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【商品概要】 

１．商  品  名：Ｔ×ＨＡＰＴＩＣ （ティー・ハプティック） 

   ①ベーシックプラン 

価格(税抜) 主な工事内容 

～３５㎡までの物件  ２３８万円 ・フローリング張替え（山栗の無垢材） 

・天井・壁クロス全面張替え 

・玄関タイル張替え 

・収納リニューアル(押入のクローゼット化含む) 

・照明器具交換（居室除く） 

・建具リニューアル 

・キッチン交換 

・ユニットバス交換 

・洗面台交換 

・洗濯機パン交換 

・温水洗浄便座付トイレの設置 など 

～４０㎡までの物件  ２４８万円 

～４５㎡までの物件  ２５８万円 

～５０㎡までの物件  ２６８万円 

～５５㎡までの物件  ２７８万円 

～６０㎡までの物件  ２８８万円 

～６５㎡までの物件  ２９８万円 

～７０㎡までの物件  ３０８万円 

～７５㎡までの物件  ３１８万円 

～８０㎡までの物件  ３２８万円 

 

②ミニマムプラン 

   価格(税抜) 主な工事内容 

～２０㎡までの物件  １１８万円 ・フローリング張替え（山栗の無垢材） 

・天井・壁クロス全面張替え 

・玄関タイル張替え 

・収納リニューアル(押入のクローゼット化含む) 

・照明器具交換（居室除く） 

・建具リニューアル 

・キッチン交換 

・浴室トイレ一部更新 など 

～２５㎡までの物件  １２８万円 

～３０㎡までの物件  １３８万円 

～３５㎡までの物件  １４８万円 

～４０㎡までの物件  １５８万円 

～４５㎡までの物件  １６８万円 

～５０㎡までの物件  １７８万円 

～５５㎡までの物件  １８８万円 

 

２．商 品 名：Ｔ×ＨＡＰＴＩＣ ｗｉｔｈ ＨＡＮＤＳ 

(Ｔ×ＨＡＰＴＩＣとのセット商品となります。)  

【価格】                                                   ＜有孔ボードイメージ＞ 

ベーシックプラン、ミニマムプランに、             

２５０,０００円(税抜)を加えた価格 

【工事内容】 

・有孔ボード設置:１８２０㎜×９００㎜×４枚 

・ガチャ柱：５本(９００㎜ピッチ) 

・棚一式(棚板４セット) 収納リニューアル 

 ※押入のクローゼット化含む 

・埋め込みシェルフ 小物金具類(約５,０００円分) 

 

※本商品（Ｔ×ＨＡＰＴＩＣ、Ｔ×ＨＡＰＴＩＣ ｗｉｔｈ ＨＡＮＤＳ）は、東急住宅リースにて管理

を受託している賃貸住宅のオーナー様へのご提供に限定させていただきます。 

以 上 



■「東急住宅リース株式会社」会社概要 

会 社 名：東急住宅リース株式会社 

代表取締役社長：北川 登士彦 

設 立 日：２０１４年４月１日 

資 本 金：１００百万円 

本 社 所 在 地 ：東京都新宿区西新宿２丁目３番１号 

主 な 事 業：不動産の賃貸管理・運営、コンサルティングサービス、海外投資家向けサービス 

 

■「ハプティック株式会社」会社概要 

会 社 名：ハプティック株式会社 

代表取締役社長：小倉 弘之 

設 立 日：２００９年１２月２４日 

資 本 金：１０百万円 

本 社 所 在 地 ：東京都渋谷区渋谷３丁目２番３号 帝都青山ビル５階 

主 な 事 業：賃貸マンションのリノベーション事業 

※ハプティック株式会社の親会社である gooddays ホールディングス株式会社は、東急不動産ホールディ

ングス株式会社のコーポレートベンチャー活動の一環で出資を受け、事業提携しております。 

 

■「株式会社東急ハンズ」概要 

会 社 名：株式会社東急ハンズ 

代表取締役社長：吉浦 勝博 

設 立 日：１９７６年８月２８日 

資 本 金：４００百万円 

本 社 所 在 地 ：東京都新宿区六丁目２７番３０号 

主 な 事 業：住まいと住生活・手づくり関連の製品・道具・工具・素材・部品の総合専門小売業 

 

 

＜本件に関するお問合せ先＞ 

  東急住宅リース株式会社 

経営管理本部 戦略企画部 広報グループ 桑原 Tel：０３-６９０１-６５１０ 

  ハプティック株式会社 

    担当 佐藤、田村 Tel：０３-６４３３-５６６０ 

株式会社東急ハンズ 

   経営企画部 ブランディング課 山田、舟橋 Tel：０３-５１５５-５３２５ 

 

 

 


