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営業時間：朝9時～夕方5時まで
※お時間はご相談に応じますので「仕事が終わってから寄りたい...」などお気軽にお申し付けください。

定休日：水曜日/木曜日
本社 :〒271-0064 千葉県松戸市上本郷 3785エドケンハウス本社の隣にあるリフォーム館には、

リフォームチームとアフターメンテナンスチームが常駐しています!!

お電話でのご相談受付中！ 土・日・祝日も営業中

0120-304-964

ホームページはこちら
エドケンリフォーム 検 索

松戸市を中心に10,000棟以上の一戸建を供給
ずっとメンテナンスしてきた会社だからこそわかる対処策

旧市立病院創業52年の実績と信頼創業52年の実績と信頼

※詐欺まがいの訪販会社の勧誘には要注意。不審に感じたら弊社にご連絡ください。
※火災保険を利用したい場合は保険会社に連絡する前に弊社にご連絡ください。
※スレート瓦には製造時期により、アスベスト含有のものや耐久性の低い製品があり塗装によるリフォームには要注意。
※足場を掛けて行う工事となりますので一緒に雨樋や軒天の改修、２階のサッシ交換、雨戸の取付等も検討しましょう。

注意点

おまかせ
ください！

　今を前向きに心豊かに暮らしたいというご家族のご希望を
　ご予算に合わせて実現できるよう全力でお手伝いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　                　　　スタッフ一同

全集中！
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3コロナ自粛生活応援
「安心して心豊かに暮らしたい」という想いに自粛はいらない！
「在宅時間が増えた今、住まいは快適で癒される場であってほしい」
「ストレスを抱えたままで窮屈な生活をいつまで我慢？」
「家族がそれぞれ快適に過ごせる間取りに変更したい！」
「便利で使いやすく快適なキッチン、バス、洗面台、トイレに交換したい！」　　
「床やクロスの張替えで気分一新したい！」
「屋根や外壁、手遅れになる前に早めのメンテナンスで安心して暮らしたい！」
「建替え、フルリフォーム、住み替え、いろいろな方向で検討したい！」
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エドケンハウスののエドケンハウス
2021

あと数十年安心して住み続けるために
部分的なリフォームで大丈夫ですか？

屋根・外壁のリフォーム

建築して３５年以上経過した建物には、耐用年数が過ぎて取り換えが必要な
部材があり、予算に合わせて優先順位と計画内容の検討が必要です。

■ 屋根下地のルーフィングの劣化 
■ 外壁下地の透湿防水シートの劣化
■ バルコニー
　防水の劣化
■ 屋根材や
　外壁材の劣化

雨漏りの原因となる

白蟻被害、床下の土台や根太、
柱の腐食、基礎の亀裂

傾いたり、
損壊の危険のある

■ 給水・給湯管の劣化
■ 排水管の劣化

水漏れの原因となる

必要な構造改修や建替えも同時検討
しましょう！

無料 現場調査の上、部分改修、全体改修、建替えの同時提案します。

ドローン撮影による
屋根廻り診断始めました。

火災保険の被害報告書や見積書を作成し、保険申請のお手伝いをします。
外壁・屋根の塗装や改修工事の費用に充填できます。
被害発生から３年を経過すると保険対象外になるので注意！



コロナによる生活スタイル対応商品

タカラスタンダード松戸
047-703-8811

面倒な手動シャッターから楽々電動式に！

Before After

窓まわりをガードすることで安心・安全！

触らないからキレイ。
電気工事不要。
乾電池でタッチレス
水栓ナビッシュが使えます。

今ある窓に内窓をプラス
断熱効果、防音効果のある

二重窓に

後付雨戸シャッター 電動シャッターに交換後付雨戸シャッター 電動シャッターに交換

内窓インプラス内窓インプラス

50年一戸建てを
供給してきた
会社だから安心！

●給排水管改修  ●外水道  ●水漏れ補修  ●電気配線
●浄化槽  ●ソーラーシステム

給排水・電気工事

●クロス張替え  ●畳・襖交換  ●網戸交換
●フローリング張替え  ●給湯器交換

内装工事その他

0120-304-964まずはお電話ください！まずはお電話ください！まずはお電話ください！エドケンハウスのリフォームエドケンハウスのリフォームエドケンハウスのリフォーム 0120-304-9640120-304-9640120-304-964

●リノベーション  ●増築・減築
●間取り変更  ●和室から洋間に
●耐震補強  ●雨漏り改修

増改築工事
●外構改修
●堀・門扉・フェンス
●駐車場  ●植栽　

外構工事

すべり台シンク
コーナーに設けた排水口に
向かって水がまっしぐらに
流れます。

スーパースクリーンフード
フィルターがないからお手
入れラクラク。

推奨プラン　定価　　　　　　　　 　　▶

465,000円

2550サイズ2550サイズTOTO ミッテ

金額重視プラン
定価

1,163,400円

659,100円

キレイシンク
色も形もキレイなシンクは、
簡単お手入れでキレイが保
てます。

アシストポケット付
いちばんよく使う道具を立
てて収納できる、扉裏のポ
ケット。

2550サイズ2550サイズLIXIL シエラ

1216サイズ1216サイズ

TOTO
リモデルWY

洗面台 シャワートイレ

750サイズ750サイズ
TOTO オクターブ LIXIL

104,400円 72,100円
定価 　　　　　　　　  ▶298,500円

うちのお風呂は想像以上に気持ちいい
スッキリ水栓
お掃除ラクラクカウンタータイプ

キッチン

定価180,300円 ▶

・フチレス形状
・キレイ便座 ・壁リモコン
・フチレス形状
・キレイ便座 ・壁リモコン

1616サイズ1616サイズ

LIXIL アライズ

推奨プラン　定価　　　　　　　　 　　▶

381,000円
金額重視プラン
定価

1,088,590円

764,600円

65%
OFF

267,000円～▶

くるりんポイ排水口
浴槽排水を利用した
強いうずが、汚れを流す。
※効果的な渦流を発生させ
るためには、浴槽水位が
150mm以上必要です。

ユニットバス 
(戸建て)

10年間
ファンのお手入れ不要！

65%
OFF

60%
OFF

60%
OFF

264,000円～▶

推奨プラン　定価　　　　　　　　  ▶

370,000円
金額重視プラン
定価

934,500円

526,000円

60%
OFF

210,000円～▶

推奨プラン　定価      　　　　　　　　  ▶

553,000円
金額重視プラン
定価 545,300円

50%
OFF

272,000円～▶

ユニットバス 
(マンション)

キッチン

1,107,700円

TOTO松戸
047-349-5585

TOTO柏
04-7140-8871

LIXIL柏
04-7134-1794

メーカー協賛
限定品キャンペーン！

スタッフおすすめ特選商品！
2021年の
最新仕様でご提供！ 災害対策 寒さ対策

今こそやっておきたい！
おすすめリフォーム！

提携メーカー
ショールーム

あらかじめ「エドケンハウスから紹介されて」と伝えて電話予約して下さい。専任のスタッフが対応してくれ、施工費を含めたお見積もりがお出しできます。

コロナによる生活スタイル対応商品

INAX ナビッシュ レストパルF/レストパル

ディテールまでこだわり抜いたリノベーションに最適な4色とデザインガラス
3種をご用意。美しい素材でワンランク上の上質な空間を演出します。

チェッカー アンティーク モール

住宅に関わるほぼ全ての工事に対応致します！

製品代（消費税別）のみ表示。

※価格は商品サイズなどにより変わります。お気軽にお問い合わせください。

玄関ドア・サッシ玄関ドア・サッシ

暑さ対策は二重窓が
おすすめです!
樹脂製のプラマードUをつけて
二重窓にすることで、窓からの
熱の出入りを抑え、住まいを断熱化

ドアリモなら、
デザイン・色も
一新出来て、明るく
素敵な玄関になります!

断熱内窓プラマード U

壁を壊さず玄関ドア交換 ドアリモ
AfterBefore

メーカー協賛

アタッチメントで
複層ガラスの
窓に変身！

１枚ガラスを複層ガラス、
防犯ガラスに交換

網戸の張替え、交換など

『宅配ボックス』
留守の時にも
受け取り可能で
便利！

お掃除がしやすい

宅配ボックス
1 抜群の収納力2 使いやすい手洗器3

TOTO オクターブ

レバーに触れずに、
手を差し出すだけで、
水がスムーズに使える。

各メーカーの抗ウイルス加工商品
●フローリング ●クロス ●手摺 など

今、売れてい
ます!

玄関廻にタッチレス
水栓の洗面台キッチン用タッチレス水栓 既存の給排水を利用した

トイレ手洗い今の時代、必須！

新春特価にてご提供！新春特価にてご提供！

コロナによる生活スタイル対応商品

現地調査・ご提案・工事費を含めた見積もりまで無料。 お気軽にご相談ください。


