
※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。

住まいのことなら何でもおまかせください！

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

9:00～18:00
（日曜・祝日休業）

神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-19-3-4F

※チラシ有効期間：2021年8月31日まで2021年7月5日発行号

※夏季休業期間：8月8日～16日

住まいるコープお申し込みの流れ
地元の業者を紹介まずはお問い合わせ

業者からお客様へ連絡 お客様宅へ訪問

1 2

3 4

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

3台以上まとめてご依頼の場合3台以上まとめてご依頼の場合

1台のお申込み 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)

壁掛けエアコン

機　種

室外機

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時間前後通常12,100円が1台目から

作業
時間

エアコン
9,526 円円円円

(税込)(税込)(税込)(税込)

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！

クリーニング

5,500円（税込）

※スムーズな施工のため、業者からの連絡の際に
　エアコンの説明書をご用意ください。
※スムーズな施工のため、業者からの連絡の際に
　エアコンの説明書をご用意ください。

※年数が経っているエアコンは、施工できない場合があります。ご了承ください。※機種によっては追加料金が掛かる場合があります。

11,000円（税込） 9,900円（税込） 9,526円（税込）
※お掃除機能付きエアコンは1台につき＋7,700円(税込)

住まいの印象は外回りから! お庭の有効活用を!住まいの印象は外回りから! お庭の有効活用を!

▶草刈り・草取り
▶植木剪定刈り込み
▶高木伐採
▶ベランダ緑化
▶芝貼り

After

中区I様邸中区I様邸

フェンス・塀

カーポートの新設や
駐車場の拡張など
カーポートの新設や
駐車場の拡張などカーポート・駐車場 造園・植木

Befor

夏が来る前に！夏が来る前に！

Befor After

大谷石の修繕工事大谷石の修繕工事お風呂のリフォームをお考えの方

高断熱浴槽
内窓の設置
節湯水栓
入口の拡張
段差の解消
手すりの設置

24,000P
13,000P

4,000P
28,000P

6,000P
5,000P

最大で

「グリーン住宅ポイントで」「グリーン住宅ポイントで」

のチャンスです！

80,000円80,000円 相当のポイント！

工事金額はあくまで参考の金
額です。詳しくはご相談の上、
お見積いたします。

150万円程度150万円程度

獲得ポイントはどう使う？獲得ポイントはどう使う？

・2020年12月15日～2021年10月31日に契約をした工事が対象　・断熱改修またはエコ住宅設備の設置が必須工事となります。 
・合算したポイント数が５万ポイント未満の場合は、発行対象外となります。　・詳しくは「グリーン住宅ポイント制度」のHPをご覧ください注意点

商品や追加工事費用と交換できます！

藤沢市K様邸藤沢市K様邸

スペースの有効活用に。
暮らしにゆとりも生まれます。
スペースの有効活用に。
暮らしにゆとりも生まれます。

After

Befor

テラスを作成テラスを作成 After

Befor

アルミフェンス取付けアルミフェンス取付け

テラス・ウッドデッキ

フェンスの交換で住まいの印象が
とても良くなります。
フェンスの交換で住まいの印象が
とても良くなります。

Befor After

窓のリフォーム 内窓の設置で冬暖かく、夏涼しい我が家へ。

ポイント
獲得例

30万円～30万円～

内窓設置 (大 )

20,000P×3箇所

工事金額の目安
88,000P88,000P

ドア交換 (大 )
28,000P内窓設置 (中 )

15,000P
内窓設置 (小 )
13,000P

玄関ドアの交換でも
28,000P
玄関ドアの交換でも
28,000P

今お使いの窓に

カンタン後付け“インプラス”

マンション
リフォームにも
おすすめ

今ある窓に
つけるだけ

工事金額の目安

一戸建て向け

451,660円（税込）
1216サイズ1216サイズ
システムバスシステムバス

写真はイメージです。写真はイメージです。 価格はシステムバス本体価格となります。価格はシステムバス本体価格となります。

MinaMina

施工前 施工後 節水型トイレ
内窓の設置
入口の拡張
段差の解消
手すりの設置

16,000P
13,000P
28,000P

6,000P
5,000P

ポイント
獲得例 68,000P68,000P

快適なトイレのリフォーム

アラウーノS2アラウーノS2
ハネガード（手動）
泡のクッションをつくり、「トビ
ハネヨゴレ」をおさえます。

節水トイレで水道代もお得に！

浴室乾燥機ビルトイン食洗機・レンジフード等ビルトイン食洗機・レンジフード等



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

1

4

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。

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。

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！

住まいるコープは

そ
の
他
に
も…

外壁塗装の施工実績1,000件以上！

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。

台風シーズン到来！台風シーズン到来！

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。

雨どい

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。

庭木

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

窓
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？

ブロック塀・板壁

雨戸にガタツキやゆるみはありま
せんか？

雨戸

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？

外壁

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。

屋根

住まいを長持ちさせる一番のポイントは
外壁と屋根のメンテナンスです！

コロナ対策のうえ、包丁とぎ・住宅相談実施しています！

●ユーコープ片倉店

●ユーコープ白根店

●ユーコープ西鎌倉店

お問い合わせ
はこちら 0120-55-4155

各地域の店舗活動予定
開催時間

住所 ： 神奈川県横浜市神奈川区片倉1-16-3

10時～15時
日程 ： 7月18日

住所 ： 神奈川県鎌倉市西鎌倉1-21-18
日程 ： 7月17日

日程 ： 7月11日、9月12日、11月14日
住所 ： 神奈川県横浜市旭区白根4-32-1

軒天井の補修・はりかえ バルコニーの防水雨戸の補修塗装 ネズミやゴキブリ･害虫駆除

ご好評の包丁研ぎ・リフォームや耐震診断などの住宅相談を行います。
当日は新型コロナウィルス感染防止策を講じた上で実施します。

これがシロアリの羽アリです。見
かけたら要注意です。放っておく
と大きな被害になることも…

シロアリにく
われてボロボ
ロになった床
下の状態。

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

住まいるコープは安心を第一に考えます

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。

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。

安心
1

安心
2

安心
3

安心
4

知らない業者が突然
訪ねてきたら要注意です！

まだまだシロアリが発生しています！
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。

▶5年間完全保証  ▶賠償責任保険付

（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

（税込）
/1坪7,260円

高圧洗浄で汚れ等を落とします 棟の板金にはさび止めを下塗り

下塗りで塗料の密着を良くします 中塗りで塗膜に厚みを持たせます 上塗りでムラなく仕上げます

※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。

▶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！
▶断熱遮熱塗料ガイナ

▶遮熱塗料

1 2

3 4 5

おすすめ

（税込）
（税込）外壁塗装

屋根塗装

ひとつひとつの工程で丁寧な作業にこだわっています

屋根塗装工程
ご紹介します
（３回塗り）

3,850円～/㎡ 3,190円～/㎡ 2,200円～/㎡（税込）

屋根と屋根が重
なり合う部分は
水が抜けるよう
に隙間がなけれ
ばなりません。

水の逃げ道がないと雨漏りの原因にもなっ
てしまうのです。
塗料でスキ間がふさがれないように、タスペー
サーという専用の器具を挿入していきます。

ここがポイント！

タスペーサーの挿入タスペーサーの挿入

無料診断実施中！

※感染状況により、中止となる場合があります。


