
※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。
〒221-0045 横浜市神奈川区神奈川2-19-3 建設プラザかながわ4F　TEL.045-534-9961  FAX.045-534-9962

住まいるコープ
ユーコープと地元建設職人の提携事業

ホームページ･メールは、営業時間以外でもご相談受付中!!

リフォームや新築をお考えの方へ

お問い合わせ内容をご記載の上、お送りください。

0120-55-4155 9：00～18：00
（日曜・祝日休業）

受付時間

info@smile-coop.jp http://www.smile-coop.jp/
住まいるコープ

住まいるコープの新築・リフォーム

選ばれる3つの理由選ばれる3つの理由
アフターフォローやコストの面でと
ても合理的です。なにより、地域に
根ざし、信頼を得てきた地元工務
店ならではの安心があります。

地元に密着した工務店による施工
量産メーカーのように決められた仕
様はありません。お客様の暮らし方を
丁寧に聞き取り、相談を重ねながら一
緒になって住まい作りを進めます。

住まいるコープでは、契約から完成
まで、サービスセンターがお客様と
業者の間に立ち、安心して家づくり
ができるようサポートします。

経験豊富な建築士による自由設計 サービスセンターのお客様サポート

シンプル＆ナチュラル
な住まい

無垢の木を生かした
モダンな住まい

築31年のマンション
フルリフォーム

厚木市 横浜市 横浜市

施工中 After

チラシ有効期限 2019年3月31日まで

保存版2018年度

みなさまに選ばれて20年。住まいのことなら安心・安全の住まいるコープへ

住まいるコープ
生活協同組合ユーコープと地元建設職人の提携事業

毎日使う場所のリフォームで暮らしが快適にかわります

トイレリフォーム
家族もお客様ももてなす

住まいるコープの「4つの安心」をご紹介します

その工事どこに頼みますか？リフォームは「安心」で選ぶことが一番大切です

信頼の地元業者をご紹介 見積もりは無料

サービスセンターの設置 安心の保証と品質

毎日、上質なリラックスタイムを

お風呂リフォーム キッチンリフォーム
毎日の家事が楽しめる

BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTER

担当：勝又建築

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。

「住まいのスピード点検」で塗り替え時期が分かりました!

金沢区
S様

住まいの隅々までプロの目で点検しご報告します。住まいに関す
る不安や悪徳業者とのトラブル回避に役立ち、先々の修理費用
の目安にもなります。費用もかからないので、気軽に受けられると
大変好評です。

点検時間

約90分

訪問セールスに
だまされない

自宅の状態を把握すること
で、悪質なセールスなどのトラ
ブルを避けることができます。

早めに修理プランを
練れて、ムダもカット!

急な故障など、
お家のトラブルを軽減

先々にかかる修繕費用を把
握でき、早めの補修で修理
代を抑えられます。

普段見られない箇所もチェック
するので、雨漏りや水漏れなど
の急なトラブルも減らせます。

水まわり
全般

外構
塀など

建具
内装など

瓦・その他
屋根材
など

塗装
木材など

木材
白アリ

水ま
わり

外ま
わり 室内 屋根 外壁 床下

こんなところを診断します

水漏れ、タイル不
良、キッチンや便
器の不具合など。

ブロッグ塀、フェン
ス、玄関、車庫な
どの不良。

建具の不具合、
内装の状況、床の
きしみなど。

屋根材の破損、塗
膜劣化など。(地上
からの目視です)

外壁の破損、浮
き、亀裂、塗膜劣
化など。

木材の腐食や白
アリ被害(点検口
がある場合のみ)

受けて安心！
知って役立つ！

点検
無料住まいのスピード点検住まいのスピード点検

お申し込み 点検 点検報告(後日)
電話でお気軽に
お申し込み、ご相
談ください。

専門家がお伺い
し、しっかり点検し
ます。※下記参照

各箇所の状況を、写
真とともに記載した報
告書をお届けします。

1 2 3

住まいのスピード点検のメリット 自宅の状態を知って
おくと安心です！

建築士による住まいの無料相談室 お気軽にご相談ください

ご紹介するのは地域に密着
して営業する優良な業者で
す。地域から信頼されてい
る安心性と、地元密着なら
ではのアフターフォロー、相
談のしやすさ、コスト面での
優位性などが特徴です。

住まいるコープでは、現地
調査・見積までは無料にて
行っています。ぜひお気軽
にご依頼ください。見積も
り後もしつこい営業を行う
ことはございません。

お客様と業者の間には、工
事の疑問点や不安などをご
相談できるサービスセンタ
ーがあるので安心です。
100万円以上の工事ではス
タッフによる竣工検査を実
施しています。

住まいるコープでは全ての
工事で完成保証と瑕疵保証
を行い、工事中の賠償保険
にも加入しています。登録
業者は定期的に研修会を
受講し対応や工事の品質を
守っています。

お電話で1

メールで
ご面談で(日時等はご相談に応じます)3

2 info@smile-coop.jp

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

0120-55-4155 日・祝日
休業

どんなこと
でもお気軽に
ご相談下さい

●こんなご相談がよせられています
古い建物なので色々と心配です。耐震対策を含めてまずどこに手を入れたらよいのかを診断して欲しい。

自然素材や県産材を使用した家を建てたいと思っているが、対応できる業者さんはいますか？

建替えするには様々な問題がある土地ですが、一緒に考えながら家づくりをしてくれる方を探しています。

登録業者は全て、地元の建設組合と業者会に加入しています。
すべての工事で完成保証と瑕疵保証を実施しています。

1999年より毎年約3,000件の相談を受け、豊富な施工実績があります。

●あったかお風呂で、ヒートショックの予防を
●高断熱浴槽で、お湯がさめにくい
●汚れが付きにくくお手入れがしやすい

●一番長く家事をする場所だから、使いやすく改善を
●収納力をアップできます！
●汚れが付きにくくお手入れがしやすい
　コンロやシンクに

●お客様も使うおもてなしの場所だから、
　キレイな空間に
●節水トイレならエコで経済的！
●汚れが付きにくくお手入れがしやすい便器

※お電話をかけた際にクーポン券が有る事をお伝えください。

キリトリ

キリトリ

キリトリ

ハウスクリーニング割引チケット

たたみ割引チケット

内装割引チケット

500円
2018年

4月・9月・10月中
に施工の方限定

O
F
F

2,000円

《有効期限》
2019年3月31日
まで有効

O
F
F

施工金額5万円以上で

1,000円

《有効期限》
2019年3月31日
まで有効

O
F
F

施工金額3万円以上で



たたみ･内装

住宅設備

シロアリ･害虫駆除

ハウスクリーニング 造園･エクステリア 住まいの健康診断

塗 装 屋 根

▶内部排水管高圧洗浄
 （キッチン・浴室・洗面所・洗濯機）

▶外部排水管高圧洗浄（ますまわり）

▶フローリング洗浄+ワックス
 8帖（約13㎡）  　18,200円～

20,000円

経験豊富な
建築士が診断

ご希望を
伺いながら
耐震プランを
ご提案
診断に基づいて、適正な
耐震補強のプランを
ご提案します。

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。

築年数が古く、耐震診断の結果から、弱い部分の補強工事を
行わせて頂きました。診断時に断熱材が入っていないことが
わかり、合わせて断熱と室内リフォームを行ないました。

耐震補強工事から
リフォームまでサポート

耐震改修や増改築を行うためには精密診断が必要になります。

診断結果をもとに、本当に必要なリフォームをご提案します！

▶5年間完全保証  ▶賠償責任保険付
確かな効き

目
高い安全性 (公社)日本しろあり対策協会認定薬剤

(公社)日本木材保存協会認定薬剤 
(公財)文化財虫害研究所認定薬剤

□最近近所で羽アリを見かけたり、シロアリ工事をしたという話を聞いた。

□床を素足でゆっくり歩くとブカブカする場所がある。

□畳のヘリの部分に土らしきものが付いている。

□柱や内壁を叩くとコンコンと軽い空洞音がする。

□雨漏りしている場所がある。　□以前に増改築を行ったことがある。

床下の危険度をチェック！

無料
診断
実施中

各機関から認定を受けた薬剤です

エアコン + レンジフード

※駐車スペースが確保できない場合は、駐車場代が別途発生致しますので、予めご了承ください。  

6,600円

一年中快適・お得に！
節電セット！

たたみ

▶張り替え

▶長期保証のオークリッジプロ30スーパー    　　4,200円～/㎡
▶軽量な屋根材 ガルバリウム断熱屋根材　　　6,400円～/㎡
▶三州防災陶器瓦　　　　　　　　　 　　6,000円～/㎡

▶耐震+劣化診断　　　　　　　　　　　 60,000円

▶シリコン樹脂塗料 2,000円～/㎡
▶断熱遮熱塗料ガイナ(GAINA)　　 　　3,500円～/㎡
年間をとおして節電！おどろきの断熱効果！ ※別途、足場代などがかかります。 ※上記の価格は本体工事のみです。下地処理や廃材処理費等は別途見積りとなります。

▶カーポートの取り付け
▶車庫土間コンクリート打ち　 
▶ブロック積と補強
▶スロープ工事(介護保険対象)

外構工事

草取り・庭木の剪定 アルミフェンス取付け(生垣撤去)

事例

診断箇所は安心の全9カ所
床下 / 基礎 / 設備 / 内壁 / 外壁 / 屋根裏 / 屋根 / 柱の傾き / 床の傾き

POINT 1 POINT 2 POINT 3
浴室 + レンジフード

浴室＆レンジフード
ピカピカセット

表替え
▶糸引表　　　5,800円～/畳
▶太麻表　　　　 8,500円～/畳

▶こだわり表　　13,000円～/畳

新たたみ
▶12,000円～/畳 12,960円～(税込)

6,264円～(税込)

9,180円～(税込)

14,040円～(税込)

ふすま
張り替え
▶普通品　　　3,700円～/枚
▶糸入り　　　　   5,300円～/枚

▶上新鳥ノ子　　   6,300円～/枚

新ふすま
▶18,500円～/枚 19,980円～(税込)

3,996円～(税込)

5,724円～(税込)

6,804円～(税込)

張り替え
▶中・90cm×150cm
▶大・90cm×180cm

▶6帖（天井10㎡ 壁30㎡）　　 　  56,000円～

3,240円～(税込)

3,780円～(税込)

60,480円～(税込)

3,000円～/枚(2枚から)
3,500円～/枚(2枚から)

23,000円23,000円
24,840円(税込)24,840円(税込)

19,000円19,000円
20,520円(税込)20,520円(税込)

21,600円(税込)

15,000円 16,200円(税込)

19,656円(税込)～

▶トイレ10,000円

カビ防止剤+10,000円
10,800円(税込)

▶浴室（1坪まで） 
　14,000円

▶ガステーブル

10,800円(税込)

15,120円(税込)

10,000円
10,800円(税込)

▶エアコン防カビ抗菌コート 
  　　2,000円

室外機の追加

お掃除機能付き

（エアコン清掃と同時に行う場合に限る）

エアコン(壁付)
10,000円

2,160円(税込)

5,400円(税込)
1機　5,000円

10,800円(税込)

6,480円(税込)

定額
18,000円

▶遮熱塗料 2,900円～/㎡

参考価格 23万円

ブロック塀

BEFORE AFTER

BEFORE AFTERBEFORE AFTER

テラスの作成

参考価格 43万円

BEFORE AFTER

アプローチの作成

BEFORE AFTER

給湯器

▶レンジフード
　10,000円
10,800円(税込)

水回り完全スペシャルパック

55,000円55,000円
59,400円(税込)59,400円(税込)

レンジフード

浴室 トイレ戸棚 洗面台

シンクガステーブル

▶ガラスクリーニング
1箇所～お問い合わせください

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・・

売り込み営業は致しません。
ご納得頂いてから施工します。

日本しろあり対策協会の認定を受けた
専門技術者が施工します。

安心
1

安心
2

安心
3

安心
4

シロアリ駆除の施工から5年間、
定期的な無料点検に伺います。

保証期間内にシロアリが再発した場合
は無料で再施工します。

住まいるコープは安心を第一に考えます

宅配ボックス インターホン

ガスコンロ ホスクリーン エネファーム

インプラス(内窓) 玄関ドア 洗面台

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。

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しました。

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。

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。

サッシ・雨戸・建具の不具合 雨どいの修理玄関ドアの不具合 床がきしむ・沈む 外構やタイルの汚れ
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

小さなお困りごとは
地域密着の

住まいるコープへ！

「そのうち直せばいいや」と
思っていることありませんか？

訪問業者にご注意下さい！! !

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。

知らない業者が突然訪ねてきたら要注意です！

　+6,000円

3,780円～(税込)　3,500円～/枚

しょうじ

クロス

網戸

床下点検を
無料で実施して
おります！

お気軽にご相談
ください

※価格はすべて税抜表示となっています。

▶洗面台
（収納内部は除く)

10,000円
10,800円(税込)

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

コケやカビが付着し
ている

目地や窓まわりのコー
キングが劣化している

そ
の
他
に
も…

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。

無料にて点検をいたします。
こんな症状があったら、是非一度ご相談ください！

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。

住まいるコープ塗装5つのお約束

屋根の無料点検でまずは状態をチェックしましょう

お湯の出が
わるくなって
いませんか？
給湯器の寿
命は8～10
年です。

宅配ボックス
があれば、留
守が多いご
家庭でもい
つでも荷物
が受け取れ
ます。

モニター付き
インターホン
なら、誰が来
たかわかるの
で安心です。

お手入れ簡単な最新のガス
コンロで、毎日の家事を楽し
く！

今ある窓に取り付けるだけで、
断熱性が大幅アップ！
取付も短時間！

今ある窓に取り付けるだけで、
断熱性が大幅アップ！
取付も短時間！

住まいの顔と
なる玄関ドア。
見た目も性
能もみちがえ
ます。

毎日必ず使う
ものだから、
きれいで使
い勝手よくし
ましょう。

洗濯物の室内干しの場所に
困っていませんか？

省エネと電
気代節約に、
導入を検討
しませんか？

5年
保証

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。 汚れやサビを落とします。

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。

1 2 3

4 5 6

丁
寧
な
作
業
を
一
つ
一
つ
の

工
程
で
徹
底
し
て
い
ま
す
。

10年
保証

7,128円（税込）
/1坪

64,800円（税込）

4,536円（税込）

3,780円(税込) 6,480円（税込）

6,912円（税込）

●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。
●実際に屋根に登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。

▶雨どい清掃

19,440円（税込）

2,160円(税込) 3,132円(税込)

知らぬ間にこんな状態に
なっているかも・・

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？

BEFORE

AFTER


	omote
	naka

