
お問合わせは 一級建築士事務所　広島県知事登録21（1）第2890号　特定建設業 広島県知事（特-2）第27790号　宅地建物取引業 広島県知事（3)第9674号

ホームページには、施工事例、スタッフ紹介、その他お得な情報が満載!ぜひご覧ください！  https://www.coophousing.jp/ 検 索コープハウジングひろしま

●本社・広島営業所

0120-733-233
広島市西区草津東1丁目13-20

●広島東営業所

0120-877-833
広島県安芸郡海田町栄町5-34 2F

●福山営業所

0120-039-047
広島県福山市駅家町近田1068-3

●リフォームショールームYUTOROGI

0120-202-833
広島県安芸郡海田町栄町5-34 1F

●
古民家再生ショールーム

CACAWARI

コープハウジングひろしま（株）は生協ひろしまの子会社です

● 屋 根 ／ 外 壁 ／ リ ビ ン グ ／ ダ イ ニ ン グ ／ キ ッ チ ン ／ バ ス・ト イ レ ／  等 、住 ま い の お 悩 み 相 談 を 随 時 承 り ま す 。ぜ ひ 、ご 来 場 ・ご 相 談 下 さ い！

入場無料

12/10 11土 日

10：00～16：00
０１２０-０３９-０４７
住所／福山市駅家町近田1068-3

ご用意しております。

状況次第で入場制限を行う場合が

ございますご了承下さい。
新型コロナウイルス感染

予防対策をしています

※商品のみの販売はしておりません。※写真はすべてイメージです。

※4台目以降もご来場特価を

　ご用意しております。
各限定３台

限定15セット

OPEN４周年祭

モザイク
タイル工作

水廻り商品
周年祭限定

※現在お住まいのお宅の図面がありましたらご持参ください。

リフォームのご相談受付けます

※駐車場に限りがありますので、乗り合わせのうえお越し下さい。

ホームセンター
ユーホー

ＱＵＯカード
5,000円分プレゼント♪

ＱＵＯカード
5,000円分プレゼント♪

水廻り商品ご成約特典

スタッフの

マスク着用

消毒用

スプレーの

設置

入場時の

検温

定期的な

室内換気

生協だから

まかせて安心！

※10年保証につきましては、
　コープハウジングひろしまの
　会員制度に入会していただく
　事が条件となります。

１０年保証付

ご 来 場 記 念 品

システムキッチン

※数量限定のため無くなり次第終了

ノクト
（間口2550㎜） 

システムバス

リデア
（1616サイズ）

システムキッチン

ミッテ
（間口2550㎜） 

システムバス

サザナ
（1616サイズ）

斧を使って薪割りを

体験してみませんか？

ジェルコリフォームコンテスト 2021

大特価‼

住まいの相談コーナー住まいの相談コーナー

カラフルなタイルを使って

オリジナルフォトフレーム

を作ろう！！ 石膏型に詰めた瓦用の

粘土に角や牙などの

パーツを付けて

カッコいい瓦が作れます！

焼き芋販売

販売価格100円

周年祭にご来場いただきご成約していただいた方に

限定30本

薪ストーブの

暖かさも是非

体感してみて

下さい。

コープハウジングひろしまの

古民家再生ショールーム CACAWARI
か 　 　 　 か 　 　 　 わ 　 　 　 り

薪わり体験コーナー薪わり体験コーナー

デザイン部門

テーマ／大空間の家

鬼の瓦を
作ってみよう

鬼の瓦を
作ってみよう

数量限定

バウムクーヘン
販売

バウムクーヘン
販売
特別価格

500円

ユーハイム開発の

AI搭載機器で焼き上げた

バウムクーヘンを特別

価格にて販売！！

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。
※写真はイメージです。

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

古民家再生ショールーム

CACAWARI

おかげさまで

�� ���������

インスタフォローお願いします。
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インスタフォローお願いします。

現行制度よりも

さらに
増額！

こどもみらい住宅支援事業

電気代の推移
60円

50円

40円

30円

20円

10円
2020.12 2021.12

￥31.25/kwh ￥32.68/kwh

2022.12

になっています。

夜間は

■ インプラス 3mm透明硝子

45,000円

15,000円

取付工事費込（標準工事）

♢幅1700ｍｍ×高さ900mmの場合

税別

税込価格 49,500円 税込価格 82,500円

補助金

75,000円

23,000円

取付工事費込（標準工事）

♢幅1800ｍｍ×高さ1800mmの場合

税別

補助金

【中国電力　電化Styleコース】電力量料金＋燃費調整費＋再エネ賦課金

ナイトタイム

￥48.43/kwh

￥15.50/kwh

デイタイム

内窓断熱サッシ

おトクに!!

内窓で冬の暖房費を

年末年始は快適に

過ごしませんか？

年末年始は快適に

過ごしませんか？

1.5倍 2倍

電気代が2年前に比べて

しませんか！
1液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性塗料

※サイディング価格となります。

3工程
30坪 104.5万円～工事

価格

（税別）

114.95万円（税込）～

※サイディング価格となります。

4工程
30坪 119.5万円～工事

価格

（税別）

131.45万円（税込）～

安くて長持ちスタンダードプラン

パーフェクトトップ
耐久年数 約10～14年

プラン
①

プラン
② フッ素樹脂クリヤーオーバーコート

とにかく長持ちコーププレミアムプラン

クリヤー工法※
耐久年数

約20年おすすめ

生
協
の

※1 クリヤー工法について

多量の
チョーキング

皆さん、
10年経過した
外壁を触ってください。

外壁の劣化は耐久性の低下に

繋がるだけでなく、

お家の美観も損ないます。

外壁塗装でしっかりお家を

守りましょう。

では、10年経過した自動車のボディーは？

チョーキングのメカニズムは、樹脂（アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素
等）が損耗することで顔料が表面に露出することで起こる現象です。さらに、
紫外線にさらされることで、変色、褪色します。クリヤーも損耗しますが、顔
料を含めない為チョーキングや変褪色はしません。またクリヤーには、顔料
などの添加物がなく樹脂量も多いため高い耐久性を発揮します。

汚れはあるが

チョーキング

なし

全世帯対象

最大30万円

子育て・若者夫婦世帯は

最大45万円

リフォームの補助金制度が新たに始まります！
こどもエコすまい支援事業　※12月中旬開始予定

内窓設置 15,000～31,000円／ヵ所

玄関ドア交換 30,000～45,000円／ヵ所

トイレ工事 最大20,000円／台

システムキッチン工事 最大51,000円

システムバス工事 最大66,000円　等

生協の

電気代はまだまだ上昇する？

リフォームコープ

ハウジングの

施工事例

「電気代が値上がりしている」というニュースを

耳にすることはあっても、実際にどのくらい値

上がりしたかまではあまり知られていません。

実はコロナ禍前の2年前と比べると電気代は

1.5～2倍にまで値上がりしています。そして、

この値上がりはこれからも続いていきます。

ご家庭のなかで最も電気を消費するものは給

湯と冷暖房といわれており、中でもエアコンな

どの空調機器は夏冬に電気代が大きくなりま

す。冷暖房費を抑え、快適に過ごすためには窓

や断熱改修がおすすめです。最近、電気代が高

いと感じたら、まずは低コストの内窓からご検

討してみてはいかがでしょうか？

before

after

after

※補助金50,000円以上から

申請が可能です。

※こどもエコすまい支援事

業は11月8日に国土交通

省から発表された補助金

制度です。実際の制度開

始までに内容が変更とな

る可能性があります。

補助金　工事例

※参考金額です。設置条件により追加部材等が必要となる場合があります。

担当者のコメント
お子様達も独立され、ふた

り暮らしのライフスタイルに

変化してきたというＦ様。「1

階だけの生活空間をもっと住みよくしたい。」と相談を受

けてリフォームプランを検討する事になりました。キッチ

ンは対面式に変更、浴室やトイレ等もバリアフリー仕様

の商品や、省エネ設備機器への取替えを行いました。

リフォーム用サッシや内窓、断熱材の入れ替え等も行い、

住宅性能も向上しました。国のリフォーム補助金制度も

満額が活用出来て良かったです。                 担当：川野

before


