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会社名

代表取締役社長

設立

資本金

従業員数

売上高

決算期

取引銀行

営業拠点

株式会社 キンライサー

森 崇伸

平成 9 年 9 月 1 日

5,000 万円

136 人 ( パート・アルバイト含む )

50 億 900 万円（2020 年 7 月末実績）

７月

三井住友銀行、みずほ銀行、三菱ＵＦＪ銀行

関東・中部・関西・九州エリアに15 箇所

関東エリア（東京・神奈川・千葉・埼玉）
関西エリア（大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山）
中部エリア（愛知・岐阜）　/　九州エリア（福岡）

〒105-0001
東京都港区虎ノ門一丁目 3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア 12F

大阪ガス簡易内管施工店（第 K000730 号）
東京ガス簡易内管施工店（第 1-2013-0013 号）
東邦ガス簡易内管施工店（No.1000476）
ガス機器設置スペシャリスト店（第 00951 号）
一般建設業許可登録店 ( 大阪府知事（般 -30）第 140936 号 )

ガス可とう管接続工事監督者
ガス消費機器設置工事監督者
給水装置主任技術者（第 178968 号）

第二種電気工事士資格者
液化石油ガス設備士

クリナップ 水まわり工房加盟店
トクラス リフォームクラブ加盟店

TOTOリモデルクラブ会員店
LIXILリフォームネット登録店
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会社概要

売上実績



1997

2021

沿  革

─ 大阪府豊中市の事務所兼自宅において給湯器専門工事の個人事業を開始する。

　 （資本金100万円、代表者　森 崇伸）

─ パーパスの工事代理店として契約。

┬ 個人事業から有限会社へと法人設立。（資本金300万円）
└ 事業拡大のため大阪府豊中市上野東より大阪府吹田市垂水町へ事務所移転。

─ リンナイ株式会社と正規販売店契約。

─ 株式会社ノーリツとハウレッシュショップ店契約。

─ 営業拠点拡大のため、神戸市に神戸営業所を開設。

─ 地域情報誌などへの掲載によりエンドユーザーへの直接販売を開始。

─ TOTO株式会社とリモデルクラブ会員店契約。

─ 水まわりのリフォーム事業を開始。

─ 株式会社 INAXとリフォームネットワーク会員店契約。

─ 営業拠点拡大のため、京都市に京都営業所を開設。

─ 株式会社ダイワハウス関西と工事店契約し、一戸建てリフォームの受注工事等を行う。

─ 有限会社から株式会社へ移行する。（資本金1000万円）

─ 営業拠点拡大のため和泉市に南大阪営業所を開設。

─ 事業拡大のため吹田市垂水町から吹田市南金田へ移設。

─ 関東方面へ事業拡大のため、新横浜に横浜支店を開設。

─ 武蔵野市に西東京支店を開設。

平成　9年  9 月

令和  元 年  6 月

令和  元 年10月

令和  元 年11月

令和  元 年12月

平成 12年  2 月

平成 12年  5 月

平成 13年  2 月

平成 13年  3 月

平成 13年  7 月

平成 14年  2 月

平成 15年  3 月

平成 16年  1 月

平成 18年  3 月

平成 24年  6 月

平成 25年  6 月

平成 27年  6 月

平成 28年  9 月

平成 30年  2 月

平成 30年  8 月

平成 10年  2 月

平成 11年  9 月

平成 14年10月

平成15年11月

平成16年11月

─ 江戸川区西葛西に東東京支店を開設。

─ 業務拡大のため、コールセンターを新大阪に移設。

─ 組織変更に伴い、営業拠点を7箇所へ統廃合。平成28年10月

─ 営業拠点拡大のため、堺営業所を開設。平成29年10月

─ 営業拠点拡大のため、兵庫施工センターを開設。

─ 営業拠点拡大のため、神戸営業所を開設。

平成29年12月

─ 横浜営業所を移設。

─ 営業拠点拡大のため、中部エリアに名古屋営業所を開設。

┬ 社名を 株式会社近畿ライフサービス から 株式会社キンライサー に変更。
└ 本社を大阪から新横浜へ登記移転、 大阪は大阪本店へ名称変更。

─ 資本金を5,000万円に増資。平成30年12月

─ 営業拠点拡大のため、埼玉営業所、西宮営業所を開設。 京都営業所を移設。

─ 事業拡大に伴い、西日本に物流センターを開設。

─ 事業拡大に伴い、東日本に物流センターを開設。

─ 事業拡大に伴い、大阪本店を移設。

┬ 営業拠点拡大のため、九州エリアに福岡営業所を開設。

令和　2年  3 月

令和　2年  4 月

令和　2年  7 月

令和　2年  8 月

令和　2年  8 月

令和　2年10月

令和　2年11月

令和　3年  4 月

4

└ 営業拠点拡大のため、相模原営業所、千葉営業所を開設。

─ 業務拡大のため、コールセンターを新横浜に開設。

─ 業務拡大のため、堺営業所を移設。

─ 本社を新横浜から東京虎ノ門へ登記移転。 

─ エネルギー事業を開始。

─ 西東京営業所を武蔵野市から立川市へ移設。

│

│

│
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西日本物流センター
〒554-0041
大阪市此花区北港白津2-5-33
佐川グローバルロジスティクス舞洲SRC 5F

大阪本店
〒564-0044
大阪府吹田市南金田2-16-1

新大阪オフィス
〒532-0011
大阪市淀川区西中島5-9-8 新大阪DTKビル5F

堺営業所
〒592-8341
大阪府堺市西区浜寺船尾町東4-43

神戸営業所
〒653-0004 
兵庫県神戸市長田区四番町6-52

西宮営業所
〒662-0927 
兵庫県西宮市久保町12-19 西宮ファーストコーポラス1F

京都営業所
〒612-8384 
京都府京都市伏見区下鳥羽浄春ケ前町114
ウィングヒルズ新堀川1F

関西エリア拠点

国内、
1 都２府６県に

福岡営業所
〒812-0894 
福岡県福岡市博多区諸岡3-6-15 KSJビル1F

九州エリア拠点

大阪本店



66

本　社
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア12F

新横浜オフィス
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-6 VORT新横浜 6F

横浜営業所
〒234-0051 
神奈川県横浜市港南区日野8-4-17

相模原営業所
〒252-0203 
神奈川県相模原市中央区東淵野辺5-6-19

東東京営業所
〒134-0088
東京都江戸川区西葛西3-3-1 第3ウツイビル1F

西東京営業所
〒190-0003
東京都立川市栄町4-23-13 シャトーレ石川1F

埼玉営業所
〒343-0804 
埼玉県越谷市南荻島1136-1

東日本物流センター
〒243-0801
神奈川県厚木市上依知

千葉営業所
〒264-0005 
千葉市若葉区千城台北1-27-2 メゾン・プランタン1F

名古屋営業所
〒458-0021 
愛知県名古屋市緑区滝ノ水5-2105

関東エリア拠点

中部エリア拠点

拡がる営業拠点

本　社



給湯関連事業

ガス給湯器 / エコジョーズ

当日・翌日の
スピード対応！

激安宣言!
最大82%OFF～

ガス給湯器の交換工事に関するさまざまなサービスを
ご提供いたします。

創業以来、給湯器・エコジョーズの交換工事は、インター
ネットでの販売台数 No1 の実績がございます。

お客様に安心便利な無料保証やお待たせしないスピーディ
な対応など、キンライサーだけの特典を多数ご用意致して
おります。

お湯が出なくてお困りの方、まずはお気軽にお電話下さい。
熟練した有資格スタッフが、お客様の不安を払拭します。
そして必ず、お客様を笑顔に変える自信があります！

キンライサー自慢の3つの特徴

エコキュート

エコキュートの交換工事に関するさまざまなサービス
をご提供いたします。

以前は「省エネ・電気代削減」といったところが大きな
メリットとして挙げられていましたが、近年における防
災意識の高まりから、「非常時に貯まった水を使える」
というメリットも注目を浴びるようになりました。

各一流メーカーのエコキュート・電気温水器を格安でご
提供。お客様に安心便利な無料保証やお待たせしないス
ピーディな対応など、キンライサーだけの特典を多数ご
用意致しております。

お待たせしない
スピード対応！

激安宣言!
最大75%OFF～

キンライサー自慢の3つの特徴
商品・工事

無料10年W保証

商品・工事
無料10年W保証

7

事業紹介



弊社独自の調達方法により、常に安定したガス調達を実現し、廉価な都市ガスを安定的にお客さまへ供給致します。

エネルギー事業 ( 取次 )

自社リース事業

キンライサーガス・キンライサー電気

弊社は、火力発電所などを自社で持たず、太陽光発電など多様な発電を行う事業者や電力卸取引市場など様々な形で電力
調達を行っています。

その為、発電設備の維持管理費や、老朽化による修繕費を必要としておらず、常に低コストな電力の調達を行うことが可
能です。
また、高精度な予測機能を備えた自社開発のシステムで電気の需給管理 (24 時間 365 日 ) を行い、必要な電力を必要な
分だけ調達し、調達ロスを抑えております。
そのため、ご契約者様には常にお得な電気をご提供することができます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　給湯器のお取替には、入居者様との無用なトラブルを未然に防ぐ、豊富な在庫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と熟練スタッフのキンライサーに是非ご用命ください。「スピード対応」「安い、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安心、安全」をモットーに必ずご満足いただける対応をお約束します。
入居者様からの入電は 24 時間年中無休でキンライサーがご対応致します。故障の状況確認から予め登録済みの該当給湯
器のご提案と工事日を決定。工事完了までワンストップで完結します。

EZオーナーズプラン

入居者様も、管理会社様・オーナー様にも安心とメリットを。
「EZオーナーズプラン」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お湯が出ない！突然の故障だけど、まとまった蓄えが無いし困った…そんなお客
様のお困りを解消したいという思いから誕生したのがキンライサー独自の「EZプラン」です。
急な給湯器やライフラインの故障時に経済的な負担を軽減できるよう、家計にやさしい月々割安な定額料金で手軽にご利用
いただけます。
定額料金には機器本体代金、取付工事費用、事務手数料が含まれていて、EZ プラン商品には無償修理サービスが付いてい
るので、とっても安心です。

EZプラン

月々割安な定額払いで、最新型の住宅設備を１０年間安心して
ご利用いただけます。

8

キンライサー独自のノウハウで今までよりもずっとおトクに！

powered by グローバルエンジニアリング

powered by グローバルエンジニアリング



住宅設備関連事業

ビルトインガスコンロ・IHクッキングヒーター

ビルトインガスコンロ・IHクッキングヒーター
の交換工事をご提供いたします。

レンジフード

清潔で快適なレンジフードへは
手軽に交換が可能です。

浴室暖房乾燥機

浴室暖房乾燥機（天井埋込型・壁掛型など）
の交換工事をご提供いたします。

水栓金具交換

便利で快適な水栓金具へは
手軽に交換が可能です。

９

各一流メーカーのビルトインコンロ（ガス・IH）を格
安でご提供。更にコンロ設置後の無料保証や一律の工事
料金などお客様への安心安全に貢献します。

最新型のレンジフードなら省スペースで見た目もスッキ
リ。コンロの操作に連動するモデルもあり更に便利でお
手入れも簡単です。

新しいレンジフードに交換することで日常の使い心地に
快適さをご提供します。

近年心配されているヒートショックは、
暖かい部屋から冷たいお風呂へ入ることで引き起こされ
ます。
一台で浴室暖房・浴室乾燥・衣類乾燥・涼風の４つの基
本機能でバスライフを今よりモット快適に！

何気なく使用する水栓金具は、キッチンやお風呂、
洗面台にいたるまで幅広く及びます。

少し便利な水栓金具に変更することで 日常の使い心地
に快適さをご提供します。

快適なお湯ライフをご提案するため、
LIXIL・TOTOなど一流メーカーのご自宅に合う
多機能ユニットバスをご提案いたします。

安心の無料10年W保証商品
工事 安心の無料10年W保証商品

工事

安心の無料10年W保証商品
工事

安心の無料10年W保証商品
工事

浴室リフォーム

浴室の交換工事に関する
さまざまなサービスをご提供いたします。

一家団欒の皆があつまる憩いの空間だけにシッカリ
選びたいものです。
キッチン選びの際に、キンライサーでは、ショールー
ムまで責任を持ってご同行させて頂きます。

キッチンリフォーム

キッチンリフォームに関する
さまざまなサービスをご提供いたします。

常に清潔で使いやすくしたい洗面化粧台。最近では
パネルの色や材質、デザインなどをトータルにコー
ディネートすることが可能ですので、浴室リフォー
ムと同時に交換されることをオススメ致します。
LIXIL・TOTO・TOCLAS など一流メーカーのご自
宅に合う多機能洗面化粧台をご提案いたします。

洗面化粧台

洗面化粧台の交換工事に関する
さまざまなサービスをご提供いたします。

スタイリッシュなエコトイレなど TOTO・LIXIL・
Panasonic など一流メーカーの最新トイレを取
扱っております。更に快適なトイレ空間実現のため
に壁や床のリフォームも同時に行っております。

トイレリフォーム

トイレリフォームに関する
さまざまなサービスをご提供いたします。



住宅リフォーム関連事業

家族の集まる場所は、色々なシチュエーションが考え
られます。 お食事、夫婦の会話、子供たちとの語らい、
そのシーンに合わせた、レイアウトやデザインでより
一層楽しい時間の演出のお手伝い。

また、「LED 照明」などを取り入れたエコ照明の導入
など。 省電力でランニングコストを抑えたリビングダイ

リビング・ダイニングリフォーム

家族が集まり、楽しい時間を過ごす
リビングダイニング。

ご自宅の和室は、経年変化の影響で、畳や壁、襖や障
子などの変色や傷ですっかり傷んでいませんか？
和室のリフォームでは、そのまま和室として使用する
のであれば、天井、壁、畳や襖を新しくするだけで見
違えるようにキレイに甦ります。

もちろん、洋室から和室へのリフォームや床の間・押

和室リフォーム

経年変化でくすんでしまった和室も
リフォームで復活！

エクステリアリフォームでは、門扉フェンス・駐車場・
カーポート・ウッドデッキ等の建物敷地まわりの構造
物や植栽のリフォームをご提案いたします。

エクステリアは家の印象を大きく左右し、門扉やフェ
ンスなど防犯やプライバシーに関わる重要なエリア。
安全性も考えて、採用する機能やデザインを考えたリ
フォームをご提案致します。

エクステリアリフォーム

マイホームの印象を
大きく変えるエクステリア

一口に収納リフォームと言ってもさまざまな不便やお
悩みがございます。
・大きさが足りないので広げたい
・押入れからクローゼットに換えたい
・本が増えたので、壁面いっぱいを本棚にしたい
・無駄な隙間を収納にしたい
・収納を兼ねたキャットウォークを造りたい
など、リフォームすれば気持ちよく解決できます。

収納・建具リフォーム

ライフスタイルに合わせて
収納も変わります。

さまざまな自然環境から起こる劣化や破損、そこから
雨水が浸入し家の構造を腐らせる原因になります。

屋根と外壁のリフォームは、家の寿命を伸ばすための
メンテナンスや取替えといった基本的な目的とともに、
外観の印象を変えるというデザイン的な要素もありま
す。リフォームの目的をしっかりと決めてご依頼頂く
ことで、より満足度の高いリフォームになります。

愛着のあるマイホームも月日が経てば、、、
・寝室・リビングの間取りを変えたい。
・バリアフリーの家にしたい。
・古くてボロボロだから丸ごとリフォームしたい。
・中古で買った家を丸ごとリフォームしたい。
・子供部屋を追加したい。
最適なリフォームで、大切なご自宅にさらに愛着を深
めることができます。

増改築リフォーム

部屋を増やしたり減らしたり、
快適の為のプラン

家の塗装やリフォームで、
快適な住まいのお手伝い。

10

外壁・屋根リフォーム



2 各メーカー給湯器を自社倉庫に完備で即出荷対応！

思いがけず使えなくなって初めて給湯器の存在の大きさに気づく事でしょう。
そんな時に、他社よりも少しでも早く元通りの状態に復旧させて頂くために

キンライサーは最大限の努力を惜しみません！

これまでの経験を活かし、ガス給湯器の
商品在庫を独自に多数ご用意しておりま
す。突然お湯が出なくなってお困りのお
客様にいち早く対応させていただく為、
毎日の在庫確保に努めております。

１ 携帯・スマホで写真を送るだけで即見積り !
お電話による概算見積りのご案内はも
ちろん、さらにスマホ・携帯から現場
写真をお送りいただくことで、現場確
認不要で最終見積りまでスピーディー
にご案内！ 即日対応が可能です！！

3 経験豊富なスタッフが素早く対応！
免許・資格を所有した経験豊富なプロス
タッフが「設置基準」を厳守し、安全工
事の実施を心がけております。すでに、
交換工事実績は 100,000 件を越え、ま
すますお客様の安心と信頼を得られるよ
う、最寄りの営業拠点よりスピーディに
対応させて頂きます。

万が一の場合でもレンタル給湯器で緊急対応！

給湯器在庫を多数完備し、当日翌日の即日スピード工事を実施しておりますが、メーカーに在
庫がなく、やむをえず即日対応できない場合が稀にございます。しかし、そんな時でもご安心
ください。一時的にレンタル給湯器を設置して、お湯を出すことが可能です。

即見積り!　スピード工事！

各メーカー、在庫を豊富に取り揃えております。

プラス

緊急時に安心のレンタル給湯器完備！
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安心の無料10年W保証！

工事
保証
工事
保証

無料10年商品保証商品
保証
商品
保証

商品を
無料で
10年間
長期保証

工事を
無料で
10年間
長期保証

弊社の
工事箇所
完全保証

ご面倒な
手続きは

一切不要

修理総額

無制限!

保証で差がつくのは７～８年目以降から !! 
キンライサーならメーカー有料保証が10年間の商品保証として無料でお付け致します！

当社の場合

他社で購入
した場合

5,500円～7,000円

4,400円～5,600円

9,500円～10,500円

5,000円～8,400円

23,200円～24,000円

25,400円～27,400円

安心の無料10年保証！

有料

5年

7年

10年

無料10年工事保証
故障が増える７～８年目以降もしっかり保証 !! 
キンライサーなら商品保証と合わせて10年間の工事保証も無料！安心がずっと続きます！

当社の場合

法律に基づく
工事保証期間

一般的な業者で
購入した場合

安心の無料10年保証！

5年

1年1年

３～5年

10年

【免責事項】
天災（地震・火災・台風等）の災害により生じた不具合 / 入居者（管理人含む）または、第三者の過失による不具合 / 物件所有者の変更やリフォーム等による利用条件の変更が発
生した場合 / 湯沸器・パックイン・バランス釜・風呂釜は保証対象外となります。 
上記の場合、無償保証の対象外となります

【免責事項】
天災（地震・火災・台風等）の災害により生じた不具合 / 入居者（管理人含む）または、第三者の過失による不具合 / 保証対象以外の部分（施工時に関係の無い場所）が原因により
発生した不具合 / 物件所有者の変更やリフォーム等による利用条件の変更が発生した場合 / その他明らかに弊社の施工に起因しない事由による不具合。
上記の場合、無償保証の対象外となります 

給湯器の取替工事後も安心して長くお使いいただきたいから、
キンライサーでは2つの安心保証をお付けしています。
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工事実績100,000件突破
お客様からの嬉しい声がぞくぞく届いています

各種免許保有の
給湯器工事スペシャリストにお任せください
関東エリア (東京 /神奈川 /埼玉 /千葉 )、
関西エリア (大阪 /兵庫 /京都 /滋賀 /奈良 /和歌山 )、
中部エリア (愛知 / 岐阜 )、
九州エリア (福岡 )のガス給湯器工事はお任せ下さい。

キンライサーはガス給湯器工事のプロショップ！おかげさまで工事実績が
100,000件を突破しました。ガス給湯器専門店だから他店では出来ない
難しい工事や急ぎの当日翌日スピード工事もお任せ下さい。

各種メーカー認定資格

• 一般建設業許可登録店（大阪府知事許可（般 -30）第140936号）
• 大阪ガス簡易内管施工店（第K000730号）
• 東京ガス簡易内管施工店（第1-2013-0013号）
• 東邦ガス簡易内管施工店（No.1000476）
• ガス機器設置スペシャリスト店（第00951号）
• 給水装置主任技術者

• ガス可とう管接続工事監督者
• ガス消費機器設置工事監督者
• 第二種電気工事士資格者
• 液化石油ガス設備士

• TOTOリモデルクラブ会員店
• LIXIL リフォームネット登録店
• クリナップ 水まわり工房加盟店
• トクラス リフォームクラブ加盟店

工事は各種免許取得者が訪問させて頂きますので安心です。

弊社は「設置基準」を守り、安全工事を実施します。
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コールセンターでは、マナー研修を受けた
熟練スタッフが随時ご対応させて頂きます。

キンライサーでは、経験豊富な技術者が電話対応させて頂いており、
専門家ならではの丁寧で分かりやすいご説明を心がけております。
給湯器の使用状況やご要望などを確認させて頂き、お客様のニーズに合った適切なご提案をさせて頂きます。
給湯器の故障には不慣れなお客様も多いと感じております。ご不安な点については是非お気軽にご相談ください。
一件一件丁寧に対応させていただく為、「電話が繋がりにくい」とのお言葉を頂戴し、ご迷惑をお掛けすることも
ございますが、全てのお客様にご満足いただけるよう、今後も一件一件に丁寧な対応を心掛けて参ります。
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2020 年 6月に給湯器交換についてのイメージ調査を行った結果、

キンライサーが「顧客満足度」「給湯器メーカー関係者が選ぶ」「価格満足度」

の３つの部門で第１位となりました。（ゼネラルリサーチ社調べ）

今後もお客様にご満足いただけますよう、より一層努力して参ります。



24時間･365日受付対応致します。

0120-250-9100120-250-910通話無料

2021・4

www.kinliser.co.jp
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