
耐震性能をアップして、
安心して暮らしたい！
重い屋根は、地震に不利です。
重い瓦屋根から、軽い金属屋根材に
交換できます。

軽い屋根

施工後

施工前

金属屋根のメリット ❶軽量化で耐震性能をアップ！
軽さは粘土瓦の1/10、スレート葺きの1/3で
建物の重心を下げられます。（屋根材単体の重量比）

❷地震・台風に強い！
地震や台風でずれ落ちたり、飛んだりする心配がありません。

❸重ね葺きにより防音・断熱効果をアップ！
既存の屋根に重ね葺きもできます。
二重構造となる為、空気層と断熱材により、
防音・断熱効果が良くなります。

頭の重い建物は
左右にゆれやすく
なります。

※屋根以外にも耐震性向上の検討と併せてご相談に応じます。

JAグループの一級建築士と経験豊富な協力業者がご相談に応じます。
新築と改修計画案の作成・見積り・相談は無料です。お問い合せは下記まで。

新築・設備交換から全面改装まで、リフォームのあらゆるご要望にお応えします。
JAの安心・新築・リフォーム

㈱JA横浜協同サービスの

耐震あんしんリフォーム

施工例

屋 根

重い屋根

軽量化で耐震化

一級建築
士

無料相談
!!

見積無料!!

Tel.045-804-3434
Tel.045-833-0301
Tel.045-942-2310

みなみ営業部
港南台支店
きた営業部

不動産管理課

不動産管理課

田奈支店 Tel.045-982-1008

JAの安心・新築・リフォーム

㈱JA横浜協同サービスの 無料相談

見積無料!!!!!

JAの安心・新築・リフォーム

見積無料!!!!!あんしん住まいる
新築とリフォーム

ミサワホーム

木質系

積水ハウス

軽量鉄骨

ダイワハウス

軽量鉄骨

大成ユーレック

プレキャスト鉄筋コンクリート

三井ホーム

ツーバイフォー

協
力
メ
ー
カ
ー
紹
介

積水ハウスシャーウッド、住友林業、旭化成ヘーベルハウス、東日本ハウス、ジェイエーアメニティーハウス 他



水回りを改修したい！  バリアフリーにしたい！
広いお風呂でリラックス！  システムキッチンで楽しくお料理！

【アラウーノ】

屋根や外壁の塗装など住まいのメンテナンスをすることで
建物の寿命を延ばすことができます。

調理から片付けまでパパパッと
はかどるキッチン。

使う人の気持ちや暮らしまで、
キレイにできる『キレイユ』に充実の新仕様追加です。

●主婦100人の声から生まれた
調理や片づけにとことんこだわった
ワークトップ。

●毎日のことだから
もっとおそうじラクラクに。

●たっぷり入って、出し入れスマート。
かしこい収納。

●最新設備で、ラク＆エコ
●サイズもスタイルも
私とわが家に“ピッタリ”。

●大きなヘアドライヤーも、
充電が必要なシェーバーも

すっきり納まります。

●充電しながら収納。
すっきり片付きます。

●細かい作業もラクな姿勢でできる
ミラくるミラー。

●泡で洗う
流すたび、「泡」と「水流」で、
しっかりお掃除します。

●泡で受けとめる
「トビハネヨゴレ」を
泡でおさえます。

●お掃除しやすい
もし汚しても、お掃除しやすい。
そんな工夫がすみずみまで。

●みんなに使いやすい
毎日の使いやすさはもちろん、
使い心地にもこだわりました。

●キレイ浴槽
美しい輝きをつくり出すクレリアパールの4層構造
汚れがつきにくくてキレイを保つ防汚クリア層に、きらきらとした
艶やかな質感を醸し出す中間層をプラス。浴槽を美しく彩ります。

●くるりんポイ
うずのチカラで排水口をキレイに。
浴槽のお湯を排水する時に、排水口内にうずを発生させて毛髪や
ヌメリなどをキレイに洗浄。その際に発生する「うず」のチカラで、
排水口にたまった毛髪やゴミをまとめて捨てやすくします。
お湯を抜くだけで、ゴミ捨てカンタン、お掃除カンタンな排水口です。

●キレイサーモ
素材とカタチでいつまでもキレイに。
床の汚れは、身体から出る皮脂汚れ（油分）を栄養源に発生した
カビやヌメリが主な原因。床表面に特殊な表面処理を施して、
皮脂汚れがつきにくく、落としやすくなっています。

Before

After
リフォーム前

リフォーム後

Before

After
リフォーム前

リフォーム後

住まいるリフォーム リフレッシュ外装

外装

Before

After
リフォーム前

リフォーム後外構

内装

内装

洗面化粧台便 器

浴 室 キッチン

●節約できる
節電＆節水がさらに進化。

バリアフリー 心地良い使い勝手

楽々お掃除 効率の良い収納力

【ウツクシーズ】

外構・エクステリア

美容家電が
すっきり収納できるから、
洗面室が
毎日キレイに片付きます。

【リフォムス】【キレイユ】

泡で受けとめてトビハネヨゴレ
おさえるトイレ！

立体的に使えるシンク。
間口が狭いキッチンで
も、カウンターを広く使う
ことができます。
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