
BUTLER [ｎ] 執事, 使用人頭 
STYLE [ｎ] 様式、品位、独特の味

オーナー様専属≪バトラー≫の視点、立場で大切な資産の価値向上に役立ちたいと考えます。
建築、内装は資産価値の維持、向上に大切な要素ではありますが、全てではありません。
工事完了で弊社の仕事が完結ではなく、いち早い賃貸契約もしくは売買契約の成立が目的です。

投資物件運営において、まず大切なことは、その物件に価値（魅力）を持たせることだと考えます。
入居、購入希望者（内見者）が住居を決める際、必ず理由（ニーズ）が存在します。
「駅から近い」、「緑が多い」など立地条件に関するもの、「内装の趣味が良い」、「良い間取り（設備）」
など物件自体に関するものまで様々です。立地条件に手を加えることは出来ませんが、ちょっとした
工夫を加えた原状回復工事から、大々的なリノベーション（用途変更）工事まで物件の価値向上の
手段はたくさん存在します。
立地や間取り、築年数など物件ごとの特性を把握して、入居者のニーズを見極めること、考えることが
オーナー様の利益につながると信じております。



見積概要

前提
投資用資産のテナント退去、新募集にあたっての内装、設備改修提案

留意事項
①投資コストの効果の有効性
②施工後のメンテナンスコストと頻度
③未確認の見積対象外項目の劣化状況（エアコン、床暖房、給排水設備）

物件状況
物件名 ネオハイツヴェルビュ上目黒　２０１号室
所在地 目黒区上目黒４－３７－４
構造 ＲＣ造３階建　２階部分
専有面積 ９４，８０㎡
築年月 平成元年５月（築２０年）
施工 青木建設（現青木あすなろ建設）

見積種類
①３５０万円プラン
　　＊一級建築士　朝日様ご指示項目に準拠
②３００万円プラン
   ＊①プランよりの削除工事項目（キッチンオーブン、洗面台交換、天井塗装、ダウンライト）
　　＊①プランへの追加工事項目（洗面台照明器具交換、鏡プレート設置、スイッチプレート交換）
③ご提案項目

ご発注後実施内容
①工事申請代行
②近隣告知、挨拶
③施工材料プレゼン及び確定工期提出
④施工
⑤進捗報告
⑥施工完了
⑦完了検査
⑧募集アシスト材料設置
⑨空室期間伸長時、サービスクリーニング
⑩テナントクレーム受付

想定工期
施工開始後２～３週間

支払前提
工事完了、検査後２週間内銀行振り込み

加入保険
別紙写しの通り

特記事項
＊エアコンシステムの経年劣化と外壁等共用部位の汚損、劣化が懸念されます。
　管理会社に上記に対する対処と修繕計画の有無、予定の確認が必要かと考えます。

＊専有部床暖房システムは使用不能と想定。残スイッチ等撤去。



ネオハイツヴェルビュ上目黒２０１　工事進行について H21.3.31

3月31日 ①日東不動産にて鍵預かり
②管理会社　（株）ダイワサービス　様へ工事申請書類を送信
　　
（理事長様へ直接お届けにあがれば、申請期間が短縮可能との
　指示を受けました）

4月1日 ③工事申請書を理事長様へ提出・各戸にご挨拶
工期　Ｈ２１年４月６日（月）～４月３０日（木）
＊２８日の施工完了予定で施工します

④第一回　工事スタッフとの現地打ち合わせ

4月2日 ⑤第二回　コーディネートスタッフとの現地打ち合わせ

4月4日 ユニットバス・キッチン本体の仕様の最終確認　（写真・図面等資料をお送りします）

4月6日 ⑥ユニットバス・キッチン本体　発注
（納期が２週間かかります。）

4月9日 ⑦内装面材　プランご提案
＊工事完了後の内見者へのアピールなどを考慮した内装の仕様を
　　ご提案します。

4月13日 ⑧工事進捗　報告（第１回）

4月15日 ⑨内装プランの決定
クロス・ジュータン等内装面材の発注

4月20日 ⑩工事進捗　報告（第２回）

4月28日 ⑪工事完了報告（第３回）

4月30日 ⑫工事完了確認　　現地お立会い
以降 ⑬プレゼンボード（内見者用）掲示

   
　



NO1    ネオハイツヴェルビュ上目黒２０１設備仕様報告書 H21.4.4

【ユニットバス仕様について】
ＴＯＴＯ１２１６サイズＷＨシリーズから
TOTO 1216サイズ 　ＷＲシリーズへ変更いたします。
見積もりしていた製品より1ランクグレードアップした製品を設置いたします。
寸法・パネル色・柄は、前回のお見積もりと同じものを使用します。
（＊詳細は、別紙プランシート・見積もり書・寸法図をご確認下さい。）

理由は、下記の2点です。
①浴室解体時に、かなりの音・振動が発生する工事となりますが、
　工事のご挨拶に伺った際、階下の居住者様が音の発生について
　敏感だったため
（前回、お見積もりしていた製品ですと、設置のための解体工事が長引くとともに、
発生する音、振動も大きくなります。）

②現地工事スタッフ、コーディネートスタッフとの打ち合わせの結果、
　お見積もりした製品では、物件のグレードに対し少しチープな印象になる
　と判断したため

サンウェーブ　１９５０間口＊2400間口　　（シンク側＊コンロ側）
お見積もりしていた本体定価より若干高くなっておりますが、
現地打ち合わせにて、より使い勝手がよい仕様へキャビネットの組み合わせを
変更したためです。
（＊詳細は、別紙プランシート・見積もり書・寸法図をご確認下さい。）

①扉の色味は、カジュアルグレーを選定いたします。
・配膳台、食品棚を残す前提ですので、既存の扉の色味とのバランスを考慮して
　選定しています。

②既存の洗濯機、乾燥機の移設後のスペースは、壁造作をする予定でしたが、
　使い勝手、全体の見た目を考慮し、棚板を設置し、収納スペースとします。
　　

③既存の冷蔵庫置き場キッチン側のエンドパネルは、既存のものを利用し、
　上幕板は、撤去いたします。
　キッチン側の不燃処理は、キッチンパネル施工にて行います。

　　　
　　　

【キッチン仕様について】



ＮＯ２    ネオハイツヴェルビュ上目黒２０１設備仕様報告書 H21.4.4

【洗濯機置き場について】
＊洗濯機・乾燥機置き場は、置き台（高さ１５ｃｍ前後）を造作し、配管スペースと
　　します。

乾燥機

洗濯機

仕上がりイメージ

　　　
　　　



　　　　　　　　　　　　　　　　　現場進捗状況報告 H21.4.4

【4月3日までの進行報告】
4月1日 工事申請書を理事長様へ提出・各戸にご挨拶

工期　Ｈ２１年４月６日（月）～４月３０日（木）
＊２８日の施工完了予定で施工します

＊３０１号室にお住まいの管理組合理事長様宅へお伺いし、
　工事申請書・工事工程表・工事告知書・幣社保険加入証明書を
　お持ちし、工事の内容等ご説明しました。

＊１０１・１０２・２０２号室へもご挨拶にお伺いし、工事工程表・
　工事告知書をお渡しするとともに、音・振動等が発生する旨を
　ご説明しています。
　１０２号室については、ご不在だったため、メモを残しています。
　

第一回　工事スタッフとの現地打ち合わせ
＊キッチン、ユニットバスともに正確な寸法の計測、配管の取り回し等の
　　確認を行いました。

　 ＊既存便器設置箇所を確認、洗濯機排水、給水の取り回しの確認を行い
　　ました。

4月2日 第二回　コーディネートスタッフとの現地打ち合わせ
＊キッチンの扉色味の確認
＊現状内装仕上げ材確認

＊物件のグレード、仕様、ターゲットとなる居住者を想定した
　　内装プランを2プラン検討中
　（アクセントクロスの使用を含め、現在検討中です。）

4月3日 管理組合理事長野沢様より
工事申請受理のお電話がありました。
受理承諾の書類は、管理会社様宛に郵送していただける運びと
なりました。

【4月6日（工事開始日）からの予定報告】

4月6日 キッチン・ユニットバス　本体発注

6日～10日設備・間仕切り壁解体工事
　
　 　

4月9日までに現在幣社にて検討中の
内装コーディネート2プランのご提案をさせていただきます。
その後、ご検討いただき、

　 14日頃にプランのご判断をいただければと思います。
15日からクロスなどの内装工事へと進行します。

　　　
　　　



ＮＯ１　　　　　　　　　　　　　　　　　工事施工写真 H21.4.10

【浴室解体工事】

洗面台養生 浴室天井解体 浴室壁面解体

　
浴槽解体 浴室壁床ハツリ中 給水プラグ止め

本来の排水管に接着されていたトラップ

本来の排水トラップ

排水が２重トラップになっていたため、
流れが悪くなり、浴槽下は、水たまり
となっておりました。

浴槽解体後

トラップのハツリ出し作業

排水配管切り回し作業中

　　　
　　　



ＮＯ２　　　　　　　　　　　　　　　　　工事施工写真 H21.4.10

　　　
　　　

【浴室解体後・給排水切り回し工事】

　　天井解体後 窓側壁面ハツリ施工後 主寝室側壁面ハツリ施工後

　給水配管切り回し作業後 　　排水配管切り回し作業後

【キッチン解体工事・壁下地造作工事・給排水切り回し工事】

ウォールキャビネット撤去 天板撤去 コンロキャビネット撤去後

シンクキャビネット撤去後 コンロ側壁下地解体 コンロ側壁下地解体後

コンロ側壁下地造作 旧食器洗浄機排水管 給水・排水配管切り回し
切り回し作業中 作業後



ＮＯ３　　　　　　　　　　　　　　　　　工事施工写真 H21.4.10

　　　
　　　

【便器撤去、旧・新洗濯機置き場給排水切り回し工事】

便器撤去 旧洗濯機置き場 新洗濯機置き場給排水
給水排水プラグ止め、止栓処理 切り回し施工後

【電気配線工事】

洗濯機乾燥機用２００Ｖ電源移設 浴室スイッチ移設 洋室コンセント、電話線移設
【洋室間仕切り壁撤去作業】

間仕切り壁撤去後床
【給湯器用給水栓交換、配管切り回し】

旧給水栓 給水栓交換、給水管切り回し作業　保温材施工後

【アイホントランス位置】

　　　　ブレーカー上の天井裏

　　　トイレコンセント用
　　　　小ブレーカーを下げると、
　　　　異音が止まります。



ＮＯ４　　　　　　　　　　　　　　　　　工事施工写真 H21.4.10

　　　
　　　

【新洋室天井ベニヤ板】

クローゼット部点検口 　　　　天井ベニヤ板施工中 　天井ベニヤ板施工中

【廃材搬出】

共用部養生 搬出作業中 搬出完了後清掃作業中

【洗濯機置き場排水スペース、置き台造作】

置き台造作中 配管スペース造作中 置き台化粧板施工後



ＮＯ１　　　　　　　　　　　　　　　　　現場進捗状況報告 H21.4.10

【4月１０日までの進行報告】
4月6日 キッチン、ユニットバス本体　発注

浴室・キッチン解体工事・洗面室便器撤去作業

＊キッチンシンク側１９５間口が納まるよう
　　ガスコンロ側の壁面を解体しました。
　その際、電気配線に接触していた部分の
　断熱材に焦げたような跡が見られました。
　後日、電気的な部分で欠陥がないか確認を
　しています。（確認結果は、９日報告に記載）

4月7日 浴室解体工事２日目・
キッチン壁下地造作工事

＊前日同様浴室解体時に大きな音、振動が発生するため、
　　朝９時に各戸にご挨拶に伺いました。

＊浴室の排水管の構造が今まで２重トラップ構造となっておりました。
　 　２重トラップ構造ですと、排水の流れが悪くなるため、床に

　埋め込まれているトラップをハツリ出し、浴室排水管の切り回し作業を
　しています。

4月8日 浴室給排水管切回し工事
新洗濯機置き場給排水管切回し工事
ウォシュレット移設工事
給湯器給水栓、配管切り回し工事

＊解体工事後、給排水管の切り回し工事を行いました。

＊バルコニー給湯器下の給水栓、給水配管の劣化を発見しましたので、
　給水配管の切り回し、給水栓の交換をしています。

4月9日 洋室間仕切り壁、クローゼット扉撤去工事
電気配線工事

＊クローゼット扉撤去の際、一番奥洋室のメインベッドルームの入口付近に
　床鳴りを確認しましたので、間仕切り壁造作工事の際、合わせて
　補修いたします。

*電気配線工事の際、ブレーカー付近より異音が発生していたため、
　ブレーカー設置箇所の天井を開口し、集合玄関インターホンの中間
　トランスより、異音が発生していることを確認しました。
　メーカーアイホンへ連絡を取り、
　製品品番からリコール対象となっていた製品であること、後継の製品が
　製造されていないことが分かりました。
　コンデンサーの不具合が原因で、異音が発生している場合は、無償修理
　対象となりますが、その他の部品等の不具合が原因の場合は、有償修理
　となるようです。
メーカー点検を１３日午前中に行なう予定です。
メーカー点検の結果によっては、修理が出来ない可能性もあります。
その場合は、管理会社、管理組合にて集合玄関キーシステムの交換工事を
ご検討いただく必要があるかと思います。

　　　
　　　



ＮＯ２　　　　　　　　　　　　　　　　　現場進捗状況報告 H21.4.10

　　　
　　　

4月9日 洋室間仕切り壁、クローゼット扉撤去工事
電気配線工事

＊キッチン断熱材の焦げたような跡は、防水用断熱材表面の裏側に塗布
　　されているているタールが溶けてシミになった跡です。
　　Ｆケーブル（電気配線）は、電気が通る際若干の熱を持つため、その熱で
　　タールが溶けた跡だということが判明しました。
　　誤配線等は見つかりませんでしたので、ご安心下さい。
　　

4月10日 解体物搬出・撤去作業
ジュータン・フェルト剥がし
洗濯機用置き台配管スペース造作、洋室天井ベニヤ施工
＊共用部の養生をしっかり行い、各戸居住者様へご挨拶に
　お伺いし、搬出作業を行いました。

＊ジュータン下のフェルトも傷んでおりましたので、撤去し、
　張替えを行います。

＊洗濯機用の配管スペース、置き台造作工事を行いました。

【４月１３日からの予定報告】

4月13日 塗装工事 　
　　  14日 塗装工事
　　　15日 内装プラン決定
　　　16日 内装材発注

ユニットバス納品予定日
　　　17日 キッチン納品予定日

１５日～２０日 大工工事（間仕切り壁造作、床鳴り補修、開口部復旧作業）
ユニットバス、キッチン組立設置
クロス施工

【キッチン、リビング窓目隠し格子について】
株式会社ダイワサービス（管理会社様）のご担当勝又様より、
竣工図を確認しましたが、竣工図には、目隠し格子の記載がないため、
向かいの御入居者様と２０１号室の以前の御入居者様との間で協議し
設置したのではないかとのお話がありました。
詳しい経緯は、管理会社様で把握していないとのことです。
しかし、現地を確認してみると、３階にも同じ仕様の格子が設置されている
ため、管理組合で協議して、組合費から費用を捻出し、設置したと考えるのが、
合理的かと思います。



ＮＯ１　　　　　　　　　　　　　　　　　工事施工写真 H21.4.20

【アイホン　映像電源交換】

点検作業中 旧映像電源部材 交換後映像電源部材

【塗装工事】

　

何度か塗り直しをしているため、微妙に各所色が違っていましたが
　 クロス、床材に合わせ、現状の色の薄い部分に合わせ、

材料を調合し、色を作成しています。

色調合作業中

【ユニットバス組立作業】

床防水パン設置 浴室パネル加工 天井設置

【キッチン組立作業】

ウォール シンク カウンター部
キャビネット取付 キャビネット取付 接合、研磨作業

　　　
　　　



ＮＯ２　　　　　　　　　　　　　　　　　工事施工写真 H21.4.20

　　　

【大工工事】

間仕切り壁造作 キッチン収納棚造作作業中 クローゼット袖壁造作

【電気工事】

主寝室シーリング用 リビングダウンライト交換
配線工事中 作業中

【クロス施工】

下地パテ処理施工中 主寝室アクセントクロス施工後

リビングアクセントクロスの施工面について
入居後の事を考慮しますと、ダイニングが窓側、リビングスペースとなるのが、入口側かと思います。
インフラ設備の位置、テレビ、家具等の配置を考えると、入口側の壁面にアクセントクロスを施工する
ほうが良いかと思います。現地工事スタッフとも実際にクロスを当てて確認作業をしています。
　



　　　　　　　　　　　　　　　　　現場進捗状況報告 H21.4.20

【4月２０日までの進行報告】

4月13日 塗装工事・インターホン映像電源点検・交換
4月14日 塗装工事

＊アイホンのリコール対象となっている部材の不具合でしたので、
　メーカー点検後、交換にて対応しています。
　無償修理の対象となりますので、費用は発生しておりません。

4月15日 クロス剥がし　下地処理施工

＊クロスの剥がし、下地パテ処理施工を行いました。

4月16日 ユニットバス組立・設置
洋室建具撤去跡間仕切り壁造作
クロス材料発注

*ユニットバスの組立設置作業を行いました。
*洋室の建具撤去跡の間仕切り壁の造作工事を行いました。

　
4月17日 キッチンユニット・組立設置

主寝室・洋室クローゼット扉取付・袖壁・下がり壁造作
クロス施工
電気配線工事
*キッチンユニットの組立・設置作業を行いました。
*新規クローゼット扉枠廻りの壁面の造作後、クローゼット枠の
　取付を行いました。
＊その他補修可能な壁開口部のボード下地補修作業を行なっております。
（床暖房リモコン撤去跡、間仕切り壁撤去跡（窓側）壁面等）
＊主寝室にシーリングが設置されていなかったため、ダウンライトとは別回路で
　配線を通し、スイッチを設置しています。

4月18日 クロス施工
ダウンライト交換・洗面室照明器具交換

4月20日 キッチン棚造作、冷蔵庫置き場下がり壁造作
洋室木巾木レベル調整、取付作業
洋室建具取付作業（旧取付跡穴埋め）
浴室廻りドア樹脂枠取付作業
キッチンカウンター接合、キッチンパネル施工、設備機器取付
キッチン廻りコーキング施工
クロス施工

【４月２１日からの予定報告】
4月21日 クロス施工

洋室床レベル調整（モルタル打ち２回目）
洗濯機・乾燥機設置（配管結び）
浴室組立設置・水栓金具取付等作業完了

4月22日 キッチン、洗面、トイレクッションフロア施工
リビングフロアタイル施工

4月23日 ジュータン施工
4月24日 クリーニング
4月25日

　　　
　　　



　　　　　　　　　　　　　　　　　現場完了報告 H21.4.29

【４月２１から施工完了までの進行報告】

4月21日 クロス施工
洋室床レベル調整（モルタル打ち２回目）
洗濯機・乾燥機設置（配管結び）
浴室組立設置・水栓金具取付等作業完了

＊洋室の躯体レベルの違いを目立たなくするため、
　　モルタル打ちにて高さの違いを調整しています。

＊洗濯機置き台に洗濯機・乾燥機を設置後、
　　給水、排水の結び工事をしています。
　　試運転を行なっております。

＊浴室の器具取り付け作業を行ないました。

4月22日 キッチン、洗面、トイレクッションフロア施工
リビングフロアタイル施工

　 ＊下地の悪い部分（特にキッチン）の下地にパテ処理を
　施した後、クッションフロアの施工を行いました。

4月23日 ジュータン施工

＊間仕切り壁撤去部分に、グリッパー打ちを施し、フェルトも劣化していたため、
　全面張替えをして、ジュータンを施工しています。

4月24日 クリーニング

4月25日 ワックス施工

＊前日のｸﾘｰﾆﾝｸﾞ時にリビングワックスは二度塗りしておりますが、
　より質感を高める為に時間を置いて３度目のワックス施工をいたしました。

＊日東不動産富樫様、完了確認の為、現地来訪。
　施工内要等のご説明をしております。またその際、エアコンの不具合の
　報告を受け、併せてメンテナンスのご依頼をいただきました。

4月27日 朝日氏完了確認

＊朝日様にご来訪いただき、工事完了のご確認と、要調整箇所のご指示を
　いただきました。
①建具関係全般の調整 ②電気プレート全般の調整
③洗面所天井プレートの塗装 ④リビング戸当りの調整と洗面所戸当りの追加
⑤洗面所鏡下部プレートの目違い調整 ⑥ユニットバス扉の調整

き磨の台面ータンウカンチッキ⑧換交の手取扉納収⑦
⑨トイレタオル掛けの調整

4月28日 エアコンメンテナンス及び朝日氏指摘事項対処

＊ダイキンメンテナンスが来訪し、機器確認しようとしたところ、単純に動力電源が
　解約されている事がわかりました。
　エアコン不具合は富樫氏のご認識違いだったと思います。

＊朝日氏指摘事項の対処を行い、機器説明書ファイル、プレゼンボード、スリッパ等を
　設置いたしました。

　　　
　　　



Ｎｏ１　　　　　　　　　　　　　　　　　　 施工完了後　写真 H21.4.29

【リビング】

ダウンライト交換後
↓

施工前

壁アクセントクロス
施工後 　

【洋室】

壁アクセントクロス

クローゼット扉交換後
施工前 施工後

　

　　　
　　　



ＮＯ２　　　　　　　　　　　　　　　　　　 施工完了後　写真 H21.4.29

【主寝室】

壁アクセントクロス

引っ掛けシーリング取付
施工前 施工後

【洗面所】

照明器具交換後 洗濯機・乾燥機置き場
施工前 施工後

　　　
　　　



ＮＯ３　　　　　　　　　　　　　　　　　　 施工完了後　写真 H21.4.29

【浴室】

ＵＢ組立後
施工前 施工後 ＵＢ組立後

【キッチン】

フロアユニット組立後

施工前

フロアユニット組立後
施工後

　　　
　　　



ＮＯ４ 施工完了後　写真 H21.4.29

【キッチン】

　 　

ウォールキャビネット組立後 前洗濯機置き場跡 冷蔵庫置き場
施工後 収納棚造作

【トイレ】

ウォシュレット移設後

　　　
　　　



ＮＯ５ 施工完了後　写真 H21.4.29

【朝日氏ご指摘事項】

整調、置設り当戸装塗ルリグ面洗整調トーレプ整調具建

き磨板天　　換交手き引納収整調アド室浴整調トーレプ

タオル掛け調整

　　　
　　　


