
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

※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)

※チラシ有効期間：2018年10月31日まで　

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。

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
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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。

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。
こんな症状が少しでもあったら、是非一度ご相談ください！

そ
の
他
に
も…

2018年9月10日発行号

丁寧な作業を一つ一つの工程で徹底しています。

テラス･物干しスペース フェンス・塀43万円43万円（税抜）参考
価格 18万円18万円（税抜）参考

価格

Before 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。

スロープ

Before After

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。

外構やタイルの汚れ

塗り替え時期の目
安は？

断熱遮熱塗料がおすすめです！

1.夏が涼しい！ 2.冬が暖かい！

3.防音効果！

太陽の熱を反射します。

音の反射と吸収をします。

室内の温度を逃がしません。

Before After Before After

アルミフェンス取付けアルミフェンス取付け

“外回り”のこと後まわしになっていませんか？“外回り”のこと後まわしになっていませんか？

外装塗装の工事がしやすい季節になってきました！外装塗装の工事がしやすい季節になってきました！

まずは無料の

お見積もりを!

まずは無料の

お見積もりを!

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？

住まいの隅 ま々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

●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・・

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！

より
詳しく!

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

屋根の無料点検屋根の無料点検

雨どいには建物にかかった雨
水を集めて流すという大切な
役割があります。雨どいが機
能していないと、外壁や基
礎・土台回りの腐食を早める
原因になります。木が近くに
ある場合は落ち葉がつまりの
原因になる場合もあります。

屋根 雨どい 庭木の剪定
雨どいの修理・補強

詰まり解消お任せください

無料点検実施中!
我が家の不安はプロにお任せください！ 被害を受ける前にメンテナンスを!

屋根の状態は普段なかなか確認できないもの。まずはプロに点
検をお任せください！このような状態になっていたら危険です。

▲板金の釘が浮いています。強
風で飛ばされてしまう可能性があ
ります。

▲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。

我が家の台風対策大丈夫ですか？我が家の台風対策大丈夫ですか？台風シーズン到来！

始めました !友だち募集中 !

こんな状態なら要注
意！

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。

・お得なキャンペーン情報やお役立ち情報をお届け

・LINE友だち限定の割引チケットも発行していきます

「友達追加」からQRコードを読み込んでください



▲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。

▲お掃除がしやすい床と壁
になりました。節水トイレに
交換し、流す水が大幅に少
なくなりました。

お手入れが楽になる 機能がアップする 省エネで家計がうれしい

まずはお気軽に見積もりを! ご予算に応じたプランを提案します!まずはお気軽に見積もりを! ご予算に応じたプランを提案します!

浴　室 洗面所

▲一日のうち、いる時間が一
番長いのが台所です。
システムキッチンで毎日の家
事が楽しめる場所に。

キッチン トイレ

リフォームをすると

After
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After
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After
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After

Before

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。

排水管のつまり・臭いなど

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。

床がきしむ・沈む

障子・ふすま・クロス たたみ ネズミやゴキブリ・害虫駆除

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。

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。

内装をきれいにしてリフレッシュ！ 内装をきれいにしてリフレッシュ！

▶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㎡)

▶裏返し
3,500円～（税別）/1畳 3,780円～

（税込）
▶表替え
6,500円～（税別）/1畳 7,020円～

（税込）
▶新畳
16,000円～（税別）/1畳

17,280円～（税込）

小さなお困りごとは、地域密着の住まいるコープへ!小さなお困りごとは、地域密着の住まいるコープへ!

奥様必見! 水回りがきれいになると毎日がうれしい!奥様必見! 水回りがきれいになると毎日がうれしい!

建築士による住まいの無料相談室
リフォームや新築など住まいのことを一級建築士に無料で相談できるチャンスです！

●こんなご相談がよせられています

古い建物なので色 と々心配です。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。

お申込みは
お電話にて 0120-55-4155要予約

第一水曜・第三土曜相談会実施期間

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。

施工中 After

世界にひとつだけの家づくりをお手伝いします世界にひとつだけの家づくりをお手伝いします

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

無垢の木を生かしたモダンな住まい 横浜市 築31年のマンションフルリフォーム 横浜市

お客様のこだわりを形にした住まい 横浜市 シンプル＆ナチュラルな住まい 厚木市

新築

住まいるコープの新築・リフォームが 選ばれる3つの理由選ばれる3つの理由

小野建築設計室
小野 誠一 建築士

DEN設計工房
酒井 行夫 建築士

永井空間設計
永 井  幸 建築士

ぶなのスタジオ
大西 智子 建築士

中古マンション・戸建て購入のお悩み、マンションリノベ
ーション、耐震やバリアフリーなど住まいに関することな
ら、経験豊富な建築士がご相談に乗ります。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！

新築のことはまずはご相談を
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