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管理組合
File Data. 14 千葉・千葉市美浜区／検見川パークハウス C 棟管理組合
工事データ
○工事名／検見川パークハウスC棟第３回大規模改修工事
○建物概要／ 1975年竣工・１棟70戸、RC造（１部SRC造）、
11階建て ○発注者名／検見川パークハウスC棟管理組合
○設計・監理者名／三菱地所藤和コミュニティ㈱ ○施工者
名／㈱アール・エヌ・ゴトー ○主な工事内容／共通仮設／
直接仮設／下地補修／シーリング／壁面塗装／鉄部塗装／防
水／その他 ○工事期間／ 2010年３月〜６月

下地補修に注力
3回目の大規模修繕工事
今回の工事は３回目の大規模修繕工事であり、特に
外壁の下地補修に注力した。
外壁の既存塗膜の状況確認を入念に行い、必要な個

全面剥離の作業

所については塗膜を全面剥離する補修を行った。
同様に鉄部に関してもケレン（剥がれかかった既存
塗膜やさびを除去する作業）を重視し、ケレン作業を
実施しにくい部位などにおいては、一部パネルを現場
から撤去して作業場で塗装を行うなど、通常塗装を行
わない部分についても入念に塗装を行った。
あわせて建築工事として雨樋の交換工事、三角出窓
のサッシ交換工事を行った。三角出窓の交換では、使
い勝手を改善するため、既存の開き形状からアルミ製
オーニング型窓サッシに形状を変更した。

鉄部も入念に

鉄部で作業が行いにくい部位は作業場で

オーニング窓
上下に並んだ複数のガラス窓を
同時に開閉するサッシ。
ガラス窓の開閉角度で
風を調節する
剥離も丁寧に

三角出窓からオーニング型へ

ISO9001・14001 認証取得により、万全な品質管理と
環境に配慮した施工管理システムを構築致し、お客様
に安心とご満足を頂ける改修工事をご提供致します。
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会社探訪

株式会社カシワバラ･コーポレーション
改修業界のリーディング・カンパニー

改修専門業者との信頼関係を築くため管理組合からも積極的なアプローチを
会社は昭和24年３月
創業。今年で61年歴史
を持つが、柏原伸二社
長は「マンション改修
専門業者における建設
業全体の位置付け、地
位が社会的にはまだま
だ低い」と話す。
「これまでの事業の
歴史から、海外からも
プラント塗装などで学

柏原伸二・代表取締役社長

んだことを、この業界に生かせるはずです。それを向上させる
ためには、一言でいえば『信頼』です」
近年は管理組合もインターネット等で情報を集める傾向が増
加してきた。
しかし、「会社を知ろうと思ったらインターネットで調べる
など、外側のことだけではダメですね。会社に訪ねて行ったり、
玄関を汚れや社員の対応をみたり、会社の内側を知ることが大
事ではないか」と社長。
管理組合へヒアリング行く時の営業担当や現場責任者は、そ
れぞれきちんとした身なりできちんとした話し方をしていく。
「それを見ていたのでは本当の実態というのは見えません。会
社パンフレットみて、プレゼンテーションで決めるだけでは
『信
頼』がどこにあるのか見えないでしょう」。
カシワバラ・コーポレーションの社員は山口県の地元採用が
多い。会社の在り方を知っている人が多いため、「どういう会
社かを知って、それで誇りを持って就職先に決めてくれる学生
ばかりです。そういう有能な社員をどんどん首都圏に集約させ、
会社の『信頼』を得る努力をしています」。
管理組合もヒアリングやプレゼンテーションなど、受け身な
姿勢だけではなく、もっと企業に対して社内の様子を知るよう
な積極的なアプローチが、お互いの信頼関係を築くことにつな
がるといえるだろう。

山口県岩国市の本社内の様子
本社ビルの外観

●企業データ
社
所

在

電

名

株式会社カシワバラ・コーポレーション

地

〒740−0022山口県岩国市山手町１丁目５番16号

話

0827−22−1255

関 東 支 社 〒210−0834川崎市川崎区大島３丁目36番７号
電
U

話
R

創

L

044−211−1596
http://www.kashiwabara.co.jp

業

昭和24年

代

表

者

柏原

資

本

金

２億５千万円

伸二

正 社 員 数 586人
現場代理人数

370人

過去３年間の改修工事実績
2009年度 130億７千万円
2008年度 153億円
2007年度 132億円

特

色

一 般 論 的 なISO14001：2004認 証 を 返 上 し、
改修業界の専門的な見地から、産業廃棄物問
題・CO2削減等、社内の環境マネジメントシ
ステムでの取り組みを開始しました。
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おお ぼし

すすむ

解説

大星 賞の

判例検証

すすむ

賞 弁護士

◆大星法律事務所
◆東京都中央区銀座6-3-12 数寄屋ビル9F
◆TEL 03-3571-1138
◆著書：
『大星賞の不動産紛争Q&A』『施設
トップのためのわかりやすい福祉経
営』（共著）『住宅・設備をめぐる裁
判事件解説集』
（監修）
『PL用語辞典』
（監修）など

EV内での小便、他住民への怒声・傷害事件…

迷惑住民を追い出せますか？
区分所有法59条に基づく競売等請求事件
区分所有者の１人（60歳代・男）が他の所有者らの共同の利
益に反する行為を行ったなどとして、管理組合が59条に基づく
競売を求め提訴していた件で仙台地裁は2008年11月25日、被告
の迷惑行為などから管理組合の請求を全面的に認める判決を下
した。管理費等の未納金約180万円や訴訟費用も全額被告が支
払うよう命じている。

【事件の概要】
（被告の具体的態様）
・エレベーター内に複数回にわたって小便をし、管理員にその
清掃や消臭を余儀なくさせた
・暴力団関係者と思われる人物がマンションに乗り込み、被告
住戸の前で大きな怒声をあげて、ドアを激しく殴打するなど
したことがあった

伝統に培われた信頼と技術を提供いたします。
マンションの建物調査から大規模修繕工事まで

東海塗装株式会社
リニューアル事業部
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おお ぼし

大星

・数年間、複数回にわたって、住民に対して大声で「出て来い」
等叫び、玄関ドアを蹴って大きな音を立てた
・エントランスロビーに無断で絵画を展示。これを注意した理
事長の首を突くなどの暴力で傷害を負わせた

【地裁の判断】
・管理組合は、被告の行為を原因として、区分所有権等の競売
請求を求めている
・被 告に対する畏怖困惑を訴える住民が増えたため20年４月、
被告への59条競売請求に対する弁明書面の提出を通知した
が、被告は通知の受領を拒否した
・20年６月、総会で競売請求の申立てが特別決議により可決し
た
・被告には、問題解決のために原告と話し合おうという姿勢が
ない
・共同生活上の障害を回避するために（競売の）他に相当な方
法があると解されない

【結論】
・管理組合の請求はいずれも理由があるので、認容する
・管理組合は、被告の有する物件の区分所有権、敷地利用権に
ついて、競売を申し立てることができる
・被告は、管理費等の未納金約180万円と支払え

【解説】
強制的な所有権等の剥奪の重み
59条は、６条に規定する「区分所有者の共同の利益」に反す
る行為を行った区分所有者の区分所有権と敷地利用権を強制的
に競売できると定めた条項。伊沢文子裁判官は「区分所有権の
剥奪という厳しい効果をもたらすことから、判断は十分慎重に
なされるべきだが、共同生活上の障害を回避するために他に相
当の方法があるとは解されないから、競売請求を認めることも
やむを得ない」としている。
59条競売による所有権等の剥奪については近年、
「他に方法
がない」という判断以外は認められていない（東京地裁平成18
年６月27日判決、東京地裁平成20年６月20日判決）
。しかし、
よほどの迷惑行為と認められれば所有権の剥奪は可能なのだ。

マンションライフライター

NPO匠リニューアル技術支援協会

の

マンション管理に関係する公的機関や民間団体の紹介コーナー。管理
組合へのアプローチ、マンションへの取り組みをマンションライフライ
ター kitamiが活動拠点となる事務所やその他の現場にお邪魔します。

普通の材料、丁寧な工事で
16年、17年周期の大規模修繕を提案
NPO匠リニューアル技術支援協会は、建築物を良好な状態
で維持保全していくことを目的に、多方面の分野のエキスパー
トが集い設立しました。
その最終目標はマンション管理組合等住民の共有財産を守る
ことであり、またリニューアル工事に関わる優秀な技術者の地
位向上を図るものです。
NPO匠リニューアル技術支援協会は2001年1月に任意団
体として設立。同年5月に東京都からNPO法人の認証を受け
た。2003年10月、活動範囲を全国に広げる目的で、内閣府
に認証登録（府国生第1448号）に変更し活動している。

期を延ばすと、延べ回数も当然減ります。
１回目の大規模修繕工事で新築時の不具合も抜本的にやり直
し、16年周期で計画を組むと約３割の修繕積立金が別にプール
できることも可能になるのです（グラフ③）
。
今後、高経年化するマンションが増える中、堅実な作業とラ
ンニングコストの削減の提案は、
「高齢化社会にもやさしい工
事」といえるでしょう。
グラフ①

グラフ②

築60年までの12年と16年周期（例）

築80年までの12年と17年周期（例）

工事周期の延長で修繕積立金3割プールも
今年設立10周年記念行事の一環として、東京・大泉学園の練
馬区勤労福祉会館で11月13・14日の２日間、フォーラムを開催
しました。テーマは「マンション再生と長寿命化への協働の取
組み」です。
匠リニューアル技術支援協会では、一般的な材料を組合せた
仕様と施工品質管理技術を導入し、大規模修繕工事の周期を12
年から17年前後に延伸させる提案をしています。
それは時間をかけて、丁寧な作業をする工程を管理組合に認
めてもらうことでもあります。
グラフ①②は築60年、80年まで考慮した推測です。建物の長
寿命化は管理組合との支出とも重なります。大規模修繕工事周

グラフ③
築60年までの大規模修繕工事費の額（例）

【匠塾】
開催日：年1回4日間
内 容：建築基礎・最新リニューアル技術
参加対象者：建築職人、施工管理者
参加者数：2010年度 50人

【行政との共催セミナー】
マンション管理基礎セミナー（狭山市で開催）
参加対象者：管理組合
参加者数：2010年度 累計200人

主な活動
○消費者支援
マ
 ンション管理組合役員等を対象にしたセミナーの開
催、自治体や関係団体への講師派遣、各マンションの個
別ニーズに対応するアドバイザー派遣など
○技術者支援
リ
 ニューアル工事において、消費者から信頼される職人
の育成を目的に「匠塾」を開催するなど、施工業者およ
び技術者に対する専門技術の習得への支援活動
○品質確保・技術支援
調
 査・改修計画、工法の決定、施工、アフターサービス
について、協会独自の仕様を決定するほか、協会認定材
料の制定・見直しや試験施工による性能評価事業、登録
技術者の研修・教育など

※16年周期の場合、第１回時に新築時の不具合を
抜本的に改修する工事を想定

○正 会 員

会員状況
32人
○賛助会員

５人

● 所在地・連絡先 ●
〒179−0074

東京都練馬区春日町４−１−18

☎03−5987−4688

FAX

03−5987−4689

E-mail：info@npo-takumi.or.jp
URL：http://www.npo-takumi.or.jp
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管理組合
File Data. 15

埼玉・三郷／埼玉 A マンション管理組合
リコン含有率38％の製品「ハイブリッドシリコンV」。
この製品の導入で耐用年数を10年から20年以上に延ば
すことができる。
修繕周期を延ばすことによって、建物のライフサイ
クルコストを低減させることにつながるのだ。

管理組合へのアプローチに
瑕疵担保保険の加入を明示

ライフサイクルコストを考慮し
シリコン含有率の高い塗料を使用
今回の工事の大きなポイントは塗料選定にある。塗
料業界に勤める管理組合役員がいたことが大きく、材
質の知識、ライフサイクルコストによるメリットを生
かした。
塗料の質で、
今回注目されたのがシリコンの含有率。
一般住民にはわかりにくいが、塗料（ペンキ）の成
分にシリコンが含まれる率が高いと、熱、水、紫外線
に強い高耐候性の塗料となる。
ところが実際には一般のシリコン系樹脂塗料とはい
え、おおむね２〜５%のシリコン含有率しかないもの
が多い。
そこで、業界現役社員の役員が提案したのが、シ

施工を担当した未来建設では現在、管理組合に対し
て大規模修繕工事における瑕疵担保保険の加入を明示
し、アプローチを行っている。
管理組合側のメリットとしては、工事を発注した業
者や設計事務所とは別の第三者（保険会社）の現場検
査が入ることが大きい。
また、同社が倒産した場合などのアフターサービス
も保険でまかなうことができる。同業他社の連帯保証
は談合の温床になる可能性が大きく、保険利用が公正
な業者選定を行う一因になるといえそうだ。
工事データ
○工事名／ Aマンション大規模改修工事 ○建物概要／
1990年竣工・６棟・190戸・RC造・５階建て ○発注者名／
埼玉Aマンション管理組合 ○施工者名／未来建設㈱ ○主
な工事内容／共通仮設／直接仮設／下地補修／シーリング／
高圧洗浄／外壁等塗装／共用廊下側溝防水／鉄部塗装／その
他 ○工事費／１億3,000万円 ○工事期間／ 2010年３月～
６月

社
所

ハイブリッドシリコンVの特徴

在

電

名

未来建設株式会社

地

〒160−0022 東京都新宿区新宿５−９−８三恵ビル3Ｆ

話

03−6273−1134㈹

（シリコン系樹脂を38％含有、一般のシリコン系
F
A
X
樹脂塗料はおおむね２〜５%）
U
R
L
・２液水性超耐候型特殊セラミック変成シリコン
創
業
樹脂塗料
代
表
者
・無機と有機の成分配合により弾力性が増加
資
本
金
・耐候性は20年以上
事 業 内 容
・環境対応…ホルムアルデヒドの放散量が0.12kg/
㎡以下
・耐汚染性…無機の塗膜の特徴である硬さ、緻密
性により優れた耐汚染性を発揮
経 営 方 針
・不 燃 性…主成分が無機を使用しているため不
燃性に優れている
・ライフサイクルコスト…（下図）
一般のシリコン系樹脂塗料
塗料代
（初回修繕工事）

工賃・足場代
（初回修繕工事）

03−6273−1136
http://www.miraken.co.jp
平成15年６月
杉原

秀樹

1,000万円
建築工事の設計、施工、請負及び監理、
建物・建築物の外壁工事、塗装工事、防
水工事、設備工事、サッシ工事、内装仕
上げ工事及びリフォーム工事全般
１．受注管理、工程管理の徹底
２．一社会人としての社員教育の徹底
３．コンプライアンス
（法令順守）
の徹底

塗料代
（2回目）

工賃・足場代
（2回目）

ハイブリッドシリコンⅤ
塗料代
（初回修繕工事）
0年
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工賃・足場代
（初回修繕工事）

（コストメリット）

10年

20年

最新セキュリティー機器で
監視機能をアップ
最新のセキュリティー

○異常感知直前の映像を静止画像でモニターにア

機器の設置で、防犯カメ

ラームとして表示できる、等の機能があるものがあ

ラによる監視機能の強化

ります。

など、より安心感を高めたマンションがあります。

画像はデジタル処理されているため、数年前の防

川崎のA管理組合では、当初から設置されていた防

犯カメラのアナログ画像に比べると、感度が大幅に

犯カメラの老朽化もあって監視システムを変更した

向上しており、薄暗い場所であっても肉眼よりもは

ところ、最近の防犯カメラの機能の向上には目を見

るかに明るい映像で見ることができます。

張るものがあったそうです。
契約している警備会社の担当者曰く「防犯カメラ

管理員が常駐しているマンションであっても、全
館に目を行き届かせるのは大変。廊下や非常階段、

の前で堂々と行動する犯行者はいません。犯行前に

駐車場など死角は意外と多いのが現状。管理室から

監視カメラの向きを変えたり、ケーブルを切断する

最大16台のカメラの映像を同時に監視できるのも魅

など、監視を妨害したあとに犯行に及ぶケースが多

力的です。
防犯カメラの老朽化で取り替えを予定されている

いのです」
。
最近の防犯カメラには監視妨害に対応するために、
○異常を感知し警告音を発生、警備会社へ通報する

管理組合では、機器の選定とともに監視システムの
見直しを検討するとよいかもしれません。

107年

おかげさまで創業

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-20 電話：03-3293-4803 FAX：03-3293-4809

http://www.ip21.co.jp e-mail: ip21@ip21.co.jp
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第12回
ティー ディー エス

一級建築士事務所  ㈱T . D . S

代表取締役

津

田

勝

弘

さん

一級建築士
前列左から岡俊英専務、津田勝弘社長、本間繁敏取締役

技術を集約して魅力ある住まいへ・・・
「信頼はお客様の安心と満足から」を基本理念に
「信頼はお客様の安心と満足から」を基本理念におく
T.D.Sは昭和54年、構造設計事務所としてスタート。30年
以上にわたって改修設計、耐震診断・設計等、構造系の
設計事務所として実績を積み、分譲マンションの大規模
修繕コンサルティングの分野では約250管理組合とともに
事業を行ってきた。社員の約半数にあたる14人が１級建
築士の技術者集団である。
近年では瑕疵調査、瑕疵交渉について、分譲会社やゼ
ネコン、管理会社を相手に管理組合とともに折衝するケー
スも増えている。
また、ブレースを必要としないSPAC（スパック）工法
を推奨し、管理組合では合意が難しい耐震補強工事にも
力を入れている。
理事会や修繕委員会では「大規模修繕工事の正しい進
め方」「修繕委員会の設立支援」等、修繕工事の準備説明
に好評を得ている。

㈱T.D.Sはトータルコンサルティングで

お役に立ちます

●会社概要
●設立

株式会社T.D.S（ティー・ディー・エス）

昭和54（1979）年

●資本金

3,000万円

●所在地
東京本社
〒103−0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目６−13昭和ビル3階
☎03−5649−3666㈹

FAX

03−5649−3665

E-mail：tokyo@tds-arc.com
URL：http://www. tds-arc.com
大阪支店
〒556−0015 大阪府大阪市浪速区敷津西二丁目１−12YKビル７階
☎06−4396−3511
●主な業務内容 （１）ビルマンションの調査・診断・長
期修繕計画の作成（２）大規模修繕工事の改修設計・
工事監理（３）建物の耐震診断及び、
補強改修案の作成・
工事監理（４）宅地建物取引業（５）鳥害忌避材販売・
施工代理店
●社員数

25人（内１級建築士14人）

●過去3年間の業務実績

■建物調査・診断 ■設備調査・診断 ■大規模修繕（改
修）工事の設計及び設計予算書作成 ■設備改修工事の
設計及び設計予算書作成 ■施工会社選定補助 ■工事
監理・監修 ■定期点検 ■長期修繕計画作成 ■耐震
診断・耐震補強設計 ■修繕委員会立上げ支援 ■日常
コンサルティング ■資産価値向上コンサルティング
■瑕疵調査

建物、設備調査診断・設計・工事監理業務
2009年度

3,200戸

2007年度

2,700戸

2008年度

2,600戸

耐震診断、補強設計
2009年度

52棟

2007年度

28棟

2008年度

34棟

■ 駐車場改修事例

スタッフメンバー
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（改修前）機械式122台

（改修後）自走式121台

たてもの株式会社は平成21年9月に国土交通大臣より
指定を受けた「住宅瑕疵担保責任保険法人」です。
か

し

住宅瑕疵保険で

住まいの

安心

を、お約束。

たてもの保険NAIS-IV 大規模修繕保険

国土交通大臣指定

住宅瑕疵担保責任保険法人第6号

たてもの株式会社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目22番12号 保険営業部
TEL.03-3500-4770 FAX.03-3500-4775
URL http://www.nais-th.co.jp
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関 西 ペ イ ン ト 発

外壁改修って何？《その２》

経年とともに劣化する建物
下のグラフ①のように、何も手入れ（修繕）をしない建物は
Ａ線のようなカーブで経年とともに劣化していき、ついには建
物としての最低性能すら維持できなくなります。
一定の間隔で修繕工事を行った建物はその都度建物の機能が
回復し、Ｂ線のような劣化カーブとなります。
また、ある程度劣化が進んだ時期に大規模な修繕工事を行う
ことによって、建物の初期性能を上回る性能・価値を得ること
も場合によっては可能です（Ｃ線）。
●グラフ①

いうちに、健康診断をし、治療しておくことが大事です。
大規模修繕工事を行うことによって建物は元気によみがえ
り、寿命も延びることになります。健康ではつらつとした建物
は資産価値としてもプラス要因となります。
そして何より、そこに住む人々に快適な生活を約束します。
手入れを忘れ、スラム化したマンションは住民の生活も資産価
値も台無しにしてしまいます。

建物の寿命とリフォームの関係

大規模修繕工事とは…？
その昔、ベランダの鉄部の塗装工事を行ったマンショ
ンが次の機会に外壁やベランダ防水の修繕をすることに
なりました。そこで、足場を組んで行う作業は周期を同
じにして一緒に行ったほうが費用的にも無駄がないと考
えたことから、足場があったほうがよい工事をなるべく
集めて行うことにしました。
個別の修繕工事をまとめて行うことで、大規模修繕工
事と呼ぶようになったといいます。

大規模修繕工事によって寿命も延びる
足場の架設

窓回りからの亀裂

共用廊下への塩ビシート施工

屋上防水の劣化・膨れ

屋上防水の改修

駐車場パレットの鉄部塗装

鉄筋コンクリートの建物も人間の身体と同じように歳を取る
とともに弱ってきます。
時には病気にもなります。取り返しのつかないことにならな
一般的な大規模修繕工事の項目
仮設工事

足場、現場事務所設置

外壁改修止水工事

エポキシ樹脂注入、ピンニング、鉄
筋露出処理、欠損処理、木コン処理

ベランダなどモルタル防水工事 撥水材処理、塗膜防水
屋上防水工事

漏水部補修、新設防水

シーリング改修

窓回り、金物つけ根、ＰＣ板目地

鉄部・金物改修

窓手すり、バルコニー、ベランダ手
すり、玄関扉、駐車場パレット

鉄部塗装

同上

外壁ケレン工事

高圧洗浄、剥離材施工、サンダーがけ

外壁塗装工事

フィラー処理、中塗り、仕上げ塗り

その他雑工事

階段灯、自転車置き場、ネットフェ
ンス等

マンション外壁改修塗料
開 設
相談センター
●信頼・安心のホットライン。塗料のトップブランド
（塗料メーカーシェア No.1
株式上場一部会社）がマンション外壁改修塗料のご相談をお受けします。
●
「無料外壁診断サービス」も実施中。お気軽にご相談ください。
●下記ホームページアドレスから、 マンション改修を応援します！！ を御覧下さい。
お問い合わせは

多年の実績と経験を持ち、優れた技術力を誇る当社へ̶。

関西ペイント株式会社・ 関西ペイント販売株式会社
[ マンション外壁改修塗料相談センター ]

☎

http://www.kansai.co.jp
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マンション・ビルの水道工事、配管工事、大規模修繕工事、
マンション・ビル設備のリフレッシュは
スターテックにお任せください。 お客様のご予算・条件等にベストマッチしたプランをご提案
水道・配管工事でお困りの方はこちら→03-3739-8851 まで！
建物の配管工事、水道工事、大規模修繕工事ならスターテックまで

〒144-0052 東京都大田区蒲田3-23-8 蒲田ビル9階
TEL：03-3739-8851 FAX：03-5744-6133
st100@star-tech-kamata.co.jp
http://www.star-tech-kamata.co.jp/
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このコーナーでは、文化放送社員の
ヨシノアイコが番組のちょっとした
裏話や面白おかしいスタッフたちの
お話を通してラジオの楽しさをお伝
えします。

フェイバリット キューアール

ヨシノアイコ

スタジオ丸見え！動画サイトコラボ番組開始
11月から始まった動画サイトコラボレーション番組「エバンジェリスト
夏野剛 土曜会議室」
という番組では生放送で、音はもちろん、スタジオ内をカ
メラで写してニコニコ動画でも配信するという珍しい試みをしています。
スタジオの出演者はもちろん、奥に居るスタッフまでクリアにみえるとのこ
と。今までボロボロの服を着ていたスタッフも、ちゃんとした格好で生放送に
臨み、
私も化粧をしてからスタジオに入っています。
ドコモでｉモードの立ち上げにかかわり、現在では11社で取締役を務める
注目のビジネスパーソン・夏野剛氏がメインパーソナリティ。ビジネスから政
治、マンガや温泉まで・・・あらゆる日本の社会問題についてゲストと討論す
るコーナー「会議」を中心とした番組です。
これまで佐藤優さん、高橋がなりさん、松本零士さん等々、様々の分野のスペ
シャリストをゲストとしてお呼びしていますが、テレビよりもかなりリラック
スしたムードでお話されている姿を見ることができます。ぜひ、一度ご覧くだ
さい。
毎週土曜19:00 〜 20:30生放送。詳しくはhttp://www.joqr.co.jp/kaigi
まで。

文化放送を聴くには…？
●有事の際の情報源はラジオです。
災害時、いざという時に使えるよう
に、日頃からラジオを聴きましょう。
●文 化 放 送 の ダ イ ヤ ル はＡＭの
「1134kHz（キロヘルツ）
」
。
●ラジオが聴こえにくい時は、ラジオ
を窓際に移動したり、向きを変えた
り。コンポの場合はループアンテナ
で調整。電化製品からはできるだけ
離しましょう。
●それでも聴きづらい時は、デジタル
ラ ジ オ や イ ン タ ー ネ ッ ト ラ ジ オ、
ポッドキャスティングで聴いてみて
は？文化放送のホームページをご覧
ください。

女性には…女性のための専用サイト
「文化放送プラスＦ」がオススメです！

http://www.joqr.co.jp/plus-f

本 紙 は、首 都 圏 の 約5,000管
理組合を対象に大規模修繕工事
の情報を掲載・配布するフリー
ペーパーです。
発行部数

5,000部

配布先マンションデータ
千葉県
11.8％

埼玉県
14.0％

築25年 9.3％
築8年
17.9％

地域別 東京都

43.9％

配布先

東京、神奈川、埼玉、千葉の
主要マンション

神奈川県
30.3％

築9年
17.0％

築年別

築10年
20.2％

築24年
9.4％
築23年
8.8％

築11年
17.4％
（2010.6 改訂 1）

● 問い合わせ先 ●
〒104−0061  東京都中央区銀座７−17−５ 永谷タウンプラザ703
TEL. 03−6278−0424 FAX. 03−6272−5468
tatemonochosa@gmail.com
http://www.tatemono-sindan.com
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