発行・㈱りらいふ

平成２５年７月２０日

が季節ごとにお届けするアフターサービス誌

彩風勝手口ドアご参考例→
前回の３４号掲載の、ＹＫＫＡＰ/リフォーム用勝手口ドア・エピソードエイピアＪへ
取り替えた場合のご費用の問い合わせを数組のお客様から頂いております。
本製品は、勝手口ドアを閉めたままでも、ガラス部が上下にスライドできるので風通
しがよく、防犯性にも優れています。製品価格はメーカー希望価格で￥１４万円前後
から

のものが多く、製品値引きの後、施工費を含めて、弊社では税込 １５万円〜くらいでご提供しておりま
す。工事は半日、複層ガラスですから断熱性もＵＰします。色や格子も数種類あります。
また、玄関ドアのリフォ ームも承っております。
玄関ドアの場合は製品にもよりますが２５万円前後〜が多いです。
お気軽にご相談ください。
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弊社では、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。工事が無いときなど、手がすいた場合のみに実施、できるだけ事前にご連絡の
上、ご都合をお聞きした上で点検を実施するようにしています。
もし、皆様の中で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
㈱りらいふ

３５号の主な内容

・ サイ ズ・ F１ ０(５ ３㎝ ×４ ５． ５cm)
・ アク リル ・キ ャン バス 布張 り※ 額縁 なし
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オル ゴー ル付 のス ノー ドー ムが 描か れて

⇒０１２０−１１２６−４５

フリーダイヤル

ー

Ｓｅａ】

いる 幻想 的な 絵で す。
涼し そう な雰 囲気 もあ りま せん か？

暑い夏も涼しく特集Ⅰ

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

電話料金無料
フリーダイヤル
●営業受付時間AM９時〜PM７時

定休日

日祝日

㈱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。

暑い夏も涼しく特集Ⅱ

その後、問題はありませんか？

り

※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 →
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【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
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。

■弊社取り扱い品目の一部です

【３５号表紙の絵】プレゼントご応募方法

○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
○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

弊社スタッフ立会いのもと、あみだクジで抽選の結果、堺市南区に
お住まいの奥中様がご当選されました。

■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〕

３４号の表紙の絵【牛舎に春が来たよ！】には計１５組様から
ご応募を頂きました。

絵は５月中旬にお届けさせていただきました。

奥中さま、ご応募の皆さま
ありがとうございました！

◆ご応募の締め切り 平成２５年８月１０日まで
◆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。
※当選の発表は次号３６号でご報告いたします。

株式会社 りらいふ
大阪狭山市東池尻３−８６１−１

◆お申し込み⇒

弊社・フリーダイヤル↓

〔１〕

０１２０−１１２６−４５

暑い夏も涼しく特集Ⅰ

暑い夏も涼しく特集Ⅱ

ろうそくの炎でゆっくりと回る夏の癒やし系工作

そう

ま

とう

★用意するもの
☆ミニすのこ×２個⇒ホームセンターで１個２５０円くらい
☆障子紙⇒余りものがベスト。☆厚紙⇒画用紙よりも少し厚めの紙１枚
☆ペットボトル⇒ 一番大きいので丸型。☆糸とそれを通せる小さなビーズ玉
☆ろうそく台と大きめのろうそく、できればシェード付きの台が望ましいです。
そのほか、のり、はさみ、カッターナイフ、マジックインキ数種類、セロテープなど

②ボトルの内側にお好みの下絵をあてて写し、マジックで色を塗ります

①ペットボトルの両端を切り落とします

目印用のテープ ⇒

③厚紙に炎の熱で回る風車を描き、 ④ボトルの上部へ
セロテープで接着
切り取ります

⑤ ミニすの こをばら し、写真 のよ
うに組み立て直す。障子紙を貼り、
④ の中心に 糸とビー ズ玉を通 して
結び、横木に吊るす用意をします。

※ろうそくは火災の恐れがあります。
もし工作される場合は十分に気をつけてください

⑥完成しました！
⑤ で作 った横 木を 中で 吊る
しています

中のろうそく台に火を灯す と
影絵のようで幻想的です

真夏の太陽光線に照らされた屋根や屋上などの表面温度は50〜80℃まで上昇し、その熱は室内
温度を上げ、エアコンなどの冷房費の負担にもつながります。
省エネや断熱が注目される昨今、太陽光の赤外線を効果的に反射させ、屋根などの表面温度の上昇を抑え
る、といわれている遮熱塗料にも関心が寄せられています。
日本ペイント、関西ペイント、エスケー化研などのメーカーから販売されており、通常の塗料に比べて
ご費用は２割ほど高くなりますが、屋根の表面温度を１０℃〜２０℃以上抑える効果があるそうです。
ただ、その効果が本物かを確かめようにも、屋根へ登るのは危険で素人の方には難しいでしょう。
弊社でも外壁塗装の際、屋根にはこの遮熱塗料を用いています。そこで、実際に遮熱塗装に使用した塗料
を別途用意した試験材に塗布し、一般的な塗装との違いを実験をしてみました。
◆実験日 平成２５年６月１７日(月)天候 晴れ 気温３２℃ 午後１時〜３時までの２時間放置
◆実験塗料・日本ペイント 遮熱塗料 【サーモアイ１液Si】溶剤シリコン系
一般塗料 ホームセンターで購入した水性塗料
◆塗装材 鉄板 厚さ０．８ｍｍ 撤去したガス給湯器の外装を利用。すでに塗装済み(アイボリー)。
以上の条件で午後１時から３時の２時間、屋外に放置、それぞれの表面温度と裏面温度を測ってみました。

①一般水性塗料・白
表面温度 ３８℃

①一般水性塗料・白
裏面温度 ３４℃

③

①

②

④

４種類の塗装面を同じ条件下で実施。屋外の２時間放置で表面温度が最も
抑えられたのは①の一般水性塗料の白で３８℃でした。
次に②の遮熱塗装(薄茶)で表面温度が４３℃、裏面が３６℃で、裏面では
白色を除き最も温度上昇が低く、遮熱効果があると言ってもよさそうです
②遮熱塗料・薄茶色
表面温度 ４３℃

②遮熱塗料・薄茶色
裏面温度 ３６℃

③既塗装・アイボリー
表面温度 ４３℃

③既塗装・アイボリー
裏面温度 ４０℃

④一般水性塗料・黒
表面温度

５４℃

④一般水性塗料・黒
裏面温度

４５℃

前 回ご 案内 の【 メダ カの 卵お 届け 】に は、 堺市 東区 の坂口 様以 下１ ７組 様か らの ご応 募を 頂き まし た。
す でに ６月 中旬 まで に全 員の 方へ お届 けさ せて いた だいて おり ます 。
中 には お届 け中 に生 まれ たメ ダカ もい て、 うれ しく 、また 楽し い配 達で した 。
ご 応募 の皆 さま あり がと うご ざい まし た。
メ ダカ の受 精卵 ⇒
今 回お 届 け の方 の うち 、 稚魚 の 誕生 が 少 なか っ たり 、 生ま れ ても す ぐ に死 ん でし ま った 場 合 は、 ９ 月頃 ま では
産 卵し ます ので 、ご 遠慮 なく お申 し出 くだ さい 。再 度、受 精卵 をお 届け させ てい ただ きま す。
ま た、 『生ま れて きた けど もう少しほしいかな・・・』の場 合も 追加 でお届 けい たし ます 。
【 メダ カの 受精 卵お 届け 】は 来年 の春 もま た実 施し ます。
こ れま で にご 応 募を され た 方も 、 そう で ない 方 も

〔２〕

大 歓迎 です 。お 楽し みに ！

実験では一般塗料と遮熱塗料の違いに驚くほどの差はありませんでしたが、
先日に完工した自動車工場の遮熱塗装の 効果は抜群で、金属折半屋根の表面と

電話料金無料フリーダイヤル

その裏(屋内側)では２８℃の差がありました。
試験材料が薄い鉄板で実際の屋根の構造 と異なること、赤外線温度計を屋外で
使用して精密な測定ができなかったことも影響しているのかもしれません。

〔３〕

営業受付時間A M９時〜PM７ 時日祝日

見積もりは無料で承ります！

