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アフターサービス用公式アプリのご案内
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●お風呂のお湯が出なくなった
●ガラスが割れてしまった
●トイレが詰まった
●家族が増えたので部屋を増やしたい

●外壁の汚れが気になる
●経年劣化による雨漏りが心配
●家の中で介護が必要になった
●空いた部屋を有効活用したい
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住まいについての相談ごとや
困りごとが問い合わせできます

「チャージ」でポイントが貯められます
「ストア」でポイントが利用できます

お知らせやバナーでお得で
旬な情報がチェックできます

・口座振替で
手間なく積立 !!
・積立額に＋1.6%
ボーナス付与 !!
・貯まったポイントは
リフォーム代等で
使えます !!

※アプリ登録には「事業者コード：C022001」が必要となります。
詳しい登録方法は HP をご覧ください。
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インスタグラムからの
DMも大歓迎です
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インスタグラム
情報発信中！
！

ここをスキャン
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