発行・㈱りらいふ

無料点検が順調に進まず、ご心配を
お掛けしております。

が季節ごとにお届けするアフターサービス誌

平成２５年４月２０日

弊社、㈱りらいふでは、これまでに工事や納品でお世話になったお客様宅へ訪問、経年数
に関係なく、無料点検を実施させていただいております。
ただ、手前勝手で申し訳ないのですが、工事が無いときなど、弊社担当者に時間の余裕が
生じた場合のみに実施、突然にお伺いすることも多く、ご不在の場合は引き返しますので、
なかなか思うように進んでおりません。

３４号の主な内容

油彩

【牛舎に春がきたよ！】

今年も生まれたら！

遅々として進まないアフターサービスで皆さまにご心配、ご迷惑をお掛けしておりますが、
いずれはご訪問の上、点検等の実施をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げ
ます。※可能な限り、事前にお電話の上、ご都合をお聞きし実施するようにしています。
もし、皆様の中で、ご心配な点や気になる事象、不具合などがあって早期の無料点検をご
希望のお客様はお手数でも弊社までご一報ください。
ご訪問日時を調整の上、優先的に点検を実施させていただきます。
無料点検お申し込みは 弊社フリーダイヤルでお申し込みください
い い フ ロ

㈱りらいふ

フリーダイヤル

よ ー こ そ

０１２０−１１２６−４５

⇒

弊社の ゆる キャ ラ【 エコ やん とキ ュー トく ん】

いつまで続くでしょうか？・・・
予算が続くまでの新企画！

エコキュートをかわいいキャラクターに
してみました。いかがでしょうか？

人気の工事ブログもゆるりと更新中です！
りらいふのホームページはインターネットの検索キーワードで、

りらい ふ

と打って くだされば、ヤフーで もグーグルでも１ページ目に
表示されます。 ↓URLは下記の通りです

http://www.eco-relife.co.jp
・サイズ・F6(４１㎝×３１．８cm)
・油彩・キャンバス布張り※額縁なし
・タイトル【牛舎に春が来たよ！】
北海道の牧場の遅い春が描かれて
います。

㈱りらいふについて
創業から２６年目を迎えます。
当初の社名は(有)デンオンサービス。
電気温水器の販売
、施工を主としていた関
デ ン オン
係から、電温サービスとしていました。
平成1６年に現在の社 名に変更しています 。
変更の理 由は、エコキュートが電気給湯 器
の主流となったこと、リフォームの受 注が増
えてきた事で、ひ とつ の商 品イメー ジを 連
想さ せる《デン オン》は適当 でない、 と考 え
たからです。

その後、問題はありませんか？

電話料金無料
フリーダイヤル
り

ら

い

●営業受付時間AM９時〜PM７時

ふ

【re‑life】は、弊社で電気温水器やオール電化、リフォームなどでお世話になった

定休日

日祝日

※機器不具合などのご依頼から住宅改修のご相談までなんなりと

弊社代表 長渕圭司 →

お客様へ年４回、アフターサービスの一環として季節ごとにお届けしています。
り

ら い ふ

【表紙の絵】プレゼントご応募方法

■弊社取り扱い品目の一部です

に皆 さま方のご懇情 の賜物 と存じます 。

◆ご応募の締め切り 平成２５年４月２０日まで

常 日 頃 の感謝 の気 持 ち のし るしとし て、ささやか です が、表 紙を 飾っ た

◆弊社までお電話でお申し込みください。
◆ご応募が多い場合は抽選とさせていただきます。

○浴室・キッチン・洗面・トイレ等水回りリフォーム ○出張修理(水回り等) ○壁紙・床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ取替等の内装工事
○耐震改修 ○カーポート、門柱、フェンス等のエクステリア ○外壁塗装 ○給湯器取替 ○オール電化 ○床暖房

お かげさまで、弊誌 【re-life】も今号 で３４号 を迎えるに至 り、これもひとえ

絵 画をご希 望の方 へプレゼントをさせ ていただく連載 を始めました。
『あ、ち ょっといいかな！』とお 気に召 す 方がいらっしゃればお 部屋 の片隅
にでも飾 っていただければ幸いです 。
尚 、勝 手ながらご応募 多数 の場合 は 抽選 とさせ ていただきます 。
お 申し込 み方法 は 右記 をご覧 ください。よろしくお 願い申し上 げます 。

〔１〕

※当選の発表は次号３５号でご報告いたします。
◆お申し込み⇒ 株式会社 りらいふ

大阪狭山市東池尻３−８６１−１
弊社・フリーダイヤル↓

０１２０−１１２６−４５

○蓄熱式暖房 設備○太陽光発電シス テム
そのほか、住宅改修全般

○増改築

○耐 震改修

○手すり 取付・バリフリー 工事など介護リフ ォーム

■主な認定・登録
■国土交通省採択サイト《リフォーム評価ナビ》登録

■関西電力はぴeスマイル店 ■TOTOリモデルクラブ会員

■口コミ優良店(ｵｰﾙ電化JP)■リフォーム工事瑕疵保険登録業者
■三菱・東芝・パナソニック太陽光発電施工認定店
■ヤマハリビング・リフォーム加盟店 ■建築工事業登録・大阪府知事許可(般―１８)第１２５８３４号 ほか

〔４〕

今年のメダカは受精卵でお届けします(無料)
↑メダカの受精卵
弊社事務所の水槽で飼っている黒めだかは、毎年春先から初夏にかけて卵をたくさん産みます。
元はお客様からいただいたもので、今では希少になった天然メダカを採集してはご自宅で増やし、
ボランティアで小学校などのビオトープ(人工池) へ寄付するなどの活動を続けていらっしゃいます。
主に北摂や泉南の河川で採れたもので、ペットショップで売っているメダカとは少し違います。
毎年、ご希望のお客様へ稚魚(5mm〜1cmくらい)でプレゼントさせていただいておりますが、どう
も水が合わないのか、お届け後、すぐに死んでしまうことも多いようです。
そこで、今年からは稚魚ではなく、受精卵の状態でお届けすることにしました。
これなら水の違いの影響も少なく、運がよければ、卵から稚魚が生まれる瞬間に

暖かくなってきますと屋外で活動する機会も増し、ガーデニングや日曜大工が盛んになってきますね。
また、お家のリフォームが増えてくるのもこの季節で、特に今年は消費増税前の駆け込み需要が影響している
のか、TOTOやリクシルなどの住宅設備メーカーのショールームはいつも満員で驚かされることがあります。
お風呂やキッチンなどリフォームはさまざまでも、つい見落とされがちなのが窓やドアなど住宅の開口部です。
開口部は外気温の影響を受けやすい重要な部分。開口部を見直すことで断熱性が上がり、冷暖房費も抑えられ
る上に防犯、防音性も同時に増します。
内窓を設置するのもひとつの改善方法ですが、最近では簡単にドアや窓を交換できる製品も登場しています。
ここではほんの一部ですが、春先にふさわしい窓やドアの新製品をご紹介させていただきます。

立ち会えることができるかもしれません。
尚、受付は先着順で５０組さまくらいを予定しております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
◆メダカご応募締切 ・・・平成２５年５月中旬までに予約お申し込みをしてください。
※これまでにご応募された方も歓迎ですが、初めてお申し込みされる方を優先いたします。

リフォーム用のドアや 窓なら、交換時に干渉する内壁、 外壁の施工は
考慮しなくてもよいの で、美観を損ねず、施工時間も半 日〜１日で完

エピソード・エイピアJタイプ

了します。また、ご費用もグッと抑えられるようになりました。

◆お届けは６月ころ以降・・事前にご連絡の上、受精卵をビニール袋に水と一緒にお届けします。
◆お申し込み先・・・
株式会社 りらいふ
大阪狭山市東池尻３−８６１−１
弊社・フリーダイヤル

い い フ ロ

エピソードエイピアJタイプ
の主な特長

よ ー こ そ

メダカ予約お申し込みはこちら⇒０１２０−１１２６−４５

弊社恒例の《メダカプレゼント》は、おかげさまで毎回人気です。
今年からは受精卵でお届けいたします。受精した卵は約１０日ほどで孵化し、稚魚が生ま
れてきます。１組さまあたり２０個〜３０個くらいお届けできると思いますが、上手に扱
えば６割以上の確立で孵化するので、１０〜２０数匹のメダカの赤ちゃんが生まれてくる
ことでしょう。そこで、メダカプレゼントのお客様へお願いがあります。
生まれてきたメダカはご自宅で鑑賞するためだけに飼育し、決して自然の川や池などへ放
流しないでいただきたいのです。
その理由は、たとえ同じ種類の天然メダカといっても、生息する河川によっては遺伝子が
微妙に違っているため、異なる血統の個体を野に放つ行為は１種
の【環境破壊】と指摘されているからです。
絶滅危惧種に指定されて希少な天然メダカですので、自然へ戻
して増やし てあげたい・・・とつい考えてしまうのも理解できます
が、これも人間の勝手な思い込みなのかもしれませんね。
〔２〕

室内側だけの施工で簡単に窓

お風呂のリフォームと同時に
窓も簡単交換！

交換できるリモデルウインド
ウにジャロジー窓対応が追加
されました。
右写真 ⇒
冬寒く防犯上の問題点が多かっ
た浴室窓も改善されます！
※↓シールレスでカビの心配なし！

ご用命は㈱りらいふ
へお問い合わせ下さ
い！
製品資料、カタログ
請求、お見積もりな
ど、すべて無料にて
承ります！
お気軽にご依頼下さ
い！

〔３〕

