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生活協同組合ユーコープと地元建設職人の提携事業

®住まいるコープ
登録業者は全て、地元の建設組合と業者会に加入しています。
すべての工事で完成保証と瑕疵保証を実施しています。

1999年より毎年約3,000件の相談を受け、豊富な施工実績があります。

住まいるコープはお客様と安心安全の地元建設業者を結びます。

※住まいるコープの工事では、ユーコープのポイントは付与されません。ご注意ください。
〒221-0045 横浜市神奈川区神奈川2-19-3 建設プラザかながわ4F　TEL.045-534-9961  FAX.045-534-9962

®住まいるコープ
ユーコープと地元建設職人の提携事業

ホームページ･メールは、営業時間以外でもご相談受付中!!

リフォームや新築をお考えの方へ

お問い合わせ内容をご記載の上、お送りください。

0120-55-4155 9：00～18：00
（日曜・祝日休業）

受付時間

info@smile-coop.jp http://www.smile-coop.jp/
住まいるコープ

住まいるコープの新築・リフォーム

選ばれる3つの理由選ばれる3つの理由
アフターフォローやコストの面でと
ても合理的です。なにより、地域に
根ざし、信頼を得てきた地元工務
店ならではの安心があります。

地元に密着した工務店による施工
量産メーカーのように決められた
仕様はありません。お客様の暮らし
方を丁寧に聞き取り、相談を重ねな
がら一緒になって住まい作りを進め
ます。

住まいるコープでは、契約から完成
まで、サービスセンターがお客様と
業者の間に立ち、安心して家づくり
ができるようサポートします。

経験豊富な建築士による自由設計 サービスセンターのお客様サポート

シンプル＆ナチュラル
な住まい

無垢の木を生かした
モダンな住まい

築31年のマンション
フルリフォーム

厚木市 横浜市 横浜市

施工中 After

住まいのスピード点検で我が家の状態をチェック
家の屋根、内部、床下、外まわりなどを短時間で総合的に点検します。点検後には報告書を作成し、
お客様にご報告。報告書には、各箇所の状況を記載し、写真によってさらに詳しくご説明します。住まいのスピード点検とは？

点検
無料

築10年以上たっている

いつメンテナンスしていいか分からない

今の家に長く住みたいと思っている

修繕した方がいいか迷っている箇所がある

住まいのスピード点検の流れ

こんな方に
ぴったり！

屋根材の破損、瓦の浮
き・亀裂、塗膜劣化など

屋根
ひび割れや目地
部分のコーキン
グ状態など

外壁

ブロック塀、フェ
ンス、玄関、車庫
などの不良

外まわり

建具の不具合や、内装の
状態などを確認します。

室内

点検口から、木材の腐食や
シロアリ被害などを確認します。

床下(床下点検口がある場合のみ)

お客様自身ではわからなかった箇所の不具合や、
今後のメンテナンス時期などが分かります。

まずはお電話またはメー
ルでお問い合わせくださ
い。地元の大工・工務店が
お伺いします。

住まいのプロがしっかりと診断します。

後日、報告書をお持ちし、
ご説明をさせて頂きます。
必要のない修理、リフォー
ム等は一切お勧めいたし
ません！

住まいの不安はプロにお任せください！

●台所などの水まわり ●屋根 
●建具の不具合 ●外壁 ●外まわり 
●床下 ●畳や床の状態
●外壁コーキングの状態

＜主な診断内容＞

不具合の早期発見や今後のメンテナンスに！！

その他にも、こんなことが分かります。
基礎のひび割れ、床鳴り・床の沈み、畳の状態、雨水マス・排水マスの状態

※住まいのスピード点検は、目視での点検が主です。点検内容については、今後のメンテ
ナンス等の目安にしていただくものであり、建物の状態を保証するものではありません。

※2階屋根の点検は地上
　からの目視となります。

報告書を作成 ※住宅の状態により全ての箇所を点検できない場合があります。
※住宅の規模や状態により点検時間が90分以上かかる場合もあります。

点検時間は

約90分



シロアリ・害虫駆除
床下から住まいの健康を守ります。
湿気・カビ対策もお任せ下さい。

造園・エクステリア
外回りで家の印象は大きく変わります。
しっかりとした外構は防犯にも役立ちます。

住まいの健康診断
人と同じように、住まいも年を取ります。
大切な我が家の健康チェックをしましょう。

たたみ・内装
快適な住まいは美しい内装から。
長年培われた職人の技をお見せします。

ハウスクリーニング
お客様の笑顔が私たちのやりがいです。
プロの技をご覧ください。

住宅設備
豊富な経験と知識で
快適な住環境を提案します。

塗装
塗装には家を守る
大切な役割があります。

屋根
普段見えないところだからこそ、
熟練した職人にお任せください。

▶内部排水管高圧洗浄
 （キッチン・浴室・洗面所・洗濯機）

▶外部排水管高圧洗浄（ますまわり）

▶フローリング洗浄+ワックス
 8帖（約13㎡）  18,200円(税別)

20,000円(税別)

通常よりも2,000円もお得！

33,000円(税別)33,000円(税別)

排水すっきり
解消セット

お問い合わせ内容をご記載の上、お送りください。
24時間受付中

住まいるコープ

屋根の地震対策も承ります。ご相談ください。屋根の地震対策も承ります。ご相談ください。

地域の皆様からのご愛顧で神奈川県内でのご利用件数30,000件突破。住まいに関することはお気軽にご相談ください。

0120-55-4155
お見積り

無料
お客様満足度

約90％
あらゆる
工 事 に
対 応

安心の
保証制度付お客様アンケートの

集計結果です。

経験豊富な
建築士が診断

ご希望を
伺いながら
耐震プランを
ご提案
診断に基づいて、適正な
耐震補強のプランを
ご提案します。

お住まいの現状を
分かりやすく説明
調査内容とアドバイスを
報告書にまとめて、
わかりやすく
ご説明する
ので安心。建築士が全9項目を正確に

診断します。

築年数が古く、耐震診断の結果から、弱い部分の補強工事
を行わせて頂きました。診断時に断熱材が入っていないこと
がわかり、合わせて断熱と室内リフォームを行ないました。

耐震補強工事から
リフォームまでサポート

耐震改修や増改築を行うためには精密診断が必要になります。

診断結果をもとに、本当に必要なリフォームをご提案します！
だから、ムダなく、安心リフォーム！！

▶5年間完全保証  ▶賠償責任保険付

確かな効き
目
高い安全性

(公社)日本しろあり対策協会認定薬剤
(公社)日本木材保存協会認定薬剤 
(公財)文化財虫害研究所認定薬剤

□最近近所で羽アリを見かけたり、シロアリ工事をしたという話を聞いた。

□床を素足でゆっくり歩くとブカブカする場所がある。

□畳のヘリの部分に土らしきものが付いている。

□柱や内壁を叩くとコンコンと軽い空洞音がする。

□雨漏りしている場所がある。　□以前に増改築を行ったことがある。

床下の危険度をチェック！

断熱塗料・遮熱塗料の利用で快適な暮らしを実現しませんか？

無料
診断
実施中

5年
保証

各機関から認定を受けた薬剤です

シロアリ
被害状況

エアコン + レンジフード

※駐車スペースが確保できない場合は、駐車場代が別途発生致しますので、予めご了承ください。  ※価格はすべて税抜表示となっています。

9：00～18：00
（日曜・祝日休業）

受付時間®住まいるコープ
〒221-0045 横浜市神奈川区神奈川2-19-3 建設プラザかながわ4F　TEL.045-534-9961  FAX.045-534-9962

6,600円

ワンポイントアドバイス　㈱アイジーコンサルティング
木造住宅を長く安心して快適にお住まい頂く為に、住宅メンテナンスは重
要です。その中でも木造住宅に大きなダメージを与えるのがシロアリの被害
です。床下を定期的に点検し、早期発見・予防をしていきましょう。

ワンポイントアドバイス　園田畳店
畳は手入れの仕方によって寿命が違ってきます。掃除機はやさしく畳の目に
そって、拭く時は目にそって必ず乾いた雑巾で拭きましょう。およそ３年で裏
返し、４～５年で表替えが一つの目安です。

ワンポイントアドバイス　MM共同塗装
外壁は風雨や日光など厳しい環境にさらされています。触ってみて手に粉
がついたり、色が薄くなったように感じたらご相談下さい。塗替えの目安は
7～10年です。計画的な塗替えで建物の寿命を延ばすことができます。

ワンポイントアドバイス　飯塚鈑金
屋根のメンテナンスで重要なのは「防水性の維持」と「変色などに対応する
美装」の二つです。屋根にはさまざまな種類がありますので、気になる点が
ありましたらお気軽に私たち専門家へご相談ください。

ワンポイントアドバイス　㈱シーエスワイ
エアコンは夏本番になる前の梅雨時期対策として、内部洗浄および、防カビ
・抗菌コートをすることがおススメです。カビの繁殖が抑えられ、気持ちよく
夏を迎えることができます。

ワンポイントアドバイス　中基工業㈱
蛇口からの水漏れを防ぐために普段から出来るのは、蛇口を閉める際に力任
せに強く締めすぎない事です。強く締めすぎてしまうと、その分パッキンや部品
の消耗を早めてしまいます。トラブル前の定期的な点検をおススメします。

ワンポイントアドバイス　篠原外構工事店
大雨による被害防止に外廻りの点検をする必要があります。擁壁のひび割
れから土が流出している、ブロックや大谷石の塀が傾いている、庭の土が流
出し庭木が傾いているなど日頃見落としている外廻りを見て下さい。

ワンポイントアドバイス　㈱悟工房
住まいの健康診断で現状を知り、一年でも多く住まい続けるために必要な
メンテナンスと住まい方へのアドバイスを皆様にお届けしています。皆様の
住まいについて一緒に考えていくための一歩としてとしてご利用ください。

夏を快適・お得に！
節電セット！

info@smile-coop.jp http://www.smile-coop.jp/

メール ホームページ

国産畳表を使用します
たたみ

ふすま、しょうじ、クロスなど内装

「大雨・地震」大丈夫ですか？
土木工事

網戸  ▶張替えも承ります。

診断・調査・見積

▶長期保証のオークリッジプロ30スーパー    4,200円(税別)～/㎡
▶軽量な屋根材 ガルバリウム断熱屋根材　6,400円(税別)～/㎡
▶三州防災陶器瓦　　　　　　　　　 6,000円(税別)～/㎡

▶耐震+劣化診断　　　　　　　　　60,000円(税別)

▶シリコン樹脂塗料　　　　　　　  2,000円(税別)～/㎡
▶遮熱塗料　　　　　　　　　　　 2,900円(税別)～/㎡
▶断熱遮熱塗料ガイナ(GAINA)　　 3,500円(税別)～/㎡
年間をとおして節電！おどろきの断熱効果！

※別途、足場代などがかかります。 ※上記の価格は本体工事のみです。下地処理や廃材処理費等は別途見積りとなります。

1

足場を設置

2

高圧洗浄で汚れを落とします

3

工事前は古い瓦屋根

1

瓦をおろし下地をチェック

2

下地材を施工

3

壁等の下塗り・中塗り・上塗り

4

木部など細かいところも

5

養生・足場撤去・周辺清掃で完成

6

軽量なガルバリウムの屋根材

4

完成。美しい仕上がりです

5

▶古い擁壁の補強工事 大谷石・玉石など

▶植木剪定刈り込み  ▶高木伐採  ▶枝下し
▶草刈り・草取り  ▶生垣  ▶竹垣

▶擁壁補強  
▶車庫のシャッター取付
▶車庫土間コンクリート打ち　
▶階段のすべり止めと補強  
▶ブロック積と補強
▶基礎のヒビ割れ補強  

▶スロープ工事(介護保険対象)
▶砂利敷  
▶車庫内部の鉄骨による補強　
▶地面の陥没  
▶レンガ・ミカケ石敷アプローチ
▶インターロッキング敷

お庭のことなら何でもお任せください
造園・植木

雑草で困っていませんか？
防草シートと砂利で草刈り不要に

外構工事

事例

診断箇所は安心の全9カ所
床下 / 基礎 / 設備 / 内壁 / 外壁 / 屋根裏 / 屋根 / 柱の傾き / 床の傾き

POINT 1 POINT 2 POINT 3

▶給湯器  ▶トイレの交換
▶IHクッキングヒーター  
▶ガスコンロ  ▶床暖房

10年
保証

浴室 + レンジフード

浴室＆レンジフード
ピカピカセット

▶配管からの水漏れ　▶蛇口の水漏れ
▶シャワーヘッド、ウォシュレットからの水漏れ
▶トイレのタンクに水がたまらない、水が流れないなど...

その他

水回りのトラブルもお任せ下さい
トイレ キッチン 浴室 洗面所

表替え
▶有機栽培麻入表 　　　8,500円(税別)/畳

▶JAS1等綿糸引き 　　　7,500円(税別)/畳

▶JAS2等綿糸引き 　　　6,500円(税別)/畳

新たたみ
▶16,000円(税別)/畳

1番人気

17,280円(税込)

9,180円(税込)

8,100円(税込)

7,020円(税込)

しょうじ
▶張り替え
（大・90cm×180cm） 
▶張り替え
（中・90cm×150cm） 

ふすま
▶上新鳥ノ子　　　　　 6,300円(税別)/枚
▶糸入り　　　　　　　 5,300円(税別)/枚
▶新鳥ノ子（普通品）　　　　    3,700円(税別)/枚
▶押入れ裏貼り
（大・90cm×180cm）

クロス  ▶6帖（天井10㎡ 壁30㎡）　　　  56,000円(税別)～

6,804円(税込)

5,724円(税込)

3,996円(税込)

1,404円(税込)

3,780円(税込)

3,240円(税込)

60,480円(税込)

1,300円(税別)/枚

3,500円(税別)～/枚(2枚から)

3,000円(税別)～/枚(2枚から)

▶床、フローリングの貼り替え
▶手すりの取付　▶棚・収納　▶バリアフリー

通常よりも2,000円もお得！通常よりも2,000円もお得！

35,640円(税込)35,640円(税込)
21,600円(税別)21,600円(税別)

23,328円(税込)23,328円(税込)
18,000円(税別)18,000円(税別)

19,440円(税込)19,440円(税込)

21,600円(税込)

15,000円(税別) 16,200円(税込)

19,656円(税込)

▶トイレ 10,000円(税別)

防汚コーティングは+5,000円(税別)  5,400円(税込)  

カビ防止剤+10,000円(税別)  10,800円(税込)

▶浴室（1坪まで） 14,000円(税別)

▶洗面所 
▶ガステーブル
▶レンジフード

10,800円(税込)

15,120円(税込)

10,000円(税別)
10,800円(税込)

それぞれ
▶エアコン防カビ抗菌コート 
  2,000円(税別)

室外機の追加
※お掃除機能付き+6,000円(税別)/台 6,480円(税込)

（エアコン清掃と同時に行う場合に限る）

8,000円(税別)

エアコン(壁付)

10,000円(税別)
1台目

2,160円(税込)

5,400円(税込)

8,640円(税込)

2台目以降

1機5,000円(税別)

10,800円(税込)

※住まいるコープの工事では、ユーコープのポイントは付与されません。ご注意ください。

7,128円（税込）
（税別）
/1坪

64,800円（税込）

4,536円（税込）

2,160円(税込)

3,132円(税込)

3,780円(税込)

6,480円（税込）

6,912円（税込）


	omote
	naka

