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リフォームの詳細・
他の写真は
ホームページ
「施工事例」で
ご覧いただけます。

家族の歴史が積み重なった住宅。
ここで今後どう暮らしていくのがみなさん
にとって一番良い選択なのだろうか？
と常に念頭に置き、Nさんご一家と
減築・デザイン・補強と色々なケース
での検討を重ねました。
現場工事スタッフの丁寧な仕事の
おかげもあり、無事完成して入居された
Nさんの笑顔が明るくとても心に
残りました。
ありがとうございました。
診断・設計・監理：
ホームデコール設計事務所合同会社 近藤万記子
施工：㈱大幸

建築士より

事業を行っていない地域（コープみえ） 志摩市の一部地域、尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡（シロアリは三重県内全域対応可）

コープぎふ 住まいの事業部
各務原市鵜沼各務原町1-4-1四日市市富士町1-15長久手市塚田1314

0120-706-866
営業時間／月～土 9：00～17：00 

コープみえ すまいの事業室

0120-719-221
営業時間／月～金 9：00～17：00 

コープあいち 住まいのコープ

0120-485-002 住まいるコープ東海
smilecoop-tokai.com/

コープぎふ 住まい
https://www.coop-gifu.jp/house/

営業時間／月～土 9：00～17：00日・祝定休 

お気軽に
お電話ください！相談・見積無料

ぎふイベント申込みえ・あいち
イベント申込

お近くのイベント案内は裏面へ

診断後リフォーム

３度の増改築を重ねて、最後にキッチン回りをリフォームしたのが13年前。生活スペースの
LDKから2階寝室までの距離が長く、また原因のわからない漏水もあり、地震にも大変不安
でした。そんな中、コープのイベントに娘の夫が相談に出かけて近藤建築士と出会いました。

 

シンプルに安心して暮らせる住まいに

家事がしやすくシンプルに暮らせる家、仏壇を小さくして床の
間をなくすこと、風の通りを良くして地震対策をすることなど
を要望しました。近藤さんには何度も間取りを変えては細か
いところまで相談に乗っていただけましたので、期待どおりの
素敵な家になりました。

平屋でラクに暮らせるようになりました。なかでもしまいたい
ところに収納がある便利さ！新設した和室では、エアコンの
効きがとてもよくなりました。

今回のリフォームを機に、娘婿の協力で蔵や押入にしまい込
んだ古いものがかなり整理できました。家の中がキレイに
なったら、「ここはどう整理しよう」と考えるのも楽しく、娘か
らは「リフォームしたら活力が出てきたね」と言われます。

工務店の大幸さんにはよくここまで細かく作ってもらえまし
た。建築士さん、コープの担当さん、工務店さん、1年間みな
さんとともに助け合いながらリフォームできたことがとても良
かったです。ありがとうございました。娘夫婦の新築も楽しみ
にしています。

まず「住まいの健康診断」を受けて、耐震性の低いことにびっく
り。玄関の屋根が重いこともよくわかりました。診断の結果も踏ま
えて近藤建築士と相談する中で、私たち夫婦には13年前のLDK
だけを残して和室と浴室を増築し、55年前からの家は取り壊して
娘一家の家を新築することになりました。
 

住まいの健康診断

（ )（税込）

所用時間：約2時間

床面積50坪
までの木造建築費用：66,000円 

※図面がない場合は作成費
　11,000円（税込）申し受けます。

コープの「住まいの健康診断」は
国交省の定めるインスペクション
の基準に沿った診断です。

イベント詳細は裏面に▶

リフォーム講座に参加で診断
11,000円引き券プレゼント！

3993 01
OCR注文用紙に「3993」
とご記入の上、お申込みください。
●ラクに暮らせる家　
●二世代、三世代が暮らす家
●コンパクトな平屋　 
●シニアの家、若い世代の家

●地震に強い家
●マイホーム用地、
　中古住宅の
　ご相談も！

コープの
新築事例集を
お届けします

洗面所、トイレ、玄関、それぞれオシャレなクロスを探していただきました。

キッチン脇の収納庫へ
直接つながる引戸がで
き、とても動線がよくな
りました。

趣味の画材や箪笥に合
わせた収納。他にも住ん
でみてから入れるものが
決められる余白のある
収納があり、大変よかっ
たです。

幼い頃から住み慣れた
家を取り壊すのは少々
寂しい気持ちもありました
が、建具の一部など使える
ところは再利用しました。
襖の手掛けも再利用
しています。

欄間部分にアクリル板をは
め、奥まで明るい和室にな
りました。雪見障子は前の
家のもの。クローゼットの扉
はお友達にも褒められてと
ても気に入っています。

一級建築士が家の中も外もチェックして予算に
合わせたリフォーム計画をアドバイスいたします。



住まい 講座 相談会との

各務原支所 1階会議室　　
各務原市鵜沼各務原町1-4-1

西濃支所 2階会議室
大垣市古宮町丸池129-1

 ※今年度の企画は上記にて終了となります。

手洗い
消毒の励行

スタッフは
手洗い・消毒に
努めています

健康チェック

スタッフの
体温チェック・健康管理
を実施しています

予約制
少人数開催

人と人との間隔を
できるだけあけるよう
努めています

施設内換気

施設内の
十分な換気を
行っています

マスク着用

スタッフは
マスクを着用して
おります

施設内消毒

施設内の
こまめな消毒に
努めています

■ユニットバスへ取替え  
■給湯器取替え　
■天井換気扇の取替え 　    
■シャワー・水栓の取替え

■レバー式水栓への取替え
■ガスコンロ、食洗機、
　レンジフードの取替え
■システムキッチンの取替え
■対面式・アイランド型へのリフォーム

■洗面化粧台の取り換え
■クロス張り替え
■脱衣所暖房機の設置

■便器の補修・取替え
■クロス、床の張り替え
■手摺の取り付け

小さな修繕から新築まで!

要予約参加費 無料 2日前までにお電話またはホームページからお申込みください。
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コープぎふ 住まいの事業部
各務原市鵜沼各務原町1-4-1 0120-706-866

営業時間／月～土 9：00～17：00 

◀上記
　イベントの
　お申し込みが
　できます！

相談・講座予約はこちら
見積無料 コープぎふ 住まい

https://www.coop-gifu.jp/house/

建築士の視点でリフォーム・
新築の秘訣をお話します！
建替えかリフォームで迷って
いる方にもおすすめです！

一級建築士　長尾則子

コロナウイルス感染状況により中止となる場合もございます。
中止の場合はホームページでご案内し、予約の方にはご連絡いたします。

お気軽にどうぞ！

電話相談 月～土 
毎日受付中

1/14（土）

住まいの健康診断
11,000円引き券プレゼント

外まわり診断無料券プレゼント！
※通常5,500円（税込）の外まわり診断が無料で受けられます。

リフォーム基礎講座

10:10～
10：50

1

2

3

屋根・外壁塗替えのコツ

新築基礎講座

15：10～
16：00

1

2

3

現在の新築事情
と減税・補助金

他とは違う！建築士とリフォーム 
～耐震・省エネ・快適・安心・お得に～

リフォームか建て替えか　
迷った時の考え方

10:55～
11：35

11:35～
12：00

12:05～
12：55

13:00～
13：30

13：40～
14：20

14：30～
15：10

質問・個別相談 

質問・個別相談 

一級建築士
による
無料

プラン提案券
プレゼント

一級建築士
による
無料

プラン提案券
プレゼント

新築 
コストダウン
7つの方法

質問タイム・
個別相談 

10：00～16：00

新
企画

新
企画

予約
不要

可児店 2階会議室
可児市下恵土2817-1

可児店 2階会議室
可児市下恵土2817-1

アルゴンガス入り高断熱ペアガラス 
あんみつガラス 展示相談会

窓を替えれば暮らしも変わる！！　
窓の結露・お部屋の寒さ・騒音に。

好評につき今年も開催

各会場10：00～16：00開催日程　

13：30～16：30

新築・建替え
＜何から始めたらいいかがわかる講座＞

1/6（金）・1/7（土）

1/13（金）・1/14（土）

1/13（金）・1/14（土）

1/20（金）・1/21（土）

1/9（月・祝） 1/28（土）

外まわり診断無料券プレゼント！
※通常5,500円（税込）の外まわり診断が無料で受けられます。

10:00～
10：40

10：45～
11：25

1

2

3

リフォーム費用の相場+
水まわり（キッチン・お風呂など）事例紹介

屋根・外壁　塗替えのポイント

両日
10：00～12：30

リフォームポイント講座

11：30～
12：30

住まいの相談
（屋根・外壁メンテナンス・水まわりリフォーム・寒さ対策など）

リフォームしたいけど…不安がいっぱい！そんな不安を解消できる
  ポイント講座です。お気軽に参加して下さい。ご相談だけでもOK。

大洞虹の家 会議室　　
岐阜市大洞緑山1-1-51/7（土）      1/21（土）       

何から始めたら
いいかがわかります

家づくり　はじめの一歩

1

ここが違う！コープの新築を
もっと知りたい方におすすめ

新築スタート講座

10：00～
10：40　

コープのしくみ、
建築士の役割

性能（耐震、省エネなど）を考慮
した住まいづくり（事例紹介）

質問タイム・個別相談質問タイム・個別相談

2カ月に
1回開催

毎月開催

5
1

2

3

4

6

7

812：10～

13：30～
14：10　

　10：45～
11：25　

11：30～
12：10　

15：45～

15：00～
15：40

14：15～
14：55

住まいづくりの
「総費用」と「資金計画」

建築士によるプランニング
（事例紹介）

住まいのパートナー
選びのポイント

家づくり　はじめの一歩

質問タイム・個別相談

1

2

3

4

住まいづくりの
「総費用」と「資金計画」

住まいのパートナー
選びのポイント

新築スタート講座毎月開催

１日でコープの新築がわかる

10：00～16：30

新築講座に参加された方に、
一級建築士による『無料』
プラン提案券プレゼント

新築ステップ講座

見 て　 触れて    体感できる！　

ながら虹の家 会議室　
岐阜市福光南12-9

大洞虹の家 会議室　
岐阜市大洞緑山1-1-5

尾崎店 店頭スペース  
各務原市尾崎西町5-30

恵那店 多目的広場　
恵那市長島町中野2-5-1
    

13：30～
14：10　

15：45～

14：15～
14：55　

15：00～
15：40　

自宅の点検だけでも
必要性を感じました。
現在の新しい材料の
変化や現場に入ってみ
える方のお話が
聞けて良かった
です。

リフォームポイント講座
利用者の声

いつでも注文いただけます。
屋根・外壁 キッチン お風呂 洗面所 トイレ

門扉・フェンス 畳・襖・障子 シロアリ
■床下の湿気、寒さ
■害虫・害獣相談

住まいの健康診断
　

新 築
一級建築士とつくる
規格品でないわが家

■家全体のリフォーム
■実家のリノベーション

■フェンスの破れ
■カーポート
■インターホン取替え

■熊本産畳「夢表」「絢葉6」
■和紙畳「健やかくん」
■洋室風の襖、やぶれにくい障子

■塗り替え　
■屋根の板金、しっくい補修
■屋上・ベランダの防水　
■雨どい、戸袋

住まいのことなら何でもおまかせください！


