
掲載の画像・イラストはすべてイメージです。

マンションライフをより快適にする“通販カタログ”

お住まいの皆様限定

先取りケアで、快適ハウスキーピング！
夏の汚れを落として、さわやかに秋へ。

もう、年末に慌てない。エアコンクリーニングは複数割で今のうちに！

vol.09
2019

Autumn

お住まいの皆様専用のポータルサイト「ライフタイムポータル」にぜひご登録ください！
Searchライフタイムポータルhttp://www.lifetime-tc.com

※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。　掲載の画像はすべてイメージです。

もしもの時のために
あると便利な防災グッズ

カートリッジのランニングコスト削減！
浄水器付き水栓お取り替えキャンペーン

東急コミュニティーが運営するお住まいの皆様専用のポータルサイト

登録は無料！ 今すぐアクセスしてお得体験！
基本情報入力！STEP

1 登録用メール受信！STEP
2 必要事項入力！STEP

3登録カンタン ３ＳＴＥＰ！

本誌掲載の価格は一部税別表示となります。詳細は、各商品頁をご参照ください。

エ

アコ
ンクリーニング

エ
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ンクリーニング

以上まとめるとお得以上まとめるとお得
予約が取りやすい
今がチャンス！
予約が取りやすい
今がチャンス！

2台2台

マンションリフォームシステム
定価制

　　　　（2017年時点）

業界最小径の
68mm

スリムだから、いろんな
場所に取り付け可能！

ムダを省いて、カートリッジの
ランニングコスト削減！

［受付時間］9：00～ 17：45　［定休日］ 土日祝日、夏季、年末年始
［対応エリア］ 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、福岡県、熊本県、佐賀県、長崎県、山口県（下関市のみ）、宮城県、大阪府、
兵庫県、京都府、奈良県、愛知県、岐阜県、三重県
※お客様よりご受注連絡後、弊社よりご連絡させていただき、随時施工お引き渡し致します。

浄水容量の見直しで、1カ月換算約700円に！
浄水器の1日の使用量を調査したところ、4人世帯で平均7.2L。ところがアンダーシン
ク浄水器は1日20L以上浄水できるものが主流。今回ご提供するカートリッジは、1日

の使用量を約10Lに想定し年間の浄水能力を4,000Lに設定。浄水容量のム
ダを省き、年1度のカートリッジ交換（約8,300円）で、1カ月換算約700円の
低コストを実現しました。

●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 【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 チラシコード：LTN19084ZZ0

お申し込み
方法

［提供元］ライフホーム株式会社

※P.07の注意事項をご確認のうえ、ご注文ください　ご注意

0120-16-5499
電話ご注文 （お問い合わせも承ります。）

8月21日～9月17日【お申し込み期間】

2019年 

高除去タイプで
低価格を実現

たっぷりの浄水を使える
高流量

コンパクト設計で
取り付けスッキリ

※お電話の際に｢東急コミュニティーのライフタイム通信を見て｣とお伝えください。

浄水器付き水栓お取り替えキャンペーン

72,875（税込）

円※2

キャンペーン価格は、カートリッジ1個付き、工事費、処分費込みとなります。

SK88複合水栓 標準タイプ

メーカー希望小売価格（カートリッジ1個付き）
95,040円（税込）※1

SK88X-KV 複合水栓 標準タイプ

キャンペーン価格

76,450（税込）

円※2

SK88複合水栓 グースネックタイプ

1人世帯
2人世帯
3人世帯
4人世帯
5人世帯

3.0ℓ
7.4ℓ

6.0ℓ
7.2ℓ

9.0ℓ
0 2 4 6 8 10

※東レ調べ

メーカー希望小売価格（カートリッジ1個付き）
105,840円（税込）※1

SK88X-KV2 複合水栓 グースネックタイプ

キャンペーン価格

47,575（税込）

円※2

SK88専用水栓タイプ

メーカー希望小売価格（カートリッジ1個付き）
59,400円（税込）※1

SK88X-SB 専用水栓タイプ

キャンペーン価格

ろ過流量
3.5ℓ／分

1日の
浄水使用量

取り付けもカンタン！
差し込んで回すだけのワンタッチ。

ヘッドが伸びて、
使い勝手のいい水栓です。

湾曲したデザインが人気。
ヘッドは伸びます。

洗い物との使い分けに、
浄水専用。

限られた
代理店のみで

扱う希少価値の高い
商品です。

特長

取り付けイメージ

※お使いのキッチンによって、取り付けできない場合があります。　※ディスポーザーが設置されている場合は、取り付けできません。　※交換用カートリッジのみの販売は対応できかねます。

左壁奥

奥壁横

スッキリ
コンパクト

※1 旧税率（8％）の価格表示です。　※2 9月末までのサービス実施の場合は旧税率（8％）、10月以降のサービス実施の場合は新税率（10％）込みの価格です。



掲載の画像・イラストはすべてイメージです。

※P.07の注意事項をご確認の
　うえ、アクセスしてください。 http://www.lifetime-tc.comWEBご注文 Searchライフタイムポータル 各商品の電話番号まで

お問い合わせください。
※P.07の注意事項をご確認の
　うえ、お電話ください。 電話ご注文ご注文の前に必ず

お読みください

養生する
まわりを汚さない
ようにしっかり
養生します。

分解洗浄
本体カバー、
フィルターなどを
取り外し洗浄します。

高圧洗浄
専用の高圧洗浄機を
使って内部を
丸洗いします。

細かい洗浄
しつこい汚れは
ブラシで丁寧に
こすり落とします。

防カビ・消臭・
抗菌作業
おそうじ本舗
オリジナル防カビ剤
で仕上げます。

オールチタン
ACコート
内部に高性能な
コーティング剤を
塗布します。

から拭き＆完了
部品を組み立てて
全体を拭き、 
試運転をして
作業完了です。

1 2 3 4 5 6 7

内部に入り込んだ汚れやカビまでスッキリ！

ACコートで
カビを抑制

35,530円（税込）電話
ご注文C1384

チラシ商品コード 33,440円（税込）WEB
ご注文

エアコン（お掃除機能なし 1台 ＋ お掃除機能付き 1台） ＋ ＡＣコート2

44,880円（税込）電話
ご注文C1385

チラシ商品コード 42,240円（税込）WEB
ご注文

エアコンお掃除機能付き 2台 ＋ ＡＣコート3

26,180円（税込）電話
ご注文C1383

チラシ商品コード 24,640円（税込）WEB
ご注文

エアコンお掃除機能なし 2台 ＋ ＡＣコート1

エアコンクリーニング 3台パックエアコンクリーニング 2台パック

エアコンを
分解洗浄

プロの技術で
丸洗い

［定休日］夏季休業・年末年始
［対応エリア］全国　※一部ご利用いただけないエリアが
ございます。
※お電話の際に｢東急コミュニティーのライフタイム通信を
見て｣とお伝えください。

お
申
し
込
み
方
法

［提供元］HITOWAライフパートナー(株)【おそうじ本舗運営会社】

  
※P.07の注意事項をご確認のうえ、アクセスしてください　

ライフタイムポータル 検 索
ご利用にはライフタイムポータルの

ご登録（無料）が必要です。

TOPページの検索ページから、記載の｢チラシ商品コード｣
を入力し、該当ページよりご注文▶ご注文後、サービス提供
元よりお電話で実施日をご連絡

ご注意

WEBご注文 （▼Webならカンタン！）

0120-24-9115［受付時間］
9：00～18：00 

電話ご注文 （お問い合わせも承ります。）

［定休日］夏季休業・年末年始
［対応エリア］全国　※一部ご利用いただけないエリアが
ございます。
※お電話の際に｢東急コミュニティーのライフタイム通信を
見て｣とお伝えください。

お
申
し
込
み
方
法

［提供元］HITOWAライフパートナー(株)【おそうじ本舗運営会社】

  
※P.07の注意事項をご確認のうえ、アクセスしてください　

ライフタイムポータル 検 索
ご利用にはライフタイムポータルの

ご登録（無料）が必要です。

TOPページの検索ページから、記載の｢チラシ商品コード｣
を入力し、該当ページよりご注文▶ご注文後、サービス提供
元よりお電話で実施日をご連絡

ご注意

WEBご注文 （▼Webならカンタン！）

0120-24-9115［受付時間］
9：00～18：00 

電話ご注文 （お問い合わせも承ります。）

39,270円（税込）電話
ご注文C1386

チラシ商品コード 36,960円（税込）WEB
ご注文

エアコンお掃除機能なし 3台 ＋ ＡＣコート1

48,620円（税込）電話
ご注文C1387

チラシ商品コード 45,760円（税込）WEB
ご注文

エアコン（お掃除機能なし ２台 ＋ お掃除機能付き １台） ＋ ＡＣコート2

57,970円（税込）電話
ご注文C1388

チラシ商品コード 54,560円（税込）WEB
ご注文

エアコン（お掃除機能なし １台 ＋ お掃除機能付き ２台） ＋ ＡＣコート3

67,320円（税込）電話
ご注文C1389

チラシ商品コード 63,360円（税込）WEB
ご注文

エアコンお掃除機能付き 3台 ＋ ＡＣコート4

エアコンクリーニング

複数割！
エアコンクリーニングは、
2台パック・3台パックの複数割がおトクです。
リビングや寝室など、稼働率の高いエアコンを
優先的にクリーニング。
夏の汚れを持ち越さず、さわやかに次のシーズンへ。

    2019年

8月22日 ～
9月30日までに
お申し込みください。
2019年 9月5日 ～10月31日サービス実施期間

一緒にクリーンアップ！
リビングや寝室のエアコンを

リモコンにこんな表示があれば、お掃除機能付きエアコンです。

※お掃除機能付きの場合でも、上記の表示がないリモコンもございます。

お掃除機能付き
「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。

お掃除機能なし
「内部クリーン」や
「内部洗浄」は
お掃除機能では
ありません。

お掃除機能なし  又は お掃除機能付き  をご確認ください。

エアコンクリーニングは2台以上まとめて申し込むとおトク！

2台パック ・ 3台パック

before after
洗浄した水は
こんなに真っ黒 !!

こんなに
汚れてる！

プロの技と専用洗剤で
すみずみまで
きれいにします。

複数割価格

36,960円～（税込）

W
E
B
注
文
で

※ご注文状況によりお申し込み期限前に受付を終了させていた
だく場合がございます。

※9月末までのサービス実施の場合は旧税率（8％）、10月以降のサービス実施の場合は新税率（10％）込みの価格です。

WEB
ご注文 13,139円（税込） 電話

ご注文 13,954円（税込）G0023
チラシ商品コードエアコンお掃除機能なし ＋ ＡＣコート単品価格 WEB

ご注文 22,530円（税込） 電話
ご注文 23,833円（税込）G0020

チラシ商品コードエアコンお掃除機能付き ＋ ＡＣコート単品価格

複数割価格

24,640円～W
E
B
注
文
で

（税込）

0302



※お引き渡し日が9/30までの場合は旧税率（8％）、お引き渡し日が10/1以降の場合は新税率（10％）にて清算させていただきます。

掲載の画像・イラストはすべてイメージです。http://www.mr.tokyu-re-design.co.jp/※P.07の注意事項をご確認の
　うえ、アクセスしてください。

WEBお問い合わせ
お見積もり依頼

Search東急リデザイン　リフォーム ※P.07の注意事項をご確認の
　うえ、お電話ください。

電話お問い合わせ
お見積もり依頼

各商品の電話番号まで
お問い合わせください。

ご注文の前に必ず
お読みください

※既存の床下地組・壁下地組・配線・配管等の再利用、活用の可否は当社の施工基準により判断させていただきます。最新のサービス内容・価格は営業担当者にお問い合わせください。
※まるごとパックは、住みながらの工事はできません。仮住まいのご紹介をいたしますので、ぜひご利用ください。

設備機器10年保証※1付き！
※1 保証対象等詳細については当社営業
 担当にお問い合わせください。

◆パック商品とは異なる広さ・内装仕上げについてはご相談ください。
◆記載の価格は2019年6月末現在の価格です。予告なく変更となる場合があります。
◆掲載写真はイメージです。標準仕様と異なるものも含まれております。

東急Re・デザインの定価制マンションリフォームシステムに、
東急不動産新築分譲マンション「BRANZ」との共同企画によるパッケージがラインナップ！
東急不動産ホールディングスのグループ力を活かし「BRANZ」同等仕様をお求めやすく
リフォーム用にアレンジしたアップグレードパッケージです。

［ご成約特典］
キッチンシステムマグネット収納
－Present－

小物置きL + フック

40組様
限定

先
着まずはお気軽にお電話ください。ご相談の

流れ

パンフレット等を
無料で差し上げます。 0120-994-109
※お電話の際に｢東急コミュニティーのライフタイム通信を見て｣ とお伝えください。

［受付時間］9：00 ～18：00
［定休日］夏季休業・年末年始
※ご対応は翌営業日になることがあります。

※キャンペーン期間は9月末ご契約分までとなります。
※本パックに建具交換、収納は含みません。お部屋の帖数が増える場合、設備のサイズ違いは、その差額を
いただきます。

費用の
目安  T-セレクション仕様施工内装費込み（直床）  通常定価 305万円を  280万円（税別）～

● 設備仕様：幅240cm・人造大理石天板・３層ステンレスシンク・ホーローキッチンパネル
● 内装リフレッシュ（3.5帖）：天井壁クロス張替え、床フローリング張替え、木製巾木交換

● 設備仕様：内寸120cm×160cm・高断熱FRP浴槽・保温材付き磁器タイル洗い場・手すり兼用シャワー
フックスライドバー・LEDダウンライト照明・ワイドクリアミラー・収納棚（２段）・タオルかけ・開き扉

● 設備仕様：幅90ｃｍ、陶器ボウル、２段引き出し＋観音開きキャ
ビネット、タオルリング１個

● 内装リフレッシュ（１.5帖）：天井壁クロス張替え、床クッション
フロア張替え、ソフト巾木交換

● 設備仕様：高機能便座付きロータンク節水型トイ
レ・タオルリング・樹脂製ワンタッチ式紙巻器（１連）
● 内装リフレッシュ（１帖）：天井壁クロス張替え、
床クッションフロア張替え、ソフト巾木交換

※手洗い及び装飾品は含まれません。

東急Re・デザインの

キッチン（3.5帖） + 洗面室（1.5帖） + トイレ（1帖） + 浴室（1.5帖）

お客様のご要望・ご予算に合わせて 選べるシステム1

まるごとリノベーションまるごとリフレッシュ

最新設備・インテリア建材を お求めやすく3
グループのスケールメリットを活かして、最新設備やインテリア建材を
よりお求めやすくご提供いたします。

追加費用のかからない 安心の定価制2
東急Re ・デザインの定価制リフォームシステムは、リフォームするお部屋ごとに定価が設定されています。
お客様のご要望による追加・改造・アップグレードを除き、工事開始後に追加費用は発生しません。

今の間取りを活かして新築同様に 間取りを変える。暮らしを変える

玄関セット  + 廊下（3帖）  + トイレ（1帖）  + 浴室（1.5帖）  
+ 洗面室（1.5帖）  + 和室（6帖）  + 押入M  
+ リビング・ダイニング（10帖）  + リビング収納S  
+ キッチン（3.5帖） + 洋室（6帖）  + 洋室（5帖）  + 洋室収納S

リフォームするお部屋

リフォームするお部屋

玄関セット  + 廊下（2.5帖） + 洋室（5帖）2室  + 廊下収納M  + 
WTC（2帖） + トイレ（1.5帖） + 浴室（1.5帖） + 洗面室（2帖） + 
洗面収納S  + キッチン（5帖）（位置移動） + リビング・ダイニング（15帖）
+ オプション WTC室内ドアを1本追加、キッチンドア・トイレドアを引戸に変更含む

リフォームするお部屋

暮らしに合わせて
間取り変更

費用の
目安   約 460万円（税別）～ 約 530万円（税別）～

標準仕様・施工費込み（直床） セレクション仕様
費用の
目安   約 790万円（税別）～ 約 875万円（税別）～

標準仕様・施工費込み・T-LINE（直床） セレクション仕様
LifeTime通信限定価格

限定

20
セット

東急Re・デザインセレクション仕様　水まわり４点パックを特別価格で！LifeTime通信
限定パック

システムキッチンパック

システムバスパック 洗面化粧台パック

トイレパック

食器洗い乾燥機
（容量：約5人分）

浄水器内蔵
ハンドシャワー水栓

ガラストップ３口ガスコンロ
（無水両面オートグリル付き）

ホーロー整流板付き
シロッコファン

鏡裏
収納付き
三面鏡

シングルスプレー
混合栓

ホーロークリーン
浴室パネル（６面保温）

100Ｖ換気
乾燥暖房機
（２室用）

東急Re・デザインの定価制マンションリフォームシステム

TOKYU Re・DESIGN
SELECTION 仕様誕生！

高断熱浴槽

保温材（発砲ウレタン）
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掲載の画像・イラストはすべてイメージです。

※P.07の注意事項をご確認の
　うえ、アクセスしてください。 http://www.lifetime-tc.comWEBご注文 Searchライフタイムポータル 各商品の電話番号まで

お問い合わせください。
※P.07の注意事項をご確認の
　うえ、お電話ください。 電話ご注文ご注文の前に必ず

お読みください

オススメしたい声
続々届いています。

厳選！

9点
セット

［ポーチサイズ（約）］ ：幅245×高さ140mm
［重量（約）］390g
［商品内容］ ポケット付オリジナルポーチ、高性能ヘッドライ
ト、緊急用カード型ラジオ、ウェットティッシュ、自立式携帯トイ
レ、薄型ブランケット、大判ハンカチ、ホイッスル、防災マニュ
アル＆緊急連絡ガイド、説明書＆ヒント集

災害イツモ常時携行パックⅡ

9月27日ご注文分
までの価格 6,980円 ※1

（税込） 10月1日ご注文分より改定価格 7,000円 ※2
（税込）

災害イツモ常時携行パックⅡ 
G1036　 送料無料  チラシ商品コード

エアコンクリーニング
● サービスの提供元：ＨＩＴＯＷＡライフパートナー株式会社（おそうじ本舗運営会社）
 〒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：【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

● 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。※一定期間日程調整の連絡をしても繫がらない場合は、注文をキャンセルさせ
ていただく場合がございます。

● その他注意事項：※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。※一部ご利用いただけないエリアがございます。※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、設置状況などにより対応できない場合がございます。
※電気、水道、ガス、お風呂場をお借りする場合がございます。※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。※9年以上経っているエアコンは、万が
一破損してしまった際、メーカーが部品の製造を終了している場合もあり、サービスを保証できない
可能性がございます。

● 個人情報の取り扱いについて：下記の「個人情報の取り扱いについて」の提供元企業をご確認ください。

マンションリフォーム
● サービスの提供元：株式会社東急Re・デザイン  
 〒158-0097 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 3F
● 代金等の支払時期／方法：請負契約締結時に決定。
● サービスの提供時期：請負契約締結時に決定。
● 対応エリア：サービス提供エリアは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、奈良県となり
ます。

 ※一部施工できないエリアがございます。
● 解約に関する事項：（株）東急Re・デザインの工事請負契約約款に基づく。
● その他注意事項：※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。

● 個人情報の取り扱いについて：下記の「個人情報の取り扱いについて」の提供元企業をご確認ください。

防災グッズ
● 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
● 商品内容：
 【マイレットS-100×１箱】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／サイズ（約）幅240×奥行170×高さ180mm／重量（約）2.4kg

 配送協力会社／まいにち株式会社

 【マイレットmini10×3箱】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／サイズ（約）幅135×奥行50×高さ180mm／重量（約）300g※記載
のサイズ等は１箱あたりとなります。 配送協力会社／まいにち株式会社

 【災害イツモ常時携行パックⅡ】ポケット付オリジナルポーチ、高性能ヘッドライト、緊急用カード型ラジ
オ、ウェットティッシュ、自立式携帯トイレ、薄型ブランケット、大判ハンカチ、ホイッスル、防災マニュアル＆
緊急連絡ガイド、説明書＆ヒント集／ポーチサイズ（約）幅245×高さ140mm／重量（約）390g

 配送協力会社／災害イツモマインドセット有限責任事業組合
● 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】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】お客様の決済完了後、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。
● 対応エリア：全国
●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。

● 個人情報の取り扱いについて：下記の「個人情報の取り扱いについて」の提供元企業をご確認ください。

浄水器付き水栓交換
● サービス提供元：ライフホーム株式会社
 〒223-0054 神奈川県横浜市港北区新羽町1224
● 代金等の支払時期／支払方法：クレジットカード決済の場合／施工後お引き渡し当日、銀行振り込
みの場合／施工後お引き渡し後日

● 手数料負担の有無：振込手数料はお客様負担
● サービス提供時期：お客様よりご受注連絡後、弊社よりご連絡させていただき、随時施工お引き渡し
● 対応エリア：東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、福岡県、熊本県、佐賀県、長崎県、山口県(下関市の
み)、宮城県、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、愛知県、岐阜県、三重県

● その他注意事項：※お使いのキッチンによって取り付けできない場合があります。※ディスポーザー
が設置されている場合は、取り付けできません。

● 個人情報の取り扱いについて：下記の「個人情報の取り扱いについて」の提供元企業を確認ください。

■ 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（以下 当社）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い合わせや
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.キャンペーン及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及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/

■ 株式会社東急Re・デザイン
【個人情報の取り扱いについて】：株式会社東急Re・デザインが取得するお客様の個人情報は、商品、
及び住まいに関する総合的なサービスなどを提供させていただくために、次の目的のために利用しま
す。（1）株式会社東急Re・デザインの事業（今後新たに当社が取り組み提供する事業・商品・サービ
スを含みます。以下も同様とします）に関する各種調査の実施・報告、プラン・お見積りなどの作成・
提案、資産活用・各種プロジェクトなどの提案、設計・施工、設計監理・施工監理、補助金等の申請、ア
フターサービスの実施、また、施工・アフターサービスを実施するにあたり必要な製品・資材などの調
達、それらにあたっての連絡。（2）株式会社東急Re・デザインの事業に関する工事請負契約・賃貸借
契約・売買契約・その他の契約の締結、保証書・その他書類の発行、各種請求及び支払い、融資・登
記などの各種手続きに関する取り次ぎ・支援、入居者管理業務などの実施・委託・移管、それらにあたっ
ての連絡。（3）上記 （1）のサービスやお客様にとって有用と思われる情報提供のための郵便物、電話、
電子メール、または訪問等による営業活動。（4）東急こすもす会などの株式会社東急Re・デザインの
事業に関する各種会員制度のご入会及び更新手続きなどの実施、それら会員制度のサービスなどの
提供またはお届け、各種調査の依頼・分析・評価、お客様のご紹介の依頼など。（5）事故・災害防止
策その他安全管理のために必要な事項の実施、及び事故・災害などへの対応。（6）株式会社東急Re・
デザインの事業に関するお客様満足度調査・商品動向分析や商品開発等のための調査分析の実施、
その他の調査の依頼・実施・分析・集計・評価及び活用、商品及びサービスの開発・改善。（7）当社
に対する各種監査・調査などへの必要な対応の実施。その他 詳細は東急Re・デザイン ホームページ
の「個人情報保護方針」をご確認ください。
http://www.tokyu-re-design.co.jp/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及び本登録　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

■ ライフホーム株式会社
【個人情報の取り扱いについて】：ライフホーム株式会社は
１.お客様からご提示いただいた名前、お部屋番号、電話番号、その他のお客様個人に関わる情報（以下、
「個人情報等」といいます）をお客様へ適した商品やサービス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致しません。
２.個人情報の第三者提供について
お預かりした個人情報等を、以下のいずれかに該当する場合を除き、第三者へ提供、取り扱いを委託する
ことはありません。
①お客様の事前の承諾を得た場合 ②業務委託会社に対して、お客様に明示した利用目的の達成のため
に必要な範囲で個人情報等の取扱を委託する場合 ③法令の定めにより提供を求められた場合
３.個人情報の開示等について
個人情報等の開示、変更、削除の求めがあった場合には、お客様ご本人であることをご確認させていた
だいた上すみやかに対応いたします。

■注意事項

■個人情報の取り扱いについて

地震や異常気象、もしもの時のために、
まず揃えたい防災用品！

［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mini10×3箱

災害用トイレ
100回分

●まず自分で購入してみて、
必要な物だと感じました。
全社員に支給することを検
討します。
　（60代男性・会社経営者）
●外出時に常に持ち歩くこと
で、安心感がえられました。
夫や子どもにも持たせたい
と思います。
　（40代女性・会社員）

監修者
防災プロデューサー

永田 宏和氏

※お電話の際に｢東急コミュニティーのライフタイム通信を見て｣とお伝えください。

ライフタイムポータル 検 索
お申し込み
方法

［提供元］（株）東急コミュニティー

※P.07の注意事項をご確認のうえ、アクセスしてください　

ご利用にはライフタイムポータルのご登録（無料）が必要です。

TOPページの検索ページから、
記載の｢チラシ商品コード｣を入
力し、該当ページよりご注文

WEBご注文 （▼Webならカンタン！）

ご注意

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

電話ご注文 （お問い合わせも承ります。）

9月20日ご注文分
までの価格 5,000円 ※1

（税込） 10月1日ご注文分
より改定価格 6,000円 ※2

（税込）

マイレットmini10×３箱 
G0771　 送料無料  チラシ商品コード

9月20日ご注文分
までの価格 12,000円 ※1

（税込） 10月1日ご注文分
より改定価格 13,000円 ※2

（税込）

マイレットＳ-100×１箱 
G0770　 送料無料  チラシ商品コード

災害用トイレ
30回分

地震後の
マンションでの注意
水道が止まっても、浴槽に貯めた水などで

トイレを流せると思っていませんか。マン

ションでは、地震によって建物の給排水管

が損傷している可能性があり、被害状況が

分からないうちにトイレを流すと階下に被

害をもたらすことも。そのため水を使えな

くても衛生的な災害用トイレは必需品です。

もしもの時に戸惑わないよう、防災の日など

を機に試しに使ってみるのがいいでしょう。

軽量！

390g
※1 旧税率（8％）込みの価格です。　※2 新税率（10％）込みの価格です。※ご注文状況により販売を終了させていただく場合がございます。

0706


