
神奈川県内に142社。地域密着の住まいるコープだから「安心」です！

3台以上まとめてご依頼の場合3台以上まとめてご依頼の場合

1台のお申込み 2台のお申込み
(1台目から)

3台以上のお申込み
(1台目から)

壁掛けエアコン 10,000円(税抜) 9,000円(税抜) 8,660円(税抜)
10,800円(税込) 9,353円(税込)9,720円(税込)

機　種

室外機 5,000円(税抜) 5,400円(税込)
※お掃除機能付きエアコンは一台につき＋6,000円(税抜)

壁掛けエアコン：1台につき2時間前後
お掃除機能付き：1台につき2～3時間前後

通常10,000円が1台目から

作業
時間

エアコン + 浴室

+ +

夏を快適・お得に！ 節電セット！夏を快適・お得に！ 節電セット！
エアコン + レンジフード

エアコンと浴室のセットエアコンと浴室のセット

※お掃除機能付き＋6,480円(税込) 19,440円(税込)23,328円(税込)
通常24,000円→21,600円(税抜)

※お掃除機能付き＋6,480円(税込)

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

※チラシ有効期間：2017年8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。

神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-19-3-4F

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

●お気軽にお問い合わせください　9:00～18：00(日曜・祝日休業)

7/1
パナソニックリビングショウルーム湘南・藤沢
〒251-0028 神奈川県藤沢市本鵠沼3-12-31

第1部：事前に知っておきたいこれからの介護制度

第2部：介護リフォームなど住まいの何でも相談

0120-55-4155

日時

場所

住所

土
セミナーのお申し込みはこちら

住まいと介護のセミナー
・介護リフォームしたいが手順がわからない方
・リフォームしたいけど業者がわからない方

パナソニックからの提案・ショウルーム見学

こんな方
が対象

第1部13：30～14：30
第2部14：40～

講師
うしおだケアサービス
青木 善紀様（ケアマネージャー）

雨どいが割れていたり、曲がっ
ている、金具が外れている、雨
どいの途中から水が漏れている
など。建物の痛みの原因ともな
ります。早めに対応しましょう。

サッシや雨戸がスムーズに開
閉しない、鍵がかかりづらいな
どストレスを感じていませんか？
室内の建具の調整や、戸棚
の扉の蝶番の調整などもお任
せください。

ドアが勢いよく閉まってしまっ
たり、開閉がしにくい・・。そんな
時はドアクローザーの調整が
必要です。
15年がドアクローザーの交換
の目安です。

床がきしんだり、ブカブカして
沈み込んでしまう・・。
こんな場合は建物の構造上
の問題やシロアリ被害の可
能性もあります。すぐにご相
談ください。

これからの季節、窓を開ける
ことが多くなります。網戸の
張り替えはお任せください。
網戸がガタつく、よく外れる
場合も相談ください。

エアコン

どうせやるならセットが断然おトクです！！

クリーニング

8,660 円円円円
(税抜)(税抜)(税抜)(税抜)

通常24,000円→21,600円(税抜) 通常20,000円→18,000円(税抜)通常20,000円→18,000円(税抜)

複数台数のお申込で1台あたりの金額がお安くなります！

参加費無料

サッシ・雨戸・建具の不具合 雨どいの修理 雨どい清掃

玄関ドアの不具合

床がきしむ・沈む

網戸の張り替え・調整

水栓から水漏れがするなど、
キッチン・浴室・トイレの水回
りトラブルもお任せください。
お湯が出なくなったなど給湯
器のトラブルも対応いたしま
す。

水栓・蛇口のトラブル

塀やコンクリート土間の亀裂
をそのままにしておくと、雨水
が浸入し危険です。まずはチ
ェックにうかがいます。

ブロック塀や土間の亀裂
車庫から出るときに「ヒヤっと
」したことはありませんか？
事故を防ぐためには、ガレー
ジミラーの取り付けがおすす
めです。

ガレージミラーの取り付け
空いたスペースを有効活用した
いけれど既製品ではなかなか見
つからない…。お任せください！
ピッタリの収納をお作りします。

ピッタリの収納が欲しい

毎日使うキッチンやお風呂・
洗面などは使うたびにつまり
や臭いの原因となる汚れが
溜まっていきます。ご家庭で
はできない高圧洗浄で、汚れ
や異物を除去します。

排水管のつまり・臭いなど

内装をきれいにしてリフレッシュ！

障子・ふすま・クロス

18,000安心の定額制 円円円円
(税抜)(税抜)(税抜)(税抜)

雨どい清掃は危険が伴います。高所作業で危険
な雨どい清掃は住まいるコープにお任せください。

▶しょうじ張替え
3,000円～（税別）/枚 3,240円～（税込）
▶ふすま張替え
3,700円～（税別）/枚 3,996円～（税込）
▶クロス張替え
56,000円～（税別）60,480円～（税込）

6帖（天井10㎡ 壁30㎡)

「そのうち直せばいいや」と思っていることありませんか？

小さなお困りごとは、地域密着の住まいるコープへ！

茅ヶ崎市A様邸茅ヶ崎市A様邸

洗面台と洗濯機の間のスペース
を有効活用する棚を作りました。

※二階建てまで、屋根勾配6寸以下、建坪約15坪

9,352円(税込)

6,480円(税込)

お客様の声をご紹介します。お客様の声をご紹介します。
▶登録業者は地元密着の業者だけ！
▶地元の業者だからスピード対応！
▶営業マンや広告費に経費をかけていません。
▶地元で長年営業している信頼があります！



住まいを長持ちさせるための
最初のポイントが築10年目です。
防水やシロアリ被害を中心に

点検をしましょう。

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。

点検時間

約90分
点検
無料

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

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？
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？

より詳しく！屋根の無料点検 より詳しく！床下の無料点検

外壁や屋根は必ず点検が必要です。
キッチンやお風呂・トイレなどの水回りの

設備も見直しをしましょう。

耐震性能などの構造的な点検や
バリアフリー化が必要です。

家族構成や暮らし方の変化にあった
間取り変更なども検討しましょう。

Before After

お申込みは
お電話にて 0120-55-4155要予約

お電話にてご希望の相談会と
日時をご連絡ください。

6月19日～8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

住まいの印象は外回りから! お庭の有効活用を!住まいの印象は外回りから! お庭の有効活用を!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。

マンションリフォーム相談会
不具合の早期発見や

今後のメンテナンスに！

築10年 築20年 築30年

システムキッチンにし
たい

断熱性を上げたい

▶草刈り・草取り
▶植木剪定刈り込み
▶高木伐採
▶ベランダ緑化
▶芝貼り

藤沢市K様邸藤沢市K様邸

スペースの有効活用に。
暮らしにゆとりも生まれます。
スペースの有効活用に。
暮らしにゆとりも生まれます。

After

After

Befor

テラスを作成テラスを作成 After

Befor

アルミフェンス取付けアルミフェンス取付け

中区I様邸中区I様邸

http://www.sumairucoops.jp/ホームページからの受付

●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。
●実際に屋根に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。

知らぬ間に
こんな状態に
なっているかも・・

知らぬ間に
こんな状態に
なっているかも・・

より詳しく点検したい方は、建築士による「住まいの健康診断」がおすすめ!

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

▶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。

経験豊富な建築士が総合的に診断します 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。

診断料金
税込64,800円
（税抜）60,000 円

（税抜）［参考価格］43 万円万円万円万円 （税抜）［参考価格］18 万円万円万円万円

テラス・ウッドデッキ フェンス・塀

カーポートの新設や
駐車場の拡張など
カーポートの新設や
駐車場の拡張などカーポート・駐車場 造園・植木

大切な家をいかに長持ちさせるか、今後の維持管理費を節約
できるかは定期的な点検とメンテナンスにかかっています。
大切な家をいかに長持ちさせるか、今後の維持管理費を節約
できるかは定期的な点検とメンテナンスにかかっています。

Befor

フェンスの交換で住まいの印象が
とても良くなります。
フェンスの交換で住まいの印象が
とても良くなります。

Befor After

夏が来る前に！夏が来る前に！

あなたの住まいはいま何歳？いちど点検してみませんか？
シロアリにく
われてボロボ
ロになった床
下の状態。

実際に床下に入り、
確実に点検を行い
ます。画像はお客様
にもご確認いただく
ので安心です！

知らぬ間にこんな状態に
なっているかも…

知らぬ間にこんな状態に
なっているかも…

間取りを変更したい

ここがうれしい！
経験豊富な

「建築士」が対応！
共用部・専用部の
違いがわかる

相談費用は
「無料！」

実際にご自宅
を見ながらの
相談も可能！

何ができるか
が分かり、

イメージがわく！
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