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2室

3室

1室

2室

3室

住宅設備のお掃除も、おまかせください！

お申し込みの際は右下のチラシ番号をお知らせくださいお申し込み・お問い合わせはこちらへ

Dis
hwasher

Bathroom

チラシ有効期限：2021年 10月31日

大京アステージからのお知らせ

住まいの設備は適切な時期に交換 して、
おうち時間を快適に！

延長保証のご案内

下記保証料で通常1～2年のメーカー保証終了後も、最長10年
までメーカー保証と同等の修理サービスを受けられます。

有償任意

住設あんしんサポート

【個人情報の取り扱いについて】お客さまの個人情報は弊社にて適切に利用・管理し、本サービス提供のため協力会社と共有いたします。なお、最新のプライバシー・ポリシーについては、株式会社大京アステージホー
ムページ（https://www.daikyo-astage.co.jp/privacy.html）をご参照ください。

チラシ番号 び 10701

１０年
保証

※2 分割払いのご利用は、ご注文前にお申し込みください。ご注文後のお申し込みはできません。
●商品はすべてのマンションに取り付けられるものではありません。お問い合わせ・ご注文については次の注意事項を必ずお読みください。  ●新型コロナウイルスの影響により、ご要望すべてに対応できない場合がご
ざいます。あらかじめご了承ください。 ●メーカー生産体制の状況などにより納期が遅延する場合がございます。 ●表記の「標準作業費」は既存の設備を入れ替える際の標準的な設置作業と既存廃棄処分の価格です。
正式な価格については現地調査の上、改めてご提示いたします。 ●既存の設置状況や機種により別途費用が発生する場合があります。 ●メーカーの都合により商品の仕様・価格が予告なく変更となる場合があります。
あらかじめご了承ください。 ●商品写真はイメージのため、実物とは異なります。

弊社の管理するマンションのお客さまより、住宅設備の交換を年間約5000件承っております。
あなたのマンションの管理会社が、安心のサービスをご提供いたします。
毎日の生活で気になる箇所がございましたらお気軽にご相談ください。

お住まいのことは、
マンションの管理会社に
お任せください！

作業
時間

交換
目安機能を使いこなして、バスルームをもっと快適に浴室乾燥機

※1 上記のお客さま価格は標準作業費（1室46,200円、2・3室49,500円）が含まれます。「標準作業費」は既存の設備を入れ替える際の標準的な設置作業と既存品廃棄処分費込みの価格です。
●上記の商品は一例です。 設置状況確認後、正式にお見積もりいたします。熱源（電気・ガス温水）の変更は大掛かりな工事が必要となる場合がございます。

（トイレおよび洗面室）

他メーカーも
お取り扱い
いたします。

換気扇の交換も承ります。

画像は
BDV-4104AUKNC-J3-BL

画像は
MR-103HM

換気および乾燥・暖房の熱源すべて
【電気】を利用します。

電 気 式

1

浴室乾燥機の交換例 浴室乾燥機は10年前後でお取り替えをされる方が多い設備です。電気式の場合10年を目安にお取り替えをおすすめしております。
こちらの事例は、浴室と洗面室の2室の電気式のタイプです。作動中の大きな異音がきっかけで交換となりました。（作業時間 約2時間）

既存機器の取り外し 新しい商品の取り付け 完 了ご訪問・作業の流れ説明

天井のフェイスパネルが
経年変化で少し変色し、
作動音が当初より大きく
なっていました。

取り外す際は落下などが無いよう
慎重に外していきます。

天井裏でダクトや電気配線を接続の
上、元の位置に設置します。

動作確認後、取り扱い方法
の説明、保証などをご案内
して作業完了となります。

リモコン リモコン

Before After

2 3 4

浴室乾燥機には、電気式とガス温水式がございます。 
また換気する部屋（浴室・洗面室・トイレ）の数に応じて、　　　　　　　　　　　　　　の3種類があります。1室換気 2室換気 3室換気

BS-161H／オープン

MR-102HM／163,900円

MR-103HM／163,900円

品番／メーカー希望小売価格（税込）本体のみ

99,000円
118,800円
118,800円

お客さま価格（税込）
標準作業
費込※1

標準作業
費込※1

標準作業
費込※1

標準作業
費込※1

標準作業
費込※1

標準作業
費込※1

換気は電気を使用しますが、乾燥や暖房は、
ガス給湯暖房機からの【温水】を使います。

ガス温水式

BDV-4104AUKNC-J1-BL
／133,100円
BDV-4104AUKNC-J2-BL
／157,300円
BDV-4104AUKNC-J3-BL
／166,100円

140,800円
159,500円
165,000円

住ま
設備交換

い
承り
ます！

の

Kitchen

サービス詳細につきましては、
商品のご請求書に同封のリー
フレットをご覧ください。

●くらしスクエア
　導入物件に
　限ります。

・「店舗へのご要望」欄にチラシ番号をご記入ください。

https://www.kurashi-s.jp/
ショップ＆サービス カテゴリー「設備商品」

お支払い
方法

くらしスクエアTEL

◀会員登録に必要な「仮ID・パスワード」は、こちらの2次元コードからアクセス！

※1 分割払いも可能です。
　詳細はお問い合わせください。

現在の
浴室乾燥機に合わせ
ご提案いたします

WEBからのお申し込みが可能です

※2

● ハウスクリーニングについては、メニューによってお支払い方法が異なります。別途お問い合わせください。

お電話 お支払い
方法 一括払いのみ

WEB

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、弊社指定協力会社が
お客さま宅へ訪問時は、　事前の検温　手指の消毒　マスクの着用 
等の対策を行っております。 事前の検温 手指の消毒 マスクの着用

新型コロナウイルス
感染症拡大防止に努めています

!

キッチン コンロ台 レンジフードバスルーム エプロン内高圧洗浄 ミラー機械洗浄

円（税込）

お客さま価格
作業時間 ：

作業人数 ： 円（税込）

お客さま価格 （1つ穴タイプ）
作業時間 ：

作業人数 ：

【作業範囲】キッチン：コンロ台（網と受け皿の簡易清掃・オーブンは対
象外）、カウンター、シンク（排水口・ゴミ受け含）、流し台上の照明（カ
バー表面）、蛇口、上下戸棚表面、壁タイル、床（拭き掃除）※ディスポー
ザー内は除く　レンジフード：本体カバー、フィルター、内部ファン、モー
ター外側　※レンジフードの幅95cm未満対象

円（税込）

お客さま価格
作業時間：

作業人数：

【作業範囲】浴槽／エプロン内（高圧洗浄）／天井（手作業）／壁／床／
蛇口／鏡（機械洗浄）／金属部／ヘアキャッチャー／扉／換気口(表面
のみ)／照明カバー（表面のみ）

マイクロバブルが、給湯器内の配管まで
汚れをしっかり除去。

市販の洗剤では落ちてない配管の中の雑菌、湯垢
をプロの手でキレイに除去します。湯垢が付着して
いると「大腸菌」「レジオネラ菌」などの繁殖の原因
となりますので、定期的なお掃除がオススメです。

■次の注意事項にご同意のうえお申し込みください。 ●当日はお立ち会いをお願いします。 ●ご希望の作業日時で訪問ができない場合がありま
す。 ●作業期間内にご連絡が取れない場合、キャンセルとさせていただきます。また、キャンセルおよび日程変更の場合は、作業日の3日前までに必
ずご連絡をいただくようお願いします。ご連絡をいただけない場合は、キャンセル料をいただく場合があります。 ●作業時間は目安です。汚れの状態
等により作業時間が前後する場合があります。 ●依頼箇所に何か不具合がある場合には、お申し込み時にお伝えください。状況により作業できない
場合があります。 ●作業円滑の為、可能な範囲で事前に作業周辺の小物類の移動をお願いいたします。●作業の際に電気・水道・ガスを使用させて
いただきます。また、部品洗浄にシンク・バスルーム等をお借りする場合があります。 ●水垢やカビ等は完全に除去できない場合があります。 ●製造
後10年以上経過している設備機器、外国製の製品、特殊な材質の製品等は作業できない揚合があります。 ●ビルトインタイプの設備機器やコーキ
ング等で密閉されている場合、漆喰や珪藻土等の塗り壁周辺にある場合、足場がない等の危険を伴う箇所等、設置場所や状況等により作業ができ
ない場合があります。 ●表面にコーティング等が施してある場合、コーティングも除去されます。また、状況により塗装が劣化し剥がれる場合がござ
います。 ●クリアミラー、プリーツ網戸は作業いたしかねます。 ●レンジフード・換気扇については、機種・年式、油や汚れの固着によって分解洗浄で
きない場合があります。また、レンジフードの作業後に塗膜が劣化しはがれる場合があります。 ●清掃範囲外の作業や規定を超えるものは、別途お
見積価格をご提示させていただく場合があります。 ●清掃（作業）完了後1カ月以内において目的物に清掃上の契約不適合があるときは、お客さま
は弊社に対して相当の期間を定めてその補修を求めることができます。ただし契約不適合が重要でなく、かつ、その補修に過分の費用を要するとき
は、この限りではありません。 ●安全のため、作業当日（清掃終了後）は、清掃箇所での薬品の使用をお控えください。（薬品の混合防止のため） 

くらしスクエア
電話のお申し込み先は
下部をご覧ください

WEBからの
お申し込みが
可能です

バスルーム キッチン お風呂の
追い焚き配管 　　　　

配管や風呂釜を痛める塩素系の洗剤は使用いたしません。

まるごとクリー
ニング まるごとクリー

ニング

クリーニング

分

解洗
浄します！

品番／メーカー希望小売価格（税込）本体のみ お客さま価格（税込）



整流板がフラットで、クリーンパネル
も角や溝などの凸凹がなく、スムー
ズにお手入れができます。 

油の侵入をブロックするディスクは、
プッシュボタンを押すだけで取り外
し可能。また、凸凹のないスリット
形状なので、頑固な汚れも軽くスポ
ンジでお手入れできます。

■ お手入れの手間をグッと減らす「ノンフィルタータイプ」

■ 洗いやすさにとことんこだわった、
　スリム型デザイン

■ 簡単に取り外せて汚れも落としやすい「ディスク」

汚さないという新発想
ノンフィルターで
お手入れ簡単！

ノンフィルターオイルスマッシャー

気密性の高いマンションに
「スモークオフ」機能が活躍します。

よりシャープに洗練されたデザイン、
ラ・クックで調理はおまかせ。

ガラストップ／ハモンピンク

上記は、すでに電気式の場合のお取り替え価格
となります。ガスコンロからの変更は、グループ
内リフォーム会社をご紹介させていただきま
す。なお設置状況により変更ができない場合
がございます。

G32シリーズ
品番：KZ-G32AST（幅60㎝タイプ）
メーカー希望小売価格 オープン価格

ラジエントヒーター

（グリル）

シーズ
ヒーター
（下ヒーター）

●他に幅75㎝のタイプがあります。

品番：RS31W27P15DGVW
（幅60㎝タイプ）

マイトーン

メーカー希望小売価格168,300円(税込・本体のみ）

（税込）（税込）

ココットプレートでお料理の楽しさアップ シンプルな操作で使いやすい

ホーロートップ／クリームホワイト
品番：N3WT6RWTSSI
（幅60㎝タイプ）

ファミ スタンダード

メーカー希望小売価格 157,300円(税込・本体のみ）

（税込）（税込）

お手入れの
手間が省ける
ノンフィルター

取外しが
スムーズな
ワンプッシュファン

楽々オイルトレー
マグネットで固定しているので
取り付け、取り外しが簡単

チラシ番号 び 10701

お手入れ方法を
動画でCHECK!

お手入れ方法を
動画でCHECK!

●ドアの前面はシルバーとなります。 ●ドアの前面はブラックとなります。●容量 /食器点数 44点（6人用）※2
●使用水量 /標準コース：約 9ℓ

節電コース節電コース

ムービングラックプラスムービングラックプラス

バイオパワーバイオパワー 上下２段カゴ上下２段カゴ上下２段回転ノズル上下２段回転ノズル

フラットデザインフラットデザイン常時換気常時換気

オイルスマッシャーオイルスマッシャー

美しく、さらに省エネ・節水に 収納も取り出しも簡単。
大容量のフロントオープンタイプ。

フロントオープン
品番：RSW-F402C-B

●容量 /食器点数 56点（8人用）※2
●使用水量 /標準コース：約 12ℓ

メーカー希望小売価格 206,800円（税込・本体のみ）

M9シリーズ・ディープタイプ
品番：NP-45MD9S
メーカー希望小売価格 224,400円（税込・本体のみ）

標準作業費 47,300円（税込）を含む

（税込）（税込） （税込）（税込）

※2 日本電機工業会自主基準による。 ※2 日本電機工業会自主基準による。

標準作業費 47,300円（税込）を含む

食器洗い乾燥機 作業
時間

交換
目安手洗いよりも節水に ●新規設置をご希望の場合はグループ内

　リフォーム会社をご紹介させていただきます。

ガスコンロ 作業
時間

交換
目安グリルが使いやすく進化したイチオシガスコンロ

IHクッキングヒーター 作業
時間

交換
目安

光火力センサー搭載のお手頃タイプ

レンジフード 作業
時間

交換
目安

●設置状況により、壁面等の周辺部の補修費用が
　別途発生する場合がございます。お手入れも簡単に

全口調理タイマー

遠赤外線セラミックバーナー

レンジフード連動※3

※3 レンジフード側にも対応する機能が必要です。

感震停止機能

【おまとめ割引の一例】（税込）

おまとめ 割引

一緒に替えておトクにキッチンを使いやすくしませんか？

22 点
以上で10%OFF10%OFF

ガスコンロ

レンジフード
+

￥123,200マイトーン
スリム型
ノンフィルター￥134,000
合計 ￥257,200

IHヒーター

レンジフード
+

￥128,700G32
シリーズ

スリム型
ノンフィルター ￥134,000

合計 ￥262,700

IHクッキングヒーターレンジフード

下記いずれか2点以上を同時交換で
掲載価格よりさらに10%OFFいたします。

10%
OFF

10%
OFF

ガスコンロ

スリム型ノンフィルター

高速回転するディスクで油の侵入をブロック。
レンジフード内部とファンのお掃除を不要に
します。

キッチンに残った気にな
るニオイ、煙を24時間運
転で排出します。

汚れがつまりやすい継ぎ
目や、拭きにくい角をな
くしたデザインです。

今お使いの
レンジフードが
こんなに
すっきりに！

おまとめ 対象割引 おまとめ 対象割引

おまとめ 対象割引

オススメ！
お掃除の手間を
グッと減らします

ハイパーガラスコートトップ
クリアパールダークグレー

［付属品］ハンドル、専用受け台、専用レシピ

親水性なので
水が汚れとの間に
入り込んで、汚れを
浮き上がらせます。

サイドカバーを
はずして洗えます標準作業費25,300円（税込）を含む 標準作業費25,300円（税込）を含む

品番：OGR-REC-AP602R/LSV 
（シルバーメタリック）（幅60㎝タイプ）

標準作業費47,300円（税込）を含む

（税込）（税込）

メーカー希望小売価格
223,300円(税込・本体のみ）

●他に幅75・90㎝のタイプがあります。

品番：NFG6S21MSI（シルバー） 
 （幅60㎝タイプ）

標準作業費47,300円（税込）を含む

（税込）（税込）

メーカー希望小売価格
113,300円(税込・本体のみ）

●他に幅75・90㎝のタイプがあります。

ガラストップ／ブラック

（税込）（税込）

標準作業費36,300円（税込）を含む

チラシ有効期限：2021年10月31日

共通機能 自動炊飯/湯沸し 水なし両面グリル 両コンロ強火力 温度調節

フロスト
アイスシルバー

グラデーション
ブラウン

ナイトブラック

すっきりフレーム

オーブン接続対応

レンジフード連動※3

※3 レンジフード側にも対応する機能が必要です。

ココットプレートを
動画でCHECK!

他の天板
カラー

ティアラ
シルバー

クリアパール
ブラック

他の天板
カラー

サクラ カフェベージュ ショコラ

他の天板
カラー

全口調理タイマー

感震停止機能

親水アクアコート

外して洗えるサイドカバー
（グリル）

ブリリオの特長を
動画でCHECK!

スモークオフ機能を
動画でCHECK!

●他に幅75㎝のタイプがあります。

品番：RHS31W23L8RSTW
（幅60㎝タイプ）

リッセ

メーカー希望小売価格236,500円(税込・本体のみ）

（税込）（税込）

品番：PD-721WS-60CD
（幅60㎝タイプ）

ブリリオ

メーカー希望小売価格 168,300円(税込・本体のみ）

（税込）（税込）

標準作業費25,300円（税込）を含む 標準作業費25,300円（税込）を含む

●他に幅75㎝のタイプがあります。
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