
ケネディクス・エンジニアリング株式会社　KENEDIX Engineering.

ケネディクス・
エンジニアリングの線在能力
ケネディクス・エンジニアリング〈KDE〉の始めの一歩は「線を引く」こと。

一本の線にはお客様のさまざまな思いが託されます。

しなやかな曲線であったり、交差したり…理想を探求し無限自在に実現化へとアプローチします。

そうして生まれるKDEの「線」在能力。建物や空間の潜在的価値を引き出します。

当社〈KDE〉は、三井住友ファイナンス＆リース株式会社グループの

不動産アセット・マネジメント会社〈AM〉であるケネディクス株式会社を母体とした、

ケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社〈PM〉の工事専門会社として事業を展開しています。

現在は、受注の多くをケネディクスグループ内の保有物件が占めていますが、オフィスビルにとどまらず、

商業・物流施設やレジデンシャルなどに受注領域を拡大しています。

そこで重視するのが「ケネディクス・クオリティ」。

不動産価値を最大限化するための意思が込められています。

不動産投資
事業

ケネディクス
株式会社

ケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社
（不動産に関するプロパティマネジメント及びオペレーション事業）

ケネディクス・エンジニアリング
    株式会社 （当社）

改修・改善からリノベーションまでを全面的にカバーする

工事専門会社

 ▼  100％子会社不動産関連
事業

【 ケネディクスグループ 】

ケネディクス不動産投資顧問株式会社
（投資法人の資産運用会社）

 ケネディクス・オフィス投資法人

ケネディクス商業リート投資法人

ケネディクス・プライベート投資法人

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人

ケネディクス・インベストメント・
パートナーズ株式会社

（各種私募ファンドの資産運用会社）

アセット
マネジメント
事業



Business  事業領域

AM・PMの知見を活かした工事施工で不動産価値  を最大化いたします

リニューアル
エ事

企画・設計 
施工・デザイン全般 入居工事

原状回復工事

施主様の大切な資産をバリューアップするために、オフィス、店舗などの
用途に応じて、企画段階からイメージやデザインを構築します。遵法性を
確保した計画からスタートし、設計、施工へと確認しつつ作業を進めます。

企画・設計・デザイン全般・施工管理

照明計画内装設計（基本設計図、実施設計図）

動線計画 演出設計

避難安全検証 各諸官庁届出　等施工管理

什器計画 マテリアル選定

豊かな建築知識と経験を持ったエキスパートが、貴重な資産である建物の
改修・保全工事・内外装工事・設備機器工事等のリニューアル工事を行い
ます。クオリティやコストパフォーマンスでも大きな信頼を得ています。

商業施設オフィス

物流施設    等集合住宅

リニューアル工事

建築内装工事移転マスタースケジュール作成

各種設備工事 オフィス家具設置　等

現実的な移転スケジュールの作成をはじめ、新たに入居するオフィスの
内装工事にいたるまでオフィスの移転をワンストップで行います。お客様の
ワークスタイルに合わせて最適なオフィスレイアウトを提案、施工します。

入居工事

建築内装工事解体工事

各種設備工事 残置物の処分　等

ケネディクスグループのオフィスビル指定業者として多数の原状回復工事
を施工しています。豊富な実績と経験をもとにスピーディかつ効率的に、
高品質の仕上がりを実現いたします。

原状回復工事

   工事を  全面的に
サポ  ート

リニュー    アルから
入退去に関す    ることまで… 

〈AM〉アセットマネジメントとは･･･
投資家に対して、投資用不動産の資産価値向上や最適活用等を行い、資産

運用管理業務全般を代行します。

〈PM〉プロパティマネジメントとは･･･
建物賃貸管理業務全般を代行し、テナント誘致・賃貸借契約や建物維持

管理業務を通じて、建物資産価値向上のための実務行為を行います。



オフィスの移転をワンストップでサポート
移転マスタースケジュールの作成

効果的・効率的に移転を進めるために、オフィスの移転に必要な作業を整理
して、移転日までのスケジュールを逆算して作成する必要があります。この
段階では、具体的な作業内容などが明確になっていないため、おおまかな暫定
スケジュールとなります。
発注時期、資材納期、工事納期をトータルで判断し、詳細なスケジュールを検証。
最大のコストパフォーマンスを発揮するスケジュールを戦略的に構築します。

0 6カ月で考えたオフィス移転スケジュール

《 オフィス移転スケジュール例 》《建物のライフサイクルとリニューアル適齢期》 《 オフィス移転スケジュール例 》通常短くとも移転の６ヶ月前から行うことになります。

入居工事

価値をプラスする力

多業種を「つなぐ力」

お客様の利益を最優先するプランニング

ビルは生きており、ビルには寿命があります。タイミングよく適切に手を加えて
いくことで、優れたサステイナビリティ（持続可能性）を獲得し、寿命を延ばして
高い収益性を維持することができます。KDEは、どの時期にどんなリニューアル
を行うか、またテナントからどんな不満や要望があるかを機能性向上から用途
変更、構造強化、設備更新、デザイン革新まで各レベルの工事を提案します。

グループ力による連携が生むメリット

最も費用対効果の大きいビルのリニューアルは、短期集中的に、より
大規模に連携的に行い、できるだけ早く賃貸収入に結び付ける方法です。
KDEはケネディクスグループのワンストップ態勢を最大限に活用し、
リニューアル工事終了後、テナントがすぐに入居できるよう受け渡しの
迅速化を進めています。
AM×PM視点でのコンサルティング力を発揮して、「目に見える」リターン
を実現する顕著な事例は、〈一棟丸ごとリニューアル型〉の工事です。

● 時間と予算の無駄を大幅に削減
● 区分け再編による室数の増加を提案
● 電源容量等の設備を見直し便宜向上とコスト削減を両立

Service
KDEのサービス

オーナー様 テナント様

リニューアル
工事

Service Flow  サービスフロー

電話またはメールにて気軽に
お問合わせ・ご相談ください。

お問合せ･ご相談1

ご要望をうかがい現場や設備等の
調査を行います。

お打合せ・現地調査2

ご要望や実状に適した工事の
企画･事業計画をご提案します。

企画･事業計画ご提案3

詳細なご要望からデザインした
設計図をご確認いただきます。

設計･施工図面の作成5

デザインや工事内容、施工金額を
ご提示、ご契約いただきます。

お見積提示・ご契約4

工事を安全かつ円滑に進めるよう
管理・監督します。

工事着工・管理6

工事･クリーニング完了後、
お客様と竣工検査の上、お引渡します。

竣工検査・お引渡7

お引渡後も、不具合や故障等に
スピーディに対応します。

アフターフォロー8

入居工事

オフィスを移転する際に必要となる「建築工事」「設備工事」を行います。

❶建築工事

旧オフィス

選定・契約

新オフィス

内装
デザイン設計
施工

解約～
原状回復

6カ月目

物件選定

10年 20年 30年 40年 50年 60年

書類審査
物件申込

賃貸借契約

引渡し

内装設計

解約予告 原状回復
工事発生

5カ月目4カ月目3カ月目2カ月目1カ月目

家具発注
引越計画

工事発注

工事開始

契約開始 新オフィス家賃発生

新
オ
フ
ィ
ス
移
転

レイアウト変更工事

増員や働き方改革によるレイアウト
変更のご要望も、ビル設備を理解
した適切なレイアウトプランの提案
と施工が可能です。

❷設備工事
インフラ工事と間仕切り新設等に
伴う消防・空調設備やセキュリティ
の変更・追加工事。

室内の間仕切りや扉の新設、企業の
顔である受付の室内装飾、その他
内装意匠変更。

新オフィス完成

KDX川崎駅前本町ビル

監視・補強型
リニューアル期

ビル診断・
分析期

新築価値
アピール期

後期
リニューアル
適齢期

第３次
リニューアル
適齢期

第2次
リニューアル
適齢期

第1次
リニューアル
適齢期
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ケネディクス・エンジニアリング株式会社

2015年7月21日

東京都港区新橋5丁目1番9号　銀泉新橋第二ビル９階

下堂前 史彦

03-6634-0101

info@kenedix-en.com

http://www.kenedix-en.com

5,000 万円

ケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社（100％）

オフィスビル、商業施設、物流倉庫、集合住宅等の改修・修繕工事、
入退去工事等の設計・施工・監理および請負、建築資材の販売、建築コンサルティング業務

東京都知事許可　第143875号
特定建設業
（特-30） 建築一式工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、建具工事
（特- 3） 大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、
 タイル・レンガ・ブロック工事、鋼構造物工事、板金工事、ガラス工事、
 熱絶縁工事、解体工事
一般建設業
（般-30） 電気工事、消防施設工事
（般- 3） 管工事

一級建築士、二級建築士、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士、
1級電気工事施工管理技士、2級管工事施工管理技士、消防設備士、
第一種電気工事士、第二種電気工事士

会社概要


