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平成２６年４月２０日

が季節ごとにお届けするアフターサービス誌

ふ

ＤＭ誌【re-life】は次号より一定の年数を経たお客様へは一旦お届けを終了させていただきます。
年々発行数が増えてきていることは有難いことで、社員一同喜んでおりますが、印刷費、郵送料等の経
費が増加していることもまた事実。今では当初に予定していた予算を大きく上回るようになりました。
そこで、誠に勝手なことで申し訳ありませんが、今後はある程度の経年を迎えたお客様へのお届けは、
一旦終了させていただくことになりました。
長い間ご愛顧いただきました御礼としまして、数量限定で恐縮ですが、粗品をご用意いたしました。
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尚、ＤＭ誌【re-life】は今後も継続いたします。新たにご用命を賜ったお客様のなかで、お届けをご希
望の方は再開させていただきますので、今後とも㈱りらいふをよろしくお願い申し上げます。

プレゼントⅠ １５名様へ差し上げます

プレゼントⅡ 同じく３０名様へ

○ライオン・暮らしのクリーンセット
キッチン洗剤１本、洗濯洗剤小袋３点、
石鹸１個、キッチンクリーナー１個

○しょう油・サラダ油セット
日清サラダ油４００ｇ入り１本、
キッコーマンだししょう油１本
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ＤＭ誌【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。
弊社の都合で恐縮ですが、次号よりある程度の
経年のお客様へは一旦お届けを終了させていただ
くことになりました。

今号の表紙絵

題名【春を告げる】

★上記のプレゼントをご希望のお客様は、右下にある弊社問い合わせフリーダイヤルまでお申し込みください。
尚、プレゼントの粗品はⅠかⅡのいずれか１点のみとなります。また、ご応募多数の場合は抽選とさせていただきます。
お申し込み有効期限は平成２６年４月３０日までとしています。皆さまからのご応募をお待ちしています！

■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
■ＴＯＴＯリモデルクラブ ■クリナップ水周り工房
■口コミ優良店 ■トクラス加盟店(旧ﾔﾏﾊﾘﾋﾞﾝｸﾞ)
■リフォーム工事瑕疵保険登録
■三菱・東芝・パナソニック太陽光発電施工認定店
■関西電力はぴeスマイル店
■建築工事業・管工事業・電気工事業登録・
大阪府知事許可(般―１８)第１２５８３４号
ほか

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
修理のご依頼から住宅改修のご相談までなんなりと

■弊社がご提供できるリフォームの一部です
○浴室・キッチン・洗面・トイレ等水回りリフォーム
門柱、フェンス等のエクステリア

○外壁塗装

○蓄熱式暖房設備○太陽 光発電システム

○出張修理

○給湯器取替

○増改築

○壁紙・床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ取替等の内装工事

○オール電化

○ 耐震改修

○カーポート、

○床暖房

○手すり取付 ・バリフリー工事など 介護リフォーム

そのほか、住宅改修全般のこ とな ら弊 社ま でご 相談 くだ さい 。

㈱りらいふについて

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
お客様の皆さまへ
弊社と同名の会社から『電話による勧誘や訪問販売をうけた』 という
ご連絡をいただくことがあります。弊社では電話勧誘や訪問販売は一切
しておりません。もし、【リライフ】という社名でそのような勧誘を
うけられても、弊社とは関係のない会社ですのでご注意ください。

創業から２６年目を迎えます。
以 前の 社名は (有) ﾃﾞﾝ ｵﾝ ｻｰﾋﾞｽ
電 気温 水器 の販売
、 施工もし て
デ ン オン
いたこと から、電温サービスと
いう商号を使用し 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、
リ フォー ムの扱い がメインになっ
てきたことで、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 判断したからです。

株式会社りらいふ
代表 長渕圭司

タ イト ル【 春を 告げ る】 ・サ イズ ・(28.8㎝× 18.2cm)・ 水彩 画・ 和紙
ひ ばり

【 菜の 花畑 でゴ ロリ と寝 そべ り、 ぼん やり と春 の 空を 見上 げて いる 。遠 くで 雲雀 の啼 く声 も聞 こ えて きそ うで す】

３７号の表紙の絵【時の鐘】には計３組様からご応募を
頂きました。弊社スタッフ立会いのもとで抽選の結果、

表紙の絵プレゼントご応募方法

大阪狭山市にお住まいの前田様がご当選されました。
◆ご応募の締め切り平成２６年４月３０日まで
◆下記弊社フリーダイヤルの電話番号までお申し込みください。 プレゼントの絵は３月にお届けさせていただきました。
◆ご応募の方が多い場合は抽選とさせていただきます。
※当選の発表は次回３９号でご報告いたします。

前田さま、ご応募の皆さま
ありがとうございました！

株式会社 りらいふ
大阪狭山市東池尻３−８６１−１

◆お申し込み⇒

また、連絡が遅れまして

弊社フリーダイヤル→０１２０−１１２６−４５

〔１〕

すみませんでした。

り

ら

い

ふ

ＤＭ誌【re-life】だけの
春の恒例企画

平成２５年度補正予算

メダカは稚魚の状態でお届けします(無料)

【長期優良住宅化リフォーム推進事業】とは？

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。
いつもご希望のお客様へ稚魚(5mmほど)をプレゼントさせていただいておりますが、お届け後に
死んでしまうことが多く、昨年は受精卵に変更しました。ところが、結果は最悪で、むしろ稚魚のほうが
生存率はよかったみたいです。
そこで、今年は最初のころのように、卵から孵してから稚魚でお届けすることにしました。
ただ、稚魚まで育てるのは結構気を使ってしんどい上に、事務所が魚臭くなってたいへんで・・・
そのような次第ですので、メダカプレゼントの受付は先着順とし、およそ３０数組様あたりで締切らせて
いただきます。どうぞご理解の上よろしくお願い申し上げます。
◆メダカご応募締切 ・・・平成２６年５月末までにお電話で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。
◆お届けは６月ころ以降・・事前にご連絡の上、稚魚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

国土交通省・住宅リフォーム補助支援事業のご案内

よ ー こ そ

メダカプレゼントお申し込みはこちら⇒０１２０−１１２６−４５

今では希少になった天然のメダカ。しかし、非常に稀ですが大阪近辺でも見かけることがあります。
ため池やその周辺の用水路など、特に流れのゆるやかな水路などを注意して観察してみましょう。
水ぬるむ５月から初夏にかけてが有望で、運がよければ自然繁殖のメダカに出会えるかもしれません
しかし、その時に出会えても、来年もまた同じ場所にいるか、と問われたらそれは難しい話でしょう。
いつか、近所に住む知り合いのおっちゃんから
『メダカなんか、○○あたりのため池行ったらなんぼっでもおるで！』と豪語されたことがあります。
『ええっ〜！あんなとこにメダカおるんですかァ〜！』と感激した私がその場所を尋ねると、おっちゃん
は【誰にも内緒やで】的な感じで秘密の生息地を教えてくれました。(もちろん、恩着せがましく・・・)
その後、３年ほど毎年５月から７月にかけて通い続けましたが、悲惨な結果に終わりました。
いえ、決しておっちゃんが嘘をついていたわけではありません。
確かにそのため池には一時的にメダカがなんぼっでも棲んでいたに違いないのです。
でも、か弱いメダカにとって、そのため池はあまりにも環境が悪すぎたのです。
水質や土壌の汚染はもちろん、ブラックバスやブルーギル、雷魚といった
外来魚による食害も大きな要因になっています。
また、人の手による乱獲も否定できません。もし、メダカを運よく見かける
ことがあっても、撮影や観察だけで、そっとしておいてやりたいものです。
また、同じ種類のメダカであっても、遺伝子レベルでは地域によっては異なる種になるのだそうです。
ですから、むやみな採集や放流は一種の環境破壊となりますので、慎しんでおきましょう。

◎新築ではすでにおなじみの長期優良住宅をリフォームでも推し進めようとする国の施策です。
耐震化など、住宅の性能向上のためのリフォームにより、建物の長寿命化を図る工事に対し、国がその費用の
一部について支援(補助金)、既存住宅の質の向上及び住宅流通促進の醸成を図る目的ではじめられました。
補助の対象となるものは、
①耐震化、劣化対策、省エネ性能等(断熱、給湯器、冷暖房等)の向上のための工事費用。
②①以外の住宅性能の向上に資する工事費用。
③インスペクション(建築士による住宅の検査)の実施、維持保全計画の作成等に要する費用。
１級建築士の検査、プランを元に改修の結果、国が定める【長期優良住宅化】に適合した住宅として認定されるこ
とで、居住環境や耐震性、省エネ性能が向上すると共に建物の資産価値も上がります。

【補助】はどれくらい？
◎長期優良住宅化リフォーム工事を行う建築主に対して、国が費用の１/３を補助金として支援します。
但し、制限があり、１戸あたり１００万円が上限となります。
今回の事業は平成２５ 年度補正予算分で、㈱りらいふでは３ 戸分を確保、本補助金を活用したリフォームを実施
されるお客様を募集させていただきます。

どうすればいいの？
まずは弊社までご相談ください。単にリフォームするだけでは支援はありません。ほかにも条件があり、、
特に本補助金活用のリフォームの場合、平成２６年９月末までの完工が条件となっています。
ご関心のあるお客様、リフォームをご検討中のお客様は是非弊社までお問い合わせください。

ステップ①
まずは弊社まで
お電話ください。
ご説明に伺います

ステップ②

ステップ③

１ 級建 築 士に よる
建物検査を実施。

改 修プ ラ ンと 施主
様 のご 要 望を 元に

改修プランを作成

工事を実施

ん・・・
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もちろん、差し上げたメダカを放流することもお止めください。ご協力をお願いいたします。

〔２〕

〔３〕

ステップ④
プ ラン 通 りに 完成 した か
厳重にチェック
写真、図面等で完了申請

ステップ⑤
申請書をうけて
審査↓
補助金支払い

