早めの葺き替えで住まいを長持ちさせましょう!
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一見問題のなさそうな既存屋根
4
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既存セメント瓦撤去
5

粘着式防水シート葺き

リッジウエイ葺き工事

下地ベニヤ葺き
既存のセメント瓦をはがすと瓦の隙間
から侵入した雨水で既存防水シートが
溶けていました。
ベニヤを葺いた後、
施
主様の希望で粘着式の防水シートを
葺きました。普通の防水シートよりベニ
ヤとの密着性が高いため、雨水による
ベニヤへの影響が格段に少なくなりま
す。
その後リッジウエイ本体、
同質棟の
取り付けをしました。

塗り替え時期の目安は？

外壁の塗り替え時期を判断する一番簡単なチェック方法は外壁を触ってみることです。

ひび割れが生じている

壁の表面を手でこすった時に粉状のもの
が付着します。
これがチョーキングという白
化現象です。本来壁の表面にあるはずの
ツヤが劣化によって失われた状態です。

こんな症状があったら、
是非一度ご相談ください！

無料にて点検をいたします。
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外壁塗装・屋根塗装
年間をとおして節電！おどろきの断熱効果！

断熱遮熱塗料ガイナ(GAINA)

おすすめ ▶
高圧洗浄で汚れ等を落とします。 ひび割れなどは事前に補修します。
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シリコン樹脂塗料

▶

下塗りで塗料の密着を良くします。

下塗りと上塗りの中間層。

仕上げとして塗りムラをなくします。

!

（税抜）

訪問業者にご注意下さい！

!

（税抜）

/㎡ 2,160円(税込)

（税抜）

遮熱塗料

/㎡ 3,132円(税込)

不要になったアンテナ撤去

まずは住まいるコープにご連
絡下さい！安心の登録員が適
正に点検をおこないます。

▶

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

（税抜）

※条件：2階建てまで、屋根勾配6寸以下、建坪約15坪

3,780円(税込)

知らない業者が訪ねてきたら、

最悪の場合は点検するといって、
わざと屋根材を割ったりすることも！

隣に公園や広場

▶

/㎡

※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。

知らない業者が突然訪ねてきたら要注意です！例えば「屋根がはがれている、

雨樋から水が溢れてきてぱしゃぱし 詰まる前に掃除をしたいが、
自分で
ゃと音がうるさい。近所からも注意 やるには危険。頼むにも金額があ
された。
やふやで不安。

（税抜）

汚れやサビを落とします。

このままだと雨漏りする」
などと不安をあおり、不用な工事をすすめてきたりします。

庭や道路に大きな木

目地や窓まわりのコーキン
グが劣化している

①近隣のお客様に、工事前のごあいさつ・行程説明、工事後の完了報告とごあいさつを行います。
②毎日の作業内容・進捗状況のご報告を行います。 ③周辺への塗料の飛散がないか徹底的にチェックします。
④工事の完了報告を写真を使って行います。 ⑤100万円以上の工事はサービスセンターによる竣工検査。

▶

こんなお悩みありませんか？

藻やカビが付着している

住まいるコープ塗装 5 つのお約束

特にこんなお宅は
つまりやすいです。

雨どい清掃

住宅の大きさや形状が違うのに、
同じ料金設定なのはおかしいですよね？当然、
今の塗装の状態もそ
れぞれです。
住まいるコープでは、
1軒ごとにしっかりとした調査・見積もりを行い、
本当に必要な工事だ
けを適正な価格で、
お客様のご納得の上、
提供いたします。

1

メニュー

嬉しい

なぜ？

…

●自分では確認できない屋根の状態を
専門家が点検します。
●実際に屋根の上ってしっかりと確認します。
●点検後は写真つき報告書を提出し、
不具合箇所や解決方法
をお知らせします。
●訪問業者などに
惑わされないために
おススメです。

住まいるコープは

その他にも

知らぬ間にこんな状態になっているかも・・

住まいを守る

普段目にすることのできない屋根の状態。
まずは我が家の屋根の現状を把握しませんか？

大切な外壁・屋根のこと

屋根の無料点検始まりました！

す こし考えて みませんか ？

せ
お任
い
下さ

不要になったテレビアンテナが屋根に残っ
たままになっていませんか？
そのままにしておくと、台風時など危険です。
撤去・処分まで含めた定額で安心。たった
一日で解決いたします。

屋根の状況等によってはお受けできない場合がございます。

ホームページ・メールは

24時間ご相談
受付中!

●お気軽にお問い合わせください

9:00〜18：00(日曜・祝日休業)

0120 -55-4155

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

住まいのことなら何でもおまかせください！

※チラシ有効期間：2017年3月31日まで ※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。

ご高齢の方でも安心安全の住まいづくりをお手伝いします。
手すりの設置

「たった１本」でも、位置次第で移動や昇降
動作の補助、転倒予防などに大きな効果が
あるのが手すりの取付けです。

お急ぎだった手すり取付工事に、
迅速に対応させていただきました

か？ ●モニターがないので、
どんな人が来ているか姿がわからない。
困っていません

●呼び鈴が玄関にしかないので、訪問する人が敷地の中まで入らなければいけない。
画面サイズ(縦×横)：
約40.5×54mm

足の怪我をしてしまい、階段の昇り降りに困
っていました。電話をすると、その日のうちに
業者さんが見に来てくださり、次の日には取り
付け工事が完了しました。急いでいたので大
変助かりました。

住宅用上がりかまち手すり

神奈川区

トイレ用手すり

●取付け工事は約１時間！大掛かりな工事は必要ありません。
ポイント ●ワイヤレスだから家じゅうどこでも来客対応できます。

●留守の時でも来訪者を確認できる録画機能付き。

E様

ワイヤレス玄関子機

パナソニック
ワイヤレステレビ
ドアホンVL-SGD10L ワイヤレスモニター親機
︵税抜︶

新春特別奉仕価格
取り付け工事費込み
フリースタイル手すり

リビングでも
21,384円
（税込）

キッチンでも

ベランダでも

状況によっては別途工事費、処分費などがかかる場合があります。
ご承知ください。

施工業者 ▶（有）吉成工務店

住宅用屋外手すり

10年以上前のガスコンロをお使いの方はご注意下さい！
そのコンロには火災防止センサーが付いていない可能性があります。

浴室のリフォーム
BEFORE

浴室には多くの危険が潜んでいます。温度差によるヒートショックの

AFTER

改善に浴室のリフォームが効果的です。
また、お風呂での転倒防止
には、深すぎずまたぎやすい浴槽と手すりの設置が効果的です。

BEFORE

こんな方に朗報です

センサーがない
コンロは火災リスク
を高めます

AFTER
▲洗面台を入れ替え、
クロス
や床を貼替えて、明るくすっき
りとした脱衣所になりました。
入口の段差も解消しました。

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！

ノーリツ

N3WＰ2PWAS6ＳＶE
希望小売価格 186,000円

AFTER

(税抜)

気軽にご相談してみませんか？

▲きれいで機能的なお風呂場
に生まれ変わりました。お湯が
冷めにくい高断熱浴槽です。省
エネや節約にもつながります。

住まいの無料相談室開設中！

国の補助金が
活用できます！

例えば、浴室とトイレのバリアフリーリフォームで
お湯の冷めにくい浴槽と高効率給湯器で
光熱費を節約！ 断熱窓で暖かい浴室に！

補助金
獲得例

（税抜）

工事金額の目安

※工事金額はあくまで参考の金額です。状況によって金額は変わります。

＋

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

節水トイレ

10年以上前のトイレは、一回
の洗浄で流す水の量が13リ
ットル以上になると言われて
います。最新の節水トイレで
は、洗浄の水量が4リットル程
度となっており、大幅な節水
が可能となります。

中古マンション・戸建て購入のお悩み、
マンションリノベー
ション、耐震やバリアフリーなど住まいに関することなら、
経験豊富な建築士がご相談に乗ります。

1 お電話で

0120 -55-4155

2 メールで

日・祝日
休業

info@smile-coop.jp

3 ご面談で（日時等はご相談に応じます）
リフォームや新築、耐震改修を考えているけど、
何からはじめればいいのか、
どこに聞けばいいのかわからないという方へ

53%
OFF

︵税抜︶

BEFORE

最新製品には、もちろん全ての口にセンサーが装備されています！

ーン
キャンペ
特別価格

93,852円
（税込）
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。

建築士による「住まいの健康診断」で
建物の耐震性や状態がチェックできます。
経験豊富な建築士が診断

建築士が全9項目を正確に診断します。

安心の調査内容

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。

床下 / 基礎 / 設備 / 内壁 / 外壁 /
屋根裏 / 屋根 / 柱の傾き / 床の傾き

診断料金

（税抜）

税込64,800円

▶木材在来工法1〜2階建ての住宅が対象となります。(3階建て、2×4住宅、
鉄骨造、
鉄筋コンクリート造住宅は別途ご相談下さい。)
▶診断当日は、簡単な結果報告をさせて頂きます。後日、診断結果をもとに報告
書の提出と詳しい内容をご説明いたします。
▶「住まいの健康診断」
は見える範囲が検査対象となり、壁の中など見えない部
分を解体して確認するわけではございません。
▶延床面積120㎡までの料金になります。

