
旅する家づくり



journey with HANDS
ハンズと家づくりに出かけよう



いい家をつくりたい。
その一心で。



いい家とは何か。携わる全ての人が気持ちを込めてつくること。



住宅の質は
人生の質だと思う。



ずっと家族と共にありつづけるのだからこそ、本当に心地よい空間を。



性能もデザインも
仕事の質も



価格も楽しさも心地よさも



HANDSには全てがある。



About us
「はじめまして。」

代表取締役　広澤健一
S53.09.04　３９歳
能登町宇出津出身　内灘在住
主に現場・見積もり担当
既婚　３児の父
玉家建設→セイダイ→ HANDS

超こだわり屋
趣味　 DIY・サーフィン
寝ても覚めても家づくり。
好きなことを仕事にできて感謝 !

代表取締役　坂上喜保
S61.12.08　３0歳
金沢市笠市町出身　金沢在住
主に設計・法規担当
既婚　2児の父
土井ホーム→セイダイ→ HANDS

超こだわり屋
趣味　 車・洗車・ドライブ
仕事が趣味。
いつも楽しく家づくりを！



10 Limited

年間 10 棟限定。
HANDSは超少数精鋭。全て自分たちでやります。
1つ1つこだわってつくるため。
余計な経費を使わないため。
全ての仕事を他人任せにしないため。
言い訳をしないため。
じっくりとお客様と向き合って、
この家づくりに携わったすべての人が
満足できるように、幸せになるように。
その結果、今の僕たちのＭＡＸ値を10棟としました。
数で勝負するのは企業本位の考え方。
お客様本位で考え、ヒトとモノで勝負します。

「早い者勝ちの住宅会社。」



Cost

標準坪単価≒60 万円。
消費税込。
外構コンクリート込。
カーテン込。
このデザイン、この性能でこの価格。
設計も申請も監督もメンテナンスも
経理も宣伝も自分たちでやる。
HANDSだからできる
コストパフォーマンス。
選び抜いた良い材料と職人さんの手間は惜しまず、
丁寧に心を込めてつくる。
家をつくることにコストと魂を注ぎ込む。

「コスパ最強説。」
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O  Free 

3D

「自信があるからタダ。」

 Presentation
「えっ、これ写真じゃないの！？」

プラン無料。見積もり無料。
契約までお金をいただくことはありません。
手付金で縛ることもありません。
HANDS の家づくりに共感し本気で家づくりに取り組んでいただくため。
そして気持ちよく納得して契約していただくため。
自信があるので契約までは一切お金はいりません。

なかなかつかみにくい家のイメージ。
HANDS の無料プレゼンはプラン+３D パース + 模型。
家のパースは何度でも。模型は１回。
プランの進行状況に応じて提案していきます。
つくってからの「ありゃぁ～」をなくすため。
徹底的にお付き合いいたします。



 Airtight
「隙間風撲滅運動。」

 Thermal insulation
「調べりゃわかる、このすごさ。」

肝心かなめの気密の数値。C 値＝0.5
家全体の隙間を集めてきた面積がスマホの半分くらい。
普通の家は A４紙 5 ～ 6 枚分の面積。圧倒的な差。
どれだけ高い断熱材を使っても隙間があったら意味ナシ！　
今徹底的にやっておかないと。全棟工事中と完成時の２回の気密測定実施。
隙間は工事中しか直せないんです。住んでから気づいても手遅れです。

これが難しい断熱の数値。　HANDS は Ua 値＝0.5
床とか壁とか天井とか窓とか。
家を囲うものの全てを合算した家の断熱成績表。数値が低いほど優秀。　
0.5はヒートテックとセーターとダウンジャケット着たくらい。
2.0だとポロシャツくらい。長袖の。
若さで乗り切るのもいいけど、人生はけっこう長いんでここは重要。

o.5

o.5
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 Condensation
「えっ、壁の中にカビ！？」

  Ventilation
「夜干して、朝着ていく。」

結露 99％無し。自信あり。100％と言いたいけど 1％謙遜。
窓など目に見えるところはもちろん、目に見えない壁の中も結露ナシ。
壁の中で結露して壁の中でカビが…って怖すぎ。手直しできない。
結露＝カビ＝健康被害・建物老朽化。いいことなんてありゃしない。
負の連鎖を見えないところでも防ぐ。そんな家のつくり方。
必死に勉強しないと、丁寧な仕事をしないと出来ない事。

機械１台で家中を 24時間換気して、電気代は月 500 円程。
うちの換気扇は超優秀。
家の中の空気は常に新鮮。結露ナシ。花粉症ナシ。掃除は年１回。
しかもずっと空気が動いているからエアコン1台で家中ポカポカ。
窓を開けずに洗濯物もすぐ乾く。
ただし気密と断熱とのコラボが大事。ここがツボ。



  Window
「ここ、ほんと重要。ここだけでも読んで。」

 Electrical
「時代はエアコンつけっぱ。」

サッシの性能＝家の性能。
これは半分位正解。オール樹脂サッシ以外考えれない。表を見れば一目瞭然。
アルミサッシとの性能は雲泥の差。価格差は１棟当たり20 ～ 30 万円位。
この金額で得られるものの大きさ。
すぐに元をとれちゃう上に高断熱 + 無結露 + 超快適。
これからのスタンダードは必然。後からサッシは変えれない。

エアコン 24 時間つけっぱなしで月の電気代１万円程。
家中どこ行ってもあったか。いつ帰ってきてもあったか。
朝起きてもあったか。お風呂もあったか。寝室もあったか。
結露無し。洗濯物もすぐ乾く。ずっときれいな空気。匂いも無し。
ここだけ別空間。みんな笑顔での生活。
電気代月１万円で買えちゃう超お買い得なHANDSの家。

330APW

10000



12 There all
「はっきり言って盛り込みすぎ。」

①キッチンは人造大理石天板・シンク+深型食洗器+ハンズフリー水栓etc
②ユニットバスは1坪タイプ+縦長鏡+縦型スライドバーetc
③洗面台はW900+3面鏡+側面パネル貼etc
④メイントイレは当然節水型タンクレスタイプ。
⑤エコキュートは460Lフルオートタイプ。
⑥断熱材はALLポリエステルor羊毛の高性能、耐湿気+気密シート。
⑦引戸中心のプランニング。引戸は全て上吊戸でレール無し。
⑧収納折戸は取っ手無しのすっきりタイプ。
⑨天井までのオーダーメイド建具多め。
⑩ALL樹脂サッシ+ガス入ペアガラス+LOW-Eガラス。窓おおきめ。
⑪外周部外壁はダイライト張り。基礎はベタ基礎。
⑫屋根はGL鋼板、外壁はアクリルシン吹付+一部木製板張り。
⑬コンセントスイッチもおしゃれなADVANCEシリーズ。照明ALL LED。

HANDS STANDARD いわゆる標準仕様。とりあえず 12 個紹介します。

12じゃ足りない。

⑭カーポート約３台分のコンクリート込。
⑮LDK+居室のカーテン込。
⑯畳はメンテに強い縁無し和紙畳。
⑰メインの床はナラ無垢フロア。
⑱24時間換気システム。第３種換気。
⑲エアコンはLDK+寝室の２台付き。
⑳デザイン面サービスしがち。
And more…
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「トリプルスリー。ちがうか。」

 Politely
「じっくり。しっかり。」

家を守るための構造。HANDS はダイライト張りが標準仕様。
耐震性能の向上はもちろん、外周部の筋交いを省略できるため、
断熱材をより隙間なく充填できる。筋交いのところってホント入れにくい。
防火性能も持ちあわせるので、GL 鋼板の外壁も比較的安く張れちゃう。
構造面と性能面、意匠面からもアプローチ。
1 つの部材が２つも３つも性能を発揮できる使い方。これが HANDS 流。

建築工期 5ヶ月。新築工事で。
工期を縮めれば経費も浮くし、早くお金も回収できる。
早く終わればいいことだらけ。それがこの業界の常識。早い所は３ヶ月。
でもHANDSは最低５ヶ月は工期をいただきます。
職人がしっかりと腰を据えて丁寧な仕事をする為。
お待ちいただいた分は住み心地でお返し。いい家ってそういうものです。



Security
「一生保証。」

 Watch over
「毎日見守隊。」

20 年保証。構造や雨漏れなど。いわゆる長期保証。
1 ～ 2 年保証。クロスや建具の反りなど。いわゆる短期保証。
決めごとにするとこんな感じですが、家は一生もの。
一生保証が当然。気持ちの問題です。
ここまで読んでいただいた皆さんには僕たちの気持ちが伝わっているかと。
当たり前のことを当たり前に。家は安心できるところじゃないと。

365 日メンテナンス対応。
担当者が遠方にいる時は、HANDS自慢の職人ネットワークで即対応。
安心して住んでいただくため。これも当たり前のこと。
お付き合いは建てるまでよりも、建ててからの方が長いんです。
最優先して対応することを約束いたします。
半年・１年・２年・３年・５年・10年・20年の
定期メンテナンス訪問もあり。

20
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Corroborated
「TVでみたことあるやつ。」

 Come to see
「百聞は一見に如かず。」

もう見えなくなってるけどホントに断熱材しっかり入ってる？
いやこれが見えるんです。サーモカメラ持ってますから。
こんなの持ち出す会社は気密断熱マニアです。
施工上どこが気密断熱の弱点か調べまくってます。
お住いのアパートとHANDS の家の見比べをお勧めします。
衝撃が走るでしょう。衝撃希望者貸し出し可。

現場仕事に自信あり。
本当のプロ集団の集まり。
百聞は一見に如かず。
現場を見に来てください。
いつでも見れます。
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  Instructions
「全部そこに入っとる。」

 Enjoy it
「楽しむ家づくり。」

契約後もバッチリサポート。保管書類編と打合せ資料編の２冊構成。
HANDS GUIDE BOOKは、
工事はどんな流れ？支払いはいつにいくら？
どこをチェックしないといけない？準備しておくものは？引越しの段取りは？
を全部解決してくれる頼りになるヤツ。家づくりナビゲーター。
大事な資料も保管。「住民票どこしまった～！？」はもうナシ。
しかも家の形のロゴ付。「にくいね HANDS」な２冊。

家づくりは一生に一回の大事業。
せっかくなんで楽しんで思い出に残るものにしてほしい。
お子さんが大きくなった時もみんなで楽しく思い出を話せるように。
楽しい時を刻んでいけるように。家が大好きになってもらえるように。
HANDSが目指す家づくり。
家づくりに携わったすべての人が幸せな笑顔になれるように。
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Contact
「いつでもお気軽に。」 Best is in the HANDS

ここに来ないと見えない景色
ここじゃないとできない家づくり

HANDS
ST YL E Co.,   Ltd .

オート
バックス

西部体育館

入江3丁目間明1丁目

米丸
小学校

東力

文苑堂

ナルックス

メープルハウス

Here

ハンズスタイル株式会社
〒 921-8016 石川県金沢市東力町ニ178番地
Tel/076-209-2770
Fax/076-207-9147
Web/hands-style.co.jp
Mail/info@hands-style.co.jp  


