住まいのお悩みＳＯＳ
「電話相談」受付中！
解決
スッキリ
ましょ！
しちゃい

無 料

住 ま いのお 悩 み 「 Ｑ ＆Ａ 」

Ｑ．建て替えか？ リフォームした方がよいのか、悩んでいます。
Ｑ．男性だからでしょうか？夫や、工務店と意見が合いません。
Ｑ．家づくりで一番大切なことを、教えてください。
Ｑ．施工してもらう会社はどうして選んだらいいの？
Ｑ．誰に相談したらいいのか？わかりません。
…などなど。また、水まわりのお悩みもお気軽にご相談ください。

ゴー

ふ く ろ う

0120-50-2960
朝8:00〜夜7:00／水曜定休

住育の家
見学

見学受

付中

お気軽に
お問い合わせ
ください。

ムダなく丁寧・迅速に 地域に根ざした明るい住まいづくり
新築から建替え・リフォーム
（リノベーション）
・水回りのことまで…住まいづくりはお任せください！
！

住まいのことなら
何で も
おまか せく ださい ！

ふくろうはうす （ 有限会社 髙橋建装）

〒376-0046 群馬県桐生市宮前町1丁目7-5
ゴー

ふ く ろ う

TEL. 0120-50-2960 （朝8:00〜夜7:00／水曜定休）
FAX. 0277-43-0057（24時間受付）

詳しくはHPで

ふくろうはうす

http://www.fukurou.ne.jp/

ホームページからも
お気軽にお問い合わせ
ください。

お問い合わせ
フォームメール

有限会社 髙 橋 建 装

私達は、「皆様の幸せな暮らしづくり」をモットーに
日頃の業務に励んでおります。
これからも、社会に貢献できる会社であり続けるよう
前進していきます。

会社案内

経営理念
創業90年の先人職人の技と心を引き継ぎ、
日本一の心意気「全身全霊」で
地域に根ざし、明るい住まいづくりを通して、
「皆様の幸せな暮らしづくり」をモットーに
笑顔で幸せになれる社会をつくります。

「ふくろうはうす」は
桐生市を中心に、
住みやすさにこだわった
新築とリフォームをさせて
いただいております。
地域密着のオンリーワン
サービスを目指します。

会社概要

沿

■会社名

有限会社髙橋建装

■所在地

〒376-0046 群馬県桐生市宮前町1丁目7-5

髙橋 俊博

■従業員

2名

■取引銀行 桐生信用金庫

設立

髙橋 由美子
たかはし

家の機能で健康づくり

ボルタリングや雲梯、ぶら下がり運動、家の中に遊び心がいっぱい。
思いたったときその場所でストレッチや筋力づくり。

を引き継ぎ法人化

で桐生市を中心にご紹介、折込広告で営業展開
梨木館

全面客室改修工事施工

ホームページ開設

ふくろうはうすの職人チーム

初の全面リフォーム現場見学会開催

平成19年

トステム（現リクシル）全国リフォームコンテスト

加入保険会社：

株式会社日本住宅保証検査機構（JIO）

■その他加入組織

株式会社リクシル、Good Living友の会会員、TOTOリモ

デルクラブ会員、クリナップ株式会社水まわり工房会員
■施工エリア

桐生市、伊勢崎市、太田市、みどり市

送中

平成20年

改築、外壁、屋根、内装（クロス・フローリング）、エクステ
リア（外構）、また修理・修繕（水漏れ・屋根・壁の補修な

ど）、小工事（畳表替え・ふすま貼替など）、
・交換（網戸・障

子・雨樋など）、見えない場所の調査及び診断（非破壊検

皆の夢から暮らしのアイデア

趣味や文化、地域や風土。暮らしやすさは人それぞれ。
家族皆の夢を実現しようと生まれた個性的なアイデア。

ル太田ショールーム）

リフォーム会社紹介サイト「ホームプロ」登録店に

平成24年

中学生

職業体験学習

平成26年

住育の家

■ラジオ動画

建物取材掲載

施工店認定

桐生信用金庫主催「ビジネスマッチングフェア」出

展開始

桐生ガスプラザにて「住育講演会」開催

平成29年

設立15周年記念

収納スペースも兼ねるロフト部屋。

お問合せ

神棚や仏壇、文化や風習も大切。

オープンハウス

「住育サロン」開設

営業時間／朝８：００〜夜7：００（水曜定休）
FAX. 0277-43-0057（24時間受付）

住育の輪サークルイベント開催

http://www.fukurou.ne.jp/

映画「つむぐ」上映

住育コミュニティin群馬2017 実行委員

ふくろうはうす

有限会社 髙橋建装
〒376-0046 群馬県桐生市宮前町1丁目7-5
TEL. 0120-50-2960（ゴーふくろう）

開催

「住育の家」リフォーム完成

同上企画

ふくろう社長のラジオ日記！

https://ameblo.jp/fukuroupuku/

リフォーム情報季刊誌「暮らし快適」発行開始
上毛新聞社すみかくらぶ

平成28年

■アメーバブログ

受け入れ開始

平成25年

平成17年

夫婦で地元のラジオ番組 （コミュニティエフエム） の
パーソナリティをはじめて11年目を迎えます。 since 2007.7.7

年２回のショールームイベント開催開始（リクシ

平成23年

全面リフォーム、ご家庭の水まわり（便所、台所、お風呂

■誕生 昭和42年（1967年）11月18日
■趣味 ピアノ、
フラワーアレンジメント、
テニス
■住まいづくりに携わり25年。
インテリアデザイン事務所勤務後、間取
りプランからインテリアコーディネート
まで住まいづくりをサポートし続ける。
手掛けた住まいは200件以上にのぼる。
自宅リフォームを機にオープンハウスで
暮しを公開。ワークショップも開催しな
がら、住育の大切さを伝えている。

現在も放

ニュースレター「ふくろうの森だより」発行開始

■サービス内容

(ふろ)、洗面所など）のリフォーム（改造・改修）、新築、増

夫婦それぞれのプライベートに集中できるスペース。
ふとしたときには家族の存在を確認できる距離と工夫。

ＦＭ桐生開設に伴い、住まいの情報番組「ふくろ

■地盤サポートシステム

登録先： ジャパンホームシールド株式会社

仲良く保てる距離

にてエリア賞受賞

うはうすの住まいるライフ」番組開始

ゆみこ

子供も大人も幸せを感じ、夢に向かって輝ける住まい
環境を常に最高の笑顔でサポートしています。

平成18年

西支店

■誕生 昭和41年（1966年）11月29日
■小学生時代
小学生ながら祖父がやっていた髙橋塗
装店の手伝いとして現場で働く日々。
この頃から、住宅を通じてお客様の笑顔
を見ることに対する喜びに目覚める。
■高校生時代
高校時代から一人前の職人として技術
を磨く。
放送大学で通信教育を受けながら、土日も遊ぶ暇もなく仕事を続ける。
■青春時代
監督の紹介で勤め先の社員である今の奥さんと出会う。
初デートはなんと工事現場。数年お付き合いをし、32歳で結婚。
■社長就任時代
自分の仕事を認めてほしくて、平成５年頃からリフォームを始める。
手ごたえを掴み、平成１２年に髙橋建装（ふくろうはうす）を設立。お客様に
認めていただけるリフォームに喜びを感じ、
日夜仕事に精を出す。
■趣味 山登り、
スキー
■好物 まぐろから揚げ

住育アドバイザー

業、設計施工管理を業務とする工務店として先代

■住宅瑕疵担保責任保険・リフォーム瑕疵保険

査）も承ります。

必要な場所に必要なだけの収納がある。
デコボコが少ない間取りはお掃除がラクで皆が片付け上手。

としひろ

根っからの職人で、現場に対するこだわりは人一倍。
社長ながら今でもすべての工事をチェックし、満足して
いただける住まいづくりに妥協ができません。

ムを中心に新築も含む住宅、店舗、建築全般の営

■法人設立 平成12年4月

■代表者

ふくろうはうすが建てる家は
家族が自然に
コミュニケーションがとれて
暮らし方や生活習慣まで変わる
暮らしを楽しむ
「住育の家」です。

平成14年8月 リフォーム事業部として「ふくろうはうす」の屋号

昭和4年4月

300万円

家事・子育てから介護まで
家族が快適に暮らすための
「住育視点の住まい」づくり

先代の塗装業を引き継ぎながら、新たに、リフォー

TEL. 0277-22-3946 FAX. 0277-43-0057

■資本金

たかはし

自然に生活習慣が整う家

平成12年4月 有限会社髙橋建装

建築工事業

髙橋 俊博

革

■知事許可 群馬県知事許可（般̶27）第21240号
■創業

新築・リフォームの
ご相談はもちろん
水漏れなどのご相談も
無料で受付けております。
何かございましたらお気軽に
お電話・メールくださいね。

社長

自然光で明るく風通し良く。

一連の作業が同じ場所でこなせる。

洗濯・キッチン・サニタリーが一直線。
カビ対策にもなる合理的家事動線。

ふくろうはうす

