住まいを長持ちさせる一番のポイントは

住まいるコープは

台風シーズン到来！

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。

我が家の台風対策大丈夫ですか？

これから本格的な台風シーズンがやってきます。台風の被害は我が家だけではなく、
たとえば屋根が飛んでしまえば近隣にも被害が及ん
でしまいます。
そうなってしまう前に、
まずは我が家の状態をチェックし、必要であれば安全対策リフォームをしましょう。

…

壁の表面を手でこすった時
に粉状のものが付着したら、
それは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。

その他にも

外壁と屋根のメンテナンスです！

外壁塗装の施工実績1,000件以上！

ひび割れが生じている

こんな症状があったら、
是非一度ご相談ください！

屋根

雨どい

屋根はどんな材料でも定期的な
点検が必要です。腐食や緩み、
ひ
び割れ、
はがれなどがあると、強風
で飛んでいってしまったり、雨漏り
の原因になってしまいます。

取付け金物が緩んでいると
強い風ですぐ外れてしまいま
す。詰まり
（枯葉など）や、
ひ
びわれ、傾き、
などがないか
もチェックしましょう。

コケやカビが付着している

無料にて点検をいたします。

丁寧な作業を一つ一つの工程で徹底しています。
1

2

3

外壁塗装・屋根塗装

外壁

シリコン樹脂塗料

年間をとおして節電！おどろきの断熱効果！

モルタルの壁やサイディングにひ
び割れはありませんか？

特に植えたばかりの木には
「支柱」
を取り付けて、風に
よる揺れを最小限に防ぐ必
要があります。大事な庭木を
台風の被害から守ってあげ
ましょう。

雨戸
雨戸にガタツキやゆるみはありま
せんか？

ブロック塀・板壁
ブロック塀にひび割れや破損して
いるところはありませんか？板塀に
ぐらつきや腐りはありませんか？

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。

庭木

雨漏りの原因となるのは屋根だけではありません。
台風時は強い風が巻き起こるので、普段はかからない場所
にも雨水が吹き付けられ雨漏りが起きることがあります。

ら要注
こんな状態な

外壁のひび割れや、シーリングの劣化部分からの雨漏り
サッシ取付け部分の劣化や、不良工事による雨漏り
電線などを通すための壁に開けられた穴からの雨漏り

▶

5

屋根材が割れています。強風で
飛んでしまったり、雨漏りの原因にも。

外壁のひび割れ。
目で見てわかる
ようなら要注意！
！

訪問業者にご注意下さい！

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、
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。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！

断熱遮熱塗料ガイナ

（税抜）

（税抜）

6

/㎡ 2,160円(税込)

▶

/㎡

遮熱塗料
（税抜）

/㎡ 3,132円(税込)

3,780円(税込)
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。

※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。

住まいるコープの屋根の安心無料点検
●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・・

セミナー開催「本気で考える地元工務店との家づくり」
新築を考え始めている方へ。今、大手量産メーカーではなく、地
日時 10/22 日 14時〜
内 容 元工務店での家づくりが選ばれているその理由お教えします。
場所
住所

!

おすすめ

汚れやサビを落とします。

▶

▶

意！

▶
▶

4

窓
雨戸や面格子がない窓は、飛来物などで割れてしまうことも。
強風対策をしましょう

目地や窓まわりのコーキン
グが劣化している

!

建設プラザかながわ4階

〒221-0045 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-19-3

お申し込みはお電話にて。

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

知らない業者が訪ねてきたら、
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。

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 ▶▶▶

0120-55-4155

●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

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10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。

2017年9月4日発行号

お風呂のリフォームをすると、我が家がもっと好きになる
冬場の浴室が寒い
こんな悩み
ありませんか？

カビや湯垢のお掃除が大変

一戸建てもマンションも。お風呂リフォームの経験豊富な住まいるコープへ

脱衣所との段差がある

スイッチを押すだけで浴槽内の
すみずみまでお湯と洗剤を届か
せる洗浄機能を搭載

お手入れラクラク！お湯が冷めにくい！冬暖かい！段差が解消！
住まいるコープでの施工事例
BEFORE

BEFORE

AFTER

見て楽しむ、眺めてくつろぐ
パノラマような
新感覚ウォール

クリーン機能搭載でラクして
キレイをずっとキープ。

ノーリツ

ユニットバスへリフォームすれば・
・

◎全面アートウォール

◎おそうじかんたんクリーン仕様

一戸建て向け

62

希望小売価格
951,400円
（税抜）

システムバス

Yupatio 1616サイズ

%
OFF

キャンペーン
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。

◎らくエコバス
入り方が選べる形状

359,000円

（税抜）

387,720円
（税込）

AFTER

◎保温浴槽

マンション向け

沸かし直しが減らせる浴槽。
湯温低下は5.5時間で約2.5℃以内。

◎スミピカフロア
床のスミに目地がないので､
汚れがおとしやすい

浴槽とフタに発泡ポ
リスチレン断熱材を
使用し、高い保温効
果を発揮しています。

高断熱浴槽で省エネポイント獲得！
！

BEFORE

AFTER

茅ヶ崎 市 A 様 邸

BEFORE

◎老朽化した危険なブロック擁壁の改修工事
BEFORE

大きくなった植木を
「切り戻し更新」
で小さ
くし、一定の大きさに出来ます。幹・枝・葉
はすべて搬出処分いたします。

AFTER

年数が経過したブロック擁壁は、地震などの際に崩れてしまう危
険性が。鉄筋コンクリート擁壁に改修し安全性は抜群です。手間
のかかる庭木も撤去し、
アルミフェンスを設置地ました。

庭木や雑木が大きくなってお困りではありませんか？
高木の伐採・枝下し
台風シーズンの前に。

◎給湯器の交換もお任せ下さい

浴室が乾燥室に早変わり！冬場の寒さも解消！

給湯器の平均寿命は8〜10年

マンション

一戸建て
電気式浴室暖房換気乾燥機
BS-161H(100V)

風向きを自動で調整してムラなく
すばやく暖房。

定価￥75,000(税抜)

定価￥70,000(税抜)

お風呂とのセット特別価格

32,900円

420,120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。

24時間換気対応
35,532円
（税込）

住まいるコープの

安心価格

お風呂とのセット特別価格

32,900円

35,532円
（税込）
ノーリツ

小さなお困りごとは、地域密着の住まいるコープへ！

AFTER

階段だけだった入口の半分をスロープに。階段には手すりも設
置しました。安心・安全性がグッと向上しました。

（税抜）

キャンペーン
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。

外回りのあらゆるご相談に応じます
◎バリアフリーに配慮した改修工事

%
OFF

︵税抜︶

お風呂の段差解消

◎バス乾燥機

︵税抜︶

浴室解体の際に、土台の
状態も確認できるので、
一石二鳥です。必要に応
じて、修理や防腐対策を
行うことができます。

58

希望小売価格
940,000円
（税抜）

マンションリフォーム用システムバス
MR-X 1216サイズ

セットならさらにお得

▲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
約につながります。

▲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。

おそうじ
ラクラク

サッシ・雨戸・建具の不具合
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。

障子・ふすま・クロス
内装をきれいにしてリフレッシュ
！

植木に関すること何でもご相談下さい
高木伐採

枝下し

植木剪定

刈込み

しょうじ張替え
3,240円〜
3,000円〜（税別）/枚 （税込）
▶ふすま張替え
3,996円〜
3,700円〜（税別）/枚 （税込）
▶クロス張替え 6帖
（天井10㎡ 壁30㎡)
56,000円〜（税別）60,480円〜
▶

（税込）

雨どいの修理・清掃

床がきしむ・沈む

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。

雨どい清掃安心の定額制

18,000 円

(税抜)
(税抜)

※二階建てまで、屋根勾配6寸以下、建坪約15坪

草刈り・草むしり

ネズミやゴキブリ・害虫駆除

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

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。

AFTER

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。

※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。

