
保存版
一生懸命

作ったチラ
シです。

大切に保管
しておいて

下さい！

盛岡市の皆さん こんにちは！ 生活の悩みをお手伝いします！

ご存知ですか？きっとアナタのお役に立ちます！ご存知ですか？きっとアナタのお役に立ちます！

生活サポートサービス
・家事のお悩み解決します！
・必要なときだけでも OK！
・アナタに合わせたサービス！

● お片づけ
● 部屋の掃除
● 洗濯
● 布団干し
● 外出の付添い
　　   （要介護者は除く）

● 買物
● 庭の掃除
● 草むしり
● 庭木の水やり
● ペットのお世話など

１時間
あたり

ご相談お見積り
無料!!無料!!

生 活
サポート
サービス

３つのこだわり

１ スピード感あふれる
的確なサービス
所定の時間内でご満足いただけるよう、
スピード＆クオリティを磨きます！

２ 利用者さまのご希望を
最優先に！
サービスの進め方については、ご利用者
さまのご希望を最大限尊重いたします！

３ 徹底したプライバシー管理
ご自宅に上がらせていただく際の
プライバシー厳守を徹底いたします！

サービス内容

ハウスクリーニング 一般作業

代行サービス

生活支援

3,200円
スポットでの
依頼もOK！

その他お気軽に
まずはお電話にて

ご相談・お問い合せを！！

その他お気軽に
まずはお電話にて

ご相談・お問い合せを！！

その他その他
●浴室カビ取り
　クリーニング
●その他何でも
　クリーニングOK！

奥様、もう家事
のことで悩まなく
ていいんですよ♪

ホワイト急便ライフサポート事業部ホワイト急便ライフサポート事業部
http://www.w-asuka.com/ 0120-339-422

キッチン
クリーニング
キッチン
クリーニング
21,000円～21,000円～

トイレ
清掃
トイレ
清掃
9,800円～9,800円～

床の
ワックス
掛け

床の
ワックス
掛け
10,500円～10,500円～

エアコン
洗浄
エアコン
洗浄
14,000円～14,000円～

浴室クリーニング浴室クリーニング
14,000円～14,000円～

洗面台の
清掃
洗面台の
清掃
9,800円～9,800円～

ベランダの清掃ベランダの清掃
12,600円～12,600円～

草刈り
作業
草刈り
作業
6,300円～6,300円～

遺品の整理遺品の整理
35,000円～35,000円～

家具移動家具移動
10,500円～10,500円～

不用品処分の
お手伝い
不用品処分の
お手伝い
10,500円～10,500円～

お墓のお掃除・お墓参りお墓のお掃除・お墓参り
18,900円～18,900円～ 話し相手話し相手

草むしり
お庭の掃除
草むしり
お庭の掃除 買い物買い物

お片付け
ゴミ出し
お片付け
ゴミ出し

外出
付き添い
外出
付き添い

部屋の
掃除
部屋の
掃除 布団干し布団干し

お申し込み・お問い合わせは 受付時間 平日 午前 9：00～午後5：00

表示価格は全て税別価格です



住まいのちょっとしたお困りごとをすべて解決！

コンビニサービスコンビニ

サービス

リフォームサービスリフォーム

サービス

水廻り 外廻り・内装 電気廻り

その他

STEP

1
STEP

2
STEP

3
STEP

4
お問合せ お打合せ お見積り 作業

現地へお伺いして、お打合
せします。

お打合せの内容をもとに、
詳細なお見積りを提出いた
します。

ご都合の良い日に合わ
せて作業をいたします。

お電話、ホームページなどで弊
社へお問合せ下さい。

ホワイト急便ライフサポート事業部ホワイト急便ライフサポート事業部
http://www.w-asuka.com/ 0120-339-422

キッチン廻りの小工事

● 窓を断熱二重サッシに交換
● 床・壁の傷みの補修
● 和室をフローリングへ変更
● 間取りの変更
● 外壁・屋根の塗装

● トイレ和式をシャワートイレに
● 台所改修 システムキッチン取替
● 台所改修 ＩＨヒーターの取付
● 浴室改修 ユニットバスへ変更
● 洗面台の取替

● 手すりの設置
● 段差の解消
● スロープの作成
● 玄関ドアの交換
● 風除室の設置

●水栓パッキンの交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,980円～
●蛇口の交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,480円～
●キッチンフード掃除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,000円～
●換気扇をレンジフードに交換・・・・・・・・33,000円～
●床下収納設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29,800円～
●照明器具の取り付け・・・・・・・・・・・・・・・・15,000円～
●流し台の交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34,000円～

お風呂廻りの小工事
●鏡の取替え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,980円～
●浴室タイルのひび割れ補修・・・・・・・・・10,000円～
●シャワーヘッドを節水タイプに交換・・・・・・・12,000円～
●浴室手すり取り付け・・・・・・・・・・・・・・・・・14,800円～
●ドアの取っ手交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,980円～
●明るい照明に交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,980円～
●目隠しガラスの取り付け・・・・・・・・・・・・24,800円～

外廻りの小工事
●勝手口ドア交換・・・・・・・・・・・・・・・・・29,800円～
●木製戸をアルミドアへ交換・・・・・・14,800円～
●コンクリート補修・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円～
●門柱塗装・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円～ /m
●ポスト交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,000円～
●庭に防水コンセント設置・・・・・・・・15,000円～
●風除室設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90,000円～
●玄関ドア交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・242,700円～
●電動シャッターに交換・・・・・・・・・・300,000円～

●ピッキング防止錠へ交換・・・・・・・・・・9,500円～
●防犯ガラスへ交換・・・・・・・・・・・・・・・24,000円～ /㎡
●カーテンレール設置・・・・・・・・・・・・・・4,800円～ /㎡
●ペット対応クロス貼り替え・・・・・・・・・1,800円～ /㎡
●フローリング貼り替え・・・・・・・・・・・・・7,000円～ /㎡

●コンセント交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,000円～
●コンセント増設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,000円～
●ブレーカーの交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13,600円～
●照明器具の交換（機器代別）・・・・・・・・・・3,150円～
●テレビの配線点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,000円～
●漏電調査（機器代別）・・・・・・・・・・・・・・・・・8,400円～
●人感センサー取り付け・・・・・・・・・・・・・・12,600円～
●蛍光灯･電球の交換・・・・・・・・・・・・・・・・・21,000円～

畳・網戸はりかえ
●網戸 はりかえ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円～
●畳 はりかえ 中国産/格安品・・・・・・・・・・・3,790円　
●畳 はりかえ 国産/お手頃価格・・・・・・・・・5,690円　
●畳 はりかえ 熊本産/おすすめ品・・・・・・6,640円　
●畳 はりかえ 国産/高級品・・・・・・・・・・・10,200円　

トイレ廻りの小工事
●L字型手すり取り付け・・・・・・・・・・・・・・・12,800円～
●配管水漏れ修理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円～
●トイレドアノブ交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,500円～
●トイレドア交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24,800円～
●暖房便座取り付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,000円～
●ウォシュレット取り付け・・・・・・・・・・・・・・39,800円～
●トイレクロス貼り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,800円～

洗面所廻りの小工事
●シングルレバー水栓へ交換・・・・・・・・・24,800円～
●タオル掛けの設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,800円～
●収納棚の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,800円～
●シャワーヘッドの交換・・・・・・・・・・・・・・・・・4,800円～
●照明器具の取り付け・・・・・・・・・・・・・・・・15,000円～
●排水のつまり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,150円～

サービス
ご利用まで
の流れ

お申し込み・お問い合わせは 受付時間 平日 午前 9：00～午後5：00

表示価格は全て税別価格です
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