無料床下診断 をおためしください！

ご相談･問い合わせ

2

床下診断

まずはお気軽にご連絡
下さい。お客様のご都
合にあわせて日程調整
いたします。
もちろん強
引な営業はありません
ので、
ご安心ください。

3

診断結果のご説明
写 真またはモニター
で、
シロアリの有 無だ
けでなく、水漏れ点検、
木材の腐朽など床下
全体の状態をご説明
させて頂きます。

5

施工駆除
薬剤は、確かな効き目
と、安全性を重視して
います。天然系の薬剤
もお選びいただけます。
参考価格

床 下 の 調 査・診 断は
「しろあり防除施工士」
資格を取得した、経験
豊かな専門スタッフが
行います。

お見積り･ご契約

4

床下の状況に合わせ
て、お見 積りを作 成さ
せていただき、内容に
ご納 得 頂けた場 合の
み、正式なご契約とな
ります。

6

アフターフォロー
施工完了後、
５年 間
無償補修の保証がご
ざいます。保証期間内
にシロアリが再発した
場 合は、無 料で再 施
工いたします。

6,600 円/1坪

（税抜）

7,128円
（税込）

屋 根・床 下

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

しっかり点検・メンテナンスで
住まいを長持ちさせましょう︒

シロアリにく
われてボロボ
ロになった床
下の状態。

せ
お任
い
下さ

屋根の無料点検好評です！
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？

知らぬ間にこんな状態になっているかも・・

●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。
●実際に屋根の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。

早めの葺き替えで住まいを長持ちさせましょう!
1

2

一見問題のなさそうな既存屋根
4

3

既存セメント瓦撤去

下地ベニヤ葺き

リッジウエイ葺き工事

既存のセメント瓦をはがすと瓦の隙
間から侵入した雨水で既存防水シー
トが溶けていました。ベニヤを葺いた
後、施主様の希望で粘着式の防水シ
ートを葺きました。普通の防水シートよ
りベニヤとの密着性が高いため、雨
水によるベニヤへの影響が格段に少
なくなります 。その後リッジウエイ本
体、同質棟の取り付けをしました。

5

粘着式防水シート葺き

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
BEFORE

◎老朽化した危険なブロック擁壁の改修工事

AFTER

BEFORE

AFTER

始めました ! 友だち募集中 !
・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

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。
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。

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

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

ホームページ・メールは

24時間ご相談
受付中!

●お気軽にお問い合わせください

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

※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。

2019年2月25日発行号
※チラシ有効期間：2019年3月31日まで

住まいるコープは

なぜ？

定額制の塗装工事は行っていません!

住宅の大きさや形状が違うのに、同じ料金設定なのはおかしいですよね？ 当然、今の塗装の状態もそれぞれです。
住まいるコープでは、1軒ごとにしっかりとした調査・見積もりを行い、本当に必要な工事だけを適正な価格で、
お客
様のご納得の上、提供いたします。

塗り替え時期の目安は？

ご高齢の方でも安心安全の住まいづくりをお手伝いします。
手すりの設置

その他にも
…

ひび割れが生じている

藻やカビが付着している

こんな症状があったら、
是非一度ご相談ください！

無料にて点検をいたします。

3

外壁塗装・屋根塗装
年間をとおして節電！おどろきの断熱効果！

断熱遮熱塗料ガイナ(GAINA)
（税抜）

4

5

汚れやサビを落とします。

6
シリコン樹脂塗料

▶

▶

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。

遮熱塗料

/㎡

軒天井の補修・はりかえ

住宅用屋外手すり

神奈川区

E様

施工業者 ▶（有）吉成工務店

浴室のリフォーム
浴室には多くの危険が潜んでいます。温度差によるヒートショックの

BEFORE

AFTER

改善に浴室のリフォームが効果的です。
また、お風呂での転倒防止

BEFORE

AFTER
▲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。

（税抜）

/㎡ 2,160円(税込)

（税抜）

BEFORE

/㎡ 3,132円(税込)

AFTER

※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。

引越しのハウスクリーニング

▲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
エネや節約にもつながります。

ネズミやゴキブリ･害虫駆除

その工事に合った地元専門業者
を住まいるコープが選定し、業者
が元請けとなって見積もり・材料
の手配・施工まで行うので、技術
面でも価格面でもとても安心で
す。
また、
近くの業者が担当するの
で、
アフターフォローも万全です。

雨戸の補修塗装

フリースタイル手すり

3,780円(税込)

ちょっとした補修や、どこに頼めばいいかわからない工事はお任せください！
住まいるコープが信頼される理由

トイレ用手すり

には、深すぎずまたぎやすい浴槽と手すりの設置が効果的です。

おすすめ ▶

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。

住宅用上がりかまち手すり

目地や窓まわりのコーキング
が劣化している

丁寧な作業を一つ一つの工程で徹底しています。
2

お急ぎだった手すり取付工事に、
迅速に対応させていただきました
足の怪我をしてしまい、階段の昇り降りに困
っていました。電話をすると、その日のうちに
業者さんが見に来てくださり、
次の日には取り
付け工事が完了しました。急いでいたので大
変助かりました。

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。

1

「たった１本」でも、位置次第で移動や昇降
動作の補助、転倒予防などに大きな効果が
あるのが手すりの取付けです。

建築士による住まいの無料相談室

次回3月6日・3月23日

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！
バルコニーの防水

水栓・蛇口のトラブル

サッシや建具の不具合

相談会実施期間

第一水曜・第三土曜

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。

●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。

お申込みは

要予約 お電話にて

0120-55-4155

