耐震
基準

下記の項目であてはまるものに■チェックしてください
■ 平成12年(2000年)以前に建てられた、木造住宅である
■ 建物の形が、L字やT字の形をしている
■ 瓦など、比較的重い屋根材で、一階に壁が少ない

住まいの健康診断
1

老 朽 化していたり、安 全を満たしていないブロック塀は、地 震により
倒壊するおそれがあり、危険です。
まずはご自身でチェックをしてみましょう。撤去や、安全なフェンスなど
への変更については、住まいるコープにご相談ください。

■ 過去に改修・増築を行ったことがある

■ 住宅点検を10年以上行っていない

建築士が全9項目を診断

基礎・鉄筋探査機による調査・床下・屋根・設備・内壁・
外壁・床・柱のレベル・小屋裏の9項目です。

一つでも■があった方は、

をおすすめします!!

2

報告書でわかりやすく説明

ご希望を伺いながら耐震プランをご提案

60,000 円

（税抜）

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。

「プチ耐震計画」がおすすめです！

新しいお住まいでも
バランスの改善でより安全に

お風呂や内装リフォームの際には、耐震改修も同時にやることで、時間やコストを節約できます！
Befor

Befor

構造評点
1.0以上を確保

ブロック塀をチェックしてみましょう！
ひとつでも当てはまる場合は危険です！

鉄筋

高さ

厚さ
控え壁

こんな状態になっていたら危険です！
早めに対応しましょう。

根入れ

家具の転倒防止
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
ず組合・専門家にご相談ください。

耐震
POINT

屋根の無料点検
屋根の状態はご自分ではなかなか確認
できないものです。知らぬ間に傷みがす
すんでいる可能性があります。屋根の点
検は専門家におまかせください。
●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。

1

After

ひび割れ

□ 塀は高すぎないか（地盤から2.2ｍ以下か）
□ 塀の厚さは十分か（10㎝以上か）
□ 控え壁はあるか（塀の高さ1.2ｍ超の場合）
□ コンクリートの基礎があるか
□ 塀に傾きやひび割れはないか
□ 塀に鉄筋は入っているか

税込64,800円

3

ブロック塀の撤去や安全化に
お住まいの自治体の助成制度が
使える場合があります！

塀の長さ3.4ｍ以下ごとに、塀の高さの1/5以上の控え壁が必要

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。
診断料金

ブロック塀の安全は
大丈夫ですか！？

耐震
POINT

2

浴室解体の際、
柱・
筋交い等を耐震金
物で補強し、防腐
対策も行いました。

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

●お気軽にお問い合わせください

After
南側の掃出し窓の間口を小さくし、
補強壁を設けました。窓はペアガラスで
断熱性も向上しました。

お住いの自治体が行っている耐震改修等の助成制度が利用できる場合があります。

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 ▶▶▶

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

神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-19-3-4F
2018年7月9日発行号

※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。
※夏季休暇は8/11〜8/16まで休業

※チラシ有効期間：2018年9月30日まで

気になっているけどどこに頼めばいいかわからない・
・
・

シ ロ アリにく
われてボロボ
ロになった 床
下の状態。

ホームページにも
施工事例をたくさん
掲載しております！
ホームページからの受付▼

知らぬ間にこんな状態になっているかも・・

この機会にまずは
1

安心

2

安心

3

安心

4

シロアリブログ 住まいるコープ

無料床下診断 をおためしください！

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。

天井裏・壁などで音がしたら要注意！

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。

ネズミ・ハクビシン・アライグマ・コウモリなどの侵入が多
発しています！ハチやゴキブリも困ります。

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。

そんな時は・
・プロにお任せください！

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。

ペストコントロール技能士の資格を持った経験豊かなプ
ロが対応します。

エアコン クリーニング
3台以上まとめてご依頼の場合
通常10,000円が1台目から

8,660

(税抜)
(税抜)

円

作業
時間

1台のお申込み

種

壁掛けエアコン

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

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)

※お掃除機能付きエアコンは一台につき＋6,000円

5,000円
浴室

+
通常24,000円→

21,600円(税抜)

※お掃除機能付き＋6,000円(税抜) 23,328円(税込)

(税抜)

障子・ふすま・クロス
見栄えが悪くなった玄関ドアは、交換をし
なくても塗装をすることでみちがえます。

内装をきれいにしてリフレッシュ！

ーズに開閉しない、

▶しょうじ張替え
3,240円〜
3,000円〜（税別）/枚 （税込）

鍵がかかりづらいな
どストレスを感じてい

▶ふすま張替え
3,996円〜
3,700円〜（税別）/枚 （税込）

ませんか？室内の建
具の調整や、戸棚の

▶クロス張替え 6帖
（天井10㎡ 壁30㎡)
56,000円〜（税別）60,480円〜

扉の蝶番の調整な

BEFORE

（税込）

どもお任せください。

雨どいの修理・清掃

草刈り・草むしり

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。

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。

雨どい清掃
安心の定額制

18,000 円

床がきしむ・沈む

(税抜)
(税抜)

BEFORE

※二階建てまで、屋根勾配6寸以下、建坪約15坪

エアコン + レンジフード

+
通常20,000円→

・使っていない部屋がある、2階への上り下りが大変
・住まいの規模を今より小さくしたい
・趣味を楽しめる住まいにしたい
個別相談会
・建てかえかリフォームか悩んでいる
も開催します！
・使っていない空き家やアパートがあり、
処分か活用か悩んでいる

AFTER

AFTER

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。

日時

7/21 土

14時〜

当日は私たち建築士と、各地域の工務店が参加します。住まいについて
知りたいことや不安がある方はどなたでもお気軽にご参加ください！

永井空間設計

永 井 幸 建築士

DEN設計工房

ぶなのスタジオ

小野建築設計室

酒井 行夫 建築士 大西 智子 建築士 小野 誠一 建築士

大切な住まいのための外壁塗装学習会

日時

7/22

日

10時
〜12時

外壁塗装の押さえておくべき基礎知識や、実際の施工手順などを知ることができる学習会を企画しました。
そろそろ塗り替えを考えてい
る方、将来のために備えておきたい方など、
どなたでもお気軽にご参加ください。

5,400円(税込)

夏を快適・お得に
節電セット！

エアコンと
浴室のセット

エアコン +

サッシや雨戸がスム

例えばこんなことをお考えの方のヒントになれば・
・

10,000円(税抜) 10,800円(税込) 9,000円(税抜) 9,720円(税込) 8,660円(税抜) 9,353円(税込)

室外機

障子・ふすま・クロス

人生90年時代「これからの住まい」を考えるつどい

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！
機

サッシ・雨戸・建具の不具合

害獣・害虫駆除もお任せください！
！

住まいるコープは安心を第一に考えます
安心

http://www.sumairucoops.jp/

住まいの気になる不具合はお任せください！

18,000円(税抜)

※お掃除機能付き＋6,000円(税抜) 19,440円(税込)
※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いたします。予めご了承ください。

・屋根、外壁の基礎知識や塗り替え時期
・塗料の種類や性能のちがい(メーカーからの説明)
・いきなり見積もりを取るのは不安・
・、どんな業者が
いるのか事前に知っておきたい
・各地域の塗装業者が参加するので、個別相談もOK！

場

所 建設プラザかながわ

住

所

横浜市神奈川区神奈川2-19-3
建設プラザかながわ4F

こんな状態になっていたら塗り替え時期です！

壁を触ると粉が付く

参加料

無料 予約制
先着20名様

主

住まいるコープ

催

ヒビ割れがある

要予約

藻やコケが付着

コーキングが劣化

お申込みはお電話にて

0120-55-4155

