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藤野真紀子さん
クローゼットリフォームQ&A

本日の食材 “柿”

行事にあわせた装いを

■教えて！ 住まいの相談室

■体にうれしい食材NAVI

■素敵にグリーンライフ

■あの人の暮らしPhoto／M様邸（施工：杉本組）
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街と未来を創造する
■建設業許可／特定建設業愛知県知事第6092号  ■建築士事務所／一級建築士事務所愛知県知事(い)第447号  ■宅地取引免許／愛知県知事免許(11)第6056号

新築・リフォーム・不動産に関するご相談・ご質問などお気軽にお問い合わせ下さい。 0120-922-990

おかげさまで

創業70年
《関連企業》  ◎企画・設計・監理／建設コンサルタントカナヤマ（株） ◎不動産・開発／（株）フクマル　◎営繕工事・メンテナンス／杉本建築サービス（株）
　　　　　　◎建設資材リース／カナヤマ運輸（株）　◎増改築リフォーム／（株）スギモト　◎立体駐車場開発／（株）スペースアップアイチ

杉本組が発行する “Su-Mail” は、「FSC認証紙」と「ソイインキ」を使用しています。FSC認証紙とは、適切な伐採や植林管理など森を健全に保つことを目的に定められた森林認証制度に則して生
産された紙であることを示しています。ソイインキとは、有害性や発癌性などの可能性が指摘されている揮発性有機化合物の発生を抑えた地球環境にやさしい大豆油インキです。

・・・・ごあいさつ・・・・

●昭和15年8月31日
生まれ●法政大学卒●
昭和38年4月（株）杉本
組に入社●昭和44年
4月専務取締役就任●
昭和50年2月代表取
締役就任●資格：一級
建築士、空手道8段●
趣味：ゴルフ、読書

杉本仁至
（すぎもとひとし）

●昭和47年9月10日生ま
れ●慶應義塾大学卒●平
成8年4月富士銀行（現み
ずほ銀行）入行、支店・本
店を勤務●平成12年4月
（株）杉本組入社●平成
14年4月専務取締役就任
●資格：宅地建物取引主
任者●趣味：ゴルフ、読書

杉本高男 
（すぎもとたかお）

P r o f i l e

専務取締役

杉本仁至 杉本高男
代表取締役

施 工 事 例 紹 介

下記フリーダイヤル又は綴じ込みハガキで！

部位別ごとの適正
価格やリフォーム
に役立つ
冊子を無料で
プレゼント！！

リフォームのことなら
まずは、資料請求

エクステリア 太陽光発電
エコ給湯器

マンション外装＆玄関
＆窓

リビング＆寝室サニタリーキッチンマンション全面戸建全面

■ 工事現場の進捗状況をリアルタイムで ■ 全国ゼネコンランキング トップクラス！

毎年全国ゼネコンランキングで
トップクラスの評価を受けています。

★名古屋市内2位
（週刊ダイヤモンド掲載）

建替えより、断然お得！新築気分に
住まいが生まれ変わります。

まるで新築、すみずみまで快適に変身

575万円
30坪標準仕様

広さに応じた定額制で、無駄なく
スピーディなリフォームを提供。

新築の輝きを取り戻します！

312万円
20坪標準仕様

戸建て全面リフォーム マンション全面リフォーム
■ 住まいのまるごとリフォーム「まるで新築くん」です■ 30年一括借上げシステム

現場Now現場Now
施主様に安心の施工をお届け

動画
イメージ

ブログ
イメージ

日本経済新聞にも取り上げられました!

PC・携帯からいつでもご覧いただけます

24時間 360度表示カメラ

施工状況 進捗確認ブログ

安定収入の確保
管理業務からの解放

K様邸 新築工事
●名古屋市南区　
●鉄骨造３階
●用途／住宅

■担当 水野翔太
年齢：２８歳　趣味：音楽鑑賞

敷地の間口が狭く工事が大変でしたがお客様には大変満
足して頂けました。

高齢者専用賃貸住宅ゆず庵 新築工事
●愛西市柚木町
●鉄骨造3階
●用途／高齢者専用賃貸住宅

お客様の描いた建物が出来上がり満足していただきました。

マンダリンスクエア烏森 新築工事
●名古屋市中村区
●鉄筋コンクリート造8階
●用途／共同住宅

■担当 萩原康夫
一級施工管理技士

■担当 大島正彦
一級施工管理技士

年齢：41歳　趣味：釣り

近隣の対応に気を付けました。おしゃれな建物が完成しました。

O様邸 増築工事
●名古屋市瑞穂区
●鉄骨造3階
●用途／住宅

■担当 中嶋貴久
年齢：27歳　趣味：自転車

年齢：47歳　趣味：スポーツ観戦

隣で生活をされているお施主様の安全と工期、品質に気を
配りました。

さわやかな季節を迎え、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼を

申し上げます。土地活用、建築に関するご相談、お困りなどござい

ましたら経験豊富な多数の一級建築士、一級施工管理技士等の

有資格者がお客様担当として対応をさせていただいておりますの

で、何なりとお申し付けください。



成功する マンション経営成功する マンション経営

●「Su-Mail」表紙のおはなし
〈鉄骨造3階建〉杉本組施工 M様邸M様邸

AdviceAdvice
ア ド バ イ スリフォーム

No.26

No.26

加藤 伸周（32歳）

リフォームの適正価格
がわかるカタログを無
料でお届けいたしま
す。ご希望の方は、杉
本組HP、もしくは綴じ
込みのハガキにてお
申し込みください。

〈マンションリフォームのことならまずは資料請求！〉〈マンションリフォームのことならまずは資料請求！〉〈マンションリフォームのことならまずは資料請求！〉

マンション
リフォーム
総合カタログ

マンション
全面リフォーム
カタログ

マンション
リフォーム＆
リノベーション
カタログ

私たちもお手伝いします！ インテリアコーディネーター／野原明子

住み手の暮らし方をヒアリング

して、間取りやデザインをご提

案します。同じ1LDKの間取りで

も、工夫次第で印象が変わりま

す。無駄な間仕切り壁や垂れ壁

をなくして、空間を広くみせると

印象が大きく変わります。

心配・疑問を解決！ リフォームQ&A
　　　　　
●大阪工業技術専門学校建築科
●60歳　●平成5年杉本組入社
●趣味：マラソン　
●これまでの経験と実績でお客
様に満足していただける提案を
いたします。

広瀬直行（ひろせなおゆき）

P r o f i l e

一級建築士

アドバイザー／新羅 芳和
アドバイザー／広瀬 直行

マンションの全面リフォームでお客様のよくある質問や疑問をQ&A方式でお答えさせて頂きます。

住宅街に真っ白で目立つ建物が完成しました。エントランスから見える壁と
階段も真っ白で清潔感があります。敷地いっぱいに建築したので、外部足
場や搬入計画を立てるのに苦労しました。また、フラット35（優良住宅取得
支援制度）を適用した建物である為、鉄骨の錆止めや断熱性の施工方法
は、適用基準を満たす特殊な方法であり、仕様書を常に確認しながら工事
を進めました。無事故無災害でお引渡しができて良かったと思います。

　　　　　　●名城大学卒●40
歳●平成6年（株）杉本組入社●趣
味：トランペット・ゴルフ●建物のこ
とでお困りなこと、リフォームのご
質問等ございましたら遠慮なくご相
談ください。

新羅芳和（にらよしかず）
P r o f i l e

一級建築士

マンションの全面リフォームのポイントを教えて下さい。Ｑ
今のライフスタイルに合わせて自由にリフォームができます。
全面リフォームなので新築のように仕上がり、新築よりも安くできます。A

満室にするポイント
「MORAL IA  KANAYAMA」編

施工事例

趣味：釣り、映画鑑賞

オーナー様の声（A様）

02
POINTPOINT

03
POINTPOINT

屋上菜園

セキュリティー

断熱効果01
POINTPOINT

吹き付け

ペアガラス

名古屋の金山駅から徒
歩5分と好立地でC
ホームズからマンション
建設の提案を頂いてお
りました。ほぼ建設を決
めようとしたところでC
ホームズの倒産。頭が
真っ白になりました。縁
あって杉本組さんを知り
相談をしました。そこで杉本組さんの財務体質の良さ（倒産しない）、マン
ション経営をすべてサポートできる体制が確立できていることで、建設を依
頼しました。満足のいく建物ができ、大変喜んでいます。

人気のガーデニング。屋上緑化にも対応して環境に
配慮したマンションになります。

オートロックと玄関のダブルロックキーは基本で
す。防犯カメラも設置して24時間監視します。

04
POINTPOINT

カーシェア

必要な時だけレンタルできるカーシェアは非常に便利
です。車を持たないと言われる若者にもＰＲできます。

05
POINTPOINT ユニバーサル

デザイン

エントランスからお風呂まで
段差がなく、誰にでも優し
いデザイン設計をします。

06
POINTPOINT ウォ－クイン

クローゼット

人が歩ける広さのクロー
ゼットで大きな物が収納で
きます。収納力があればライ
フスタイルの幅も増えます。

07
POINTPOINT

エコジョーズ

瞬間湯沸かし式なのでお
湯切れの心配なし。しかも
これまでより約十数％コス
トダウン。

08
POINTPOINT

インターネット

各部屋のインターネット環境
は整備済み。しかも入居者
の負担はゼロです。プロバイ
ダー契約は別途必要です。

壁は断熱材を吹き付け、窓はペアガラスで断熱効果があります。
また、ペアガラスは結露防止、防音にも効果があります。

マンション経営のことなら
まずは資料請求！

綴じ込みハガキ、またはHPから！

キッチン
4LDKを3LDKに間取り変
更し、広くて開放的なリビ
ングダイニングへ。料理を
しながらリビングの人と談
話ができる、人気の対面キ
ッチンを設置。

バスルーム
古くなったバスルームをすべ
て一新。清潔感のある明るい
空間になりました。ユニットバ
スなので保温性があり、これ
からの冬も快適。お掃除も
楽々です。

玄関ホール
玄関は家族だけでなくお
客様も迎える場所。その家
の顔になるため、空間を
広く感じさせることと収納
量がポイントになります。

洗面所
リフォームでは後回しに
なりがちな洗面所。限ら
れたスペースを上手く使
い、使い勝手や収納を重
視してリフォームします。

トイレ
トイレを新しくするだけでな
く、内装や照明次第でくつろ
げる空間になります。リフォ
ーム次第で、来客しても自
慢の空間にもなります。

入居者が入居を決めているポイントは、建物の設備内容です。
標準よりグレードを高くして、入居希望者の第一印象を良くすれば満室になりやすくなります。

「一括借上げの内容がわかる
カタログ」をお届けいたします。
ご希望の方は、杉本組HP、も
しくは綴じ込みのハガキにて
お申込みください。
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カタログ」をお届けいたします。
ご希望の方は、杉本組HP、も
しくは綴じ込みのハガキにて
お申込みください。



2011年
A u t u m n

藤野真紀子さん
クローゼットリフォームQ&A

本日の食材 “柿”

行事にあわせた装いを

■教えて！ 住まいの相談室

■体にうれしい食材NAVI

■素敵にグリーンライフ

■あの人の暮らしPhoto／M様邸（施工：杉本組）
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〒460-0024 名古屋市中区正木4丁目10番15号  杉本ビル  
TEL052-681-6541 FAX052-682-5229  
E-mail： honsya@sugimotogumi.co.jp
URL： http://www.sugimotogumi.co.jp 

街と未来を創造する
■建設業許可／特定建設業愛知県知事第6092号  ■建築士事務所／一級建築士事務所愛知県知事(い)第447号  ■宅地取引免許／愛知県知事免許(11)第6056号

新築・リフォーム・不動産に関するご相談・ご質問などお気軽にお問い合わせ下さい。 0120-922-990

おかげさまで

創業70年
《関連企業》  ◎企画・設計・監理／建設コンサルタントカナヤマ（株） ◎不動産・開発／（株）フクマル　◎営繕工事・メンテナンス／杉本建築サービス（株）
　　　　　　◎建設資材リース／カナヤマ運輸（株）　◎増改築リフォーム／（株）スギモト　◎立体駐車場開発／（株）スペースアップアイチ

杉本組が発行する “Su-Mail” は、「FSC認証紙」と「ソイインキ」を使用しています。FSC認証紙とは、適切な伐採や植林管理など森を健全に保つことを目的に定められた森林認証制度に則して生
産された紙であることを示しています。ソイインキとは、有害性や発癌性などの可能性が指摘されている揮発性有機化合物の発生を抑えた地球環境にやさしい大豆油インキです。

・・・・ごあいさつ・・・・

●昭和15年8月31日
生まれ●法政大学卒●
昭和38年4月（株）杉本
組に入社●昭和44年
4月専務取締役就任●
昭和50年2月代表取
締役就任●資格：一級
建築士、空手道8段●
趣味：ゴルフ、読書

杉本仁至
（すぎもとひとし）

●昭和47年9月10日生ま
れ●慶應義塾大学卒●平
成8年4月富士銀行（現み
ずほ銀行）入行、支店・本
店を勤務●平成12年4月
（株）杉本組入社●平成
14年4月専務取締役就任
●資格：宅地建物取引主
任者●趣味：ゴルフ、読書

杉本高男 
（すぎもとたかお）

P r o f i l e

専務取締役

杉本仁至 杉本高男
代表取締役

施 工 事 例 紹 介

下記フリーダイヤル又は綴じ込みハガキで！

部位別ごとの適正
価格やリフォーム
に役立つ
冊子を無料で
プレゼント！！

リフォームのことなら
まずは、資料請求

エクステリア 太陽光発電
エコ給湯器

マンション外装＆玄関
＆窓

リビング＆寝室サニタリーキッチンマンション全面戸建全面

■ 工事現場の進捗状況をリアルタイムで ■ 全国ゼネコンランキング トップクラス！

毎年全国ゼネコンランキングで
トップクラスの評価を受けています。

★名古屋市内2位
（週刊ダイヤモンド掲載）

建替えより、断然お得！新築気分に
住まいが生まれ変わります。

まるで新築、すみずみまで快適に変身

575万円
30坪標準仕様

広さに応じた定額制で、無駄なく
スピーディなリフォームを提供。

新築の輝きを取り戻します！

312万円
20坪標準仕様

戸建て全面リフォーム マンション全面リフォーム
■ 住まいのまるごとリフォーム「まるで新築くん」です■ 30年一括借上げシステム

現場Now現場Now
施主様に安心の施工をお届け

動画
イメージ

ブログ
イメージ

日本経済新聞にも取り上げられました!

PC・携帯からいつでもご覧いただけます

24時間 360度表示カメラ

施工状況 進捗確認ブログ

安定収入の確保
管理業務からの解放

K様邸 新築工事
●名古屋市南区　
●鉄骨造３階
●用途／住宅

■担当 水野翔太
年齢：２８歳　趣味：音楽鑑賞

敷地の間口が狭く工事が大変でしたがお客様には大変満
足して頂けました。

高齢者専用賃貸住宅ゆず庵 新築工事
●愛西市柚木町
●鉄骨造3階
●用途／高齢者専用賃貸住宅

お客様の描いた建物が出来上がり満足していただきました。

マンダリンスクエア烏森 新築工事
●名古屋市中村区
●鉄筋コンクリート造8階
●用途／共同住宅

■担当 萩原康夫
一級施工管理技士

■担当 大島正彦
一級施工管理技士

年齢：41歳　趣味：釣り

近隣の対応に気を付けました。おしゃれな建物が完成しました。

O様邸 増築工事
●名古屋市瑞穂区
●鉄骨造3階
●用途／住宅

■担当 中嶋貴久
年齢：27歳　趣味：自転車

年齢：47歳　趣味：スポーツ観戦

隣で生活をされているお施主様の安全と工期、品質に気を
配りました。

さわやかな季節を迎え、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼を

申し上げます。土地活用、建築に関するご相談、お困りなどござい

ましたら経験豊富な多数の一級建築士、一級施工管理技士等の

有資格者がお客様担当として対応をさせていただいておりますの

で、何なりとお申し付けください。




