
チラシコード： LTN19035ZZ0【受付時間】9：30～18：00【定休日】土・日・祝日、国民の休日、5/1、12/30～1/3

●Life Time Portal（ライフタイムポータル）のご登録・ご利用に関するお問い合わせ

0120-456-109Life Time Portalお客様窓口

■掲載サービス及び商品の提供企業の個人情報の取り扱いについて
■HITOWAライフパートナー株式会社 
【個人情報の取り扱いについて】：HITOWAライフパートナー株式会社は、以下に記載する目的でお客様の個人情報を利用させていただきます。1.各種サービス提供の
ため　2.アンケート・市場調査・お客様ご利用状況の分析のため　3.各種サービス案内のため　4.お客様に提供するサービス向上・改善のため　5.商品ご購入前の
お問合わせや商品ご購入後のアフターサービスにおいて、商品の使用方法説明や返品・交換・修理サービス、商品の関連情報のご案内を行うため　6.HITOWA
ライフパートナー株式会社がホームページや携帯サイトで提供する会員登録やメールマガジンのため　7.キャンペーンおよび懸賞の抽選のため　8.お客様の購入履
歴やアンケート・性別・年齢などの属性情報を基に、個人が識別・特定できないように加工した統計資料を作成し、新規商品サービスの開発および提供活動に利用
するため。その他詳細はHITOWAライフパートナーホームページの「プライバシーポリシー」をご確認ください。https://www.hitowa.com/life-partner/policy/
■株式会社リクラッソ
【個人情報の取り扱いについて】：株式会社リクラッソは、お客様からいただいた個人情報は、株式会社リクラッソにて適正に管理し、お客様へ適した商品や
サービス、及び会報誌・ダイレクトメール等による各種情報のご提供のために利用させていただき、お客様の承諾なく、他の目的には利用いたしません。詳しく
はリクラッソホームページの「個人情報保護方針」をご確認ください。URL： http://reclasso.com/privercy/

■株式会社ベアーズ
【個人情報の取り扱いについて】：株式会社ベアーズは、お客様から取得した個人情報について、ご本人様の同意を得た場合又は法令で認められている場
合を除き、以下の利用目的のみで利用いたします。1.家事代行・ハウスクリーニングその他のサービスの提供　2.アフターサービスの提供　3.商品やサービ
ス等のご紹介・ご案内　4.お客様からの問合せへの対応　5.アンケートやキャンペーン等の実施　6.顧客動向分析・商品開発等の調査分析　※その他
詳細はベアーズホームページの「個人情報保護ポリシー」をご確認ください。https://www.happy-bears.com/privacy
■株式会社東急コミュニティー
【個人情報の取り扱いについて】：株式会社東急コミュニティーは、取得した個人情報を、以下の目的のために利用します。　１.本サービスの利用に伴う会員
登録のためのサイトへの事前および本登録　2.本サービスの受付手続、提供及び付随業務の履行　3.本サービス利用者に対する当社の生活関連商品及
びサービスの紹介　4.本サービス利用者にとって有用と思われる当社提携先の商品・サービスなどを紹介するチラシ、DM、メールマガジン、プレゼント送付、
及びモニターキャンペーン等の営業活動　5.2.～4.の商品・サービスの提供に関連したアンケートのご依頼などのマーケティング活動　6.商品の発送　
※その他詳細はLife Time Portalの「個人情報の取り扱いについて」をご確認ください。https://www.lifetime-tc.com/privacy

※一部マンションでご利用いただけないメニューやサービスがございます。
【ショッピング＆サービスメニューについて】※掲載のメニューや内容は予告なく変更する場合がございます。※分譲マン
ション（住戸）でのみご利用いただけます。
【マンション便利メニューについて】※管理組合と㈱東急コミュニティーとの契約等により、ご利用いただけるメニューが
異なります。

管理費等の明細確認　

［主なメニュー］
管理費等引落口座変更の書類申込

“ 楽しく”と“ 便 利 ” が 盛りだくさん！
人気のアイテムや暮らしの便利が特別価格。
暮らしを楽しく快適にするアレコレをラインナップ。

今までは手間ヒマがかかった各種手続きやお申し込みも、
スマホやパソコンから24時間利用が可能に。

もっと
便  利

もっと
楽しく

毎月の管理費や駐車場・駐輪場利用料などの明細の
確認や、電子領収書を発行できます。

管理費の引落口座の新規登録や変更書類の送付を
お申し込みいただけます。

［主な人気取り扱いメニュー］

・エアコン
・キッチン換気扇
・浴室
・トイレ
・洗面所
・キッチン
・各種パック商品　など

ハウス
クリーニング

・換気口交換
・換気扇フィルター
・室内物干し取り付け
・浄水器カートリッジ
・畳交換
・襖、障子、網戸張り替え
・床、壁紙、
  建具などの補修
・フロアコーティング、
  ワックス　など

住まいの
メンテナンス

防災

衣類・布団の
クリーニング

食楽・食育

家事代行

暮らしの
お手伝い

・東急ハンズ クーポン
・東急リゾートサービス クーポン
・東急リバブル マンション
  売買相談
・東急住宅リース マンション
  賃貸相談
・東急Ｒｅ・デザイン 
  リフォーム相談　など

東急
グループ優待

家電の優待

東急コミュニティーが厳選した、
ハウスクリーニングや設備品等の交換など
便利なサービスやお得なアイテムをご提供。
さらに、面倒なマンションに関する手続きも

パソコン・スマホでラクラクに。
お住まいの皆さまのマンションライフをサポートします。

お住まいの皆さまをサポートするポータルサイト

クーポン何かと出費の多い時期に、お得にお買い物！
ハウス

クリーニング

カビの繁殖が活発化！
対策は今のうちに。

家事の
お手伝い

行事が多くて多忙な春、
時間は有効に使いたい！

コーティング
キズや汚れ、だんだん目立ってきていませんか？

防災グッズ
春こそ“備え”を見直す、
いい機会にしませんか？

宅配保管

クリーニン
グ

冬物でギュ
ウギュウ!

そろそろ片
付け時かも

。
P1

P4
P5

P6

お住まいの皆さま限定情報誌。暮らしに役立つサービスやショッピングアイテムなどを厳選。

vol.7ライフタイム

掲載商品のご注文は 「WEB（ライフタイムポータル）」、または「お電話」で！ ※商品によりご注文方法などが
　異なります。

2019年5月下旬
暮らしの窓「夏号」内次回発行予定

宅配保管クリーニング

01.
厚めの衣類は、

クリーニング&保管サービス！

クローゼットも春を迎える準備を。

衣類15点 羽毛
布団２点

衣替えは、もうお済みですか？
“保管”も頼めば、衣類もクローゼットもすっきり！

衣類11点衣類7点

詰めて送るだけ。 ＷＥＢで24時間
いつでもご注文可能。

約2週間～9カ月間
保管できる。

お預けも受け取りも、
宅配でラクラク！ 

〈宅配保管クリーニング商品〉

無料サービス

毛玉取り・シミ抜き
直径２㎝程度の範囲まで

※①～③の商品が対象

衣類クリーニング

直径５㎝程度の
範囲まで

ほつれ補修

無料サービス

直径２㎝程度の
範囲まで

羽毛布団
クリーニング

シミ抜き

P2・3

P7

※④の商品が対象

サービス名 提供元通常価格（税込）注文方法 チラシ商品コードＷＥＢ注文価格（税込）

9,720円WEB G0566円8,750

10,800円WEB G0991円9,720

16,200円WEB G0568円14,580

①衣類クリーニング
　7点保管付パック

④羽毛布団クリーニング
　2点保管付パック

③衣類クリーニング
　15点保管付パック

②衣類クリーニング
　11点保管付パック

12,960円WEB G0567円11,660

検索ライフタイムポータル お手持ちのスマートフォン・タブレットより
こちらのQRコードを読み取ってください。

インターネットで検索してアクセス QRコードより直接アクセスまたは、

登録
無料

メールの受信
STEP

2
ご登録いただいたEメール
アドレスにショッピング＆
サービス利用の本登録用
URLが届きます。

基本情報の入力
STEP

1
［新規利用者登録］
ボタンより必要事項
の入力・確認をお願
いします。

トップページのメ
ニューボタンより、
検索ページを開
きます。

検索窓に、記載の
チラシ商品コードを
入力します。

商品ページで詳細
情報をご確認のう
え、よろしければカー
トに入れてください。

登録用情報の入力
STEP

3
STEP

2
STEP

1
STEP

3
メールに記載のURLより、再
度アクセス。必要事項の入
力・確認をお願いします。
以上で登録は完了です。
併せて「マンション便利メニュー」
もぜひご登録ください。

あとは画面に従って
ご注文ください。

検索ページを開く 商品コードを入力 購入の手続き

登録ステップ（スマートフォンの場合）

ご登 録・ご注 文 方 法 ※ご注文は、ご登録のうえ、ログインが必要です。

注文ステップ（スマートフォンの場合）

【サービスに関するお問い合わせ】0120-42-3790
［受付時間］平日 9：00～20：00 土日祝日 9：00～18：00
［定休日］年末年始
※お電話の際に、「ライフタイム通信を見て」または
　「チラシ商品コード」をお伝えください。※お電話でのご注文はできません。

全国
※一部ご利用いただけない
　エリアがございます。

検索ライフタイムポータルＷＥＢ注文
ライフタイム
ポータル（ ）

【ご注文方法・お問い合わせ】 【対応エリア】 【ご注文後の流れ】
専用バッグ
の受け取り。

専用バッグに
衣類を詰める。

専用バッグ
を送る。

ご指定の時期
に受け取る。

1 2
3 4

チラシ商品コードを入力するだけ。
詳細はP8のご登録・ご注文方法を
ご確認ください。

【注意事項】
●サービスの提供元：ＨＩＴＯＷＡライフパートナー株式会社（家事の達人運営会社）　〒106-0032 東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズ サウスタワー18階・19階●代金等の支払時期／方法：ご注文時／クレジットカード決済●サービスの提供時期：
ご注文後、専用バッグをご自宅へお届けいたします。●キャンセルに関する事項：HITOWAライフパートナー㈱が専用バッグを発送した後のキャンセルはできません。●その他注意事項：※一部お預かりできない衣類等がございます。※汚れの程度により落とし
きれない場合がございます。※電話でのご注文はできません。※ご返却時期の変更は原則受け付けておりません。※サービス内容と価格は予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

8 1掲載の画像・イラストはすべてイメージです。掲載の画像・イラストはすべてイメージです。 ライフタイム通信では紹介しきれない商品が盛りだくさんの「ライフタイムポータル」も必見です！ 検索ライフタイムポータル www.lifetime-tc.comオススメ！ライフタイム通信では紹介しきれない商品が盛りだくさんの「ライフタイムポータル」も必見です！ 検索ライフタイムポータル www.lifetime-tc.comオススメ！

見 本



いつもより高い電気代、うるさい音や嫌な臭い・・・

それはエアコンの汚れが原因かもしれません。

夏直前の混雑期前に、お得にクリーニングしませんか？

ハウス
クリーニング

カビの繁殖は、
そろそろ活発化！
対策は今のうちに。

プロの技でエアコンを分解してから
専用機材で徹底洗浄。

POINT!
一つひとつ順序よく丁寧に。
お掃除機能付きのエアコン洗浄も対応可能。

POINT!

その他のクリーニング

エアコンクリーニング（壁掛けタイプ）

プロにまかせるとここが違う！

ご自身ではなかなか手が届かない隙間や、分解が難しい場所
もプロにまかせれば解決！隅々までキレイにします。

分解洗浄で、見えないところの
汚れまでピカピカに。

POINT!

ベタベタ油汚れやたまった水アカなど、汚れの特性を見極め、
状態に合わせたクリーニング方法でしっかり対応いたします。

頑固な汚れも、特殊機材と
洗浄剤でしっかり落とす。

POINT!

嫌な臭いは、油脂や水アカ、カビや焦げ付きなどの様々な汚れ
が原因。しっかり落として快適な水まわりにしましょう。

嫌な臭いも、汚れと一緒に
しっかり取り除く。

POINT!

※エアコン複数台のご注文も承っております。詳しくはWEB（ライフタイムポータル）または、お電話にてご確認ください。

〈ハウスクリーニング商品〉

キッチン

キッチン換気扇 レンジフードタイプ

浴室（浴室サイズ：3.3㎡未満）

浴槽エプロン内部高圧洗浄

浴室乾燥機

トイレ

洗面所

電話／WEB

電話／WEB

電話／WEB

電話／WEB

電話／WEB

電話／WEB

電話／WEB

30,780円

13,392円

14,364円

16,200円

5,400円

8,850円

10,800円

G0699

G0701

G0141

G0698

G1015

G0139

G0702

21,600円

9,720円

10,260円

14,040円

3,240円

6,264円

9,720円

サービス名 注文方法 チラシ商品コードWEB注文価格（税込）電話注文価格（税込）

エアコン室内機（お掃除機能なし 1台）

エアコン室内機（お掃除機能なし 2台）

エアコン室内機（お掃除機能なし 3台）

エアコン室内機（お掃除機能付き 1台）

エアコン室内機（お掃除機能付き 2台）

エアコン室内機（お掃除機能付き 3台）

電話／WEB

電話／WEB

電話／WEB

電話／WEB

電話／WEB

電話／WEB

12,204円

23,004円

33,804円

22,140円

42,300円

62,460円

G0551

G0553

G0555

G0550

G0552

G0554

8,640円

16,200円

23,760円

18,684円

36,288円

53,892円

サービス名 注文方法 チラシ商品コードWEB注文価格（税込）電話注文価格（税込）

A

B

C

D

E

F

Before After

■浴室 ■浴室 エプロン内部

Before After

■キッチン

Before After

■洗面所

Before After

■キッチン換気扇

Before After

■トイレ

Before After

一カ所ずつ丁寧にキレイに。プロがしっかり対応。

浴室
浴槽・天井・床・壁面・窓（室内側のみ）・
照明カバー・換気口・ドア・カラン・鏡・
シャワー・ヘアキャッチャーなど

洗面所
照明・鏡・洗面ボウル・蛇口・収納庫表面
など

トイレ
便器・床・排水口・照明器具・ドアなど
※壁紙、タンク内部、ウォシュレットノズルは対象外です。

キッチン換気扇 レンジフードタイプ
フィルター・カバー・本体内部・ファン（プロ
ペラ）

キッチン
シンク・ガス台（ガステーブル）・ガスコンロ・グリル（扉・焼網・皿のみ）・上下吊戸棚表面・
天袋・照明・蛇口・窓（室内側のみ）・壁面（前面・側面）など

お掃除箇所
まわりを汚さないように
しっかり養生します。

本体カバー、フィルター
などを取り外して、一つ
ひとつ洗浄します。

専用機材で内部のアル
ミフィン、シロッコファンな
どを徹底的に洗浄します。

しつこい汚れはブラシで
こすり落とします。

部品を組み立てて、全体
をから拭き。試運転をして
作業完了です。

■お掃除手順

お掃除箇所

❺から拭き❹細かい洗浄❸高圧洗浄❷分解洗浄❶養生

お掃除機能付き
エアコンの
見分け方はこちら
※お掃除機能付きの場合でも、
　記載がないリモコンもございます。

「フィルター掃除」や
「フィルターおそうじ」は
お掃除機能です。

「内部クリーン」「内部洗浄」
はお掃除機能では
ありません。

お掃除機能なし お掃除機能付き

Before After
洗浄した水は
こんなに真っ黒!!

カバー・フィルター・内部アルミフィン・
内部ファン・ルーバー

トイレ
一式

洗面所
一式

浴室
一式エアコン

キッチン
一式

キッチン
換気扇
一式

複数台の同時申込で、もっとお得に！〈オススメ商品〉

※お掃除機能有無の組み合わせも承っておりますので、下記価格をご参照ください。
　【WEB注文の場合】お掃除機能なしエアコン1台追加7,560円（税込）、お掃除機能付きエアコン1台追加17,604円（税込） 【電話注文の場合】お掃除機能なしエアコン1台追加10,800円（税込）、お掃除機能付きエアコン1台追加20,160円（税込）
　詳しくはWEB（ライフタイムポータル）、お電話にてご確認ください。

【サービスの提供元】㈱リクラッソ
※お電話の際に、「ライフタイム通信を見て」または
　「チラシ商品コード」をお伝えください。
※お問い合わせも承ります。

【ご注文方法・お問い合わせ】

ＷＥＢ注文
（ライフタイムポータル）

0120-976-118
［受付時間］9：00～18：00
［ 定 休 日 ］GW、夏季休業、年末年始

検索ライフタイムポータル
チラシ商品コードを入力するだけ。
詳細はP8のご登録・ご注文方法を
ご確認ください。

電話注文または

【ご注文後の流れ】
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県
※一部ご利用いただけないエリアがございます。

【対応エリア】

提供元会社よりお電話 サービス提供日時確定 サービス実施1 2 3

【注意事項】
●サービスの提供元：株式会社リクラッソ　〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-7-3-501●代金等の支払時期／方法：【WEB注文】ご注文時／クレジットカード決済【電話注文】サービス実施当日／現金支払い※オプションのご注文方法：【電話注文】はご注文 時、【WEB注文】は日程確定のご連絡時にサービスの提供元へ直接お申し付けください。※浴室オプションのお支払い方法：当日現金にてお支払ください。●サービスの提供時期：ご注文時、サービス提供元と日程調整のうえ決定いたします。●対応エリア：滋賀県、京都府、
大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県　※一部ご利用いただけないエリアがございます。●その他注意事項：【共通】※電気・水道・ガスをお借りする場合がございます。※汚れの程度により落としきれない場合がございます。※年式・機種・設置状況などによって対応できない場 合がございます。※害虫駆除・ゴミの処分などハウスクリーニング以外の専門的なサービスは対応できません。サービス内容と価格は予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。【浴室】※面積が１坪以上（3.3㎡以上）の場合は、１㎡ごとに3,240円
（税込）のオプション料金が発生します。※染み込んだカビなどは取り除けない場合がございます。※鏡に特殊加工を施されている場合は作業ができない場合がございます。※カビ／ウロコ取りは材質を傷つけないところまでの作業になります。※エプロン内部の高圧洗浄、鏡 の水アカコーティング、浴室換気扇／浴室乾燥機の分解洗浄は含まれておりません。※風呂釜循環金具内／排水口内／洗面器／イス／蓋は対象外になります。【浴槽エプロン内部高圧洗浄】※エプロンパネルが外せないタイプの浴槽は対応できません。【キッチン換気扇】
※メーカー機種・機器の劣化などにより作業ができない場合がございます。また汚れの具合や劣化により塗装が剥がれやすくなっている場合がございます。※店舗用、業務用レンジフード、防火ダンパー、ダクト（換気通路）、シャッター、壁面（正面・側面）、電気配線、モーター、 逆流弁は対象外となります。【トイレ】※便座の取り外し可能なものは、取り外して作業させていただきます。※壁紙、タンク内部、ウォシュレット、ノズルは対象外です。【洗面所】※ダブルボウルの場合、追加料金がかかります。【エアコン】※フィルター/カバーを洗浄する際にお風
呂場をお借りする場合がございます。※業務用エアコン（壁掛けタイプで横幅90cm以上）、床置きタイプ、ウィンドウタイプは対応できません。※製造から10年以上経過しているエアコンについては作業ができない場合がございます。※メーカー機種/機器の劣化などにより作業 ができない場合がございます。【浴室乾燥機】※壁掛けタイプは対応できません。

2 3掲載の画像・イラストはすべてイメージです。掲載の画像・イラストはすべてイメージです。 ライフタイム通信では紹介しきれない商品が盛りだくさんの「ライフタイムポータル」も必見です！ 検索ライフタイムポータル www.lifetime-tc.comオススメ！ライフタイム通信では紹介しきれない商品が盛りだくさんの「ライフタイムポータル」も必見です！ 検索ライフタイムポータル www.lifetime-tc.comオススメ！
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監修者 防災プロデューサー
永田宏和　NPO法人プラス・アーツ理事長

1993年大阪大学大学院修了、2006年NPO法人プラ
ス・アーツを設立。現在、全国各地および東南フジア、中
南米での防災教育普及に積極的に取り組む。TBS「情
熱大陸」、日本テレビ「世界一受けたい授業」に出演。

家事のお手伝い

行事が多くて多忙な春、
時間は有効に使いたい！

お得なサービスをご用意いたしました。ぜひ、この機会にご利用ください。〈キャンペーン商品〉

チラシ商品コード C1262サービス提供期限 
2019年4月14日（日）

申込期限
2019年3月31日（日） チラシ商品コード C1263サービス提供期限 

2019年4月14日（日）
申込期限

2019年3月31日（日）

チラシ商品コード G1036

チラシ商品コード G1257 チラシ商品コード G0770 チラシ商品コード G0771

②おかたづけベアーズ（1回3時間）

リビング・子供部屋等のお部屋や、大型クローゼット収納等、
ご要望に合わせておうち全体の整理収納を行います。
※整理に伴う、物品の要不要の判断はお客さまに行っていただきます。

①定期ご利用応援キャンペーン（1回3時間）

お得にベアーズの家事代行をお試しいただけます。ちょっと試してみたい、
使ってみてからじっくり考えたい…という方、ぜひ、この機会にご利用ください。

18,720円

提供元
通常価格（税込） 936

お値引き額

円OFF

たまには家事を任せて

あなただけの自由な時間をつくりませんか？

■お片付けの手順

「その時」がきたら、備えは万全といえますか？

いつも必ず持っていて欲しい災害時用のアイテム。

災害イツモ常時携行パックⅡ

プロの収納アドバイザーが
ご提案！

災害用トイレ

保存期間
10年！

保存期間
10年！

1

長期5年保存で安心の保存水 もしもの、断水時の備えに。

防災グッズ

春こそ“備え”を見直す機会。
足りないものはありませんか？

高性能ヘッドライト
軽量65グラム・照射距離55メートル

ご利用当日の定期ご成約で、次回ご利用より 5,000円（税込）OFF！！

水まわり 計100分

計80分お部屋

9,720 ＋交通費
900円円

注文価格（税込）

6,980円
17,784 ＋交通費

900円円
注文価格（税込）

カウンセリング・作業方針決定 収納物の要不要の判断 収納方法の提案・収納

これだけは揃えたい！専門家厳選のお役立ちパック！

6 大判ハンカチ
マスクや、止血帯など色々な用途に使用可能

2 緊急用カード型ラジオ
緊急時での情報収集に

7 緊急時に使えるホイッスル
閉じ込められた時の切り札に

3 ウェットティッシュ
大豆由来成分なので口周りにも使える

8 防災マニュアル＆
緊急連絡ガイド
災害時に必要な知識や技をマニュアル化

4 自立式携帯トイレ
水がなくてもすぐ使え、いざという時に安心

9 説明書＆ヒント集
いざという時に各アイテムの
使い方がすぐにわかる

5 薄型ブランケット
被災時の体温低下防止の必需品

軽量！
390g

※製造から５年間の保存期間が保証されています。
　特に記載のない場合、製造から３カ月以内の商品
をお届けします。
■［箱サイズ（約）］幅278×奥行219×高さ317mm
［重量（約）］13kg

［サイズ（約）］幅240×奥行170×高さ180mm　
［重量（約）］2.4kg
［商品内容］抗菌性凝固剤（7g）100袋、
排便袋（PE製黒）100袋、
大型外袋10袋、使用方法ポスター1枚

■マイレットS-100×１箱
［サイズ（約）］幅135×奥行50×高さ180mm　
［重量（約）］300g
［商品内容］抗菌性凝固剤（7g）10袋、
排便袋（PE製黒）10袋、
持ち運び袋（PE製白）10袋、ポケットティッシュ2個
※記載のサイズ等は１箱あたりとなります。

■マイレットmini-10×3箱

5,000円

水が無くても
すぐ使える！

自宅のトイレに
セットして、薬剤を
ふりかけるだけ！

袋ごと、
可燃ゴミとして
かんたん処分！

怖い感染症を
防ぐ抗菌性！

省スペースで
邪魔にならない！

お手入れが面倒な冬物家電も、任せて安心。

春ももうすぐ！寒い冬に活躍してくれた、電気ストー
ブや加湿器などそろそろ使わない日も出てきた頃で
はないでしょうか。空気清浄機やサーキュレーター
など、これからも活躍してもらいたい家電たちも、
しっかりとお手入れを済ませて新しい季節を迎え
たいものです。でも、忙しい毎日のなかで季節家電
のお手入れはついつい後回しになりがちですよね。

そんな、“ちょっとめんどう…。でもやらなきゃ。”と
思っている家事を、家事のお手伝い（＝家事代行
サービス）にお願いしてみてはどうでしょうか？加湿
器の給水タンクについた水アカや空気清浄機の
フィルターの埃取りといった、取り外しが可能な部
品のお手入れであれば対応できますので、お気軽
にお問い合わせください！

ベアーズ独自のお片付け研修（講義・実技）に
合格したスタッフがお伺いし、カウンセリングで
じっくりお客さまのご要望をお聞きしながらお悩
みや理想に合わせた最適な収納方法をご提案
します。
入学や転居・・・さまざまな暮らしの変化が訪れ
る春。 ベアーズのお片付けサービスで、すっきり
気持ちいい理想の暮らしを実現しませんか？

料理メインのご利用や、食器洗い・アイロンかけ・玄関掃除・ゴミ捨てなど、
ピンポイントでの組み合わせもOK！

■３時間ご利用例

※作業時間は、マンション（2LDK～3LDK）の目安です。お客さまのご要望に沿って対応させていただきます。

お風呂掃除
（40分）

（20分） （40分） （20分）

（30分） （15分） （15分）

リビング片付け 掃除機がけ 洗濯物たたみ

キッチン掃除 トイレ掃除 洗面所掃除

まずは、用意しておきたい保存水。
５年間の保存ができる、
ミネラルウォーターです。

［非常用5年保存水］立山連峰の天然水

POINT!

注文価格（税込）

注文価格（税込）注文価格（税込）

注文価格（税込）

3,000円 12,000円
【注意事項】
●サービスの提供元：株式会社ベアーズ　 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-1-1 田辺浜町ビル5～7階●代金等の支払時期／方法：サービス提供後/コンビニ決済・郵便局決済・銀行決済※郵便局決済、銀行決済の場合、振込手数料はお客さまのご負
担となります。●サービスの提供時期：お申し込み時、サービス提供元と日程調整のうえ決定いたします。●キャンセルに関する事項：サービス実施日の前日17時までにご連絡をお願いいたします。前日17時以降のキャンセルはサービス料金100％の料金が発生いた
します。●その他注意事項：【共通】※サービス時には、ご在宅いただく必要がございます。※その他のキャンペーンや割引特典との併用は不可とさせていただきます。※表示している受付期間終了後も継続、または、数日中に再度割引販売を行う場合や、サービス内
容・料金を予告なく変更する場合がございます。【定期ご利用応援キャンペーン】脚立2段以上の高所や重い物の持ち運び等はできかねます。提供元の家事代行サービスを初めて利用されるお客さま、定期サービスをご検討のお客さまが対象となります。時間のみの
パッケージサービスとなりますが、当日延長が発生した場合は、30分毎に1,620円（税込）にて承ります。【おかたづけベアーズ】1回3時間からご利用いただくことができ、延長は30分毎2,970円（税込）、家事代行定期プランとの併用で，1時間通常5,940円(税込)が
4,752円(税込)にてご利用いただけます。詳しくはお問い合わせください。

●商品の提供元：株式会社東急コミュニティー 〒158-8509 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー●代金等の支払時期／方法：【WEB注文】ご注文時／クレジットカード決済 ※送料無料。【電話注文】商品受け取り時／代金引換 
※送料無料。ただし、代引手数料は別途商品受取時にかかります。●商品の提供時期：【WEB注文】お客さまの決済完了後、ご注文より2週間以内に発送いたします。【電話注文】ご注文より3週間以内に発送いたします。●キャンセルに関する事項：ご注文後
のキャンセルはお受けできません。●返品に関する事項：返品・交換はお受けできません。ただし、商品に不良が見つかり、商品到着後1週間以内にご連絡いただいた場合には、交換いたします。この場合の送料は、東急コミュニティーが負担いたします。なお、
商品到着後1週間を経過した後に何らかの不良が見つかった場合は、商品のメーカーが負担する保証の範囲において対応させていただきます。●その他注意事項：※商品内容と価格は予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

0120-552-445電話注文 サービス提供日時確定 サービス実施

※お電話の際に、「ライフタイム通信を見て」または「チラシ商品コード」をお伝えください。
※お問い合わせも承ります。 【サービスの提供元】 ㈱ベアーズ

［受付時間］9：00～18：00
［ 定 休 日 ］年中無休

北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、愛知県、京都府、
大阪府、兵庫県、奈良県、福岡県
※一部ご利用いただけない
　エリアがございます。

【ご注文方法・お問い合わせ】 【対応エリア】 【ご注文後の流れ】 【ご注文後の流れ】

1 2
※お電話の際に、「ライフタイム通信を見て」または「チラシ商品コード」をお伝えください。
※お問い合わせも承ります。 【商品の提供元】㈱東急コミュニティー

【ご注文方法・お問い合わせ】

ＷＥＢ注文
（ライフタイムポータル）

03-5717-7369　
［受付時間］平日 9：30～17：00
［ 定 休 日 ］土・日・祝日、国民の休日、5/1、12/30～1/3

検索ライフタイムポータル
チラシ商品コードを入力するだけ。
詳細はP8のご登録・ご注文方法を
ご確認ください。

電話注文または
全国
※一部ご利用いただけないエリアがございます。

【対応エリア】
ご注文後、約2～3週間
以内に商品を発送

4 5掲載の画像・イラストはすべてイメージです。掲載の画像・イラストはすべてイメージです。 ライフタイム通信では紹介しきれない商品が盛りだくさんの「ライフタイムポータル」も必見です！ 検索ライフタイムポータル www.lifetime-tc.comオススメ！ライフタイム通信では紹介しきれない商品が盛りだくさんの「ライフタイムポータル」も必見です！ 検索ライフタイムポータル www.lifetime-tc.comオススメ！
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〈コーティング商品一覧〉

キッチンクリーニング&コーティング

浴室クリーニング&コーティング

洗面所クリーニング&コーティング

トイレクリーニング&コーティング

電話

電話

電話

電話

64,800円

86,400円

25,920円

25,920円

6,480円OFF

8,640円OFF

2,592円OFF

2,592円OFF

G0626

G0628

G0627

G0625

58,320円
77,760円
23,328円
23,328円

サービス名 注文方法 チラシ商品コード注文価格（税込）お値引価格提供元通常価格（税込）

ビックカメラ コジマ　３％OFFクーポン

春からの新生活に向けて

家電やレジャーをお得に！

キレイで清潔。お手入れも簡単に！

住み始めた頃の輝きを取り戻せます。

会員様ご優待券

店頭表示
価格より

その場で

お値引き3%3%
2月29日まで2020年有効期限 ビックカメラ・コジマでお買い物の際は

本優待券を忘れずにお持ちください

日替り限定品・特価品、展示品・アウトレット品・中古品、ダイレクト直販PC、スマートフォン・
携帯電話・タブレット等で携帯電話会社との契約が必要な商品、ゲーム機本体、
PlayStationVR、プリペイドカード（商品券などの非課税商品）、ロレックス、Apple製品、
書籍、ビック酒販取扱商品、住設関連（リフォーム・太陽光など）、キャンペーン等ですでに
ポイントアップ済みの商品、もともとポイントが付与されていない商品、修理品・作業手数料・
配送料など

クーポン
ご利用上の注意

クーポン
対象外商品

■本券をお会計前にご提示ください。■他のクーポン券・キャンペーン・値引きとの併用は
できません。■ビックカメラ・コジマ・コジマ×ビックカメラ各店およびビックカメラ.com
でご利用いただけます。（ソフマップ、Air BicCamera、ビックカメラリカーは除く）
■一会計で複数枚の使用はできません。■同業者・転売目的にはご利用できません。
■特典の内容は変更となる場合がございます。

D015608
ディー ゼロ イチ ゴ ロク ゼロ ハチ

店舗用クーポンコード ビックカメラ .com用クーポンコード

ビックカメラ .comでは期間中3回まで有効

見 本

新生活で家電購入をご検討中の方はチャンス！　　
「ビックカメラ.COM」のネットショップでもご利用いただけます。

レジャークーポン
東急グループの東急リゾートサービスのご協力で、３つのスキー場をお安くご利用いただくことができます。

たんばらスキーパーク ハンターマウンテン塩原/
マウントジーンズ那須

見本

家具移動について

過重な家具
（冷蔵庫、食器棚、
ピアノなど）以外は
すべて作業員が
移動します。

作業箇所を
クリーニングしてから
作業しますので
事前掃除は
不要です。

事前の掃除作業中の過ごし方

施工しないお部屋で
お過ごしいただきます。
水まわりの出入りも
可能です。

作業時間について

午前中に作業を
開始して

夕方には歩行可能！

汚れ キズ水分

コーティング膜
フローリング

ワックスではありません
ワックスは汚れを吸収する性質がありますが、

コーティングは汚れをはじきます。

コーティング

キズや汚れ、だんだん
目立ってきていませんか？

クーポン

何かと出費の多い時期。
お得なチャンスは見逃せない！

フロアコーティング 築11年以上のマンション限定商品

水まわりコーティング 築11年以上のマンション限定商品

施工は1日！初めての方でも安心対応。POINT!フロアコーティングは長期間、キレイな状態を維持します。POINT!

プロの技で、新品と感じれらるほどキレイでピカピカに。POINT!目安耐久5年！防キズ・抗菌・防汚効果で、お手入れも簡単！POINT!

■フロアコーティングの特徴 ■施工について

フロアコーティング（20帖まで）フロアコーティング（15帖まで）

お手入れ簡単 安心の抗菌作用仕上がりピカピカ事前にしっかり
クリーニング

チラシ商品コード G0624

こびりついた汚れや水
アカもクリーニングと
研磨作業でキレイに除
去してから施工！

光沢仕上げのコーティ
ング剤を使用するの
で、見た目もピカピカ
で水まわりも明るく！

洗剤を使わずに拭き
掃除だけで清潔感と
美しさを長期間維持し
ます。

ガラス塗膜で覆うた
め、雑菌や臭いもつき
にくく、抗菌作用があり
ます。

Before After Before After

■浴室 ■トイレ

ＳＴＥＰ1

ＳＴＥＰ2

■ご利用方法

ライフタイムポータル トップページの［家電の優待］ボタンを押す。

ページ内の［クーポンを発行する］ボタンを押す。

■ご利用方法

ＳＴＥＰ1 ライフタイムポータル トップページの［東急グル―プ優待］ボタンを押す。

ＳＴＥＰ2 「リゾートサービス」内の［利用できるサービスを見る］ボタンを押す。

ＳＴＥＰ3 ページ内の［クーポンを発行する］ボタンを押す。

出力したクーポン用紙か、スマートフォン等の表示画面をレジスタッフに見せるだけで、サービスを適用いたします。
※ビックカメラ.COMでご利用の際は、クーポンに記載の「ビックカメラ.COM用クーポンコード」を入力するだけ！

ライフタイムポータルに
ご登録いただいた
全ての方が
ご利用可能！

219,780円

提供元
通常価格（税込）

46,980
お値引き額

円OFF 172,800円
注文価格（税込）

168,885円

提供元
通常価格（税込）

31,185
お値引き額

円OFF 137,700円
注文価格（税込）

チラシ商品コード G0708

※1 使用方法により異なります。

※1帖追加の場合、9,180円（税込）を頂戴いたします。 ※1帖追加の場合、8,640円（税込）を頂戴いたします。

※クーポンイメージ

※クーポンイメージ

動画公開中！！
2分でわかる！
フロアコーティング

動画公開中！！
2分でわかる！
水まわりコーティング

Before

After

ワックス不要
ペットの
ひっかき傷・
尿に強い

シミができにくい・
剥げにくい 水拭きができる

ツヤが
なくなりにくい

（約10年程度耐久※1）

水や洗剤に強く
キッチンまわりの
床に最適

き
さ
の
鼻
と
目

ジ
ト
ン
ウ
マ

ズ
ン

那
須

印刷の上、下記のチケットをご利用施設のチケット売場にご持参ください。

Life Time Portal 限定　特別割引のご案内
ハンターマウンテン塩原 /マウントジーンズ那須

WINTER SEASON  2018-19

リフト１日パック券
特別割引券

1日券 +食事券 特別価格

大人￥5,700
￥3,600子供￥4,700
￥4,600

１日券 +食事券（￥1,00 0 分）

●他の割引サービスとの併用は出来ません。。 ●返金、換金は出来ません。
●天候や外部環境により、営業内容・期間が変更になる場合がございます。ご来場の際は事前ホームページ等でご確認ください。

ハンターマウンテン塩原
栃木県那須塩原市湯本塩原字前黒　TEL.0287-32-4580

マウントジーンズ那須
栃木県那須郡那須町大字大島　TEL.0287-77-2300

大人：中学生以上　子供：小学生

※ご利用はご本人様を含む５名様迄とさせて頂きます。
※有効期限 :2019 年春 ( スキー営業終了 ) まで有効

WINTER SEASON 2018/12/1-2019/4/14

大人￥5,400
￥3,400子供￥4,500
￥4,300

１日券 +食事券（￥1,00 0 分）

大人：中学生以上　子供：小学生

キリトリ

●画面提示不可。

都心から近い最大級のスキー場

12.222018. （土） （日）3.242019.

那須高原SA
スマートICから 約 分20

http://www.mtjeans.comhttps://www.hunter.co.jp

東急コミュニティー

( 施設用 QRコード )

見本

出力したクーポン用紙を現地でご提示するだけで、サービスを適用いたします。
※スマートフォン・タブレットの画面提示ではご利用いただけません。

【注意事項】
【家電クーポン】●ご利用時における注意事項：本券をお会計前にご提示ください。※他のクーポン券・キャンペーン・値引きとの併用はできません。※ビックカメラ、コジマ、コジマ×ビックカメラ各店でご利用いただけます。（ネットショップ、ソフマップ、AirBICCAMERA
は除く）※一会計で複数枚の使用はできません。※同業者・転売目的には利用できません。※特典の内容は変更となる場合がございます。●クーポン利用対象外商品：日替り限定品・特価品、展示品・アウトレット品・中古品、ダイレクト直販PC、スマートフォン・携帯
電話・タブレット等携帯電話会社との契約が必要な商品、ゲーム機本体、PlayStationVR プリペイドカード（商品券などの非課税商品）、ロレックス、Apple製品、書籍、ビック酒販取扱商品、住設関連（リフォーム・太陽光など）、キャンペーンなどですでにポイントアップ
済みの商品、 もともとポイントが付与されていない商品、修理品・作業手数料・配送料など。
【レジャークーポン】●たんばらスキーパーク※特定日は土日祝。※本券1枚で4名さままでご利用いただけます。※本券は他の優待サービス・割引券との併用はできません。※リゾートセンター内リフト券売場にてご提示ください。※食事券はリゾートセンター内
ON&OFF、レストハウス内ウッドランドカフェのみご利用いただけます。※たんばらスキーパーク以外のスキー場ではご利用いただけません。●ハンターマウンテン塩原／マウントジーンズ那須※ご利用はご本人さまを含む５名さま迄とさせていただきます。※他の割引
サービスとの併用はできません。※返金、換金はできません。※天候や外部環境により、営業内容・期間が変更になる場合がございます。ご来場の際は事前にホームページ等でご確認ください。

【注意事項】
●サービスの提供元：ＨＩＴＯＷＡライフパートナー株式会社（マイスターコーティング運営会社）　〒106-0032 東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズ サウスタワー18階・19階●代金等の支払時期／方法：サービス提供当日／現金支払い●サービスの提供時期：
ご注文時、サービス提供元と日程調整のうえ決定いたします。●キャンセルに関する事項：日程調整後のキャンセルは、キャンセル費用として5,000円を頂戴する場合がございます。●その他注意事項：【フロアコーティング】※築年数10年以下や仕様により実施できな
い場合がございます。※家具の移動は基本無料ですが、ピアノ・水槽・金庫などの過重物については別途ご相談ください。※傷や汚れの程度により対応できない場合がございます。※本サービス施工終了より5年以内に、施工箇所の密着不良により剥がれが発生し
た場合、無償補修をいたします。※サービス内容と価格は予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。【水まわりコーティング】※築年数10年以下や仕様により実施できない場合がございます。※以下の材質は施工不可となります。アクリル
（浴槽など）、檜、天然大理石、御影石など。※サービス内容と価格は予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

0120-5109-45電話注文 サービス提供日時確定 サービス実施

※お電話の際に、「ライフタイム通信を見て」または「チラシ商品コード」をお伝えください。
※お問い合わせも承ります。 【サービスの提供元】 HITOWAライフパートナー㈱

［受付時間］9：00～18：00
［ 定 休 日 ］土・日・祝日、国民の休日、
　　　　　年末年始

【ご注文方法・お問い合わせ】 【対応エリア】 【ご注文後の流れ】

1 2全国
※岩手県、山梨県、三重県、
　長崎県はご利用いただけません。
※一部ご利用いただけない
　エリアがございます。

6 7掲載の画像・イラストはすべてイメージです。掲載の画像・イラストはすべてイメージです。 ライフタイム通信では紹介しきれない商品が盛りだくさんの「ライフタイムポータル」も必見です！ 検索ライフタイムポータル www.lifetime-tc.comオススメ！ライフタイム通信では紹介しきれない商品が盛りだくさんの「ライフタイムポータル」も必見です！ 検索ライフタイムポータル www.lifetime-tc.comオススメ！

見 本


