自慢の会社です。
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(有)大
地元な らではのスピ ーデ ィ ーな 対応が自慢 ！

℡

0465-63-3844

営業

8:00〜18:00

定休 日曜

湯河原町鍛冶屋692
湯河原・真鶴町で指定工事店になっている地
元密着の設備会社です。
最近問合せが多いのは、
最新式の水栓にして
便利で快適な家事がしたい！
台所や洗面、
お風呂は毎日使うもの。
ここ最近のトレンドは節水もでき、
掃除も楽で
お洒落な水栓金具です。ページ下のイラストを
見ると各ご家庭の水道のタイプも一目瞭然！
最新設備のシステムキッチンに取り換えたい！
などお気軽にご相談ください。
こういう会社です！
湯河原町上下水道指定工事店・真鶴
町上水道指定工事店
病院や学校など公共施設やマンショ
ン、
新築、
リフォーム、
修理など幅広く
手掛けています。

こんな困った

？
はご相談ください

困ったらすぐに連絡を 。

・最近洗面所やお風呂台所などの水はけが悪い。
→詰り修理7000円〜。
・水栓から水がポタポタ漏れている←水栓交換8000円〜。
・
トイレのウォシュレットを交換したい→取り付け10000円〜。
詰りも一発解消します！

・
トイレ和式を洋式にしたい→内装込みで18万円〜。
台所水栓の種類は大きく分けて３種類。

キッチン、
トイレ、
洗面、
お
風呂などのリフォームも気
軽にご相談ください。
見積もり無料で安心！
給湯器・ボイラーの取り付
けや水廻りのリフォームも
お気軽にご相談ください！

4

伸設備

台付1穴

台付2穴

壁付

(株)

大幸建設

0465-62-6048

営業

9:00〜19:00

定休 日曜

湯河原町土肥5-15-8
大正14年創業、
80年以上にわたり技
術に磨きをかけている地元に根付いた
工務店。
耐震診断士、
一級建築士の資格を持つ
3代目とフィナンシャルプランナーの資
格を持つ奥さまが予算に応じて「ワン
ランク上の家づくり」を提案します。

頑固 な家 が自慢の工務店

℡

現地見学会や、
勉強会も開催。
よくわからない…の悩みに
きちんと答えてくれます。
こういう会社です！
全国有数の工務店から「2008年
優良工務店」に選ばれました。
全国優良住宅推進協議会から
施工した住宅が全国優良住宅
に認定され表彰されました。

はご相談ください

→耐震診断をします。右写真のように補強が可能です。
・バリアフリーにしたい。
・現地を見学して実際に見て確かめたい。
・住宅資金をどうしたらよいか悩んでいる…。

ここに注目 ！

・古い家なので地震が心配…

壁倍率２倍 …
耐震補強

こんな困った

→資金計画から相談にのります！

フィナンシャルプランナーがいる工務店！
家を建てたい、
リフォームしたい、
の予算の相談に
気軽に応じアドバイスしてもらえるので安心！
お客様の安全な予算についてご相談に応じま
す。一生涯のライフサイクルコストについて一緒
にシミュレーションします。
www.daikou-kensetsu.co.jp/

見にきて ！
…

電話・HPの問合せメールから
お気軽にご相談ください！

事務所では地元工芸作家さんの作品も展示

家を建てたい、
リフォームしたいけれど
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一 優 工務店
工事完了後に保証書 を発行 する工務店

℡

0465-63-4807

営業

8:00〜18:00

定休 日曜

湯河原町宮上244-12
優しさあふれる住まいづくりの会社です！
①現地調査・見積もり無料←気軽で安心！
②施工後の保証書発行←もしもの時に安心！
③スピーディーな対応←急な困ったに安心！
④ローコストを実現←価格も安心！
⑤ローンも組めます←気軽に相談できて安心！
初めての注文住宅でどうしたらよいのか…や、
トイレやお風呂、
台所をリフォームしたいなどの
相談に気軽に応じてくれます。
こういう会社です！
2級建築士、
建築大工1級技能士
を持つ大工さん経営の工務店。
特に「木」の工事が得意です。
神奈川県知事許可（般-27）

頼む人への優しさがいっぱ い！
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第082057号

こんな困った

？

はご相談ください

・コンセントの数を増やしたい…など小さな困ったも。
・網戸が破れちゃった←1枚からでもOK！
外の一角にペットの洗い場が
あるとお散歩帰りが楽ですよ！

・ペットに優しいフローリングやペット専用洗い場が欲しい。
・そろそろ古いトイレやお風呂、
キッチンをなんとかしたい。

施工後の保証書発行は他にないサービス！
家を建てておしまいではありません。建てた後も
困ったことは出てきます。そんなお客さまの声に
応え安心の保証書を発行しています。
古くなった屋根や外壁の点検、
剥がれたり破れ
た壁紙をなんとかしたいなど気軽にご相談くだ
さい。 http://ichiyu.crayonsite.net/

見学会やってます
お気軽にお問合せください！

(有)高橋工務店

0465-62-3018

営業

9:00〜17:00

定休 日・祝

湯河原町門川5
大正４年創業。初代嘉一郎氏は神社・寺の建
築を行う宮大工でした。
匠の技術は「遊び場は資材置き場だった」と
いう4代目や職人さんに脈々と受け継がれて
います。門川八幡神社の屋根の葺き替えを
請け負った際、
外した屋根の中に嘉一郎の棟
札があったことは匠を受け継ぐ者の誇り。
目利きが仕入れる良質で低コストな木材で、

こういう会社です！
一級建築士のいる工務店。
写真一番上の大きな梁は４〜５
人の大工が半月間かけて組み上
げます。こうした匠の技術を受け
継ぎ家造りをしています。

こんな困った

はご相談ください

・古くなった床を木のぬくもりある床にしたい。
・雨戸を新しくしたい、
直したい←小さな困ったもすぐ対応！
・雨漏りがするので直したい。
・家族構成が変わってしまい間取りを変えたい。
→良い木材をリーズナブルに仕入れて対応します。

茶室や数寄屋造りならでは
の船底天井と、
匠の手仕事
にかかせない道具。

今も昔と変わらぬ手仕事を
大切にしています ！

四世代、
技を伝承し磨きをかけています
設計から施工まで一貫して行うエキスパート！
一軒の家を作るには大量の材木を使います。
いかに良質の材木を仕入れてくるかも重要。
代々受け継がれた目利きと技が家造りに生き
ています。
http://tkhs5610.iinaa.net/

伝統の技術は四代目、職人さんがしっかり 継承。

豊かな木の家を建てる夢が叶いますよ！

初代は宮大工の工務店

℡
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熟練の大工さん揃いが自慢の工務店

(有)

根本建工業

℡

0465-62-7878

営業

8:00〜20:00

湯河原町土肥1-7-23

定休 日曜

カーサ・デ・エスペランサ101

湯河原駅前ポケットパーク（写真上）は
町民の皆さんならご存知では…。
ここを造った工務店です。
そして、
古くからの熟練職人揃いなのが自
慢です。
長年現場で培った技術や勘は確実に質
の良い仕事に反映されます。増改築やリ
フォーム、
ちょっとした修理もお気軽に安
心して任せてください！
こういう会社です！
一級建築施工管理技士、建築
士、
マンションリフォームマネー
ジャーがいる会社。

技術・丁寧・真心がモット ーです ！
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適切なアドバイスをします。

？
こんな困った

はご相談ください

・他社施工の住宅クレーム相談にも確実に対応します。
楽器のある部屋に防音パネ
ルを入れたいなどの工事も
お任せください！

・便器の交換や水栓などの交換。
・水漏れや排水のつまりなどもOK！
・修理などで出た荷物の運搬や片付けまでトータルサポート。

地域密着で技術・丁寧・真心があります！
当社独自の大工技術者による直営工事、
直接管
理なので安心、
自信の価格です。
小さなリフォームから増改築まで見積もり無料。
いつでもご相談ください。
Email: build_8@mist.ocn.ne.jp

移住したばかりでどこに頼もう？
そう思ったらお任せください！

(有)望

月塗装

0465-62-2908

営業

8:00〜18:00

定休 日曜

湯河原町中央1-10-7
創業70年以上、
モチペンでお馴染みの
地元にどっしり根付いた会社です。
外壁塗装、
屋根塗装、
防水、
各種吹付塗
装工事など塗装全般や外壁リフォーム
などもまかせてください！
候群を予防する環境対応塗料が種類
多く出ています。
住む人の健康を考え、
低臭塗料や紫外
こういう会社です！
日本塗装工業会会員・神奈川
県塗装協会会員
公共工事・大規模修繕工事・
一般住宅改修工事、
実績十分
あります！

こんな困った

線に強い対候性塗料な
どニーズに合ったご提
案をしっかりします！

はご相談ください

・外壁や屋根が劣化して塗り替えたい。

→（要見積もり、足場込みで50〜60万円前後が目安）

・お風呂場の天井や壁、
ベランダを塗りたい。
→環境対応塗料でカビやさび対策を！

過ごす時間の多いリビングは環境
対応塗料にしてシックハウス症候群
予防を！

・部屋の壁や天井をリフォームしたい。
→珪藻土入りなど自然派塗料が人気。
熟練の職人が多数在籍！

屋根・外壁塗は環境対応塗料で快適に
環境対応塗料にすると、
紫外線、
熱を約30％
カットするので耐久性も冷暖房効率も断然ア
ップします！
塗装の内容により、
地元店ならではの塗装
保証期間付きです！
mail mochipen@cyber.ocn.jp

神奈川全域がエリア、小田原・横浜に事務所がある老舗塗装会社。

最近では、
遮熱塗装やシックハウス症

創業七〇年以上 ！

℡
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(株)山

崎塗装店

塗装一筋 四〇 年以上の父と三代目 ！

℡

0465-62-4351

営業

8:00〜17:00

定休 日曜

湯河原町宮上759-31
初代は塗装業技能検定の技能員、
2代目は高
等訓練校を出て塗装業40年以上、
そして10年
修行をした3代目が跡を継ぐ筋金入りの老舗
塗装店。地元の旅館や住宅・マンションなどを
手掛けている会社です。
最近は古い建物をリノベーションする家が多く、
クロスを自然素材の塗料に塗りたいなどの要
望も多くあります。クロス塗り替え1㎡1000円
〜、
自然素材の塗料1㎡3000円〜。見積もり依
頼お気軽に！
こういう会社です！
60年以上塗装業一筋の会社。
一級建築塗装技能士
建設業の許可票 神奈川県知

熟練職人＆若いセンスで強力タ ッグ 。

事許可（般-28）第83245号

こんな困った
古くなっ外壁を塗り替えただけ
で新築のように！

はご相談ください

・古くなった外壁を塗り替えたい→1軒家目安60万円〜。
・屋根の塗り替えをしたい→目安15万円〜。
・檜風呂などお風呂のカビ落としをしたい（要見積もり）。
・部屋の壁を塗り替えいたい→1㎡1000円〜。

屋根、
外壁1軒塗り替え10日が目安
そろそろ屋根や外壁を塗りたい…という方は
遮熱塗料がお薦め！屋根表面温度が約２0℃
くらい違い、
室内で約2.5℃違います。
冷暖房効率もぐっとアップするので最近増え
ています！
見積もり無料。お気軽にお電話ください！
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？

屋根や外壁に遮熱塗料を塗ると
冷暖房効率が良くて快適ですよ！

大野林業
0465-63-9108

営業

8:00〜17:00

定休 日曜

湯河原町門川13
庭や敷地内の木が大きくなって枝が隣
家や道路にはみ出ている…など手が
付けられずに放置していませんか？
放っておくと車や人が通れないなんて
ことに…。大きな木から小さな木まで
気軽に見積もりに伺います。
庭の草刈りは15000円〜。
芝生の手入れやボーボーに生えた下
草刈り、
玄関のポーチ回りの手入れな
どは木のプロにおまかせく
こういう会社です！

ださい！

公園や湯河原梅林の下草刈り
や手入れ、星のリゾートなど企

業の庭手入れなどを手掛けて
いる会社です。

・木が大きくなりぎてどうしたらよいかわからない。
→気軽に無料でお見積り！

・芝生の手入れが面倒→（60坪27000円〜）
・植木の剪定掃除芝刈り→30000円〜。
どんな状況でも安全に
伐採します！

まずは相談してください！
いつの間にか大きくなって自力ではどうにもでき
ない木など気軽にご相談ください。
庭の剪定・高木の伐採など、
現場の状況を確認し
て見積をします。
狭い場所でも適格な方法で安全に伐採します！

庭のお手入れから草刈り ま で ！

はご相談ください

庭の垣根や塀など
もおまかせ！

こんな困った

大きくな り すぎた庭木困っていま せんか？

℡

11

(有)
庭園の設計・施工・管理

℡

0465-62-5230

営業

8:00〜17:00

定休 日曜

湯河原町鍛冶屋４９４
住む人が和む、
楽しめる、
そして実用性
のある使いやすい庭をご提案します。
例えば、
普段は庭として活用したいけ
れど、
来訪者があった時には駐車場に
したい…。
こんな困ったを使う人の身になり、
プロ
の目線でズバッと解決してくれます。
車を入れても大丈夫な土台を作ってか
ら芝生を植える…など、
見て癒され、
実
用面もしっかりある満足の
庭造りをお手伝いします。

こういう会社です！

町立湯河原美術館の庭園管理

や幕山公園など、皆さんが目
にするところの植栽や伐採な

ども行っています。

庭の活用などご相談ください！

こんな困った
家庭菜園など花壇
作りもおまかせ！

ベランダ な どの坪庭・生垣・草刈り ・外構な ど気軽に相談を ！
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峯造園

はご相談ください

？

・庭にウッドデッキや物置をかっこよく作りたい。

・外から庭が見えないようお洒落な目隠しをしたい。
・ベランダや庭に植物を植えて楽しみたい。
・庭に駐車場を作りたい。

・庭の大きくなった木をなんとかしたい。

家の庭の年間管理も気軽にご相談ください！
庭の草むしりや大きくなった木の手入れは大
変。四季の管理やメンテナンスフリーの自然素
材などの組み合わせで快適で実用性のある庭
造りを提案します。
あなたの家の庭やベランダを、
快適で気持ちの
よい空間にしませんか！

ベランダをビールが楽しめる
憩いの場に変身させます！

(有)佐々木土木建設

0465-63-2658

営業

8:00〜18:00

定休 なし

湯河原町宮上760-114
小田原早川漁港でひときわ目を惹く
「漁師めし食堂」を手掛けた会社です。
一級建築士がいる建設会社なので、
新
築設計からまるごとでサポートします。
古い建物の解体作業や駐車場や塀を
作りたい、
家をリフォームしたい、
屋根や
外壁を直したい、
など小さなことでもお
気軽にご相談ください！

一級建築士
一級建設施工管理技士の会社
です。家の基礎や外構から家
を設計する、
建てるまでトータル
サポートします！

こんな困った

はご相談ください

→気軽に無料でお見積り！
・
トイレやお風呂のつまり。
・いくつも区切られた部屋を大きくワンフロア―にしたい。
・家のまわりにお洒落な塀で目隠しをしたい。
リフォームも任せてください！

家の目隠しもお洒落
に提案します！

・屋根の雨漏りを修理したい。

家の中も任せてください！
家族構成が変わったので家を広く使いたい…。
柱を取って間取りを変更したい…。
などのリフォームもお気軽にご相談ください。
設計・デザインから施工、
駐車場や外構までトー
タルで引き受けます！

解体や家の外構・設計・建築も全てお任せ ！

こういう会社です！

一級建築士が営む建設会社

℡

13

(有)
庭園の設計・施工・管理

℡

0465-62-4589

営業

8:00〜17:00

定休 日曜

湯河原町鍛冶屋７３９
湯河原を拠点に神奈川県内や近県各
地で外構・造成工事、
舗装工事、
土木工
事、
解体工事など建設全般を行ってい
ます。測量から施工まで一貫して自社
スタッフが行うエキスパート集団です。
家の外構をなんとかしたい…、
庭や空
き地を駐車場にしたい…、
あぶない外
階段を安全できれいにしたい…倒れた
木を何とかしたい…など気軽にご相談
ください。専門スタッフが無
料アドバイスもします！

こういう会社です！
2016年、
神奈川県優良技術
者賞を受賞しまた。
2016年、
街路整備工事で
神奈川県知事賞を受賞しま
した。

古く危なかった階段
もお洒落で安全に！

ベランダ な どの坪庭・生垣・草刈り ・外構な ど気軽に相談を ！
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丸仁土木

こんな困った

はご相談ください

？

・古くなった物置や建物を壊したい。
・草ボーボーの庭を駐車場やお洒落な舗装にしたい。
・ベランダや庭に植物を植えて楽しみたい。
・垣根や柵など取り付けたい、
新しくしたい。
・倒れてしまった木をなんとかしたい。

意外に身近な困ったを解決する仕事です！
解体や倒木など「どうしよう…」と思ったらご相
談ください！社内スタッフがしっかり現地調査に
伺います。
庭などの完成図は三次元CADなどで分かりや
すく見ていただけます。
http://yugawara-marujindoboku.com/

家の解体など現地調査をして
見積もります！

インテリア

桂田

0465-62-4541

営業

8:00〜17:00

定休 日曜

湯河原町中央1-5-3
町内の幼稚園児から「サンタさんのお家」で
親しまれています。
11月の声を聞くと10年以上続くイルミネー
ションを心待ちにする人も多いのではない
でしょうか…。
代々椅子の張替業を営んでいた内装店で、
観光会館のソファーの張替も手掛けました。
網戸や椅子の張替、
室内のトータルコーディ
ネイトまで任せてください。
この道40年の3代目がアドバ
こういう会社です！
ジュータン、
カーテン、
クロス、

イスします！

クッションフロアー、
ブライン
ド、アコーディオンカーテン、
椅子張替、ふすま張替、障子

こんな困った

はご相談ください

・大切なソファや椅子の張替をしたい。
・壁紙やフローリングを張り替えたい。
→1部屋壁紙張替1〜2日が目安。

・ふすま、
障子、
カーテンやブラインドを変えたい。
・ロールスクリーン、
ブラインドのひもを取り替えたい。

愛着ある椅子は張り
替えて永く使って！

・網戸を張り替えたい。

愛着ある椅子やソファーは
張り替えて大切に ！

大切な椅子は直して使いませんか？
ロールスクリーンやブラインドの調子が悪い…
など小さなことでもご依頼ください。
古い椅子やソファーも見違えるようにきれいに
直しますよ！

三代目は内装一筋四〇年以上 ！

貼り、
リフォームなど。

代々椅子の張替え業を 営む内装やさん

℡

15

(有)インテリア リキイシ
ニチベイ ブ ライ ンド 特約店

℡

0465-63-3618

営業

8:00〜19:00

定休 無休

湯河原町鍛冶屋950-44
ジュウタン、
カーテンや床の張替、
内装の
リフォームなどお任せください！
年配の方やペットにも優しいクッションフ
ローリングなどは、
既存の床の上から貼
れるので手軽にリフォームできます。
空気を洗う壁紙や消臭カーテン、
紫外線
カットカーテン、
遮熱性ブラインドなどお
気軽にご相談ください。
ミラーレースカーテンは１㎡700円から
オーダーできます。
こういう会社です！

カ ーテンやブ ライ ンド がリーズ ナ ブ ル ！
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ジュータン、
カーテン、
クロス、
内装一式、
フィルム、
ダイノック
シート、
リフォーム工事一式な
ど。

？

こんな困った

はご相談ください

・床・ジュウタンを張り替えたい。
ニチベイブラインド特約店なの
でブラインドや各種カーテンが
リーズナブルな価格で購入可能！

・壁紙を張り替えたい。
→空気を洗うクロス１㎡1000円〜。
・
トイレや洗面所、
台所、
お風呂の壁や床をリフォームしたい。
・防汚・抗菌・消臭のカーテンやブラインドに変えたい。

ブラインドもお部屋や使い勝手でいろいろ！
カーテンやブラインドも使う部屋でさまざまな
機能があります。遮熱性、
防染性、
抗菌消臭機
能が高い物など用途に合わせご提案します。
特約店だからできるリーズナブルな価格なので
お気軽にご相談ください。

デザインからご相談ください！

車

おそうじ家

谷

0465-62-4776

営業

8:30〜17:00

定休 日曜

湯河原町鍛冶屋613-10
日頃見て見ぬふりをしている場所はあ
りませんか？
例えばエアコン。吹き出し口が黒かっ
たら中はカビだらけ！季節の変わり目に
クリーニングがお薦めです。エアコンク
リーニング1台8000円〜（掃除機能が付か
ないタイプ）。

台所のレンジフード羽型8000円〜、
シ
ロッコファンも12000円〜。浴室のし
つこいカビも専用の薬品で
こういう会社です！

写真のようにピッカピカに！

体の掃除までなんでも気軽相
談にのってくれる会社です。

はご相談ください

→プロの掃除はコーテイングもするのでカビ予防もできます。
・換気扇の頑固な汚れを取りたい。
・
トイレ掃除は5000円〜。
・プロに大掃除を頼みたい。
３LDK→35000円〜。
→ワックスかけも含みます。(2DKなら25000円〜)
昼間留守なので夜に頼みたい
など時間も相談にのります！

掃除の仕方もアドバイスします！
エアコンやレンジフードの日頃の手入れ方法
もきちんとアドバイスします。

OK

お気軽にご相談ください

・浴室全体掃除は1万円〜（カビ、
水垢、
排水、
鏡など）

↑長年の垢もスッキリ ！

こんな困った

夜間のお掃除も

親切、
丁寧、
笑顔をモットーに、
ガラス1枚の掃除から住まい全

掃除のことはプ ロにお任せ ！

℡

家全体の大掃除もプロにお任せください。
水回り、
ガラス、
サッシ、
網戸、
ワックスかけまで、
日
！
常なかなかできないところまでピカピカに
17

リフォームのご相談は さがみ信用金庫 へ
リフォーム

さがみ信用金庫湯河原支店
TEL:0465-63-5111 営業 9：00 〜 16：00 定休：土日祝
さがみ信用金庫ローンセンター
TEL：0120-426-614 営業 10：00 〜 17：00 定休：水曜日 /12/31 〜 1/3

