
フローリングコーティングをするだけで、まるでリフォームしたかのようにお部屋
全体が明るくなり、雰囲気がガラリと変わります。

自然な風合いで、傷み気味なフローリングにも適しています。
イヤなニオイも少なく、お子様やペットがいても安心。

フロアシールドS水性タイプ
自然な風合いフロアシールドUV油性タイプ

ツヤツヤ仕上げ

Before

After

15帖 通常価格183,600円のところ 150,000円 15帖 通常価格156,275円のところ 120,000円
20帖 通常価格239,800円のところ 190,000円 20帖 通常価格203,500円のところ 150,000円
30帖 通常価格352,200円のところ 270,000円 30帖 通常価格297,750円のところ 210,000円

耐久
約20年

Before

After

Before

施工内容は家具移動・既存ワックス剥離・洗浄・
コーティング剤塗布になります。ワックス剥離＋コーティングセットメニュー

5年
保証

施工現場を
取材しました！

動画でチェック！！
サービス内容を 注意点

【注意事項】※フローリングは15帖以下は同額になります。　※当日はお客様宅の水道と電気を無償
で使用させていただきます。　※使用状況により耐久年数は異なります。　※汚れ具合によっては完
全に落ちない場合がございます。　※すでにコーティングが塗られている場合、施工出来かねる場合
があります。　※マイスターコーティングにお問い合わせ・お申込みされたお客様の個人情報は、
HITOWAホールディングス株式会社、HITOWAライフパートナー株式会社とＦＣ加盟店の範囲内で
弊社ホームページの定めに従い、利用いたします。URL→https://www.meister-coat-
ing.com/policy/
※お支払いは施工終了後に現金でのお支払いになります。クレジットカードが一部利用可能となりま
すので、詳細は事前にお問い合わせください。【施工目安時間】※フローリング約8時間～

フロアコーティング

今年の大掃除で、ワックスとは
一味ちがうコーティングを。

防汚・耐水・防滑。キズや汚れからフローリングを守り、
お手入れも簡単に！

水分○ワックスとコーティングは何が違うの？
ワックスもコーティングも、フローリングを保護するという点は同じで
す。ワックスは床面の保護よりも、主に輝きや美観を維持するため、保
護膜が薄く硬度が低い性質があります。一方、コーティングは、素材の
表面をラップするように塗膜を張り、キズを防止し、汚れを付きにくく
落としやすくするため、簡単なお手入れでキレイがキープできます。

ライフポート西洋管理物件にお住まいの皆様へ

コーティング剤は効果の実証された、各種試験データを取得して
いる安心・安全なものを使用しています。範囲は合計の施工面積
です。リビングダイニング12帖+廊下3帖の合計15帖でも承ります。
※事前に指定提携会社の担当者が無料で現地調査に伺います。※耐久
年数は使用状況によって異なります。※冷蔵庫・本棚・食器棚・ピアノな
どの過重な家具は移動できません。

超過の場合【15帖以上20帖未満：10,000円／帖】【20帖以上30帖未満：9,500円／帖】
 【30帖以上：9,000円／帖】

超過の場合【15帖以上20帖未満：8,000円／帖】【20帖以上30帖未満：7,500円／帖】
 【30帖以上：7,000円／帖】

【ワックス】 【コーティング】
継続的に塗り替え

耐久年数約6ヶ月

安価

はがれやすい

効果が長期的

耐久年数約10年

高額

はがれにくい

お手入れ

耐久性

価　格

丈夫さ

ワックスをキレイに
剥がしてから施工しま

す！

before

lps003

※1 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る剥がれが発生した場合、無償補修いたします。※2 10年間保証するものではありません。お客様の使用状況によっては、耐久年数は異なります。
※3 シンナーなどの強い薬品には耐えられません。

耐水性 滑り止め効果 耐薬品性※3約10年耐久※2 在宅施工OK 水拭きOK床暖房OK ほぼ無臭

フロアコーティングをするだけで、まるでリフォームしたかのようにお部屋全体が
明るくなり、雰囲気がガラリと変わります。

自然な風合いで、傷み気味なフローリングにも適しています。
イヤなニオイも少なく、お子様やペットがいても安心。

フロアシールドS水性タイプ
自然な風合いフロアシールドUV油性タイプ

ツヤツヤ仕上げ

Before

After

15帖 通常価格183,600円のところ 150,000円 15帖 通常価格156,275円のところ 120,000円
20帖 通常価格239,800円のところ 190,000円 20帖 通常価格203,500円のところ 150,000円
30帖 通常価格352,200円のところ 270,000円 30帖 通常価格297,750円のところ 210,000円

耐久
約20年

耐久
約10年

Before

After

Before

After

家具を
移動しながら
一日で
施工OK！

お住
まい中でも！

施工内容は家具移動・既存ワックス剥離・洗浄・
コーティング剤塗布になります。ワックス剥離＋コーティングセットメニュー

5年
保証

施工現場を
取材しました！

動画でチェック！！
サービス内容を 注意点

【注意事項】※フローリングは15帖以下は同額になります。　※当日はお客様宅の水道と電気を無償
で使用させていただきます。　※使用状況により耐久年数は異なります。　※汚れ具合によっては完
全に落ちない場合がございます。　※すでにコーティングが塗られている場合、施工出来かねる場合
があります。　※マイスターコーティングにお問い合わせ・お申込みされたお客様の個人情報は、
HITOWAホールディングス株式会社、HITOWAライフパートナー株式会社とＦＣ加盟店の範囲内で
弊社ホームページの定めに従い、利用いたします。
URL→https://www.meister-coating.com/policy/
※お支払いは施工終了後に現金でのお支払いになります。クレジットカードが一部利用可能となりま
すので、詳細は事前にお問い合わせください。【施工目安時間】※フローリング約8時間～

フロアコーティング

今年の大掃除で、ワックスとは
一味ちがうコーティングを。

防汚・耐水・防滑。キズや汚れからフローリングを守り、
お手入れも簡単に！

水分 汚れ
キズ

フローリング

コーティング膜

○ワックスとコーティングは何が違うの？
ワックスもコーティングも、フローリングを保護するという点は同じで
す。ワックスは床面の保護よりも、主に輝きや美観を維持するため、保
護膜が薄く硬度が低い性質があります。一方、コーティングは、素材の
表面をラップするように塗膜を張り、キズを防止し、汚れを付きにくく
落としやすくするため、簡単なお手入れでキレイがキープできます。

お申込み期限 2019年10月1日（火）～10月31日（木）まで

コーティング剤は効果の実証された、各種試験データを取得して
いる安心・安全なものを使用しています。範囲は合計の施工面積
です。リビングダイニング12帖+廊下3帖の合計15帖でも承ります。
※事前に指定提携会社の担当者が無料で現地調査に伺います。※耐久
年数は使用状況によって異なります。※冷蔵庫・本棚・食器棚・ピアノな
どの過重な家具は移動できません。

超過の場合【15帖以上20帖未満：10,000円／帖】【20帖以上30帖未満：9,500円／帖】
 【30帖以上：9,000円／帖】

超過の場合【15帖以上20帖未満：8,000円／帖】【20帖以上30帖未満：7,500円／帖】
 【30帖以上：7,000円／帖】

【ワックス】 【コーティング】
継続的に塗り替え

もろく、効果が数カ月

安価

はがれやすい

効果が長期的

耐久年数約10年

高額

はがれにくい

お手入れ

耐久性

価　格

丈夫さ

ワックスをキレイに
剥がしてから施工しま

す！

afterbefore

lps003

※1 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る剥がれが発生した場合、無償補修いたします。※2 10年間保証するものではありません。お客様の使用状況によっては、耐久年数は異なります。
※3 シンナーなどの強い薬品には耐えられません。

※1

耐水性 水拭きOK 耐薬品性※3約10年耐久※2 在宅施工OK ノンワックスフロアOK床暖房OK ほぼ無臭



表示価格は全て税抜となります。

水まわりのコーティング

水まわりのコーティングは、撥水効果で水はけ
が良くなるため、水アカや汚れがつきやすい
キッチン・浴室など、普段のお手入れがグンと
ラクになります。

　

施工現場を取材しました！

動画でチェック！！
サービス内容を 注意点

※浴室の施工は完全に乾燥させるためには、施工時間含めて８時間程度のお時間を要
しますので、施工当日の入浴はお控え願います。
※普段のお手入れは固いもの（ブラシ・ナイロンタワシ等）でこすらず、　スポンジやタ
オルで行ってください。
※汚れが取れにくい場合は、家庭用の洗剤を使用していただいても問題ございません。
（使用不可：塩素系漂白剤・強酸性洗剤・強アルカリ性洗剤）
※クレンザー等の研磨剤、メラミンスポンジ、スチールウール等はキズの原因となります
ので、使用をお控えください。

一日で
施工OK！

お住
まい中でも！

今ある汚れやシミを『徹底的』に除去し、
磨き上げてからコーティングを塗布します。クリーニング＋コーティングセットメニュー

【 施工範囲 】浴槽・カウンター・水栓金具・床・壁面・天井・扉（内側）
※鏡、照明、エプロン内部はお掃除のみ（鏡のウロコ取りは含みません）

所要時間：約4～5時間所要時間：約4～5時間

after

before

浴
室

【 施工範囲 】シンク・トッププレート・水栓金具・壁面（キッチンパネル）

所要時間：約4～5時間所要時間：約4～5時間

after

before

キ
ッ
チ
ン

ここまでピカピカに
！くすんだシンクがくすんだシンクが

徹底的にキレイにし
ます！水アカ・ウロコの

付いた浴槽も
水アカ・ウロコの

付いた浴槽も

○撥水効果でおそうじもラクラク！Before After

特別
価格
特別
価格

通常価格60,000円のところ 通常価格80,000円のところ

くすんだ水まわりも
見違える程ピカピカに！

水アカ・汚れを防いで、
毎日のお手入れがカンタンに♪

約5年
耐久

54,000円 特別
価格
特別
価格 72,000円

【 施工範囲 】便器・便座・タンク・水栓金具

所要時間：約2～3時間所要時間：約2～3時間

after

before

ト
イ
レ

【 施工範囲 】洗面ボウル・天板・水栓金具

所要時間：約2～3時間所要時間：約2～3時間

after

before

洗
面
台

特別
価格
特別
価格

通常価格24,000円のところ 通常価格24,000円のところ

21,600円 特別
価格
特別
価格 21,600円

lps003

防キズ効果 滑り止め効果 約5年耐久撥水効果 防汚効果

ハウスクリーニング お客様のご要望に合わせたプロのおそうじをご提供いたします。

今ある汚れやシミを『徹底的』に除去し、
磨き上げてからコーティング剤を塗布します。クリーニング＋コーティングセットメニュー

【 施工範囲 】浴槽・カウンター・水栓金具・床・壁面・天井・扉（内側）
※鏡、照明、エプロン内部はお掃除のみ（鏡のウロコ取りは含みません）

所要時間：約4～5時間所要時間：約4～5時間

after

before

浴
室

【 施工範囲 】シンク・トッププレート・水栓金具・壁面（キッチンパネル）

所要時間：約4～5時間所要時間：約4～5時間

after

before

ここまでピカピカに
！くすんだシンクがくすんだシンクが

徹底的にキレイにし
ます！水アカ・ウロコの

付いた浴槽も
水アカ・ウロコの

付いた浴槽も

通常価格60,000円のところ 通常価格80,000円のところ

54,000円 特別
価格
特別
価格 72,000円

【 施工範囲 】便器・便座・タンク・水栓金具

所要時間：約2～3時間所要時間：約2～3時間

after

before

ト
イ
レ

【 施工範囲 】洗面ボウル・天板・水栓金具

所要時間：約2～3時間所要時間：約2～3時間

after

before

通常価格24,000円のところ 通常価格24,000円のところ

21,600円 特別
価格
特別
価格 21,600円

水まわりのコーティング
　

防キズ効果 約5年耐久防汚効果

水アカ・汚れを防いで、毎日のお手入れがカンタンに♪
約5年
耐久 一日で

施工OK！

お住
まい中でも！

0120-5109-45
HITOWAライフパートナー株式会社 マイスターコーティング事業部
〒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 19F

HITOWAライフパートナー株式会社 マイスターコーティング受付ダイヤル

お電話の際は「ライフポート西洋の広告を見た」とお伝えください。
●本サービスは、お客様とHITOWAライフパートナー株式会社との契約となります。

受付時間　平日9：00～18：00

定 休 日　土・日・祝日

表示価格は全て税抜となります。

詳細内容

トイレ

洗面所

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／天袋／照明／蛇口／窓（室内側の
み）／前面・側面の壁 など

詳細内容
<分解クリーニング>本体／カバー／ファン（プ
ロペラ）／フィルター
 ※機種により分解できない場合があります。

浴槽（エプロン内部含む）／天井／照明／
窓（室内側のみ）／蛇口／壁面／床／扉／
鏡／換気扇（簡易清掃）／カビ／水アカ な
ど ※サイズ・仕様（ユニットバス・タイル
貼）により別途お見積りいたします。

便器／照明／床（ワックス含む）／タンク
まわり／扉／窓／便座／尿石／換気扇
（簡易清掃）

詳細内容
鏡／洗面ボウル／蛇口／
収納庫表面など

約3時間 作業時間 ： 約2時間 作業時間 ： 約1.5時間

作業時間 ： 約1.5時間

約3時間

 換気扇（レンジフードタイプ）

作業時間 ： 約9時間

［換気扇（レンジフードタイプ）+キッチン+浴室+洗面所+トイレ］これで水まわりは安心です。

水まわりまるごとパック

！
［作業内容に関する注意事項］・水アカやカ
ビなどは完全に除去できない場合がございま

す。・下記の作業時間はあくまでも目安となり、汚れ
の程度等現地の状況により異なります。・浴室のエプ
ロンはメーカー・型番・使用状況により取り外しがで
きない場合がございます。

通常価格15,000円のところ

13,500円 価格
キャンペーン

通常価格64,000円のところ

52,000円

価格
キャンペーン

通常価格8,500円のところ

7,000円

価格
キャンペーン

通常価格9,000円のところ

7,500円

価格
キャンペーン

通常価格15,000円のところ

13,500円
通常価格16,500円のところ

15,000円

キッチン換気扇（レンジフードタイプ） 浴 室 洗面所 トイレ



プチリフォームをお考えのアナタに！
壁紙は張り替えるより塗り替える時代 !

詳細内容詳細内容

トイレ

洗面所

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／天袋
／照明／蛇口／窓（室内側のみ）／前面・側面の
壁 など

詳細内容
<分解クリーニング>本体／カバー／ファン（プ
ロペラ）／フィルター
 ※機種により分解できない場合があります。

詳細内容
浴槽（エプロン内部含む）／天井／照明／窓（室内
側のみ）／蛇口／壁面／床／扉／鏡／換気扇（簡
易清掃）／カビ／水アカ など ※サイズ・仕様（ユ
ニットバス・タイル貼）により別途お見積りいたしま
す。

便器／照明／床（ワックス
含む）／タンクまわり／扉
／窓／便座／尿石／換気
扇（簡易清掃）

詳細内容
鏡／洗面ボウル／蛇口／
収納庫表面など

キッチン

浴　室

作業時間 ：約3時間 作業時間 ： 約2時間 作業時間 ： 約1.5時間

作業時間 ： 約1.5時間

作業時間 ：約3時間

 

 

価格
キャンペーン

換気扇（レンジフードタイプ）

作業時間 ： 約9時間

［換気扇（レンジフードタイプ）+キッチン+浴室+洗面所+トイレ］これで水まわりは安心です。

水まわりまるごとパック

キッチン換気扇（レンジフードタイプ） 浴 室 洗面所 トイレ

！
［作業内容に関する注意事項］・水アカやカ
ビなどは完全に除去できない場合がございま

す。・作業時間はあくまでも目安となり、汚れの程度
等現地の状況により異なります。・浴室のエプロンは
メーカー・型番・使用状況により取り外しができない
場合がございます。

通常価格15,000円のところ

13,500円 価格
キャンペーン

通常価格64,000円のところ

52,000円

価格
キャンペーン

通常価格8,500円のところ

7,000円

価格
キャンペーン

通常価格9,000円のところ

7,500円

価格
キャンペーン

通常価格15,000円のところ

13,500円価格
キャンペーン

通常価格16,500円のところ

15,000円

壁紙染色
汚れてしまっても壁紙を張り替えずに、上から染色することで
新品同様によみがえります。色味が選べるので、お好きな色に
お部屋を変えることもできます。一面だけをアクセントクロス
にするなどの活用も！

ハウスクリーニング

＜クロス張替との違い＞
クロス張替

施工スピード
（ワンルームマンション／天井・壁）

施工中の臭い

仕上がり感

付加価値

1日（8時間）

若干の接着剤臭

新品

高価な特殊クロスには、
光触媒による抗菌や消臭機能あり

壁紙染色
3～4時間

施工時はオレンジの香り
その後、香りはなくなります

・自然で新品並みの仕上がり
・カラーリングも自在

・消臭・抗菌
・防カビ

Before After 1㎡ 900円～
はがれなどの補修
5箇所まで無料！ 6 色からお選びいただけます！

※過重な家具（冷蔵庫・食品棚など）は別途ご相談となります。
※家具移動費は別途お見積いたします。

参考価格：3LDK全体 200㎡の場合：180,000円～

ホワイト グレー

ブルー ピンク グリーン

ホワイト
アイボリー

0120-5109-45
HITOWAライフパートナー株式会社 マイスターコーティング事業部
〒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 19F

お問い合わせ
お申し込みは
こちらへ

お気軽にお問い合わせください

HITOWAライフパートナー株式会社 マイスターコーティング受付ダイヤル

お電話の際は「ライフポート西洋のチラシを見た」とお伝えください。
●本サービスは、お客様とHITOWAライフパートナー株式会社との契約となります。

受付時間　平日9：00～18：00

定 休 日　土・日・祝日

M076

表示価格は全て税抜となります。

お客様のご要望に合わせたプロのおそうじをご提供いたします。

 張り替えよりも断然早い！
大がかりな施工が不要なので、例えば6畳1部屋なら3時間程度で施工完了！　

壁紙に染みついたニオイを吸収する、オリジナル染色剤！

POINTPOINT

POINTPOINT

消臭効果も期待できます！

※最低施工価格25,000円からとなります。

Before After


