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住まいのプロショップ・ヒラオカ★快適な住まい作りのお手伝い
2013年5月号

使い勝手が悪い…、なんだかとにかく片付かない…、換気扇が古くてお掃除してもキレイにならない…、
じゃぐちからはポタポタ水もれ…、収納がもっと欲しい…、数えればキリがないほど浮かんでくる台所
の悩み。リフォーム、部分リフォームで解決しませんか？換気扇やコンロを変えるだけでも気分一新!
ご提案、お見積りは無料です。お気軽にお問合せ下さい。
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光を反射してさらに清々しいお台所に。
使い勝手の良い水栓、流れの良いシンク。
毎日使う場所だからこそ、住まいで一番の場
所にしたい。そんな願いが叶います!

光を反射してさらに清々しいお台所に。
使い勝手の良い水栓、流れの良いシンク。
毎日使う場所だからこそ、住まいで一番の場
所にしたい。そんな願いが叶います!

ホース式タイプなので、シン
ク内のお掃除や大きな鍋を
洗う時にも便利です。
取替えも短時間で済みます。

こちらも引き出せるホース
式タイプ。
他にも食洗機用分岐付きタ
イプもあります。

★タカギの蛇口一体型浄水器を取り扱い始めました★

濾過したお水でより美味しく!濾過したお水でより美味しく!

私は A タイプの水栓を自宅に取付けました。シャワーヘッド部分が引き出せる

ホース式なので、シンク掃除や皿洗い、大きな野菜（白菜とか）を洗うのにも

便利でした。

私自身からお客様への一番のオススメポイントは！シャワーヘッド部分の定期

交換が無償で行われる事（本体ご購入時、カートリッジ定期交換メンバーにご

加入頂きます）。

年数が経てばヘッド部分は汚れますし、浄水器の切り替えボタンが壊れたりも

します（古くなればなんでも取替えたくなりますし…）。

５年ごとに新しいヘッド部分が届くので、長く気持ちよく使って頂けると思い

ます。お気軽に事務所、サービスマンまでお問合せくださいね。

【スタッフからお知らせ】

寒くなったり暖かくなったり、落ち着かない春でしたが、5 月になってやっと安定し

てきましたね。穏やかな時期もあっという間に過ぎて、すぐに梅雨そして夏がやって

きます。今から夏に向けて準備しておきましょう。

破れている網戸はありませんか？当店では網戸の張替も承ります。網戸が破れたま

まだと蚊も入るので…。サイズによって金額が変わります。お気軽にお問合せ下さい。

わたしが自宅で使ってみました!

この部分が
届きます。
※浄水器部分。
お客様で簡単に
取替え可能です。

（宮田）

●浄水切替でシャワーになるのはタカギ
だけ!
●浄水にしても流量が落ちないので、イラ
イラしません。
●浄水カートリッジには殺菌セラミックも
内蔵されているので、捨て水不要。
※２日以上使用しなかった時は２０秒流し
てください。

株式会社平岡設備工業

特集：トイレの困ったチェック／タカギの蛇口一体型浄水器　他

ここがポイント

標準タイプ

高性能除去

濁り・鉛除去

市販されている浄水器は大きく２種類に分けられます。

①中空糸膜カートリッジで水を濾過する浄水器

②濾過しながら電気分解もして水のペーハーを変える浄水器

タカギの浄水器付き水栓は①タイプです。

シンプルな浄水器をご希望のお客様に人気があります。
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●換気扇の困った

□油よごれの掃除が大変!
□掃除をしてもキレイにならない！
□市販のフィルターを使っている

●シンク・調理台の困った

□シンクが小さくて洗い物が大変
□排水溝がすぐ詰まる
□調理台が狭い

●コンロの困った

□ゴトクや受け皿が焦げで汚い
□２口しかなくて不便
□コンロ廻り壁面の油汚れが酷い

わりと
困ってる？

●その他の困った

□細々した調味料などが散乱
□フライパンの収納に困る

困ったチェックが沢山あったらご相談ください!困ったチェックが沢山あったらご相談ください!

お台所の困った度チェック★してみましょう!!

お問合せはお気軽にお電話で!!
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浄水器も
シャワーも
欲しい!



小さなこと、承ります！ 電球の交換などお気軽に！

こんな事もしていますこんな事もしていますこんな事もしています 住まいのクリーニング住まいのクリーニング住まいのクリーニング
網戸張替 ￥1,050～
●Ｍサイズ￥1,575-●Ｌサイズ￥2,625-●ＬＬサイズ￥3,675-
●特大サイズ￥4,200 から
※サイズによって料金が異なります。ゴムパッキンは別途料金。

換気扇クリーニング ￥9,800～
※工費のみの価格です。
※洗剤などの消耗品は材料として別途費用を頂戴いたします。
※一般住宅のみ承ります。

その他クリーニング ￥3,150～

￥3,150～

●エアコンやトイレ、浴室、手の届かない場所などです。まず
ご相談ください。 ※一般住宅のみ承ります。

ふすま張替 ￥2,100～
●紙の種類やサイズ、片面か両面か、によって値段が異なります。
まずはご相談下さい。

障子張替 ￥1,050～
●紙の種類やサイズ、によって値段が異なります。まずはご相談
下さい。

下水マスクリーニング ￥18,500～
●排水の流れが悪くなっていませんか？油や木の根がマスに詰
まっている場合があります。高圧洗浄機できれいにします。

お庭の草刈り
●お庭の草刈り、庭木の伐採もお任せ下さい。除草剤などの薬
剤費、処分費は別途頂戴いたします。

電球取替 ￥3,150～
●天井の電球など手の届かない所、お取付け致します。電球は弊
社で準備する事も可能です。お気軽にご相談下さい。

雨どい補修 ￥4,200～
●雨どいが壊れたままになっていませんか？ご相談ください。

雨どい清掃 ￥4,200～
●雨どいにはチリやゴミが意外と詰まっています。
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TOTOリモデルメンバーズ

会員募集中!!

深夜に発生した水まわりのトラブル、焦

りますよね。でも、実際は止水栓を締め

るだけで応急処置できるような場合がほ

とんどなのです。

リモデルメンバーズに登録されると、「ト

ラブル相談室」への電話番号をお知らせ

します。深夜に困ったらまず電話を。応

急処置の方法を聞いて、一晩を乗り越え

ましょう。

※リモデルメンバーズは一般顧客様のみ

が対象となります。法人企業様や賃貸物

件への対応は致しておりません。

●TOTOリモデルメンバーズってなに？
リモデルメンバーズでは、弊社が今まで対応できなかった夜間・休日を外
部協力機関に対応してもらうサービスです（電話対応が基本です・症状が
酷い場合は別途料金にて出動します）。24時間365日対応いたします。

入会申込用紙にご記入下さい

会費500円を頂戴します

ご協力お願いします

大切に保管してください

カルテをお手元へ準備

水まわりを撮影します

※電話対応のみでは難しく、症状が酷い場合は、休日
夜間でも協力業者が訪問します。平岡設備スタッフは
伺いません。
※協力業者規定の出張技術料金が発生します。

カルテをファイルしてお届け

休日深夜トラブル発生

事務局へまず電話を !!

ご自身で応急処置

翌営業日、弊社にて修理

カルテを見ながら説明を

止水栓を締める　他

通常料金で対応可能です

円入会金
※入会後の年会費等はございません。
※訪問修理発生時のみ別途費用を頂戴します。

●深夜・休日はコールセンターと相

談しながら応急処置。

●お客様ご自身で応急処置するか

ら高額な深夜料金はありません。

●翌営業日に弊社が修理します。

勝手口ドア
取替工事

取替前取替前

取替後取替後

取替前はごく一般的な勝手口ド
アでした。
ドアを開ければ風は通りますが
蚊が…。防犯面も心配ですよ
ね。

面格子付きで防犯も考慮。扉の上下が開くように
なっていて（網戸付）、風通しが良くなります。
暑い夏に向けて、そろそろ準備をはじめません
か？

暑い季節が近づいてきました。風通

しが良いだけで、気分も違いますよ

ね。

今回は通風ドアのご紹介です。

YKKapの通風ドア「エアリフレ」は

ドアの鍵をかけたまま網戸にできる

優れもの。ドアの上下か

ら風を通す事ができま

す。虫も入らないので快

適さアップ!

取替工事も簡単、夏に向

けてオススメ商品です。


	2013年05月.pdf
	裏 [更新済み]

