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代表取締役社長
小竹 行之

代表ご挨拶

経営理念

代表取締役社長 小竹より、皆様へ
BXゆとりフォームは、平成9年に総合リフォーム会社として創業以来、常に
お客様の満足を追及してまいりました。
現在、都内を中心に20店舗を構え、300社を超える優れた協力会社を
もち、年間約2万件の工事を受注しています。 

襖や障子の張り替えといった小さなリフォームから、水廻りのリフォームは
もちろん、女性リフォームアドバイザーによる女性ならではの提案や専門
知識を要する耐震改修、全面改装等の大規模リフォームなど幅広いご要望
にお応えしており、リフォームの品質は、国内最大規模のリフォームデザイン
コンテスト入賞等の実績でも証明されています。

今後BXゆとりフォームは、全国展開を視野に入れサービスエリアを拡大し、
一人でも多くのお客様に満足度の高いリフォームを提供する事を目指します。 
引き続き、皆さまのご支援・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

私たちは、常にお客様の立場に立って行動します
私たちは、優れた品質で社会の発展に貢献します
私たちは、積極性と和を重んじ日々前進します

CSRへの取り組み
BXゆとりフォームは、社会に対するより一層の貢献を
目指して、さまざまなCSR活動に取り組んでいます。

corporate social responsibil ity

公正で誠実な事業活動を通じ、お客様から満足され信頼される商品・
サービスを提供し、快適環境の創造を基本として、文化シヤッター
グループの成長を追求します。

○成長と共に

人々の心を豊かにする活動に参加、支援することにより、良き企業
市民として、社会の発展に貢献します。

○社会と共に

全ての事業を通じ、エネルギーの省力化に努め、地球環境の保全に
自主的に取り組みます。

○地球と共に

働く仲間の個性と創造性を尊重し、一人ひとりの満足と成長を目指
します。

○働く仲間と共に



会社概要
BXゆとりフォーム株式会社　 BX Yutoriform Co., Ltd.
170-0001 東京都豊島区西巣鴨 4-14-5　BX113ビル
電話番号（代表） 03-5907-7331
平成9年4月1日
リフォームの設計・施工 及び請負 並びにそれらに関連する事業
建設業 国土交通大臣許可（般-27） 第21610号
一級建築士事務所（東京都知事登録 第51883号）
特定建築物調査員（第210158号）
東京都木造住宅耐震診断事務所（第754号）
代表取締役社長　小竹 行之
取締役　清水 仁
取締役　高橋 章文
監査役　坂口 秀也
252名（2019年4月時点）
9千万円
3月31日
60億8千万円（2018年度）
みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行
首都圏に20店舗
本　社 東京都豊島区西巣鴨4-14-5 03-5907-7331
板橋店 東京都板橋区志村1-34-7 03-3558-5761
練馬店 東京都練馬区高松2-3-15 03-5987-7551
世田谷店 東京都世田谷区船橋6-5-7 03-5317-7031
武蔵野店 東京都武蔵野市緑町1-3-15 0422-60-8151
足立店 東京都足立区西新井3-4-8 03-3854-6081
新宿店 東京都新宿区西落合1-20-1 03-5988-8421
品川店 東京都品川区荏原4-5-7 03-5749-9641
墨田店 東京都墨田区緑3-11-5 03-5669-1681
江戸川店 東京都江戸川区篠崎町1-23-7 03-5664-5831
保土ヶ谷店 神奈川県横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町1-1-4 045-721-3061
鶴見店 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-3-1 045-521-3821
生田店 神奈川県川崎市多摩区西生田2-15-7 044-969-5651
相模店 神奈川県大和市下鶴間819-1 046-271-5351
浦和店 埼玉県さいたま市南区南浦和1-5-2 048-813-7421
所沢店 埼玉県所沢市西所沢1-26-1 04-2928-6033
大宮店 埼玉県さいたま市北区宮原町2-22-14 048-661-7051
船橋店 千葉県習志野市谷津1-23-27 047-403-7221
千葉店 千葉県千葉市稲毛区轟町5-5-17 043-287-4461
佐倉店 千葉県佐倉市王子台3-26-1 043-463-7951
柏　店 千葉県柏市北柏2-1-1 04-7162-2081

社　名　
本社所在地

創　業
事業内容
許認可

代　表
役　員

従業員数
資本金
決算期
売上高
主要取引銀行
店　舗

●東京都

●神奈川県

●埼玉県

●千葉県

沿革
1997年 4月

1998年 2月
7月
11月

1999年 4月
2000年 5月

6月
2002年 3月

2003年 4月
5月
8月
11月

2005年 3月
4月

2006年 4月
2008年 4月

6月
7月

2011年 4月
2012年 4月

6月
2013年 4月

2014年12月
2015年 2月

10月

2016年 1月
2月
3月

2017年 8月
9月
11月

2018年 4月

文化シヤッターの新規事業として
ゆとりフォームを創業
本店 板橋店をオープン
練馬店をオープン
世田谷店をオープン
武蔵野店をオープン
足立店をオープン
新宿店・品川店をオープン
浦和店・大田店・墨田店をオープン
売上高50億円達成
江戸川店をオープン
松戸店・船橋店をオープン
千葉店をオープン
所沢店をオープン
横浜店(現保土ヶ谷店）をオープン
売上高90億円達成
お客様にもっと近づくために収益体質の
一流企業を目指して経営変革をスタート
ゆとりフォーム株式会社として分社・独立
小山店をオープン
八千代店(現佐倉店）をオープン
鶴見店をオープン
相模原店をオープン
生田店をオープン
越谷店をオープン
大田店を品川店／鶴見店に統合
小山店を浦和店／越谷店に統合
横浜店を保土ヶ谷店に名称変更・移転
八千代店を佐倉店に名称変更・移転 
船橋店を移転
BXゆとりフォーム株式会社に社名変更
八王子店・柏店をオープン
大宮店をオープン
所沢店を移転
大和店をオープン
本社を移転
相模原店と大和店を相模店に統合
松戸店を柏店に統合
越谷店を浦和店に統合
八王子店を武蔵野店に統合
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お客さまを第一に考えた明瞭価格

リフォームなら安心・信頼・実績のBXゆとりフォームにおまかせください

◎商品代・工事費は明瞭価格
お客さまが最も知りたい商品代と工事費をわかりやすく表記
し、諸経費と消費税を加算することで、お支払金額が明確です。
　
また、市場のニーズにあわせて、機能性やデザインにこだわった
「おてごろプラン」「おすすめプラン」「ふんぱつプラン」をご用意し
ました。お客さまのご希望にそう商品をお選びいただけます。

※約100倍の大量仕入れ：年間売上金額より

大量仕入・大量施工が可能にしたうれしい価格
◎大量仕入・大量施工でリーズナブルな価格を実現
毎月1,000件以上の大量施工に伴い、平均的なリフォーム会社の約100倍※もの大量
仕入れをするので、高品質のリフォームがリーズナブルな価格に。「BXゆとりフォーム
だからできる」魅力的な価格設定です。

お客さまのスタイルに合わせたスピード対応
◎60分以内のスピード対応
お電話をいただいたら60分以内で、お見積りに伺います。地域密着型のリフォーム
会社として、都内中心に店舗を展開し、200名を超える社員が待機しています。
移動時間が短く迅速な対応が可能に。作業時間・料金の節約にもつながります。

プロフェッショナル集団だからできる品質管理
◎豊富な知識でサポートするプロフェッショナル集団
BXゆとりフォームは、建築士の資格を持つ技術アドバイザーを店舗に配属し、耐震
診断をはじめ、動線を考慮した基本設計や、構造を強化させながらのプランニング
などを、リフォームアドバイザーとともにお手伝いします。
一級建築士をはじめ、一級建築施工管理技士、一級管工事施工管理技士、一級電気
工事施工管理技士、既存住宅状況調査技術者、増改築相談員、福祉住環境コー
ディネーター、インテリアコーディネーター、マンションリフォームマネジャーなど、
信頼できる建築のプロが対応します。

◎完工検査実施
完工時には、建築士の資格をもった技術アドバイザーによる現場検査を実施して
います。検査では、計画どおり確実な工事が行われているかチェックします。



9年連続リフォーム専業店（東京）No.1※の実績による提案力、施工力

リフォームなら安心・信頼・実績のBXゆとりフォームにおまかせください

お客さまの95%が
「満足」以上と回答

◎年間施工件数約2万件、累積施工件数37万件超の実績
創業以来、都内を中心に年間約2万件、累積施工件数37万6,727件
（2019年度2月時点）のリフォーム工事実績を上げています。
豊富な経験に裏付けされた確かな技術と独自のノウハウ、丁寧な対応、軽快な
フットワークで獲得した「信頼の証」です。

受注から施工後まで安心サポートで得られたお客さま満足度
◎すべての工事に保証書を発行
BXゆとりフォームでは、すべての工事に保証書を発行しています。保証期
間は、最長10年。快適に暮らし続けていただくための「信頼の証明」です。
※補修工事は対象外

◎信頼の高さを表す、ご紹介・リピート注文の多さ
リフォームされたお客さまからの2度目・3度目のご注文やお知り合いへのご紹
介などが多いことも、高い信頼性の表れです。受注リフォーム工事の半数以上
は、リピートまたはご紹介によるものです。

◎リフォーム完工後の無料点検
安心してお使いいただけますよう完工後もリフォームアドバイザーが無料で
点検に伺います。実際にお使いいただいた上でのご要望はもちろん、見落とし
てしまいがちな点もチェックします。

◎「声」に応える お客さまアンケート実施
工事が完了したお客さまには、毎回アンケートにご協力いただいています。貴重な
ご意見・ご感想は、サービスに反映。お客さまひとりひとりの「声」を、私たちの
財産とし、さらなる品質向上に役立てています。

◎お客さま満足度が示すクオリティの高さ
お客さまへのアンケートでは、100,000通のうち約95％の方が「満足」以上と
ご回答くださいました。これからも、お客さま満足度100％を目指し、さらに努力を
続けます。

◎大規模な増改築にも自信
大規模な増改築工事も年間100件以上を受注。全面的なリフォームに対しても
外装から内装のすみずみまで検討を重ね最適なプランをご提案します。

◎リフォーム・デザインコンテスト全国優秀賞受賞
BXゆとりフォームは、ジェルコ主催「第9回全国リフォーム・デザインコンテスト」
において、最優秀賞を受賞しました。さらに翌年以降も優秀賞を受賞するなど、
そのクオリティは、高い評価を受けています。

〈10万通以上のアンケート結果より〉

ご紹介プレゼント

202003

お知り合いの方をご紹介いただい
たお客さまに、素敵なプレゼント
を差し上げます。
詳しくはリフォームアドバイザー
にお問い合わせください。

●エクステリア・その他
11％

●屋根・外壁
6％

●内装
9％

●全面改修
15％

●キッチン・給湯器
17％

受注金額構成比（2019年）

●浴室改修・トイレ・洗面台
42％

※リフォーム産業新聞（2017.10.24）





〒170-0001 東京都豊島区西巣鴨四丁目十四番五号 BX113ビル 4階

https://www.yutoriform.com/
https://www.yanekabe.yutoriform.com




