
          　　梅雨の気配が薄れ、蝉の鳴き声と日差しの厳しさが夏を思い　
　　　　　っきり感じさせるようになりました。 
さて、去る６月13日・14日に呉ポートピアパーク・イベントガレージにて
エコリフォームでエコ生活を応援する『エコ祭』を開催いたしました。
両日で136組155名の方にご来場いただきました。
従業員一同心より感謝致します、ありがとうございました。

　まだ６月でしたが、暑かったですね、協賛企業２３社と共にお客様を
お待ちしておりました中でも、太陽光発電の説明を熱心に聞かれる方が
目立ちました。限りある資源を大切にという思いは、これからどんどん
私たちも養っていかなければならないものですよね。

　メーカーの方も言われていましたが、実際に太陽光発電を導入されたお客様は、

電機使用量が目で見てわかるので、節電を心がけるご家庭が多いそうです。エコを家庭に

取り入れるということは、家計にも気持ちにも大きく変化をもたらすことのようです。

去る、6/13(土）・14(日）に
   ポートピアパークイベントガレージにて、協賛23社による

中元　里美

何はともあれ、とても忙しい2日間でしたが、たくさんの方に来て

いただいて本当にうれしかったです、ありがとうございました。

当日は生キャラメル実演も行いましたが、

ＩＨクッキングヒーターで簡単につくることができる

ことを驚かれていたお客様もいらっしゃいました。
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けいそう土教室けいそう土教室けいそう土教室けいそう土教室　そして、大騒大騒ぎ だった　
お子様たちが個性溢れる作品をつくって楽しそうでしたが、材料の都合上

希望者全員を参加させることが出来ず、泣いてしまった子がいたのが心苦

しかったです。

エコ祭　開催しましたエコ祭　開催しました呉市民



　　　新入社員の紹介

はじめまして。
　私は建設業にたずさわって 35 年になります。

・・・年だけは食いました！！ウ～ﾝﾝﾝ食べすぎ？ ( お腹も？）

　現場では、鉄筋コンクリート造・鉄骨造・木造から病院・学校・マンション・住宅

を始め多くの建物を、又　企画営業の時は設計アドバイザーの経験もしました。

　今回、リフォームアドバイザーとして新しく皆様とお付き合いさせて頂く事になり

ましたが、今までの経験を生かし皆様と一緒に考え、楽しく、少しでも多く満足のい

くものを提供し、皆様に喜んで頂き、末永くお付き合い出来る様に頑張ります。

宜しくお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

寺地　宏史

社長　井本 店長　道中

スピード見積りスピード見積り
お電話 1本お電話 1本

クロス貼替えクロス貼替え

0120-117-1450120-117-145

6 帖 ( 壁・天井）6帖 (壁・天井）

55・万円万円55・万円万円

～工事内容～

・既存クロス剥がし費
・剥がしクロス処分費

・下地調整費
・クロス貼り工事
・クロス商品代

マイナスイオン
汚れ防止
抗菌消毒

フリーダイヤルフリーダイヤル

夏の終わりにクロスを貼り替えて、気持ちよく秋を迎えませんか？夏の終わりにクロスを貼り替えて、気持ちよく秋を迎えませんか？



お電話 1本スピード対応お電話 1本スピード対応 ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ（通話料無料）

小さな工事だからこそ

お見積無料
スピード対応

小さなリフォーム小さなリフォーム

一生懸命一生懸命

0120-117-1450120-117-1450120-117-1450120-117-145
上記メニューはほんの一例です。お見積もりすぐお出しします (無料 )

水栓金具パッキン交換 5,250 ～ /ヶ所

水栓金具交換(単水栓） 5,250 ～ /台 材料代別途

混合水栓金具交換 8,400 ～ /台 材料代別途

キッチンタイル補修 15,000 ～ /ヶ所

キッチン廻りコーキング 7,350 ～ /ヶ所

ガステーブル交換 5,000 ～ /台 材料代別途

キッチン吊戸棚取付け 10,000 ～ /台 材料代別途

キッチン換気扇交換 10,000 ～ /台 材料代別途

キッチン排水修理 8,400 ～ /本

流し元照明器具交換 7,350 ～ /ヶ所 材料代別途

トイレ給水管水漏れ修理 6,300 ～ /ヶ所

トイレ止水栓交換 9,450 ～ /ヶ所

トイレタンク内ボールタップ交換 8,400 ～ /個

トイレタンク内ゴムフロート交換 5,250 ～ /個

トイレタンクレバー交換 6,300 ～ /個

普通便座交換 7,350 ～ /台 材料代別途

水まわりメンテナンスサービス

網戸貼替え 3,150 ～ /枚 Ｗ900×900

障子貼替え 3,150 ～ /枚 3尺×6尺

襖貼替え 3,500 ～ /枚 3尺×6尺

壁紙貼替え 1,350 ～ /㎡

クッションフロア貼り 3,500 ～ /㎡

カーテンレール取り付け 5,000 ～ /2窓 材料代別途

ブラインド取付け 5,000 ～ /本

アコーディオンカーテン取付け 6,000 ～ /本 材料代別途

階段手摺取付け 21,000 ～ /本

浴室手摺取付け 31,500 ～ /本

トイレ手摺取付け 12,600 ～ /本

サッシ建て付け調整 5,000 ～ /ヶ所

サッシ鍵交換 8,400 ～ /ヶ所

ドアノブ交換 4,200 ～ /ヶ所 材料代別途

建具調整 5,000 ～ /ヶ所

玄関鍵交換 6,000 ～ /ヶ所 材料代別途

階段スベリ止め取り付け 7,350 ～ /一式

内装リフォーム・メンテナンスサービス

材料代別途

雨樋部分交換 4,200 ～ /ｍ

雨樋清掃 31,500 ～ /台 1棟丸ごと

外壁ひび割れコーキング 6,300 ～ /3ｍ 3ｍ程度までの場合

外壁モルタル補修 8,400 ～ /ヶ所

土間コンクリート補修 10,000 ～ /ヶ所

面格子取付け 8,400 ～ /ヶ所 材料代別途

屋根補修 25,000 ～ /ヶ所

ベランダ物干し竿掛け取付け 8,400 ～ /セット 材料代別途

波板貼替え 4,500 ～ /㎡

家具の組み立て 3,150 ～ /時間

家具移動手伝い 3,150 ～ /時間

買い物代行 3,150 ～ /時間 買い物代金別

軽作業手伝い 3,150 ～ /時間

空き家管理 3,500 ～ /月 弊社標準仕様

庭の雑草の伐採 3,150 ～ /時間 低半日（4時間）以上

外装リフォームメンテナンス ＆ その他のサービス



beforebefore

道中

編 集 後 記
今年の豪雨はすごかったですね。呉に住み始めて 4年目ですが、初めて冠水し

た道路を走ってしまい、怖かったです。各地で土砂災害の被害も出ていますが、

皆様は大丈夫でしたでしょうか？また台風シーズンも来ますので、

災害対策 (非常食や貴重品の保管方法）を少し見直すきっかけに

なりましたね。　　　　　　　　　　　　　　　　　中元　里美

AfterAfter

痩せませんでした・・・
道中

　　　　　　　　　　　　　　　　　クレイトンベイホテル内の

　　　　　　　　ザナドゥ様のサウナ室 の修繕工事をさせて頂きました。

男女サウナ室共で一週間という工期の中で、サウナ室の檜の貼替と、浴

室内洗い場の仕切の石を設置させて頂きました。何がしんどかったかっ

て、やっぱり 暑さですかね～！
解体初日の朝のサウナ室内の温度は、前日まで営業されていたこともあっ

て、50℃でした！　　大工さんと汗だくになって仕上げたんですが、

機会があったら出来栄えを見てみてくださいね !　　

それだけ汗をかいても 　　　　　

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

クレイトンベイホテル

ザナドゥ様のサウナ室ザナドゥ様のサウナ室

暑さですかね～！暑さですかね～！

50℃

　　　　　　　　　　

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　クレイトンベイホテル内の

　　　　　　　　ザナドゥ様のサウナ室 の修繕工事をさせて頂きました。

男女サウナ室共で一週間という工期の中で、サウナ室の檜の貼替と、浴

室内洗い場の仕切の石を設置させて頂きました。何がしんどかったかっ

て、やっぱり 暑さですかね～！
解体初日の朝のサウナ室内の温度は、前日まで営業されていたこともあっ

て、50℃でした！　　大工さんと汗だくになって仕上げたんですが、

機会があったら出来栄えを見てみてくださいね !　　

それだけ汗をかいても 　　　　　
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