
ライフポート西洋が管理するマンションにお住まいのみなさまへ

住宅設備機器交換のご案内

キャンペーンキャンペーン

リフレッシュリフレッシュ

キャンペーン期間 2022年7月20日     まで

工事期間 　お申し込み後、順次ご案内いたします。

水

&
リラックス

ライフホーム株式会社

浴室水栓浴室暖房乾燥機キッチン水栓キッチン排水トラップ

新型コロナウイルスによる影響で納品の遅れが生じ、工事までお時間をいただく場合がございます。
お申し込みいただいた方から順に商品の確保をいたしますので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

イベントコード
1022-1196

ご自宅の設備機器、不具合はございませんか？
お得なこの機会にぜひ交換をご検討ください。
ご自宅の設備機器、不具合はございませんか？
お得なこの機会にぜひ交換をご検討ください。

お掃除ラクラクのキッチンで気分リフレッシュ。

バスルームは贅沢なリラックスタイムを実現。

お掃除ラクラクのキッチンで気分リフレッシュ。

バスルームは贅沢なリラックスタイムを実現。



［掲載商品共通注意事項］
※既存商品の設置状況により、現地調査が必要な場合がございます。ご希望の商品へ交換できない場合は設置可能な商品をご提案させていただきます。
　また、条件により追加で工事や部品等が必要になった場合、追加費用が発生する可能性がございます。
※チラシ表示価格は既存商品取り外し、設置工事、廃棄処分費の税込総額となります。
［キッチン水栓をご購入時の注意事項］
※卓上食洗機をご使用の場合、設置可能な水栓をご提案させていただきます。お気軽にご相談ください。
※ディスポーザ ( 生ごみ粉砕機 ) をご使用の方は、別途三方分岐 (6,600 円税込 ) が必要になる場合がございますのでご相談ください。

キッチン排水トラップ交換

5,500円(税込)
OFF

お申し込みで
3点以上 3,300円(税込 )

OFF
お申し込みで
2点

でさらにおまとめ買い お得に！

広告動画
ステンレストラップ
を詳しく
動画でチェック！

キッチンの排水部分が
全面ステンレス加工で
お手入れが簡単に!!

◆クローム
◆泡沫吐水
◆吐水口左右に 70度
　ずつ回転

◆エコシングル
◆ハンドシャワー
◆ミクロソフト /整流

新型コロナウイルスによる影響で納品の遅れが生じ、工事までお時間をいただく場合がございます。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

浄水器あり

握りやすい幅広レバーで
水をコントロール

メーカー保証2年

キッチン水栓交換

工事費込み
特別価格 41,800円

税込

メーカー希望小売価格 :39,930 円 (税込 ) ※工事費別途

❸ ユーロスタイルコスモポリタン
　　JP305601

❷ 浄水器兼用混合水栓
　　TKS05308J

工事費込み
特別価格 50,600円

税込

メーカー希望小売価格 :58,080 円 (税込 ) ※工事費別途

❶ ステンレストラップ
工事費込み
特別価格 29,700円

税込

お掃除をもっとラクラクに !
キレイなキッチンでリフレッシュ。

ステンレストラップ

点検口

（ステンレスプレート・カゴ付）

点検口

交換後も配管の定期清掃（高圧洗浄）が可能です
雑排水管清掃の際、挿入口はシンク下の       排水トラップ
点検口からとなります。

※ゴミ受け皿は現在のもの (約 10cm) より浅型 ( 約 4.5cm) となります。

排水口の寸法が180ｍｍまたは186ｍｍで丸型であれば
交換可能。施工時間は約１時間。
キッチン排水トラップが交換できないタイプ
・ディスポーザが設置してある場合
・排水口が楕円形状、変形タイプの場合
・配管が耐火処理されている場合

※オーバーフロー付きシンク・洗剤ポケットご利用の場合は別途 6,710 円 ( 税込 ) でご対応いたします。

防臭ワンに付着するヌメリで触るのもイヤ…。
ニオイも発生して掃除をするにも一苦労…。

ステンレスなので汚れが付きにくく
お手入れも簡単!!
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ホースが引き出せるハンドシャワー

操作しやすく、
お掃除しやすいすっきりデザイン

汚れのふき
取りやすい
ゆるやかな
カーブで仕
上げました。

キッチン

https://www.youtube.com/watch?v=GVM8erj8nIs


［浴室暖房乾燥機をご購入時の注意事項］※設置状況により現地調査 ( 無料 ) が必要になる場合がございます。
［浴室水栓をご購入時の注意事項］※現在ご使用いただいております浴室水栓の本体が埋込式水栓の場合は、水栓本体の交換工事ができません。
［クロマーレ S＋ミラブル plus セットをご購入時の注意事項］
※現在お使いの水栓メーカーや品番により、お取り付けができない場合や、専用アダプタが必要な場合もございます。お申し込み後、弊社受付より取り付け
　可否のご確認をさせていただきます。
※クロマーレ S（BF-KA147TSG ）に付属のシャワーヘッド「エコフルシャワー」もご一緒にお渡しいたします。

新型コロナウイルスによる影響で納品の遅れが生じ、工事までお時間をいただく場合がございます。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。 新型コロナウイルスによる影響で納品の遅れが生じ、工事までお時間をいただく場合がございます。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

浴室水栓交換

工事費込み
特別価格

※お申し込み後、現地調査におうかがいいいたします。

ウルトラファインバブルの力で、
暮らしに「キレイ」と「潤い」を。

洗浄からマッサージまで
1つのシャワーヘッドで。

効果を
動画で
体感！

ウルトラファインバブルとは､
1μm（0.001mm）未満の泡のこと
（ISO で定められた国際標準規格）で､
マイクロバブルよりさらに小さく､
すぐれた洗浄力を持っています。

ミラブルplus

❻ クロマーレS＋ミラブルplusセット

❽ ❾

クロマーレS

88,000円
税込

工事費込み
特別価格 70,400円

税込

工事費込み
特別価格

❼ クロマーレS＋エコアクアシャワーSPAセット

58,300円
税込

エコアクアシャワーSPA( めっき仕様 )

メーカー希望小売価格 ： 71,500 円 (税込 ) ※工事費別途
型番 ： BF-KA147TSM

メーカー希望小売価格合計 ： 94,490 円 (税込 ) ※工事費別途
※水栓本体 ： 49,500 円 (税込 ) ＋ ミラブル plus ： 44,490 円 (税込 )

型番 ： BF-KA147TSG + FBSMP-TSC-CSC

スパウトの長さ ： 90 mm

　壁付サーモスタット混合水栓
　TMNW40JCS
メーカー希望小売価格 ： 92,510 円 (税込 ) 
※工事費別途

工事費込み
特別価格 44,000円

税込

　壁付サーモスタット混合水栓
　TBV03445J
メーカー希望小売価格 ： 48,180 円 (税込 ) 
※工事費別途

工事費込み
特別価格 115,500円

税込

メーカー希望小売価格 :172,700 円 (税込 ) ※工事費別途
工事費込み
特別価格 254,100円

税込

メーカー希望小売価格 :275,550 円 (税込 ) ※工事費別途

使いやすさに配慮したデザイン

こだわりのシャワーヘッドでバスタイムをもっと楽しくこだわりのシャワーヘッドでバスタイムをもっと楽しく

浴室暖房乾燥機交換

浴室暖房 涼風

浴室換気

衣類乾燥

24時間換気

シャワーヘッドは
2種類からお選びください。

＋

暖房 換気 涼風 乾燥
自動乾燥 エコ乾燥 ミストサウナ 水ミスト

❹ [ガス温水式]浴室暖房乾燥機
　　BDV-M4106AUKNT-J3-BL

❺ [電気式]浴室暖房乾燥機
　　BS-133HM-CX

relax1 日の疲れを癒してくれるバスルームを
さらにリラックスできる空間に !

※ミスト機能なしのタイプもご用意しています。
型番：BDV-4106AUKNC-J3-BL
メーカー希望小売価格：171,050円 (税込 )
工事費込特別価格：170,500円 (税込 )

※プラズマクラスターなしのタイプもご用意しています。
型番：BS-133HM
メーカー希望小売価格：152,900円 (税込 )
工事費込特別価格：105,600円 (税込 )

シャワーヘッド ： ワンダービート シャワーヘッド ： コンフォートウエーブ

ミストサウナで
スッキリ発汗促進!

ミストと暖房が浴室を暖かく高湿度
の状態に保つので、たっぷりと汗を
かいて老廃物の排出や新陳代謝を
よくする働きがあります。

イオンの力で浮遊カビ菌の作用を抑制*１する
「プラズマクラスター」技術を搭載

浴室内の空気を清潔にするドライファン

脱衣室リモコン

※リモコンの画像はBDV-4106AUKNT-BLのものです。

浴室リモコン

ミスト

シルクミスト

絹のような水流で
うるおいを高める

疲れを解きほぐす 大粒の泡で気分爽快

アクアスプレーパワーマッサージ

バスルーム

旋回水流による
心地よい刺激を
味わうことが
できます !

入室時の自動風量変更
シャワー中、濡れた体に温風があたり、寒さを感じる
不快感を軽減し、安心な入浴環境を提供します。

※掲載商品以外のシャワーヘッドもご用意しております。
　お気軽にご相談ください。

暖房

3室換気・100V

気分に合わせて3種類の吐水モードを切り替え。

涼風

夏場の入浴、
ほてった体に心地よい！
 

夏場の入浴、
ほてった体に心地よい！
 

リモコン

*１　浮遊カビ菌の抑制効果については下記 URL 参考。
https://www.max-ltd.co.jp/dry-fan/product_catalog.html?product_code=JB91993#tabT

https://i-feel-science.com/ultrafinemist-mirable/#lg=1&slide=0


※お申し込み後、現地調査におうかがいいたします。状況により、設置できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

※効果・効能には個人差があります。

循環金具取り付け工事

ウルトラファインバブル（1μm以下）
とは、マイクロバブル（1μm～100μ
m）より微細な泡になります。その特性
を利用して、医療や美容など幅広い分
野で大きな期待が寄せられています。

ウルトラファインバブルって？

顔も髪も潜るように浸かっています。全身の毛穴が
スッキリし、髪はさらさらになりました。(40代  男性)

工事費込み
特別価格 55,000円

税込

10 ウルブロZ
　　OMA60P-3

お申込方法はコチラ イベントコード

号室

フリガナ

お名前
様

お申込
商品

※ ご希望商品の
商品番号・商品
名・価格をご記
入ください

ご連絡先
お支払
方法

※ どちらかに
チェックを
お願いします

お申し込みの方から順次、工事日程の確認ご相談をさせていただきます。
日中ご連絡可能なお電話番号・メールアドレスをご記入ください。

平日・土（　　   ）時～（　   　）時頃

お部屋
番号

(姓)

(セイ)

ご連絡可能な
曜日・時間帯

VISA/MasterCard/JCB/AMERICAN EXPRESS
/ ダイナース /Discover Card

お振込み ※お振込み手数料はお客様負担となります。

円

円

円

円

円

※決済方法は、一括払いだけでなく、分割払い（24回まで）もご利用いただけます。
但し、お客様とカード会社とのご契約内容によってはご利用できない場合もあります。

固定電話：

携帯電話：

Email：

（　　　  ）　　　　　 　-

（　　  　）　　　 　　　-

　　　　　　　　　　＠

※棟名がある場合は、棟名までご記入ください。

棟

(名)

(メイ)

クレジットカード ※工事当日、インターネットを
利用したWEB決済となります。

申込
締切

マンション名

❸ FAXで…　下記申込書をお送りください。

0800-555-0155
❷ メールで…　下記申込書を添付ください。
info@lifehome.pro

❶ お電話で…

0120-16-5499
9:00-12:00 /13:00-17:00
【受付時間】平日

❹ パソコンで…
https://tsunagu-air.csone-app.com

上記イベントコードを
ご入力ください。 ❺ スマートフォンで…

上記イベントコード
をご入力ください。

新型コロナウイルスによる影響で納品の遅れが生じ、工事までお時間をいただく場合がございます。
お申し込みいただいた方から順に商品の確保をいたしますので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

商品番号 商品名 税込価格

○
○
○
○
○

2022年7月20日（水）まで 1022-1196

〒223-0057　神奈川県横浜市港北区新羽町１２２４

※本工事は、お客様とライフホーム ( 株 ) とのご契約となります。提供する工事に関する品質については、ライフホーム ( 株 ) が保証いたします。

＜個人情報の利用目的について＞（１）お客様からご提示いただいた氏名、住所、マンション名、部屋番号、電話番号、メールアドレス、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の提供の為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。ただし、取得した個人情報は業務を適切か
つ円滑に遂行する為、マンション管理会社へ開示させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。（２）個人情報の第三者提供について／以下のいずれかに該当する
場合を除き、お預かりした個人情報等を第三者へ提供し、又は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
用目的の達成の為に必要な範囲で個人情報等の取り扱いを委託する場合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確認させていただいた上すみやかに対応いたします。

ライフホームの新型コロナウイルス対策

マスク着用の
徹底

従業員の
検温

アルコール
消毒

お客さまへの感染防止・安
全安心確保のため、ご訪問
する社員全員が政府・自治体
の情報に従い、新型コロナ
ウイルス感染防止対策を実
施しております。

株式会社ライフポート西洋　提携工事店

お客様の声

ウルトラファインバブルアダプター

ウルトラファインバブル発生の
紹介動画はコチラ！

ウルブロは、ウルトラファインバブルを
発生させることが出来る循環金具です。
保湿効果UP、保温効果UP、洗浄効果UP
で、毎日の入浴が1ランクUPします！

ウルブロＺ

ウルトラファインバ
ブルにより角層が潤
うことで、キメが整
い、透明感が高まる
働きがあります。

美容
油分の汚れ落ち
の検証（第三者機
関）で汚れ落ちの
良さが分かりま
した。

洗浄 保湿
ウルトラファイ
ンバブルが身体
の芯まで温める
ので、冬場も快
適です。

至福のお風呂タイムを至福のお風呂タイムを
「ウルトラファインバブル」で「ウルトラファインバブル」で

mailto:info@lifehome.pro
https://tsunagu-air.csone-app.com
https://youtu.be/UnMMGTv64lc



