
※○メはメーカーの製品価格で工事代金等は含まれておりません。※表示価格は  商品代  +  標準工事費  +  諸費用  の合計金額となります。
※表示価格は目安です。お住まいの状況により異なる場合があります。※写真・イラストはイメージです。表示金額はすべて税込です。

塗装の見積を作成する際、面積を正確に求めることが必要です。理由は坪数計算では、窓の開口部などを引いた面積計算がでないため、過大請求することがよくあるためです。
安心❶／㎡単位で見積算出

安心❷／見積に含まれる工事

足場 高圧洗浄 下地調整 破風・鼻隠し・小庇 軒裏 たて樋・軒樋 水切り 換気・フードカバー

たて樋

軒樋

鼻隠し

破風

小庇

全閉時（外観）全開時（内観）

2021

10

シール（コーキング）の打ち替え
クラック（ひび割れ）補修は長持ちに必須!!

外壁サイディングの特徴であるボードとボードの境目の「目地」は、紫外
線等により、時間が経つほど劣化してきます。そのためコープでは窓回り
（サッシ）を除きすべて打ち替えを原則としており、何故なら、多少時間
がかかっても長持ちしてお家を守るための必須工事と考えています。

シール（コーキング）の打ち替え

モルタルのひび（クラック）補修
乾燥クラックと構造的クラックがあり、どちらもお家の防水上の問題
が発生するため、コープでは可能な限りUカット補修をしています。
但し、軽微なクラックは刷り込み補修としています。

コープの塗装工事で大事にしていることは　

LIXIL 玄関ドア

カバー工法、片開き、手動錠

リシェント

網戸付で虫もガード 防犯対策も万全

カギを閉めたまま、換気が可能。

1日でわが家の表情が美しく、玄関のお悩みも解消！

AfterAfter

BeforeBefore

組合員特別価格
○506,000円メ

日々の暮らしをそっと見守る心強い味方！日々の暮らしをそっと見守る心強い味方！

組合員特別価格

121,000円
（税込）

組合員特別価格

35,200円
（税込）

組合員特別価格

32,560円
（税込）

16,280円
（税込）

組合員特別価格

82,500円
（税込）

フェンスは、隣地境界に設置して敷地を明らかにするだけではありません。門扉や車庫前ゲートとコー
ディネートしたり、庭の植栽を美しく見せるものや環境に配慮できるフェンスを選ぶことで、街並みを
心地よく整える役割もあります。もちろん、プライバシーを守ることや防犯も大切なポイントです。

上記組合員価格はフェンス2m・フェンス柱2本+組み立て費用です。
現場調査のうえ工事費用を見積り致します。

組合員特別価格

324,500円
（税込）

写真・組合員価格は「片開き玄関ドア」ですが「引き違いドア」「引きドア」も出来ます。現場調査のうえ見積り致します。

直線1スパン YL1型 T-10（クリエラスク色）
サイズ：W2000×H1000㎜
○144,210円メ

LIXIL アルミフェンスAAアルミフェンスAA

○49,940円メ

直線1スパン YL3型 T-10（オータムブラウン色）
サイズ：W2000×H1000㎜
○86,020円メ

LIXIL アルミフェンスABアルミフェンスAB

上質感にこだわり、
細部までリアルな木質感を表現

上質感にこだわり、
細部までリアルな木質感を表現

機能美を感じさせるシンプルなデザイン。機能美を感じさせるシンプルなデザイン。

通気性を確保しながらしっかりと目隠し。
水まわりなどに最適です。

通気性を確保しながらしっかりと目隠し。
水まわりなどに最適です。

羽根部を可動式にすることで、
採光・通風効果と目隠しの両立を実現しました。

羽根部を可動式にすることで、
採光・通風効果と目隠しの両立を実現しました。

内観からの見た目も美しいデザイン内観からの見た目も美しいデザイン

横格子／サイズ：W900×H897㎜

○44,990円メ

LIXIL
目隠しルーバー
面格子
目隠しルーバー
面格子

横格子／サイズ：W834×H800㎜

LIXIL
目隠し可動
ルーバー格子
目隠し可動
ルーバー格子

縦格子、シャイングレー
サイズ：W1020×H820㎜
○19,470円メ

LIXIL
アルミ面格子アルミ面格子

面格子防犯や目隠しに

フェンス防犯やプライバシーに玄関ドア防犯や換気に

■
下塗りは、シーラー塗装とも呼称され、その役割は、

①塗膜を長持ちさせる大切な塗装である
②もろくなってしまっった外壁の塗装面を固める大切な塗装である
③壁面、屋根面と塗料の接着剤として大切な塗装である

コープでは、10年～20年を経て傷んだ外壁や屋根塗装の目
的から、塗装箇所の材質、劣化状況を判断して、最も的確な補
修・下塗り材や工法の選択を致しております。

大事にしていることのひとつ目は 大事にしていることのふたつ目は

劣化状況による下塗り材選択が一番大事!! ■

10月コープからのおすすめリフォーム!

①くらしの豊かさと団らんの提供　
②安心・信頼ある人・会社としての提供
③想いに応えるバトンリレーの提供　

④安心の資材や施工の提供
⑤安心できるアフターや補償の提供

安心

期間：10月～11月末迄期間：10月～11月末迄

期間：10月～11月末迄

 1日でリフォームできる秘密は「カバー工法」。
今ある枠 新しいドア枠でカバー

緩和材
下枠に段差が生じた
場合は、緩和材
（オプション）で
つまづきにくく。

開口サイズを若干
小さくし、今ある枠
を新しい枠でぐる
りとカバー。

約5cm小さく

室外側も室内側も、
家族を守る万全の防犯対策。
「セキュリティサムターン」で
ガラス破り対策
つまみを押すと、サムターンの取り
外しが可能。外出時や就寝時に外し
ておけば、万一ガラスに穴をあけら
れても、「サムターン回し」で扉を開
けられる心配がありません。

10〜11月 期間限定!契約特典

足場代無料!

あんしん

5年
保証

特別サービス!
10・11月契約の方へ

手動鍵 カードキーへ
定価50,000円（3枚）



組合員
特別価格 198,000円

（税込）

あんしん

10年保証

充実した毎日をスマートに。そんな想いを叶える機能的な空間。

奥行を抑えたスリムな設
計でも、ストック品や小物
の 収納スペースをしっか
りと収納できるホーロー
キャビネット。

濡れたものはウェットエリア、
濡らしたくないものはドライ
エリア、2つのエリアを便利
に使い分けできます。

ウェット
エリア

ドライエリア

タカラファミーユ W750　三面鏡

○174,350円メ

メーカー保証期間含めたトータル10年間の延長保証サービスです。長～く安心して住宅設備機器をご使用いただけるサービスを無料でお付けいたします。修理回数に制限なく、補償限度額は
機器購入金額の100%までで修理費用の負担はありません。保証対象機器はシステムキッチン・システムバス・洗面化粧台・温水洗浄便座・給湯器の5種となります。

住宅設備機器 あんしん10年保証 無料サービス！ あんしん
10年保証

組合員
特別価格 148,500円

（税込）

あんしん

10年保証

様々な快適機能に、本格的なエコ機能をプラス。

水栓まわりや排水栓はお
手入れラクラクな仕様。カ
ンタンなお掃除でキレイに
洗面化粧台を使えます。

大きなスペースを活かし
て、背の高いものや、かさ
ばるものを収納できます。

LIXILオフト W750　三面鏡

○122,100円メ

組合員
特別価格 138,600円

（税込）

あんしん

10年保証

多彩なプランで、くらしや空間にフィットする。

水栓にさわらなくても手洗
いできるから清潔。
お子様でも簡単に操作で
きるので、幼いころから手
洗い習慣が身につきます。

長寿命で経済的な
スタンダードLED3面鏡。
蛍光灯に比べて電気代も
節約できます。

パナソニックシーラインW750　三面鏡

○260,920円メ

組合員
特別価格 209,000円

（税込）

組合員
特別価格

あんしん

10年保証

家事も、身支度も、楽しくはかどる使いやすさを。

TOTOサクア

パナソニック S160シリーズ タンクレス、連動水栓、オート開閉、
オートクローズ洗浄アラウーノ

W750　三面鏡

○315,480円メ

あんしん

10年保証

203,500円
（税込）

○284,900円メ

1階床面積（66㎡）の場合／1㎡あたり2,310円（税込）～
防　除

組合員特別価格 152,460152,460円
（税込）

1階床面積（66㎡）の場合／1㎡あたり2,530円（税込）～
駆　除

組合員特別価格 166,980166,980円
（税込）

1階床面積（66㎡）の場合／1㎡あたり1,980円（税込）～
再　防　除

組合員特別価格 130,680130,680円
（税込）

コープのしろあり

コープの「安心・安全」を！
しろありの「防除」「駆除」「再防除」は、

あんしん

5年
保証

使用薬剤の安心 防除工事の安心
使用する薬剤はさまざまな安全性試験を経た、人に
もペットにも優しい成分です。揮発性が極めて低く超
低臭性で、VOC13物質（シックハウス症候群原因物
質）を含まないので安心。

信頼の「公益社団法人 日本しろあり対策
協会会員」が認定した登録業者だから事
前調査、工事体制、工事内容なども安心。

保証・サービス
の安心
工事の後も5年保証がつくから安心。
さらに、年1回訪問点検の実施で安心。

みなさんのお家は大丈夫ですか？
飛んでなくても床下はお家を支える
大事なところです。ということで！

早期割引
11月までにご契約で組合員特別価格より10％の値引き!

しろありの対策は早期の点検・処置が大切なお家への被害を最小限に抑えます。

着座して用を足し終
えると洗浄する「オー
ト洗浄」を搭載。洗浄
前に自動で便ふたを
閉じる「クローズ洗浄
モード」付きで、衛生
面に配慮しました。

連動水栓なら、便器洗浄すると自動
で手洗いの水が出ます。便ふたにも
手洗いにも触らずに、スムーズにト
イレを使えます。

自動で水が出る

トイレを流すと…

洗面化粧台

〒791-1105　松山市北井門四丁目19番15号　TEL（089）969-7177　FAX（089）969-7178

建設業許可 愛媛県知事許可（般-29）第16036号　宅地建物取引業 愛媛県知事免許（3）第4955号　二級建築士事務所 第5145号　
愛媛県木造住宅耐震診断事務所 第1075号　愛媛県リフォーム事業者登録 第053号　日本増改築産業協会（ジェルコ）会員 第00026号
日本住宅保証検査機構（JIO）リフォーム会員 第A6002358号

※○メはメーカーの製品価格で工事代金等は含まれておりません。※表示価格は 商品代 + 標準工事費 + 諸費用 の合計金額となります。※表示価格は目安です。お住まいの状況により異なる場合があります。※写真・イラストはイメージです。表示金額はすべて税込です。

便器にも手洗いにもふれずに

トイレを使えます。

電解水素水整水器 トリム イオンRefine

○222,200円メ 組合員特別
価格にて

組合員特別価格を知りたい方はコープ住まいるまで。

大奉仕！（標準取付費・消費税込）

5人家族で飲用の場合

断
然
お
得

5年間使用（1年に6トン使用）
※カートリッジ1本で6トンの水を浄化

257,400円5年間
総計

222,200円
35,200円

本体・標準取付費込み
+カートリッジ1本付き

カートリッジ（4本）

5年間使用（月4本使用）

360,000円5年間
総計

6,000円／月

72,000円／年

ボトル

年　間

（1本約1,500円）

電解水素水整水器 
トリム イオン
Refine

電解水素水整水器 ウォーターサーバーVS

ウォーター
サーバー

浄水器と整水器、実は大きな違いがあります。
水道水をろ過して不純物を取るのが、浄水
器。さらにその浄水を電解分解して、水素水を
作るのが、水素水整水器。

用途にあわせて動かせる
エアインスウィング
水栓

奥までしっかり収納できる
奥ひろ収納「奥ひろし」

トイレのみ

組合員
特別価格 275,000円

（税込）

○369,600円メ

トイレ+トイレカウンター

●3年保証有り　
●下取り有りは更に値引き

ご連絡から工事まで ご連絡
お電話・メールでご相談ください

調　査
しろあり防除施工士が床下を調査します

調査報告書
床下の写真付き報告書を提出します お見積の提出 工　事

防除・駆除

期間：10月～11月末迄

期間：10月～11月末迄

期間：10月～12月末迄

浄水だけではなく、なぜ電解分解までするのでしょう
か。水を電気分解すると、マイナス極の水がアルカリ性
になり、水素が発生します。さらに、原水よりも、マグネ
シウム、カリウム、カルシウムといったミネラルが増え
ます。電気分解で水素水だけでなく、酸性水も作れま
す。もちろん、浄水をそのまま使うことも。Refineなら、
濃度別に4つの電解水素水、2つの酸性水、浄水と全部
で7種類の水を使い分けることができます。飲み水はも
ちろん、お料理や洗顔、ペットの飲み水など用途に合っ
た水を使うことで、暮らしが生き生きとしてきます。

トイレカウンター

800




