より良い住まいづくり 豊かな暮らしのお手伝い

小川工務店新聞
vol.29
平成から「令和」という時代へ
令和元年。30 年間に渡る平成期間は住宅業界にとっても大きな変化があった時
代と言えるでしょう。お客様の求めるお住まいも「ただの住宅」から個々の生活に合
わせた「住まい」、また「暮らし方」を実現するものへと進化しています。
効率化が謳われ、AI が人に成り替わると言われるこの時代ではありますが、だから
こそ人と人の繋がりを見直し、いつでも何でも相談できる、頼れる「地域の工務店」
でありたいと考えます。
弊社では、お客様に満足いくお住まいで長く暮らしていただくために、住まいづくり
の要である大工の技術に今一度注力し、伝承のために若い力を育てていきます。
人々が美しく心を寄せ合うという令和の意味と同じく、地域の一員として皆様に寄り
添い、より良い住まいづくり豊かな暮らしのお手伝いの一端を担えますよう、全社一
丸で精進して参ります。今後もどうぞご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

代表取締役 小川 勝利

各店長からごあいさつさせていただきます

オープンガーデンはじめました！
本社花壇で季節のお花を
ぜひお楽しみください！
使われていない土地や団体の庭を柏市民
に開放して楽しんでもらう「カシニワ
オープンガーデン」の登録をしました。
大工手作りのベンチをご用意しているの
で季節によって変わる花壇をゆっくりご
覧ください。
鑑賞時期は春～秋が見ごろとなります。

カシニワ・フェスタ 2019
5/11（土）▶19 日（日）
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小川工務店は今後も変わることなく、

でもお気軽にご相談ください。

お客様ひとりひとりのご希望をお伺い
し、より良い住まいづくりとともに豊か

74 カ所のカシニワを一斉公開。当日はガーデン開放のほか、マルシェなど
様々な催しを実施。お気に入りのカシニワを発見してください。
小川工務店では正面の庭と花壇を花で飾り皆さまをお待ちしております。

松戸支店 店長 石井理恵子

逆井駅前支店 店長 坂井信介

な暮らしのお手伝いをさせていただき
ます。
本社 営業部長 小川勇二

柏

地域情報
地域の情報をお届け！
各イベントについてのご質問は、
各問合せ先にお願い致します。

東葛混声合唱団第 9 回定期演奏会
2019 年 6 月 2 日(日) 開場:13:30 開演：14:00
会場：柏市民文化会館 大ホール
松戸・柏を中心に活動する東葛混声合唱団。次回の公
演は筑後川や美空ひばり作品などを発表。

無料

松戸
無料

問)東葛混声合唱団

四方 ℡04-7156-6051

江戸川クリーン大作戦
2019 年 5 月 26 日(日)
受付 8:30～9:00 実施 9:00~1 時間程度
河川美化運動の一環として開催。矢切の渡し乗船錠前
か、市立中部小学校先江戸川土手の 2 カ所で開催。

問)松戸市役所 廃棄物対策課 ℡047-704-2010

●新築●リフォーム●修繕

株式会社 小川工務店

●新築●リフォーム●修繕

逆井駅前支店

0120-557-686
柏市新逆井 2-9-17
TEL 04-7174-4102
Ogawa 最新情報はこちらから

●新築●リフォーム●修繕

松戸支店

TEL 04-7160-5678

TEL 047-394-4102

柏市逆井 13-9
ﾕｰｶﾘﾋﾞﾙ 1F

松戸市小金原 5-2-12

http://www.ogawa-bco.co.jp

「年間実績 600 件」 「地元リピート率 70％」
お住まいのことなら 安全・安心施工の

へお任せ！

新築を工務店で建てるメリットは？リフォームをどこに頼んだらよいのかわからない、そうお考えの方は多いのではないでしょうか？
私ども工務店は住宅の構造について熟知はもちろん、お客様それぞれにピッタリな住まいづくりのご提案をしています。
安全・安心・快適・健康・幸福な暮らし実現のために「より良い住まいづくり 豊かな暮らしのお手伝い」をモットーにまじめな家づくりをしています。

●新築＆リフォーム最新施工例をご紹介します！
安心」。今までもこれからも安心して小川工務店にお任せください。
実例紹介

新築工事
●お客様のご要望：
実家が小川工務店で建てた家！室内環境が快
適で家を建てるなら小川と決めていました。
建物内の気温差が少ない家で暮らしたい！

柏市緑ヶ丘 Ｎ邸

▶Ogawa のご提案
断熱性能の高いトリプル樹脂サッシを基本
に、環境・健康に対応したエコ断熱材である
ウッドファイバーをご提案。
壁や天井は断熱材の調湿性能を活かす紙ク
ロスで仕上げ、無垢の床材と合わせ憩いの室
内空間に。
今後増える荷物に対応するべく、大容量収納
に加え、小屋裏収納を設けます。これにより
置き場に困らないスッキリ空間が可能。

実例紹介

【工事内容】
築 30 年 2×4 工法
全てのサッシ交換
外装・屋根葺き替え
内装リフォーム
水廻り全改修

リフォーム工事一例

大規模リフォーム工事
●お客様のご要望：
築 30 年、家族の今までをずっと見守ってくれた
家！今回のリフォームで新たな家族である孫た
ちが集まる家にしたい！

▶Ogawa のご提案
大規模改修ですが、味のある１階の床材
や内部ドアは残して、もとの雰囲気を残
しました。サッシや水廻りは性能をグン
と上げ、家族みんなが使いやすいものに
入れ替えます。

柏市松葉町 I 邸
▼2F 居室
２階は室内とベランダがフラットな
掃出し窓で室内を明るく見た目もス
ッキリ。お施主様こだわりの木製ベ
ランダを造作しました。

▲リビング
リビングに設けた吹抜けで、室内は明る
く開放的な空間に。

▲リビング別角度
シンプルで使い勝手の良い大工オリジ
ナルテレビ台。

▲収納
従来押し入れがあっ
た場所は使いやすい
大型収納を設置。可
動式の棚で空間を無
駄にしません。

外壁の一部に木の板を貼りナチュラ
ルで優しい風合いに仕上げました。

[完成後Ｎ様のお声]
パントリーやシューズクロークなど
収納を充実させたので、これから物
が増えても安心です。
Ogawa 担当監督より
今後は、定期点検を通じて建物生涯に
渡り、豊かな暮らしのお手伝いをさせ
ていただきます。

[完成後 I 様のお声]
近所のお宅が小川工務店でリフォー
ム工事をしていたこともあり、散歩
の際いつも作業を見ていました。
施工中は丁寧に作業をしていただき
ありがとうございました。

▲造作洗面カウンター
洗面台はゆっくりと座ったままお化粧
ができるようカウンターを長めに作成。
使いやすさにこだわりました。また別に
設けた洗面台は大容量の収納が可能。
▲パントリー
あると便利なパントリー。買い置きした
食品や日用品など大容量の収納が可能。

▲シューズクローク
靴やコート、アウトドア用品などを収
納。玄関が散らからずスッキリ！

「希望のリフォームはいくら位かかるだろう？」
「工期は？」どんな些細なことでも、まずは
お気軽にお電話下さい。
最適なプランをご提案させていただきます。

無料
相談
承り中！

大工見習が入社しました
この春、2 名の大工見習が入社しま
した。これから 4 年間の見習期間を
経て大工職人を目指します。

ただいま新築工事中！
【新築工事中物件】
6 月完成予定

●松戸市 S 邸 木工事
●松戸市 N 邸 木工事

6 月完成予定

佐久間 祥紀
成田市出身

●柏市

7 月完成予定

●柏市

●松戸市 A 邸 基礎工事 9 月完成予定

●柏市

【着工予定物件】

山口 大樹
印旛郡出身

●柏市

F 邸 木工事

●柏市

リフォームも進行中！

●柏市

K 邸 6 月着工

●柏市

I 邸 6 月着工

●柏市

N 邸 6 月着工

●松戸市
●松戸市

G邸
外壁塗装、耐震工事
O邸
外構工事
T邸
耐震改修工事
T邸
浴室改修工事
H邸
大規模改修工事
I邸
大規模改修工事
他

