
ウッドジョイの内装建材
出張メンテナンスサービス

暮らしの中でできるキズや故障は、

気を付けていても

なかなか避けられないものです。

また経年劣化や消耗により

部品の交換やメンテナンスが

必要になる場合があります。

長く付き合う大切なお家だからこそ、

内装建材のメンテナンスも

プロに任せてみませんか？



※他社製品要相談 ※ドアの厚み24mm以上より対応

レバーハンドル交換

Before Afterレバーデザインを変更したい ドアレバーデザイン変更

鍵の取り付け（ドア）

Before After鍵のないドアに鍵を付けたい ドア鍵追加

鍵の取り付け（引戸）

Before After鍵のないドアに鍵を付けたい 引戸鍵追加

※他社製品要相談 ※ドアの厚み24mm以上より対応



afterbefore

ドア錠ケース廻りシート修繕

Before After塩ビシートの劣化による破れ
部分的にシート貼り替え
※ドアノブの交換も可

枠シート破れの修繕

Before After枠表面のシートが剥がれ シート貼り替え

玄関開口枠の損傷

Before After紫外線による損傷＆劣化 シート貼り替え



after

before

引戸レール+戸車の交換

Before After戸車とレールの不具合 戸車とレールを交換

Before After
戸車・レールの不具合＋
欠けた敷居も変えたい

戸車・レール・敷居
を全て交換

引戸レール+戸車＋敷居の交換

Before After

戸車の不具合 戸車を新品
に交換



before

ドア表面シート破れ修繕

Before Afterテープやシールによる剥がれ
引っ掻き傷

シート貼り替え
※傷の部分的修繕も可

ドアの損傷

Before Afterドア破損 補修



2006～2013年に販売した息吹シリーズに対応しています。
ピノアースシリーズ・ソフトアートシリーズはご相談ください。

ジュピーノ息吹

Before After
手垢で真っ黒
色落ちしている リペア塗装

Before After
水ハネなどで
白くまだら模様に

リペア塗装

①打合せ（数量・補修箇所確認、日程調整など）
②扉の引き取り
③塗装リペア作業（※弊社作業場でクリーニング・再塗装等）
④扉の取り付け

※作業に必要な時間①～④の全工程で、最低約一週間ほどかかります。
※塗装の乾燥状況により期間延長が必要になる場合があります。

※注意事項
下記の場合は十分なリペアができない
(効果があまり得られない)場合があります。

①陽射しによる日焼け跡や焼け残り
②ホワイト色について
日焼けの程度により、再塗装しても
元のホワイト色にならない事があります。

③水濡れ等による基材の著しい変色
④傷・へこみ・割れ
（程度によりリペア可能な場合もあります）

【作業の流れ】



床傷の修繕

Before After床表面に引っ掻き傷 傷を埋めてクリア塗装

床のダメージ修繕

Before After紫外線や雨ざらしによる
塗装の劣化

着色・再塗装
※貼り替えも可



afterbefore

窓枠塗装の劣化・剥離

Before After陽射し・雨漏れなど
による劣化・剥がれ

塗装研磨・ウレタン塗装
処理

窓枠表面シートの貼り換え

Before

After

陽射し・雨漏れなどによる劣化・剥がれ

シート貼り換え ※サッシの修繕も可



プロテクターカラーバリエーション

※CB・NN・DP色（旧廃盤色）も取り揃えています。

巾木キズキャップ取り付け

Before After生活上での劣化、破れ キャップ取り付け

キズ⇒プロテクター修繕

Before After枠シート損傷 プロテクター取り付け



※枠の交換が難しい建具のシート復元、新色に貼り替えも可能

色を新たにイメージチェンジ！

ステップ１

巾木・造作材の色替え

Before After巾木の色を替えたい
色替えでイメージチェンジ
シート貼り換え、交換も可

窓枠の色替え

Before After窓枠の色を替えたい
シート貼り換えもしくは、
プロテクターにて色替え



施工事例

センターピンク色の枠をホワイト色のプロテクターで色替えをした後の写真

ステップ２

枠材の色替え

Before After縁のみ色を替えたい
プロテクター施工
耐久性UP、コスト安価

After



afterbefore

ステップ３

補修用シートカラーバリエーション

※CB・NN・TB・CP・DP色（旧廃盤色）も取り揃えています

扉本体の色替え

Before After枠・ドアともに色を替えたい シート貼り換え



afterbefore

ステップ4

巾木、扉、枠材の完全な色変え

Before After枠・ドアともに色を替えたい
扉、枠材の完全な色変え
(シート貼り替え、又は交換）



こんなに
印象が

変わります！

※同色系のドアへの変更も可能です。

ドアの色を替えたい・デザイン変更したいドア交換

…… ドレタス・シリーズ ……

※他にも色々なデザインがございます。

※旧サイズ・旧加工も対応可能です。※特注サイズのドアについてもお気軽にご相談ください。



after

afterbefore

ドアを無垢にグレードアップ

丁番 拡大

ドアノブ 拡大
古い建具・金物

ピノアース建具

※旧サイズ・旧加工も対応可能です。
※特注サイズのドアについてもお気軽にご相談ください。

…… ピノアース・シリーズ ……

※他にも色々なデザインがございます。



※開きドアのみの対応で、
デザインは２種類から
お選びいただけます。

※対応できないサイズが
ありますのでご了承ください。

対応デザイン

ペットドアへ交換

Before Afterペットが行き来できる
ようにしたい

開きドアの
ペットドアに交換

丁番の交換

Before After古くなった丁番をオシャレな
物に交換したい

丁番のデザイン変更

レバーハンドル
取手



他社製品をウッドワンシートに張替え

Before After上と側面の剥がれを
補修したい

同系色のシート
を貼って補修

他社建具 枠・扉の色替え

Before After枠・ドアともに色を替えたい シート張替え

他社キッチンの笠木の色替え

Before After笠木の色を替えたい シート貼り換え



接着したら
完成です！

before after

afterbefore

床の傷んだ部分だけを張替えたい

拡大写真

まずは・・
機械掘りで、
表層を削ります

手堀り仕上げし、
丁寧に床の高さを
調整します

●床暖房がある為、製品の張替えができない。
●修理箇所以外に影響が及ばないようにしたい。



階段のピース張替え

Before After階段の一段だけが
傷んでしまった。
※補修不可なケース

傷んだ階段一枚だけを
ピース張替え

Before After修復ができない膨らみ。 膨れのある階段一枚だ
けをピース張替え

表層を掘り込み



壁の亀裂・クロスのヨレ

レーザーで壁の亀裂や、
壁紙(クロス)のヨレなどの位置確認

寸法に合わせてダドレールのカット
→ボンドで接着→タッカーに固定

壁とダドレールの隙間のコーキング処理をして完了

壁
に
亀
裂
や
ヨ
レ
有
り

壁紙(クロス）の
張替えをしなくても
作業できます！

注目ポイント

作業完了！

after

ボンド接着
作業中

Before

After



after

廊下側(反対側)
から見た写真

ドアノブも → 引戸の取手に交換

開閉時に扉が棚に当たる スムーズに開閉できるように！

ドア→引戸へプチリフォーム

Before Afterドアを開けると家具にあたる アウトセット引戸に変更



before

倉庫に棚板取り付けプチリフォーム

Before After
玄関倉庫室に棚取付してほしい
傘も掛けられるようにしたい

仕上げてる棚板を取付



※収納間口をより広くするために、折戸（扉）撤去しロールカーテンに
することも可能です。扉の回収・処分も承ります。



ニーズにあわせてお選びいただける３プラン

PLAN-1
激安GO!GO!プラン
●旅行鞄・バック・掃除機
●カラーBOX
●ゴルフバック
●大型荷物

※開口寸法（W）・・・1929ｍ以下
※部材寸法（D） ・・・300mm/450mm/600mm

PLAN-2

PLAN-3

標準プラン

収納力倍増プラン

●洋服
（コート・ジャケット
・ズボン など）

●旅行鞄・バック・掃除機
●カラーBOX
●ゴルフバック

※開口寸法（W）
1929ｍ以下

※部材寸法（D）
300mm/450mm/600mm

●洋服
（コート・ジャケット・ズボンなど）
●旅行鞄・バック・掃除機
●カラーBOX
●Yシャツ、Tシャツ、ニット、セーター
●小物

※開口寸法（W）・・・1929ｍ以下
※部材寸法（D）・・・300mm/450mm/600mm

基本の形

棚が増えて
便利に！

引き出し付きプランで
更に充実した収納に！

「スペースに合わせて、収納する」から
『収納に合わせて、スペースをつくる』へ

ご家族の規模や、
将来の暮らしの設計など、
ニーズにあわせて
プランをお選び頂けます。


