
お客様と住まいの安心サポートシステム

　　　　　　　　　　とは？

「家のことをきらくに相談」をコンセプトに、
家のことで困った時に、すぐにお客様をサポートできるように、
樹楽屋が運営している安心のサポートシステムです。

Service Menu

家を建てたのは、10年以上前……
保証期間も終わり、もう当時の担当者もいない……

樹楽屋は、地域密着40年、これからもずっと、
20年、30年、40年とお客様の暮らしをサポートしていきます。

　　　　　　の会費について　　　　年会費：3,240円
  POINT　1年間で年会費の倍の6,480円のサービスを受ける事ができます。
年会費保証制度
サービスを受けずに、更新された場合、翌年に使わなかった分を繰り越してサービスを
受けられます。
※詳しいサービス内容は別紙をご覧下さい。

あんしん点検
通常16,200円のところ
会員様限定初回無料

Service 1 緊急対応
・排水のつまり
・雨漏り
・水漏れ
・給湯器の故障

Service 2 クリーニング・メンテナンス
・エアコン、レンジフード、水廻りのクリーニング
・水栓パッキン、パーツの交換
・襖、障子の張替、網戸の張替
・照明器具、インターホンの交換
・雨樋清掃
・設備機器交換など
　※詳細は別紙参照

Service 3 無料点検
・お家まるごと点検
 （屋根、外壁、床下）
・耐震診断
・中古住宅診断

Service 4 紹介制度
工事予定のお客様を紹介いただくと
 クオカード　500円分プレゼント！
さらに、工事のご契約でお好きな方を
プレゼント！
・工事代金の1％分（キャッシュバック）
・リフォーム工事で使える、工事代金の1.5％分
　（紹介された方も工事代金をその場で1％引きで
　　Wでおトク！！）
※最高10万円まで（100円単位切捨）
　特価商品、目玉商品、インテリア商品、家電は
　対象外となります。

雨漏りしてるかも

壁にひびが入ってる

水 漏 れ

給湯器の調子が悪い

排水口が詰まった

建具がガタガタしてきた

【ヴィーデ・エス】

お客様の「困った！」をズバリ解決！
こんな時に、　　　がお役に立ちます。【ヴィーデ・エス】

緊急事態になる前に……

　　　のあんしん点検！
お客様が見ることのできないところをチェックして、アドバイスします。

【ヴィーデ・エス】

【ヴィーデ・エス】

住まいには「困った！」がたくさんあります。
どこに頼んだらいいのかわからない……

ご相談・点検すべて無料

困った！

床下廻り 壁の状態 屋根廻り

配　管 雨　樋 耐　震 外　壁

床の状態



きらくに倶楽部　メンテナンス価格表

ちいさなことでも全力投球！　住まいのお困りごとお気軽にご相談ください。

マンション用
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※全て税込価格

調査・見積
無　料

住まいの点検
無　料

●クリーニングメニュー

❶ キッチン

作業個所 販売価格 前回から3年以内

レンジフード ¥18,100 ¥13,900 

キッチン ¥23,300  ¥17,100

❷ 浴室

作業個所 販売価格 前回から3年以内

浴室（壁面タイル／ユニット共通） ¥23,300 ¥15,500 

オプション 小物一式（風呂釜・イス・洗面器等） ¥3,100

エプロン内部 ¥4,600 

❸ 洗面台 ❹ トイレ

作業個所 販売価格 作業個所 販売価格

洗面台　 ¥9,300 トイレ ¥9,300 

オプション 洗面所清掃 ¥4,600 オプション トイレ内手洗い器 ¥3,100 

洗面所内の棚板 ¥1,500

❺ 窓・網戸

作業個所
販売価格

大　枠 中　枠 小　枠

窓ガラス ¥4,300 ¥3,600 ¥2,900 

網戸 ¥1,400 ¥1,100 ¥800 

オプション 高所 4 段脚立以上 1 枠 1 窓あたり上記の価格 +¥1,400 

❻ エアコン

作業個所
販売価格

1台施工 2台同時施工 3台同時施工

エアコン（壁掛け） ¥15,000 ／台 ¥13,500 ／台 ¥11,600 ／台

エアコン（掃除機能付） ¥23,300 ／台 ¥21,700 ／台 ¥20,200 ／台 

オプション 室外機 ¥3,200 

抗菌スプレー    ¥800 

●メンテナンスメニュー

❼ 玄関ドア・サッシ廻り

作業個所 販売価格

クレセント交換 ¥8,900

戸車交換 ¥9,300

ドアクローザー ¥18,600

❽ 網戸張替

作業個所
販売価格

特大枠
（〜H2400㎜）

大枠
（〜H2000㎜）

中枠
（〜H1350㎜）

小枠
（〜H900㎜）

網戸張替 ¥3,800 ¥3,100 ¥2,300 ¥1,600 

❾ 水廻り � 電気工事

作業個所 販売価格 作業個所 販売価格

パッキン交換 ¥9,300 照明交換工事 ¥7,700 

水栓金具交換 ¥14,000 コンセント交換 ¥7,700 
※水栓金具代別途要 スイッチ交換工事 ¥7,700 

※照明器具代別途要

� 和室廻り

作業個所
販売価格

特大大枠 大　枠 中　枠 小　枠

襖張替 ¥8,400 ¥5,900 ¥3,800 

障子張替（普通紙） ¥3,800 ¥3,100 ¥2,800 

障子張替（タフトップ） ¥9,800 ¥6,500 ¥4,400 

畳表替え　（1 畳） ￥5,900

・調査お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。
・住まいの点検・中古住宅診断・耐震診断も無料で行っております。
・価格はすべて消費税込みの価格となっております。
・年式・型式・状況によってはメンテナンス対応できない場合がございます。
・駐車場が確保できない場合は、別途駐車料金が発生する場合がございます。
・詳しい内容につきましては、お気軽にお問い合わせください。
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きらくに倶楽部　メンテナンス価格表
※全て税込価格

ちいさなことでも全力投球！　住まいのお困りごとお気軽にご相談ください。

戸 建 用

調査・見積
無　料

住まいの点検
無　料

耐震診断
無　料

中古住宅診断
無　料

●クリーニングメニュー

❶ キッチン

作業個所 販売価格 前回から3年以内

レンジフード ¥18,100 ¥13,900 

キッチン ¥23,300  ¥17,100

❷ 浴室

作業個所 販売価格 前回から3年以内

浴室（壁面タイル／ユニット共通） ¥23,300 ¥15,500 

オプション 小物一式（風呂釜・イス・洗面器等） ¥3,100

エプロン内部 ¥4,600 

❸ 洗面台 ❹ トイレ

作業個所 販売価格 作業個所 販売価格

洗面台　 ¥9,300 トイレ ¥9,300 

オプション 洗面所清掃 ¥4,600 オプション トイレ内手洗い器 ¥3,100 

洗面所内の棚板 ¥1,500

❺ 窓・網戸

作業個所
販売価格

大　枠 中　枠 小　枠

窓ガラス ¥4,300 ¥3,600 ¥2,900 

網戸 ¥1,400 ¥1,100 ¥800 

オプション 高所 4 段脚立以上 1 枠 1 窓あたり上記の価格 +¥1,400 

❻ エアコン

作業個所
販売価格

1台施工 2台同時施工 3台同時施工

エアコン（壁掛け） ¥15,000 ／台 ¥13,500 ／台 ¥11,600 ／台

エアコン（掃除機能付） ¥23,300 ／台 ¥21,700 ／台 ¥20,200 ／台 

オプション 室外機 ¥3,200 

抗菌スプレー    ¥800 

●メンテナンスメニュー

❼ 玄関ドア・サッシ廻り

作業個所 販売価格

クレセント交換 ¥8,900

戸車交換 ¥9,300

ドアクローザー ¥18,600

❽ 網戸張替

作業個所
販売価格

特大枠
（〜H2400㎜）

大枠
（〜H2000㎜）

中枠
（〜H1350㎜）

小枠
（〜H900㎜）

網戸張替 ¥3,800 ¥3,100 ¥2,300 ¥1,600 

❾ 水廻り � 電気工事

作業個所 販売価格 作業個所 販売価格

パッキン交換 ¥9,300 照明交換工事 ¥7,700 

水栓金具交換 ¥14,000 コンセント交換 ¥7,700 
※水栓金具代別途要 スイッチ交換工事 ¥7,700 

※照明器具代別途要

� 和室廻り

作業個所
販売価格

特大大枠 大　枠 中　枠 小　枠

襖張替 ¥8,400 ¥5,900 ¥3,800 

障子張替（普通紙） ¥3,800 ¥3,100 ¥2,800 

障子張替（タフトップ） ¥9,800 ¥6,500 ¥4,400 

畳表替え　（1 畳） ￥5,900

・調査お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。
・住まいの点検・中古住宅診断・耐震診断も無料で行っております。
・価格はすべて消費税込みの価格となっております。
・年式・型式・状況によってはメンテナンス対応できない場合がございます。
・駐車場が確保できない場合は、別途駐車料金が発生する場合がございます。
・詳しい内容につきましては、お気軽にお問い合わせください。


