
リペアプラスではお問い合わせから契約成立まで、
どのような流れになっているのか、解説致します！

お問い合わせ

現地調査/
打ち合わせ

ご契約までの流れご契約までの流れ と
な
り
の
リ
フ
ォ
ー
ム
屋
さ
ん

お見積りの提出

ご契約成立

〒462-0012 愛知県名古屋市北区楠3-250 名北楠ビル1F
FAX : 052-508-9218
URL : http://repair-plus.jp 
E-mail : mail@repair-plus.jp

受付時間（月～土） 9：00～18：00

安心のリフォーム

お住まいのちょっとしたお悩み
お気軽にご相談ください。

ご相談
 無料！

お見積り
 無料！

株式会社
リペアプラス

☎ 052-508-9217
安心のリフォーム

株式会社
リペアプラス

10万円以下で、こんなこと出来ます！10万円以下で、こんなこと出来ます！

フローリング
張り替え

施工期間 ：1日

雪止め
取り付け

施工期間 ：1日

天井の
張り替え
施工期間 ：1日

壁紙の
張り替え
施工期間 ：1日

襖の
張り替え
施工期間 ：0.5日

手すりの
取り付け
施工期間 ：0.5日

ゴミ、廃材
処分

施工期間 ：0.5日

アクリル板
屋根交換 基礎塗装

施工期間 ：1日 施工期間 ：1日

雨漏り
修理

施工期間 ：1日

ポリカーボネート
屋根交換

施工期間 ：1日

ウォシュレット
取り付け

施工期間 ：0.5日

洗面化粧台
交換

施工期間 ：0.5日

施工期間 ：1時間

テレビ
ドアホンに

交換

網戸の
張り替え

施工期間 ：0.5日

打ち合わせ内容を元に
お見積りを提出させて頂きます。

お見積りにご了承頂き、本契約成立となりましたら、
段取りを進めて参ります。

現地調査をさせて頂いた上で施工内容に関します
打ち合わせをさせて頂きます。

お問い合わせ頂きましたら現地調査の
日程調整をさせて頂きます。

地
域
密
着
企
業



小さなお仕事大得意！

となりのリフォーム屋さん！

地域密着だからできる
丁寧なアフターフォロー！
地域密着だからできる
丁寧なアフターフォロー！
地域密着だからできる
丁寧なアフターフォロー！

となりのリフォーム屋さん！

小さなお仕事大得意！

リペアプラスは激安のリフォーム屋さんでも、

利益追求のリフォーム屋さんでもありません。

リペアプラスは価値ある物を適正価格で提供し、

最高のチームワークでお客様に満足をお届けできる

リフォーム会社でありたいと思っております。

価値ある商品を適正価格で、提供することは

リフォーム屋さんとして当たり前の事です。

それでは、リペアプラスの軸は何なのか？

答えは「人」です。

チームワークが良くないといい仕事は出来ません。

お客様が、些細な事でも相談できる人間関係が

構築出来ていないと満足の行く仕事はできません。

また、担当者が自分本位では無く、

本気でお客様の立場に立ち、考える事が出来なければ

本当の問題解決には至りません。

価値ある商品 ＋ 人間関係 ＝ お客様大満足

リペアプラスの軸は「人」です！

リペアプラスは縁あるお客様に

大満足を提供し続ける会社でありたいと思っております。

ぜひご期待下さい。

訪問なしで見積りをもらうことは出来ますか？Q
A

真心を込めた施工事例をご紹介します。真心を込めた施工事例をご紹介します。

よくあるご質問よくあるご質問

リペアプラスが
選ばれる

3つの理由

リペアプラスの魅力は「人」にあり！

リペアプラスが
選ばれる

3つの理由

リペアプラスの魅力は「人」にあり！

いくつか質問をさせて頂いて、大まかなお見積りをお出しするこ
とは出来ますが、直接見ることにより発見出来る問題、対処法
もございますので、それを踏まえた正確なお見積りを出させて頂
くために、訪問させて頂いてのお見積りを推奨しています。

ちょっとしたことも頼めるの？Q
A はい、弊社ではお家のどんな問題でも対応致しますので、どん

なことでもお気軽にご相談下さい。

工事はだいたいどれくらい掛かるの？Q
A 施工させて頂く箇所・範囲・形状により大きく変わってきてしまいま

すので、一度ご相談下さい。

着工した後に、工事してもらった
ところの件で連絡してもいい？
Q

A はい、もちろんです。弊社ではアフターサポートを万
全にし、お客様と末永くお付き合いしていきたいと考
えております。お気軽にご連絡下さい。

工事中は家にいないとダメですか？Q
A ご不在でも問題ありません。ご不在の間にもしっかり施

工を進めさせていただきます。

支払いはいつになりますか？Q
A 工事終了後、1週間以内であればいつでも可能です。

工事中は近隣に迷惑はありませんか？Q
A 作業音が出てしまうので、工事前にしっかりとあいさつさせていた

だきます。

スタッフ一人一人が、より近くの存在として、地

域の皆様から愛される「となりのリフォーム屋さ

ん」を目指しています。お客様の目線に立って

一緒に考えながら、お住まいの問題を解決する

とともに、生活のちょっとしたお困りごとのご相談

まで親身になってお伺いしています。

リペアプラスは、大きなお仕事はもちろんです

が、雨どいの修理や、トイレの壁紙の張り替え、

雨漏りの修理など、小さなお仕事も大得意で

す。どこに頼んでいいのかわからないような、お住

まいの小さな問題も解決いたします。

リペアプラスは、施工をして終わりではなく、その

後の点検も欠かしません。それができるのは地

域に根ざしたお仕事をさせていただいいている

から。現場に行く途中でも、施工したお宅に立ち

寄って問題がないかチェックしています。

ガレージの屋根、物干台の屋

根、ベランダの屋根などの工事

を承ります。汚れたままになって

いたり、変形していたり、割れて

いたりする塩ビの波板を、ポリ

カーボネートに張り替えいたしま

す。ポリカーボネートは透明性、

耐衝撃性、耐熱性、難熱性な

どに優れた性質を持ち、耐衝

撃性は一般的なガラスの250

倍以上と言われます。また紫

外線に強く、耐久性はアクリル

板の約20倍もあります。

漆喰の塗り替え時期は状態

にもよりますが、15年～20年が

理想です。漆喰は瓦の土台と

なる葺き土を守る役割もあり

目に見えない部分なので、定

期的なメンテナンスが必要に

なります。

外壁は紫外線、雨風、経年劣化によって

塗膜が劣化していきます。塗り替え時期は

10年～12年が理想です。ひび割れやチョー

キング現象を起こす前が理想の塗り替え

時期となります。また、外壁に遮熱・断熱

塗装を行うことで、夏場はすずしく、冬場は

暖かいといった、快適に過ごすための機能

性を向上させることが出来ます。

畳など傷んできた床を解体し、下地を

補強して新しい床に張り替えます。床

材はフローリング・タイル・カーペットな

ど様々な種類があります。お客様に最

適な床材をご提案いたします。

代表取締役

鈴木 正道
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Before After

Before After

Before After

Before After

Before After

古くなったキッチンをリフォームいたしま

す。ガスコンロやオーブンの設置、レン

ジフードの交換、食洗機の後付けなどを

行います。合わせて床の補強や張り替

え、壁紙の交換なども行っております。

Before After

Before After

内装、便器などがが古くなったトイレを

リフォームいたします。便器・便座、紙

巻器、内装などを取替えて、節水性と

清掃性の良い便器や最新機能搭載

の温水洗浄便座を設置いたします。

ベランダ防水の塗り替え時期は8年

～10年が理想です。ひび割れや膨

れが見えたら注意が必要です。防

水工事には、FRP防水、ウレタン防

水などいくつかの工法があります。お

客様に最適なご提案をいたします。

Before After

屋根工事

外壁塗装

床の張り替え

キッチンリフォーム

ベランダ防水

Before After

屋根は家の中で最も過酷な場所で、外壁

よりも早く痛んでしまいます。10年程度での

塗り替えが理想です。シリコン塗料やフッ

素塗料の他に遮熱性塗料や断熱性塗料

などの耐久性の高いものもあります。

屋根塗装

トイレリフォーム




