ハウス建装株式会社

会社案内

House-Kensou Company Brochure

リノベーション工事のご提案

一般的なリフォームはもちろん、家具工事など多岐にわたるリノベーション工事に対応

「外壁のリノベーション」や「クロス貼替工事」、
「床補修・張替工事」

一般的なリフォームはもちろん、家具工事など多岐にわたるリノ

や「水廻りのリノベーション」、
「襖・障子の新規制作または張替工事」、

ベーション工事に対応。製品メーカーの施工だからこそ、イージーオー

「間取りの変更」、「バリアフリー工事」等といったあらゆるリノベー

ダー等のご要望にフレキシブルに対応いたします。採寸から商品搬入・

ション工事に対応しております。ご予算、ご要望に合わせて最適な提

取付工事まで、ワンストップオーダー、アフターメンテナンスにも対

案を行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

応しております。

リノベーション工事
Renovation

間取り変更（2DK ⇒ 1LDK）

居室の変更（和室⇒洋室）

設備のアップグレード

多くの実績で培ったノウハウでお客様
に合わせたリノベーションプランをご提
手前の和室の壁をなくして LDK に間取り変更し、新たにカウンター
キッチンを設置。 床は無垢のフローリングに張替えました。

CASE 2

ハウス建装のリノベーション工事はお客

CASE 1

案しています。

カーペットからフローリングに仕様変更し、 壁には一部タイル柄の
デザインクロスを施しました。

様のご希望を反映した具体的な完成イ
メージを用いてご提案致します。旧来の
分かりづらい平面図ではなく、各お部屋
の完成イメージをご覧頂き、お客様にとっ
て分かりやすいご提案を心がけておりま
す。

Before

また、完成イメージを用いる事でお客

After

Before

After

様のご希望を反映させる事が出来るため、
2DK を広めの 1LDK に間取変更し、 奥にあったキッチンをカウン
ターキッチンとしました。

Before

After

CASE 4

リノベーション工事 - Renovation

P.2

せ出来る」というお声を頂いております。

CASE 3

「完成後の様子が分かるので安心してお任

和室を洋室にし、スペースを有効利用するためにキッチンをコンパ
クトにまとめました。

Before

After

バリューアップ工事

「快適と安心」の提供が入居者の満足となります

賃貸住宅に対する入居者のニーズは時代とともに変化しています。ワンランク上の快適と安心を目指した商品で、新築物件に負けない競争

原状回復工事

力のある物件づくりのお手伝いを致します。

Reform

標準工事の平均工期 7 日間。年間約 4,500
件の原状回復工事実績。公団住宅及び民間賃貸
住宅等の原状回復工事はスピードでお選び下さ
壁紙をデザインクロスへ

い。

クッションフロアをフローリングへ

設備をより良いものへ

賃貸住宅は工期短縮をすることによりスムーズ
に募集を行うことが出来ます。また、施工業者は
弊社で技術・マナー教育を受けた専門業者のみを

施工の流れ

『原状回復施工業者』として登録しており、責任を
もって施工対応致します。

01 お問い合わせ

フローリングの劣化が目立っていたために、ウッドタイルを上張りし
ました。

❸原状回復項目の確認

❹施工

❺完了

押入の内側にクロス、 中段・下段にパンチカーペットを貼り、 建
CASE 3

スに貼替えました。

CASE 2

CASE 1

カーペットからウッドタイルに仕様変更し、さらに明るい感じのクロ

02 家主様と打ち合わせ

具を撤去し、ロールスクリーンを取付けて洋風の物入れに仕上げ
ました。

原状回復工事 - Reform

P.3

Before

After

Before

After

Before

After

施工・アフター工事

製品メーカー施工だから安心

クロス張替え工事、床補修・張替え工事、襖・障子の新規製作または張替え工事。イージーオーダー等のご要望にフレキシブルに対応するため、
採寸から商品搬入・取付工事まで、ワンストップで責任を持って行います。また、製品メーカーだからこそ安心のアフターメンテナンス対応。

建具製造販売
Joinery

ダンフスマ

アルミ襖／障子

モビールスクリーン

木製建具

室内建具の製造販売から取付・メンテナ

実 績 NO.1 快 適さと安 心の

和の趣をそのままに、耐久性

ほんのり光を通す半透明パネ

豊富な実績と高い技術力で、

弊社ではすべての商品をオー

ダンフスマ。 開け閉めもなめら

に優れたアルミ襖。 様々なデ

ルで、光やシルエットを生かし

オリジナル木 製 家 具の企 画、

ダーメイドにて製 作していま

ンスまでワンストップでご提案

かで、 敷 居からの取り外しや

ザインのご要 望にフレキシブ

ながら空 間を美しく装う新 感

制作、施工までをワンストップ

取り付けも簡 単。 公 団 住 宅

ルにお応えします。

覚間仕切りです。

で行います。

機能性・メンテナンス性を重視し性能
試験数値をクリアした、室内建具の襖・

造作家具

す。 現場・ご自宅に伺い採寸
（ 寸 法 ）を取らせていただき、

指定材料として認定されてい

お客様のニーズにあった商品

ます。

を製作しお届けいたします。

障子を中心に、ご要望に合わせた製品の
製造から販売、メンテナンスまで一括管
理でサポート致します。自社工場生産に

施工の流れ

より大型マンション等への大ロット一括
導入も可能です。

❶お問い合わせ

❷現場採寸

部屋の明るさを取り入れたいとのご要望にて施工いたしました。

CASE 2

CASE 1

モビールスクリーン施工事例

❸製造・加工

❹搬入・納品・調整

❺ 2年間のアフターフォロー

襖・障子施工事例
襖を障子に変えて温かみと明るさを取り入れました。

建具製造販売 - Joinery

P.4

Before

After

Before

After

会社概要
Company Profile

社名

ハウス建装株式会社

許可・届出等

建設業
代表者

代表取締役 坂爪 雅啓

所在地

池袋事業所

資本金

取引銀行

国土交通大臣許可 ( 般 -27) 第 23751 号

産業廃棄物収集運搬業

主要取引先

東京都許可

第 1300185278 号

( 敬称略 )

〒 170-0013 東京都豊島区東池袋 1-15-12

アイホン株式会社

東急建設株式会社

TEL : 03-5958-0077 / FAX : 03-5958-0777

阿部興業株式会社

株式会社 NAGATA

アムス・インターナショナル株式会社

株式会社ニップコーポレーション

瑞穂事業所 ( 工場 )

株式会社エコプラン

日本総合住生活株式会社

〒 190-1202 東京都西多摩郡瑞穂町駒形富士山 76-1

エスケー化研株式会社

日本ペイント販売東日本株式会社

TEL : 042-556-2255 / FAX : 042-556-2347

株式会社越後屋

株式会社ノーリツ

加藤木材工業株式会社

株式会社備後屋

株式会社川島織物セルコン

株式会社ピーエス三菱

関西ペイント株式会社

社団法人防衛弘済会

三菱東京 UFJ 銀行

株式会社キツタカ

株式会社 LIXIL

三井住友銀行

三協立山株式会社

YKK AP 株式会社

多摩中央信用金庫

セイキ工業株式会社

青梅信用金庫

ダイナパック株式会社

みずほ銀行

大和ハウス工業株式会社

1,000 万円

