長く過ごす場所だから、快適な
システムキッチン へリフォームしませんか？
奥 様 必 見！

こんな悩み
ありませんか？

コンロの掃除が大変

高い所のモノを出すのが大変
収納スペースが少ない

調理スペースがせまい

耳よりリフォームコーナー
っとべんりに！
ょ
ち
が
暮らし
雨の日や花粉の季節に、
洗濯物を外で干したくない・
・
下着を見せたくない・
・

高さが合わなくて、体が疲れる
高すぎてもダメ
！

そんな時に
大活躍！
！

低すぎてもダメ
！

コンロの後ろに入った油や汚れ、お
掃除するのに苦労していませんか？

システムキッチン へのリフォームで解決！
！
見積無料！お気軽にお問い合わせください！
冷

使いやすい天板の高さの目安

BEFORE

冷

天板高さ＝身長÷2+5cm

AFTER

室内用ホスクリーンを使った
らくらく物干しテクニック

キッチンのレイアウト変更も検討しましょう。

ビルトインコンロなら、隙間もなく、パッとは

最新のシステムキッチンには収納の工夫

シンク・コンロ・冷蔵庫の間をそれぞれ2

ずして、
さっと拭くだけ、
お手入れラクラク！

が盛りだくさん。

〜3歩で移動できるのがベスト！

住まいるコープでは多くのキッチンリフォームを手がけています！
お客様の声をしっかりと取り入れた施工事例をご紹介！
BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTER

住まいるコープ

体に合わない高さのキッチンは疲労の原
因になります。身長に合わせた高さに合わ
せましょう

キッチンリフォームのこだわり

洗濯機の近くに室内用ホスクリーン
を設置すれば、
その場で作業が完
結。外干しの下準備にも最適です。

◎オープンクローゼットに

◎エアコンを有効活用

クローゼットにしまう前に
外 出 先で付いた臭いを
取ったり、よく着る洋 服
の一時掛けとして。

エアコン近くに設置す
れば、空調と洗濯物の
乾燥が同時にできて経
済的です。

なぜ料金設定がないの？
リフォームの状況はお客様によって様々なので、一律の

2017年7月24日発行号
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

料金設定は出来ないのがあたりまえなのです。逆に定額
制の場合は、決められた作業以外の要望には対応でき
ないことがあります。
パック販売はしないの？
業者がパック販売などをする理由は、
業者が
「売りたいもの

BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTER

」
であるため、
お客様の立場を優先しているとは言えません。

住まいるコープでは、地元密着の施工者がお客様の
「予算」と「要望」にあった、最適なリフォームプ
ランをお客様と一緒になって、
とことんまで考えます。

まずはお気軽にご相談ください！

0120-55-4155

9:00〜18:00
（日曜・祝日休業）

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

住まいのことなら何でもおまかせください！
神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-19-3-4F 夏季休業期間：8月11日〜16日
※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。

畳のリフレッシュで気持ちの良い夏を！
裏返し（新調から3〜4年）

部屋の中でもっとも面積の大きい壁と床だから、はりかえで部屋が生まれ変わります！

居 間

一番ながく過ごす場所だから、気持ちの良い空間に
無垢（むく）のフローロングが
おすすめです！

無垢のフローリングはリラックス感が違います

表面が擦れてきて白っぽくなってきたり、畳の
光沢感がなくなってきた場合は、表面のゴザ
（畳表）
を新しいものと取り替える
「表替え」
の
手軽な張り替えの方法で、使用頻度の高い
時期です。畳の中心部分（芯）
は再利用しま
お部屋におすすめです。
すが、新しい畳表と縁になるため、見た目は新
参考価格
3,500円〜（税別）/1畳 品同様になります。
表面の、
イ草のゴザの部分（畳表）
を裏返しに

し、縁（へり）
の部分も新しくなります。
もっとも

3,780円(税込)

・温かみがありお部屋の雰囲気が
ガラッと変わります。
・天然素材なので、
裸足との相性抜群！
・木の香りでアロマテラピー効果。
・年数が経つごとに味わいが増します。
無垢（むく）の
フローリングと、
白壁の組み合わせが
おすすめです！

職人の手仕事の風景

引き戸の色を変えてアクセントに

お客様も使うトイレの床、
よごれていませんか？

トイレ
BEFORE

腰かべ

和室から洋室へ
使いづらくなっている和室ありませんか？
洋室へのリフォームで生まれ変わります！

トイレ床のリフォームは、
水だけでなくアンモニアや掃
木 の 腰かべがおすすめで
す！内装のアクセントに。

AFTER

▶

ふすま張替え

▶

新ふすま

参考価格

16,000円〜（税別）/1畳

17,280円(税込)

3,700円〜（税別）/枚

3,996円〜
（税込）

18,500円（税別）/枚

（大・90cm×180cm）

3,000

しょうじ張替え

19,980円
（税込）

円〜
（税別）
/枚

▶

BEFORE

畳をはがしてフローリングに、ふすまを引き戸に。押入
れはクローゼットに。洋室へのリフォームで部屋がより
使いやすくなります。

AFTER

家具の転倒防止

業者だからできる高圧洗浄クリーニングで、
タイルやレンガの目地もピカピカに。新築の
ような美しい外観が蘇ります。

AFTER

床が黒ずんだり、沈み込んだりしていませんか？クロスがはがれていませんか？

BEFORE

ふすまや
しょうじも
お任せ下さい

外構やタイルの汚れ

BEFORE

脱衣所・キッチン

7,020円(税込)

3,240円〜
（税込）

白い壁で部屋が広く見えます

BEFORE

除用洗剤に強いことが重要です。
掃除しやすい素材

畳の上を歩くとフワフワしたり、畳と畳の間に
すき間ができていたら、芯の部分（畳床）
が劣
化しています。畳の持つ良い機能が低下して
いるのはもちろん、健康にもよくありませんか
ら、
この場合は思い切って新しい畳に取り替
えましょう。

小さなお困りごとは、地域密着の住まいるコープへ！

AFTER

にすることで毎日のお手入れがずっと楽になります！

6,500円〜（税別）/1畳

参考価格

新畳（新調から15年〜）

気になっているけどどこに頼めばいいかわからない・
・
・

おススメ！
無垢のフローロングと白い壁は相
性がとてもよく、
お互いを引き立て
ます。壁はクロスだけでなく、
自然
素材の漆喰（しっくい）や珪藻土
（けいそうど）
もおすすめです。

表替え（新調から6〜8年）

AFTER

地震によるケガの約半分
が家具等の転倒落下に
よるものです。
たったひと
つの転倒防止金具で安
全性が大きく高まります。
金具はどこの壁にも固定
できるわけではありません
ので、必ず住まいるコープ
にご相談ください。

雨どいの修理・清掃

雨どい清掃
安心の定額制

同じ床を使っていると床

18,000 円

材の黒ずみ・はがれ・きし

※二階建てまで、屋根勾配6寸以下、建坪約15坪

化が早いため、長い時間

放っておくとどんどん増えていく雑草に困っ
ていませんか？適正価格で除草作業を行い
ます。防草シート張りなどの予防もお任せく
ださい。

BEFORE

ネズミやゴキブリ・害虫駆除

雨どいの修理・清掃は危険が伴います。高
所作業で危険な雨どいの修理・清掃は住
まいるコープにお任せください。

洗面所などの水回りは劣

草刈り・草むしり

(税抜)
(税抜)

住宅には様々な害虫・
害獣が住み着きます。
見た目だけでなく、病
原体を媒介するなど衛
生面・安全面でも大き
な問 題が 。根 本 的な
対策はプロにお任せく
ださい。

AFTER

お湯の出が悪い
給湯器の調子が悪く
なっている可能性が
あります。給湯器の平
均寿命は8〜10年。
住まいるコープでは適
正価格で給湯器の交
換をいたします。

みなどが 出てくるもので
す。お手入れのしやすい
床材へ交換しましょう。
高

新規張り

施工
方法

下地工事
あり
下地工事
なし

費
用

重ね張り
低

床を張替える方法は、新規張りと重ね張
りに分かれます。新規張りはさらに下地
工事ありとなしに分かれます。
新規張り

もとの床材をはがして、新しい床材を
貼る方法

重ね張り

もとの床材をはがさずに、直接上から
新しい床材を貼る方法

まずはお気軽にご相談ください。
現地調査・お見積もりは無料です！

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！
▶

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！

お客様の声をご紹介します。
ふすまの張り替え

担当登録員： 引地経師店

雨どいの清掃

担当登録員： 井上板金店

