
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年の実績と信頼おまかせ
ください！

「安心して我が家に住み続けたい」
「これからもワクワクしながら過ごしたい」を応援

50～70代、気力・体力のあるうちに老後に向けたリフォームを。
安心、安全だけではもったいない。

在宅時間が増えた今、心地よい空間づくりのため
予算にあわせて、修繕・リフォーム・建替えを含めた検討情報をご提案します。

元気で心豊かに暮らせるよう、全力でお手伝いします。

スタッフ一同

リフォーム館でお待ちしています！

エドケンハウス
リフォーム
エドケンハウス
リフォーム

エドケンハウス リフォームメニュー

のの 坪18万円～予算に合わせて追加料金なしで丸ごと一新。

予算 500万円～1,000万円程度予算 1,000万円～2,000万円程度
建替えよりも予算を抑えて安心・快適な住宅に一新。
築35～40年以上の家は、見えない所こそ大事です。

柱･壁を取り除く間取り変更
増改築工事

建物の構造をチェックし
補強工事を併せて行います。

構造下地の状況により、
部分補強、重ね張り等
最適な提案。

劣化の状況により、
解体再施工、部分補修、再塗装･
再防水等最適な対応を提案。

住宅の構造に精通している会社だからこそ

床や階段･壁の改修工事 屋根やベランダ防水の劣化改修

介護保険・火災保険を
利用した工事

● 壁･天井クロス張替
● 床・階段・建具改修　● 和室から洋室　

Before AfterBefore After

● 屋根葺替　● 屋根塗装
● 雨樋取替　● 雨漏り改修

● 外壁張替　● モルタル塗替
● 塗装　● 破風・軒天改修

● キッチン　● 浴室　● 洗面
● トイレ　● 給湯器

● 外構改修　● 駐車場改修
● ブロック・フェンス改修　● 植木手入

建替えか
迷っている方

中古住宅を
買って

リフォームしたい方

間取り
変更や増改築
したい方

地震のとき
家が心配な方

2世帯住宅に
したい方

まるごとリフォームまるごとリフォーム

内装改修内装改修

外構改修外構改修

人気メニュー人気メニュー人気メニュー

水廻り設備交換水廻り設備交換

屋根改修屋根改修外壁改修外壁改修

再生住宅リノベーション再生住宅リノベーション

おまかせください
おまかせください



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！

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

50年以上一戸建てを供給してきた会社だから安心！
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

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　　　　　　　　 　　▶

511,890円

TOTO ミッテ

金額重視プラン
定価

1,279,740円

725,010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。

LIXIL シエラ

LIXIL
アライズ

TOTO
リモデルWY

LIXIL
リノビオVP

TOTO サザナ

推奨プラン　定価　　　　　　　　 　　▶

438,130円
金額重視プラン
定価

1,251,800円

849,530円 297,330円～▶

ユニットバス (戸建て)

10年間
ファンのお手入れ不要！

60%
OFF

290,000円～

60%
OFF

▶

推奨プラン　定価　　　　　　　　　　  ▶

411,180円
金額重視プラン
定価

1,027,950円

578,600円 231,440円～▶

推奨プラン　定価      　　　　　　　　  ▶

419,100円
金額重視プラン
定価841,060円 294,370円～▶

ユニットバス (戸建て)

1,197,450円

TOTO松戸・柏
0120-43-1010

LIXIL柏
04-7134-1794

メーカー協賛限定品キャンペーン！ 展示品超特価セール

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
電話予約してください。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。

住宅に関わるほぼ全ての工事に対応致します！

※商品はすべて税込み価格となります。（工事費別途） ※商品はすべて税込み価格となります。（工事費別途）

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

2550サイズ2550サイズ 2550サイズ2550サイズ

1616サイズ1616サイズ

1216サイズ1216サイズ 1216サイズ1216サイズ

1616サイズ1616サイズ

玄関ドア・サッシ玄関ドア・サッシ

65%
OFF

65%
OFF

推奨プラン　定価　　　　　　　　 　　▶

609,230円
金額重視プラン
定価

1,218,470円

599,830円 299,910円～▶

推奨プラン　定価      　　　　　　　　  ▶

512,380円
金額重視プラン
定価592,680円 296,340円～▶

1,024,760円50%
OFF

50%
OFF

エドケンハウスリフォーム館でご覧いただけます！

キッチン

心も身体ももっとラクに、
サザナが叶える心地よい毎日
直感的に操作しやすい
リングハンドルを採用

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。

キッチン キッチン

ユニットバス (戸建て) ユニットバス (戸建て)

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

もっと、お風呂が好きになる。
人がお風呂に求める“心地いい”という
瞬間のために進化したバスルーム

国土交通省のグリーン住宅ポイント制度 リフォームで
最大30万円相当

既存住宅購入で
最大30万円相当住宅のリフォームで省エネ改修を行った方や既存住宅の購入を

した方に最大30万ポイントが付くお得な制度が始まります。

かしこく
使おう！

詳しくはお気軽にお問合せください！ 令和3年10月31日までに契約を締結した方が対象

　我慢しないでやっておきたいおすすめリフォーム！　特価にてご提供

リビングドア 永大産業
無料プレゼント!
リビングドア 永大産業
無料プレゼント!

推奨プラン　定価　　　　　　　　 　　▶

492,770円
1,971,090円

推奨プラン　定価　　　　　　　　 　▶

80,300円
321,200円 推奨プラン　定価　　　　　　　　 　▶

87,450円
291,500円

A.ホワイト片開き戸ドア
　色柄:ラスティックピュア

A B C D

B.茶色片開き戸ドア
　色柄:ハーバルブラウン
C.ダーク系片開き戸ドア
　色柄:アトラクティブブラック
D.引き戸
　色柄:カームグレージュ

※下記いずれかの1枚
　とさせて頂きます。

TOTO
オクターブ

洗面台

LIXIL MV
750サイズ750サイズ 900サイズ900サイズ

洗面台

75%
OFF

70%
OFF

（枠・工事費は別途必要です）最新デザイン高さのハイドア

永大ラフィーナネオ さらに！

75%
OFF

エドケンリフォーム館の展示商品をお譲りします！2021年仕様 スタッフおすすめ  最新の注文住宅で採用の充実機能 エドケンリフォーム館の展示商品をお譲りします！2021年仕様 スタッフおすすめ  最新の注文住宅で採用の充実機能 


