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管理組合
File Data. 35

神奈川・横須賀市／ソフィア シンシティ管理組合

横須賀・海辺は強風が天敵
塗料の飛散を危惧して延期も
第一の大きな問題は横須賀・海辺ニュータウンならでは
の立地条件による「風が強い」こと。現場代理人の話では「強
風による足場組み立ての中止は２度。風速10ｍは毎日吹い
ていました」
。
クレーン車も使っているため天候をみて朝の早い時間な
ど臨機応変に対処しなければならなかったという。
修繕前の建物具合については、見た目はきれいだったが、
海が近いこともあり、鉄部のさび、タイルの浮きなど予定
していた数量をオーバーした。一般的には１回塗りのさび
止めも２回塗りを標準仕様とする工夫も行った。
逆に管理組合が非常に協力的だったために工事の進行が
スムーズで「たいへんありがたかった」と現場代理人。
現場事務所や資材置き場、資材搬入車のスペースを作る
ための仮駐輪・駐車場への移動について、管理組合で事前
の取り決めをよくしてくれたため、トラブルもなくスムー
ズに行えた。管理組合、設計コンサル、施工会社とのコミュ
ニケーションが良かったことが工事の成功につながったよ
うだ。

工事データ
○工事名／ソフィア シンシティ 2012大規模修繕工事 ○
建物概要／ 2000（平成12）年竣工・RC造・11階建て・２棟（他
附属棟１棟）・143戸○発注者／ソフィア シンシティ管理組
合○設計・監理者／マンション管理支援事務所 ○施工者／
㈱大和 ○主な工事内容／共通仮設／足場仮設／躯体下地補
修／シーリング／洗浄／鉄部塗装／バルコニー防水／屋上防
水／その他 ○工事期間／ 2012年１月下旬～５月下旬

風が強い横須賀地区。足場の組み立ても
天候をみて早期に

足場に設置した防犯センサー。
不審者の侵入に対応する

マンション入り口の引き手扉から
自動ドアに変更

海辺は塩害が大きい。屋内のパイプ
シャフトの扉も修繕対象だ

バルコニーの打ち放しをウレタン防水に加工

外壁の汚れは高圧洗浄を用いて作業

管理組合様へ
工事期間中の安心をご提供します。
マンション大規模修繕工事を依頼している工事会社が、
工事完成前に倒産しても、

マンション大規模修繕工事
わが国初の
『大規模修繕工事完成保証制度』
なら 安心 です。
完成保証制度のご案内

万が一、
工事完成前に工事会社が倒産しても、
確実に工事を完成することができます。

マンション大規模修繕工事完成保証制度
についてのお問い合わせは

一般社団法人 全国建物調査診断センター

☎03-6304-0278
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住宅金融支援機構提携金融機関

株式会社 ジェイ・モーゲージ バンク
〒105-0004 東京都港区新橋1丁目18番16号 日本生命新橋ビル2F

夏 涼 し く 、冬 暖 か く 、躯 体 の 耐 久 性 も ア ッ プ す る ―

今注目の外断熱改修とは
大量供給時代以降、日本の住宅は、施工コストが安い、早く
施工できるという理由で、これまで内断熱工法中心に建設が進
められてきた。
しかし、ここにきて省エネルギーや結露等の住宅環境への対
策などから、マンションの大規模修繕時の外断熱改修が注目を
集めはじめている。
断熱材は、外気の熱を遮断して、室内の生活を快適にするた
めに利用する建材で、建物を覆うように施工するのが「外断熱」
、
建物の形に沿ってコンクリートの内側に施工するのが
「内断熱」
である。
これまで日本の住宅に利用されてきた内断熱だが、近年マスコミ
などによってその欠点が周知されるようになってきている。
欠点とは、日光や外気が直接コンクリートに当たるために温
度変化が大きく建物躯体に影響を与える、外壁と室内の温度差
が広がって結露が起きやすいなどである。
外断熱工法の先駆けである東邦レオ㈱外断熱事業部副事業部
長・和田清栄氏にお話を伺った。
「外断熱はコスト高というイメージがありますが、住民の方は施工
中も通常の生活を送れる、騒音が少ないなどのメリットがあり、改

修工事の場合は逆に内断熱よりコストが安くなります」
震災の影響による電気供給の不安定さなどから、エネルギーに
依存しないマンション作りの機運は高まっている。
とはいえ、通常の外壁修繕の費用と比べコストアップとなるため、
いかにコストを抑えられるかが採用のポイントとなりそうだ。
和田氏は「近年、メーカーのコストダウンによりリーズナブ
ルな外断熱工法が発売されたことや、エコポイントなどの補助
金制度の利用、省エネ効果による空調費の削減などのメリット
から、マンションの大規模修繕時の外断熱改修の普及は確実に
進みつつあります」と話している。

●内断熱と外断熱の評価表●
内

施工性
コスト
躯体保護

省エネ効果

結露の発生
健康快適性

断

熱
優れている
一般的な工法のため安価
外壁表面温度の変動が大きく、コンクリートや鉄筋が
膨張、収縮を繰り返し、構造体に亀裂を生じさせる原
因となる

外
断
熱
ベランダや窓枠部分など、凹凸部分に難あり
汎用性がないため高価
躯体が外気の影響をうけることがほとんどなく、雨水
による侵食保護や、コンクリートの温度を一定に保つ
ことができるため、熱伸縮による亀裂が減少する。建
物耐用年数の延長が期待できる
夏季はコンクリートに貯まる熱が室内に放出され、冬 コンクリートの蓄熱効果で、室温の変動が少ないため、
季は昼間日射を受けてもその熱を夜まで持ち越すこと エアコンの運転も効率的で安定する
が少ない。室内の空気のみを冷暖房するので立ち上が
りは早いが、エアコンを切ると室温の上昇・低下も早
い
室内水蒸気が内断熱材を通りコンクリート表面につい 室内に面するコンクリートが外から断熱材で守られる
て、結露となりやすい
ため、結露が発生しにくい
断熱材を覆う仕上げ材として、ホルムアルデヒドなど 室内仕上げはなくても支障がない
アレルギー源となる材質が含まれる可能性がある

事例マンション紹介

東京・八王子市

ホームタウン南大沢

東京・八王子市のホームタウン南大沢管理組合（1986年竣工・10棟・174戸）で
は2010年、第２回大規模修繕工事を実施した際に外壁および床下と開口部の断熱
改修を行った。外壁の外断熱改修は東邦レオ㈱が施工を担当。
以前から外断熱改修の構想があった管理組合は2005年に一部の住戸で試験施工
を行い、その結果エアコンの利用回数が激減したという報告があったことが説得力
になり、ほぼ100%の支持を得て外断熱改修が実現した。
工事後、管理組合では断熱効果の実感から今後さらにバルコニーや階段室部分の
手当て、換気装置などエコ改修を意識した更新を検討している。

断熱材の発泡スチロールは電気ナイフで適当なサイズに切り、モルタルで接着する

問い合わせ先

工事中当時の南大沢ホームタウン

改修後の断熱材による外壁の厚み

東邦レオ株式会社 外断熱事業部 〒170-0004 東京都豊島区北大塚1-15-5
☎03-5907-5600

外断熱専用サイト

http://www.ecopro.jp
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マンション損害保険

10 月 1 日より東京海上日動火災
築年数別に保険料体系を見直し

東京海上日動火災は10月１日、マンションの築年数の
経過に伴う漏水事故等の増加を背景とし、マンション保
険の保険料見直しを行います。
昨年７月、あいおいニッセイ同和損保が保険料の値上
げを実施していますが、東京海上日動火災の値上げによ
り、各社拍車がかかると思われます。
◇
問題は保険料値上げの内容。実は築年別の保険料体系
を導入するということです。
東京海上日動火災では、マンションの築年数別に保険
料体系を４区分にします。
築20年以上のマンションの場合は保険料が増えると同
時に免責額も５万円となります。
【見直し後の保険料水準・保険料体系イメージ】
高
見直し前
保険料水準

保
険
料
安
10年未満

10年以上
〜
15年未満

15年以上
〜
20年未満

築年数
20年未満

2010年度では、マンションの平均年間保険料20万円に
対して23万円の保険金を支払っているが、築20年以上の
マンションは年間保険料16万円に対して26万円の保険金
を支払っていることになるそうです。
【築年別の保険金支払いの推移】

（2008年の支払い保険金を100とした場合）

◇
東京海上日動火災の保険料率値上げにより、その他の
マンション保険の値上げも追随を許さざるを得ない状況
になるでしょう。
こうした場合、マンションとして得するのは、現在の
保険契約を期限前でも解約し、新たに改正前の保険料で
長期契約を結ぶことが有益だと思えます。
まずは保険約款を確認して、どの時期にどのように契
約を見直すか確認して欲しいと思います。

東京海上日動火災によると、保険料を見直しする背景
には築年数が経過するにしたがって漏水事故を中心に保
険金の支払いが増加している傾向にあることをあげてい
ます。
【マンション管理組合用総合保険各社状況】
三井住友海上火災
保険料改定
商品特徴

東京海上日動火災

日本興亜損保

H24.10.1大幅改定予定
築年数による格差あり

あいおいニッセイ
同和損保
H23.7.1大幅改定
築年数による格差あり

水濡れ原因
調査費用

１事故100万円

年間100万円

年間100万円

年間100万円

年 間（50万 円・100
万円・300万円

個人賠償包括

示談交渉あり
事業用住戸対象

示談交渉なし
事業用住戸対象外

示談交渉なし
事業用住戸対象外

示談交渉なし
事業用住戸対象外

示談交渉なし
事業用住戸対象外

免責金額

1万円

20年 未 満1万 円 ／ 0円（ 破 損・ 汚 損 は 0円（ 破 損・ 汚 損 は 15年未満0円／
5千円）
1万円）
15年超5万円
20年超5万円※注

動産損害

自動担保

自動担保
※注 10/1改定予定
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損害保険ジャパン

保険金額設定

要

自動担保

自動担保

サルに質問します !
設計コン

大規模修繕
＋
設備改修
○あて先：一般社団法人 全国建物調査診断センター
〒160-0023 東京都新宿区西新宿７-19-22-305
TEL. 03-6304-0278
FAX. 03-6304-0279
tatemonochosa@gmail.com
○採用者発表：
紙面への掲載を持って代えさせていただきます。
※投稿者の個人情報につきましては、紙面掲載の場合の寸
志送付先名作成、あるいは読者層を図るデータ集計以外
の目的には使用いたしません。

スラブ下配管を修繕する場合の注意点を教えてください
質問者：埼玉・さいたま市 管理組合理事長
1979年竣工・10棟・５階建て・約260戸
質問内容：わが団地は新耐震基準以前の建物ですが、住みよいマン
ションであります。ただ、排水管が階下の天井裏に通る「スラブ下」
配管であることが問題だと昔からいわれています。
専有部分か共用部分か…判例もあるそうですが、「スラブ下」にあ
る排水管を修繕する場合の注意点をまとめてわかりやすく教えてく
ださい。
回答者：一級建築士 佐久間達雄氏
回答：住戸内にある専有部分の排水管が共用部分の立て管にぶつか
るまで、近年のマンションは自分の専有部分内のコンクリートスラ
ブ上を通って配管されています。ところが30年以上前の高経年マン
ションになると、排水管が自分の内の床下のコンクリートスラブを
突き抜けて階下住戸の天井裏に配管されていることがあるのです。
こうした配管の理由は排水しやすいように勾配をとる必要があるた
めです。
問題点１：階下住戸の天井裏に配管されているため、自分の専有
排水管を維持管理できない。漏水事故が起こってから老朽化の問題
が明るみに出ることもあります。
マンション標準管理規約の「共用部分の範囲」をみると、「配管継
ぎ手及び立て管」は共用部分であり、それ以外、つまり横引き管は
専有部分という解釈です。
ところが漏水事故が起こった際の責任の所在について、平成12年
３月最高裁判決ではスラブ下配管は上階の区分所有者が維持管理で
きないので共用部分に当たると解釈されました。漏水事故の責任は
管理組合にあるということです。
問題点２：専有リフォームを希望しても排水口や配管が防水層や
コンクリート内に埋まっているため、階下住戸との大がかりな同時
工事が必要で、多額の費用と生活支障が生じしてしまいます。
管理組合としての対処：スラブ下配管のマンションでは、専有部分・

質問・相談の採用者には寸志（図書券１万円分）をプレゼン
ト！
マンションの大規模修繕工事や設備改修工事などについて、
わからないこと、悩んでいること、相談していることがありま
したら必要事項を記入の上、郵便または電子メール、FAXで下
記まで送信してください。マンションの改修工事を多く手掛け
る設計事務所の建築士等が問題を解決いたします！
質問内容は編集上、
文章構成などを変更する場合があります。
ご了承ください。
また採用以外の質問・相談にも設計コンサルタントが個別に
お応えします。

質問・相談について
必要事項の記入
○住所・マンション名・氏名・管理組合での役職
○マンションの竣工年・棟数・階数・総戸数
（わかる範囲で）
○質問・相談内容
共用部分の区分をはっきりさせて管理規約を見直すなど、管理組合
として方針を示す必要があります。
標準管理規約はスラブ下配管を想定していません。最高裁の判例
を参考に検討してください。
横引き管も共用部分として管理組合で管理していくならば、修繕
費用の確保も必要です。また排水管改修をする場合はスラブ上に更
新する方法も検討したいところです。
横引き管を共用部分としても、あくまで住戸内は専有部分ですか
ら、浴室やキッチンなどをリフォームする際には区分所有者がいろ
いろなリフォームを選べるような仕組みを管理組合が作っておくこ
とも必要でしょう。
こうした手立ては管理組合だけでは難しいといえます。設備改修
にくわしい設計コンサルタントに相談するのもひとつの方法です。

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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P・C・G テクニカ

老朽排水管の更生工法で名古屋市長賞を受賞
2 0 1 2 年 愛 知 環 境 賞
ビル・マンションの排水管更生工事などを手掛けるP・
C・Gテクニカ（藤井金藏社長）は２月15日、2012年愛知
環境賞（名古屋市長賞）を受賞しました。
同社が取り組む排水管更生（再生）工法は20年保証の
「FRP耐震ライニング」
。排水管を既存状態のまま施工す
ることで廃棄物を出さず、防錆・耐震補強を兼ね備えて
いることで耐用年数が40年以上となる管更生技術です。
老朽化したビル・マンションなどに対応することによっ
て大きな省エネ・省資源効果が生じるため、その将来性
が高く評価されたことが今回の受賞のポイントになりま
した。
同社としても「長期にわたって資源とエネルギーを節
約し、廃材と二酸化炭素を出さない、環境に優しい耐震
更生技術です」と説明しています。

法によって排水管更
生とともに耐震補強
が同時に行うことが
できる。

●環境負荷低減効果
劣化した配管を廃棄するのではなく、その配管を使う
ため取り換え用の配管も不要で既存管等の廃棄物処理や
配管製造にかかるエネルギーや二酸化炭素発生を大幅に
削減することができ
る。環境に負荷をか
けずに既存管を最強
のライニング管に再
生できる。

排水管の集合継手にも新工法
ノズルが2方向回転でライニング

P・C・Gテクニカの
老朽排水管更生事業の概要
●排水管更生（FRP耐震ライニング）とは
経年劣化により腐食した排水管について、管の更新で
はなく既存管を更に長年使用とする工法。管内の錆やス
ケールを高圧洗浄で取り除いた後、管内を補修し、繊維
（ライナー）に樹脂を含ませて管の内部を成形する。管内
にさらに新しい樹脂
の管を作るというイ
メ ー ジ で あ る。 耐 用
年数は従来のライニ
ン グ が10年 な の に 対
し40年以上となる。

P・C・Gテクニカは排水管の集合継手にも新工法を導入。
これまで難しいとされてきた「排水管集合管ライニング」
の工法を開発しました。
近年のマンションの排水設備は、キッチンの排水や浴
室、洗面などの排水管を集合継手でまとめて縦管1本とす
るケースが増えています。何本かの横引き管をまとめる
わけですから、管が集合する部分のライニングは難しい
といえます。
新しい工法では樹脂を噴射するノズルを正・逆の２方
向回転させることによって、ライニング形成のムラを失
くしました。

●先駆性・独創性
樹脂含浸繊維工法である「FRP耐震ライニング」は技
術審査証明と特許を取得。既存の排水管の中に強靭な素
材でもう一つの管を作る工法である。これまでの塗布工
法では塗布はできても配管補強には至らなかった。新工

5月18日～ 20日、東京ビッグサイトで開かれていた
「朝日住まいづくりフェア2012」に出展。藤井社長
（中央）自ら集合管ライニングの説明をする姿も

会社概要
●社名／株式会社P.C.Gテクニカ 東京：東京都品川区北品川5-7-14-405 ☎03-3440-6401 本社：愛知県名
古屋市天白区原1-1204 ☎052-804-0701 ●代表者／藤井金藏 ●設立／昭和39年３月 ●資本金／ 5,000
万円 ●URL ／ http://www.pcgtexas.co.jp ●事業内容／●P.C.G協会工法開発元（新技術開発・機材開発・
ライセンス業務）●特許工法、審査証明技術による給・排水管更生、排水管の耐震ライニング及び再生工事 ●給・
排水設備工事及びマンション給・排水設備大規模修繕工事・給水管オゾンXJP工法によるマンション給水管の
洗浄業務 ●ビル・マンション給・排水管の定期洗浄と定期点検、緊急サービス
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判例の広場
1・17 最高裁第3小法廷

迷惑行為の差し止め
管理組合敗訴を高裁に差し戻し
神奈川県藤沢市のマンション管理組合の代表者が区分
所有法６条「区分所有者の共同の利益に反する行為」を
繰り返す所有者に対し、同法57条に基づく行為の差し止
めを求めた訴訟の上告審で最高裁第３小法廷（那須弘平
裁判長）は１月17日、管理組合側が敗訴した２審判決を
破棄し、東京高裁に差し戻しました。
◇
管理組合側が訴えた区分所有者の迷惑行為は、①理事
長を誹謗・中傷するビラの配布②役員が管理組合資金を
運用しているとする文書の配布③工事業者の現場事務所
での業務妨害④理事長や役員に対する暴行など。
１審横浜地裁、２審東京高裁では上記の行為に対し、
「騒
音や振動、悪臭のように建物の管理・使用にかかわるも
のではない」ことから「共同の利益に反する行為には当
たらない」として管理組合の請求を棄却していました。
◇
最高裁の判断では、区分所有者の迷惑行為が管理組合
役員らに対する個人攻撃にとどまらず、管理組合の業務
の遂行や運営に支障が生じているという管理組合側の主
張に対し、下級審ではマンションの正常な管理や使用が
阻害されているかなどの点について審理判断されていな
いとしました。

このため原判決を破棄し、管理組合の請求が法57条の
要件に満たしているか、さらに審理を尽くさせるため東
京高裁に差し戻すことになります。

最高裁の見解
●（区分所有者の）各行為は、本件管理組合の役員
らに対する単なる個人攻撃にとどまらず、それに
より、集会で正当に決議された本件マンションの
防音工事等の円滑な進行が妨げられ、また、本件
管理組合の役員に就任しようとする者がいなくな
り、本件管理組合の運営が困難になる事態が招来
されるなどしているのであって、本件マンション
の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に
反する行為であり、これが違法であることも明ら
かである
●法57条に基づく差止め等の請求については、区分
所有者が業務執行に当たっている管理組合の役員
らをひぼう中傷する内容の文書を配布し、マンショ
ンの防音工事等を受注した業者の剛無を妨害する
などする行為は、それが単なる特定の個人に対す
るひぼう中傷等の域を超えるもので、それより管
理組合の業務の遂行や運営に支障が生ずるなどし
てマンションの正常な管理又は使用が阻害される
場合には、法６条１項所定の「区分所有者の共同
の利益に反する行為」に当たるとみる余地がある
というべきである

〒110-0015 東京都台東区東上野４−24−11 NBF上野ビル11F
TEL.03−5806−6711 FAX.03−5806−6721

03−5806−6711
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横浜市

「電気自動車の充電設備を
設置するための『基礎知識』
」作成
横浜市建築局は３月、
『分

が大きく、管理組合としても「既存の分譲マンションだ

譲マンションに電気自動車

から関係ない」というスタンスではなく、今後の社会的

の充電設備を設置するため

ニーズに合わせて検討していかざるを得なくなると考え

の「基礎知識」
』
（A4判8ペー

られます。

ジ）を作成しました。

管理組合で充電設備を設置す

既存の分譲マンションに

る際の問題点はやはり合意形成

電気自動車の充電設備を設

です。管理組合内部で検討しな

置しようとする管理組合が

ければならないことがありま

検討しなければならない内

す。これらのことを検討した上

容をA4のパンフレットにま

で、総会決議を経る必要がある

とめたものです。

でしょう。

電気自動車については社会的、時代的に進んでいくと
いっていいでしょう。いずれは主流になっていく可能性

検討しなければならないこと
①設置する充電設備の種類
②設置場所の選定
③利用方法・設備の設置台数
④費用の負担方法（設置費用、運用費用）
⑤管理規約、駐車場使用細則等の変更内容
パンフレットについては横浜市建築局HP参照 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/kikaku/plan/ev-pamphlet.html
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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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自治会加入率と会費の徴収方法
３ 月11日、 東 日 本 大
に拘束力はないとした判決例もあります。
震災が起きて１年以上が
とはいえ、管理費等と自治会費を完全に別々に集
経過しました。
めるというのも非効率ではないでしょうか。
東京湾沿岸地区では今
㈶マンション管理センターでは「費用の徴収業務
後、東日本大震災と同等
のみを一元化し、管理組合が自治会等を『代行』し
の津波被害が想定され、
て徴収した自治会費を自治会等に給付するという方
直下型地震では阪神・淡
法」も考えられるといいます。
路大震災と同等以上のマ
管理組合のコミュニティー形成業務と自治会・町
ンション等の倒壊が想定されています。
内会業務が重なる部分も多いです。各種業務やかか
現在、防災への取り組みは管理組合よりも自治会
る経費などについても整理しておくことが大切とい
が主となるケースがほとんどです。
えるでしょう。
自治会は任意です。本当の大災害が起こることを
それでも万が一の災害のことも考えると、住民の
考えれば本当は全員加入が当たり前と思いますが、
自治会への加入率増加、または管理組合が行政と連
近隣とのコミュニケーションが苦手な人が多いので
携を取れる体制の構築は必要です。
しょう、マンションでもおよそ70%の
加入率がいいところだそうです。
自治会への加入は任意ということな
ので、自治会費の徴収も加入者のみ管
理費とともに会費の上乗せした金額を
引き落としていれば問題ありません
が、強制加入として全区分所有者から
一律に徴収するのは問題です。
管理費に自治会費を含めて徴収する
行政の補助制度は自治会申請となるが、それを利用すればマンションで防災倉庫や
AED、炊き出し用の釜、リヤカーなども補助金で購入することができる
と定めた管理規約について、その規約

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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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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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
12.2％

埼玉県
13.2％

築24年 8.7％
築8年
19.2％

地域別 東京都

45.3％

配布先

東京、神奈川、埼玉、千葉の
主要マンション

神奈川県
29.3％

築9年
17.7％

築年別

築10年
16.8％

築12年
17.5％

築11年
20.1％
（2011.7 改訂 2）

※各マンションには１部お届けしておりますが、複数部ご希望の方はセンターまでご一報ください。
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● 問い合わせ先 ●
〒160−0023 東京都新宿区西新宿７−19−22−305
TEL. 03−6304−0278 FAX. 03−6304−0279
tatemonochosa@gmail.com
◆バックナンバーはHPをご覧ください。http://www.zenken-center.com

