
担当：永井建築士

住まいのスピード点検

カビや汚れが残っていると仕上がり
に影響するため高圧洗浄で徹底
的に綺麗にします。

塗装前には、まず家の寿命に関わ
る様 な々傷みを補修します。

錆びや劣化した塗膜を削り落とす大
事な作業です。細かい傷をつけるこ
とにより、塗料の密着性を高めます。

素材と上塗り塗料の密着性を高め
るため、必ず下塗りを行います。

塗装工事の良し悪しはズバリ下地処理！塗りに入るまでの地味な作業をいかに丁寧に行うかで、塗装の持ちがま
ったく違ってきます。そして下地処理の良し悪しは、職人の技術力と、仕事に対する「思い」にかかってきます。

担当：勝又建築

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。

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
◎雨水マスの状態
◎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。

不具合の早期発見や
今後のメンテナンスに！

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。

点検時間
約90分

点検
無料

こんな方に
ぴったり！

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

今の家に長く住み続けたい
と思っている

修繕した方がいいのか
迷っている箇所がある

外壁
ひび割れや目地
部分のコーキング
状態など

外まわり
ブロック塀、フェン
ス、玄関、車庫な
どの不良

床下（床下点検口がある場合のみ）
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。

屋根
屋根材の破損、瓦の浮
き・亀裂、塗膜劣化など

室内
建具の不具合や、内装の状
態などを確認します。

報告書を作成

塗装工事の良し悪しはズバリ下地処理！

1 2 3 4

中古で購入した自宅の状態をチェックしたかったの
で、住まいのスピード点検を受け、塗り替えの時期が
来ていることがわかりました。ある塗装工事現場で、
下塗りがムラだらけなのを見たことがあるのですが、
住まいるコープさんの工事は、本当に丁寧な下塗り
工事をしていて、頼んでよかったと思いました。

おすすめ 断熱遮熱塗料ガイナ(GAINA)
3,500円(税別)～/㎡ 3,780円（税込）

シリコン樹脂塗料
2,000円(税別)～/㎡

2,160円（税込）

年間をとおして節電！おどろきの断熱効果！

0120-55-4155

ユーコープと神奈川県建設労働組合連合会との住宅斡旋事業

ライフスタイルが変わって、今の生活に合った間
取りにしたい！ でもマンションってどこまで変えら
れるの？そんなことをお考えのあなたに耳寄り情
報です。建築士が実際にお部屋を見させてい
ただき、あなたのマンションがどこまでのリノベー
ションが可能か、アドバイスをします！

帰宅後顔も合わせずに子供部屋に直行！？それは間取りに問
題があるかも！？自然と家族が集まるような家づくりお教えします。

Before After

神奈川県内の
ご利用件数
30,000件突破

特別企画
 1

中古物件購入のアドバイスも可能

先着

限定！!
3名様

こだわるあなたにお送りする特別企画
 2

家族だんらんに花が咲く家づくり1
むくの木や、漆喰など、自然素材って何がいいの？疑問にお答
えします！

自然素材の家づくり、気になりませんか？2

車やバイク・アウトドア、生活に趣味を取りいれる家づくりのヒン
トお教えします。

塗装の役割は見た目の美しさを再現するだけではありま
せん。家は24時間365日、雨や風、紫外線にさらされていま
す。塗装にはこれら外部からの刺激から住まいを守る重
要な「膜」の役割があります。

塗装は「下塗り、中塗り、上塗り」の三回塗りが基本です。下
塗りは外壁や屋根とこれから塗る塗料との接着剤の役割。
中塗りは上塗り材の補強と仕上げの効果を高めます。上塗
りは、塗りムラや厚みをつけ、美しさ・耐久性を高めます。

ガレージで趣味を思いっ切り楽しみたい！3

9:00～18:00
（日曜・祝日休業）

住まいのことならおまかせください！ ホームページ・メールは24時間ご相談受付中
ホームページからの受付 http://www.smile-coop.jp/
メールからの受付 info@smile-coop.jp

※上記価格は各塗料を使った場合の施工単価です。別途、足場代などがかかります。

「住まいのスピード点検」で塗り替え時期が分かりました！

塗り替えの目安は7～10年と言われています。表面にひび割れがあったり、粉っぽ
くなっていたら（チョーキング現象）、塗り替えのサインです。

まずはご相談ください！ 見積もり無料！
本当に塗り替えが必要かどうか、専門家が判断いたします。

もちろん不要な工事をすすめることはありません！

塗装の役割 ３回塗り

塗り替え時期は？

の
お
任
せ
下
さ
い

担当：酒井建築士

担当：小野建築士

金沢区
S様

お申込みは
お電話にて 0120-55-4155要予約

64,800円（税込）

横浜市
S様邸

厚木市
M様邸

横浜市
T様邸

経験豊富な建築士が診断 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。

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。

お電話にてご希望の相談会と
日時をご連絡ください。

9月19日～10月31日相談会実施期間

時　間 10時～18時(うち2時間)

場　所 建設プラザかながわ

住　所 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-19-3 
建設プラザかながわ4F
※出張での相談会もご相談に応じます。

要予約

耐震性能大丈夫!? 「住まいの健康診断」でチェック

耐震+
劣化診断
60,000円(税別)

※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。



特別キャンペーン実施中!

¥86,900(税別)

災害対策！ 土木・外廻り 災害に備え、古い擁壁の補強工事が出来ます。
古い大谷石擁壁を補強…参考工事費280万円（税別）302.4万円（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。

N3WＰ2PWAS6ＳＶE
希望小売価格

¥93,852（税込）

ノンフィルタータイプなら、面倒なフィ
ルター掃除の手間がかかりません。さ
らにオイルガード塗装を施しているの
で、油汚れがラクに落とせます。

お手入れがカンタン！ グリルでラクラク調理！
こびりついた汚れも
水の力でサッとキレイ！

フィルターがなく
油汚れもラクラクお手入れ

大きな食材も切らずに入って一度に
たくさん焼けるワイドサイズ

和室を思い切ってフローリングの洋室へと改装しました。 高品位ホーローだから汚れや熱、水に強く、キズが
つきにくいので、清潔さと美しさがずっと続きます。

古くて使い勝手が悪かった台所は最新のシステムキッチンを導入しました。

「タカラ エマージュ」を使用

「リクシル インプラス」を使用

「TOTO ネオレスト」を使用

Before

Before

After

After

After

After

Befor

Befor

タンクがない最新のトイレに変更。
スペースにゆとりが生まれました。

すべての窓にはインナ
ーサッシを取り付けまし
た。断熱性と防音性が
飛躍的に向上します。

インプラスを取り付けることで、
既存の窓との間に空気層が生
まれます。これが壁の役割とな
り、断熱効果や防音効果を生
み出します。

樹脂の熱伝導率はアルミに比
べて約1/1000。外気の温度に
左右されにくく、断熱効果、防
露効果を発揮します。

生まれる空気層

樹脂製内窓

今ある窓の内側に取り付けるだけだから、大がかりな工事は
不要。費用も抑えられます。

今ある窓 インプラス

従来品 3.8L13L※

1回の洗浄水量

ネオレスト
床排水

1年間でお風呂2杯以上の水を節約できます！従来品と比べ
て年間約15000円おトク！

※1987-2001年商品(C720R)

お客様のご要望を丁寧に形にすることに
こだわりました

担当：（有）はなぶさ建設

〔横浜市泉区〕 泉水様

紹介された工務店のはなぶさ建設さんが、とても連絡を密にし
てくれて、疑問点などにもすぐに答えてくれました。ショールーム
に連れて行っていただき、実物を見ながらキッチンを選べたのが
とても良かったです。住まいるコープが間にいてくれるので、何
かあったら言えるという安心感がありました。

ここが良かった!!

ご両親のお住まいだった家が空き家となったため、今後移り住むことも考え、リフォームを検討していました。

きっかけ
トイレなどの水回りが古くなっており、和室も活用方法に困っていた。窓が開かないなどの不具合も。

ここが困っていた
自分たちの生活スタイルに

合うようにリフォームしたい。

ご要望

全体
補強

古いガラ積擁壁を補強…参考工事費90万円（税別）97.2万円（税込）部分個所
補強

キッチンまわりを見直しませんか？

コンロとレンジフード
セットならさらにお得！

ビルトインコンロ新製品

レンジフード新製品

53%
OFF

NFG7S10MSI(L/R)
希望小売価格

48%
OFF

キャンペーン

　　　特別価
格

¥69,900(税別)
¥75,492（税込）

¥166,212（税込）

キャンペーン

　　　特別価
格

スリム型ノンフィルターなら！

お手入れがラクラク！

セット購入 特別価格

表示価格は本体のみの価格です。別途取り付け工事費がかかります。

2016年9月12日～2016年10月31日キャンペーンお申込み受付期間

日　時

場　所
１０/１６（日）１３時～１７時
東京ガス横浜ショールーム

ご来場者には上記設備をさらに大特価で提供！
さらにご成約者様にはメーカー純正「炊飯鍋」をプレゼント！

Before

After

セミナー① 遺産相続と空き家セミナー

セミナー② 建て替え？リフォーム？どっちがいい？

セミナー③ 電力自由化のお得な活用法

お申し込みは
お電話にて 0120-55-4155

要予約

40名様
先着

ノーリツ

ノーリツ

10台
限定

10台
限定

5セット
限定

いつまでも長く大切に住み続けるためのリフォームをお手伝いします

¥153,900(税別)

※ご希望のセミナーからご参加できます。来場者にはプレゼントを進呈！

15時40分～16時

事例を紹介しながら、建て替えや、リフォームの進め方を解説します。　
※セミナー終了後、個別相談会実施！

・空き家になっている親の家（実家）をどうする？　・遺言って？
・空き家の維持管理・活用方法は？  ※セミナー終了後、個別相談会実施！

13時～14時30分

14時40分～15時30分
お客様リフォーム体験談お客様リフォーム体験談

みなとみらい線みなとみらい駅直結
マークイズ4階

￥186,000
(税別)

￥133,000
(税別)
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