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管理組合
File Data. 38

─特別編─
横浜市・中区／アトラス野毛山管理組合

◇流れた計画、スラム化の手前◇
従前野毛山住宅の概要
昭和31年（1956）年竣工 ５棟・５階建て・120戸
敷地面積：6,345.18㎡ 延床面積：5,207㎡
専有面積 39 ～ 48㎡ 自主管理
120戸中、反対者５人―。
1998年建て替え決議総会。計画は、流れた。当時の管理
組合は「全員合意を大条件」に建て替えを進めていた。そ
れがついに叶わなかったのだ。
「工事差し止めが怖かった」と、当時を振り返るのは１
回目の建て替え委員を務めた江波戸威津雄さん。
万一、反対者の意向を振り切って建て替え工事を強行し
ても、建て替え決議の瑕疵（かし）などを理由に、裁判所
に工事差し止めの仮処分を申請されるかもしれない。そう
なれば、工事はストップ。事業の行方がわからなくなった
まま、仮住まいの費用がかさみ、住民関係が泥沼状態に陥
る可能性もある。
「とにかく全員合意を目指してやっていた。それがダメ
だったのだから、建て替えなんてもう当分できないだろう、
と。当時は、そんながっくりきた雰囲気がみんなにあった」
反対の大きな理由は、最低でも戸当たり1000万円以上の
費用負担。住民の高齢化も要因だった。
ただし、これまで計画的な修繕を行ってきたわけでは、
ない。外壁の崩落、爆裂、汚れがひどく、水漏れや赤水など、
住環境の劣悪さはどんどん進行していた。
道路公団やNTTなどが所有する社宅が30戸を数えるが、
住み手がなくなり、空き室が目立つようになった。スラム
化の一歩手前…
誰の目にもそう
見えた。
そ ん な こ ろ、
時代はマンショ
ン建替え円滑化
法施行、区分所
有法改正という
旧野毛山住宅。昭和31年の分譲以来、計画的な
流れの中に移行
修繕は行われず、空き室もどんどん増えていった
していった。
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◇2度目の建替え委員会発足◇
1997年 の 阪
神・淡路大震災
を 境 に、 マ ン
ションの法律が
動き出した。
2002年、マン
ション建替え
円 滑 化 法 施 行。
管理組合では６
月 の 総 会 で 再 解体される旧野毛山住宅。それまでの管理費等は
修繕積立金を含めて、わずか3,000円だった
度、建て替え準
備会発足が決まった。
翌年４月、建て替えについて区分所有者へのアンケート
を実施。120戸中、結果は賛成110、反対１、無回答９。
2004年の総会で、
「野毛山住宅建替え委員会」を組織した。
このときの感想を江波戸さんはいう。
「今は空き家状態が
多いけど、きれいになったら、みんなここに住みたい気持
ちが強いんだよ」
。
2006年８月、横浜市で初めて、建替え円滑化法を適用し
た建替組合が認可され、９月に設立総会を開催した。
「リーダーがいてくれたからできた」
。これも江波戸さん
の言葉だ。法律の改正であれ、業者の協力であれ、基本的
に住民側のリーダーシップは欠かせない。そして続けた。
「やっと出てきてくれたリーダーのもと、今度は本当に建
て替えができると思った」
。
売り渡し請求は２戸。実際には、単に「高齢で理屈が通
らない人」との話し合いだった。
2007年３月、着工記念パーティー、安全祈願祭。事業協
力者として、施工を担当した旭化成ホームズ㈱が住居を取
得し、所有者として建替組合に参加している。
旭化成ホームズは建て替えに向けての合意形成に専任の
担当者を置いた。住民同士だけでは軋轢（あつれき）が残
りそうな関係の取り持ちを行ったのだ。

建て替え前2004年当時の居住状況
区分所有者の居住 24戸
空家状態
57戸

賃借人の居住 39戸
合計
120戸

◇事業パートナーの役割◇

◇とりあえずの船出◇

建て替え決議が成立したのは2005年12月。
その１年前の11月、旭化成ホームズが建替え事業のパー
トナーに選ばれた。
同社は事業パートナーとして、新たなマンション設計の
概要、既存建物の取り壊しや再建の概算費用などを提案。
また、建て替えに賛同しない人への説得などにも当たった。
「女性の担当者だったんだけど、建替えへの参加が難し
い人や迷っている人などにも親身になって対応してくれ
た。そういうところがうれしかった」と江波戸さん。
2006年８月、建替組合認可。しかし、建物の取り壊しは
翌年３月まで待たねばならなかった。理由は、権利変換計
画の許可を得るのに時間がかかったからだ。
決議に賛成したからといって、資金調達が難しい人はい
る。抵当権のある住戸は、その抹消手続きをしなければな
らない。高齢者には住宅金融支援機構の制度の利用を薦め
た。所有者の資金調達へのアドバイスは、旭化成ホームズ
の担当者が仕切ってくれた。
「経済的に弱い人をどうするかが、合意形成の重要なポ
イント。そうした点で、旭化成の担当者がよくやってくれ
た」と江波戸さん。
旭化成ホームズは、参加組合員として建替組合に参加し、
事業費を負担するとともに理事も務めた。そして、事務局
として事業の事務手続きの一切を引き受けた。
「建替え円滑化法に基づいた成功例のある会社をパート
ナーに選んでよかっ
た。まだまだ建て替
え事例は少ないから
ね」
。実績による信
頼が旭化成ホームズ
を選んだ理由だった
ようだ。
建替組合認可から
建設中の様子。旧野毛山住宅の地権者は65
２年。この年の９月
戸を取得し、77戸を一般販売とした
に完工を迎えた。

2008年11月29日、建て替え完了後初の管理組合設立総
会を開いた。
ところが、管理規約の内容でつまずいた。建て替え後は
142戸。前所有者65戸に対して、77戸が新規所有者となる。
理事会はこれまでの理事経験者の中から選んだほうが収ま
りつくだろうと考えたが、建替組合の中から１人だけ居住
しない前所有者を理事候補にしたい思惑があったのだ。し
かし、
規約で「役員は居住するものに限る」と明記してある。
このため、第１期理事会は１人欠員という形をとり、そ
の理事候補はオブザーバーとして参加してもらうことで落
着した。
建替組合の副理事長だった江波戸さんは、ここでアトラ
ス野毛山管理組合理事長に就任することになる。
「やっぱ
り、マンションをわかっている人じゃないと」という前所
有者の思いがあるのだ。
江波戸さんはいう。
「産みっぱなしじゃダメということ。
新しい人たちにマンション管理をどう伝えて育てていくか
が問題だ」
。
組合運営の予算計画の承認、役員選定の承認、最低でも
このくらいはスムーズに執り行わないと…。
「とりあえずは船出しました－現状はそのレベルでしか
ない」と、江波戸さんはいう。
12月17日に初の理事会を開いた。印鑑は理事長、通帳は
管理会社（東急コミュニティー）保管、会計担当や自治会
などへの渉外担当を決めた。これからの理事会では、基本
的なルールをいろいろ決めて行きたいという。
新規所有者の中から、副理事長を選んだ。新旧の壁を作
らぬよう、どんどん管理組合情報を流して、
「私たちのマ
ンション」を構築していく予定だ。決算月は４月30日。そ
のときに理事会メンバーを再度固めていくと決めた。

建て替え前後の比較
専有面積 5,207㎡⇒9,204㎡
階・棟数 ５棟５階建⇒１棟６階地下１階
総 戸 数 120戸⇒142戸
間 取 り 2DK⇒1DK ～ 3LDK
専有面積 39 ～ 48㎡⇒30 ～ 82㎡

平成14年、120戸のうち居住区分所有者は20数戸。建て替えアンケートを
北は北海道、南はオーストラリアまで郵送した。17年12月建替え決議が行
われ、野毛山住宅は20年12月「アトラス野毛山」として生まれ変わった
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会社探訪

総合リニューアル専門の工事会社として、高品質・低コスト・安全
施工を通じてお客様からの高い信頼を得ることを目指します。

業務拡大につき、社員増員、資本金増資を推進

東京スカイツリー第1、2展望台と、
隣接するイーストタワーの内装仕上
げの施工も担当

創業は昭和25年の合資
会社岩佐塗装工業所にさ
かのぼる。その後昭和55
年リニューアル工事部門
を 設 立、 平 成14年 イ ワ サ
の歴史とともに育った協
力会社集団を統合し、翌
15年７月、社名をイワサ・
アンド・エムズに改称し
た。
「エムズ」とはメンバー
ズ（ 社 員・ す べ て の 協 力
会 社・ 作 業 員 ） で、 高 い
技術力の施工集団が一体
となっていることを意味

している。
リニューアル本部の梶春雄部長は「施工集団が一体と
なることで、高品質、低コスト、安全施工を心がけ、直
接お客様の声を聞きながら、お客様の立場にたったリ
ニューアル工事を提供しています」と話す。

スクラップアンドビルドの時代から、建物は大切な資
産として「維持・保全」、改修や改善による「資産価値向上」
の時代となった。
これを受けて同社も社員雇用など、業務拡大を積極的
に行い、リニューアル部門のスタッフを近年35人から57
人に増やした。また平成23年に資本金8,000万円、今年７
月に１億円に増資した。
「大規模修繕工事のすべてに関わる建物診断、調査、積
算見積もり、設計および施工に特化する専門工事業者を
目指し、現在まで10万戸の工事実績があります」と梶部長。
居住者が日常生活を送っている環境の下での工事であ
ることが大前提のプロフェッショナルとして、居住者等
の安全や環境への配慮が得意な施工を提供するという。
●企業データ
社
所

名
在

電

株式会社 イワサ・アンド・エムズ

地

本社〒113－0034 東京都文京区湯島２－21－17 M’sビル

話

03－3813－7669

F

A

X

03－3813－7819

U

R

L

http://www.iwasa-m.com

創

業

1950年（昭和25年）

代

表

者

増田

資

本

金

１億円

聡

正 社 員 数 84人
現場代理人数

37人

過去３年間の改修工事実績
2011年度 43.4億円
2010年度
2009年度 35.1億円

特

色

35.5億円

マンションの大規模修繕工事を主業に新築塗
装工事、化学工場等の塗装メンテナンスに特
化した施工集団をかかえる総合リニューアル
専門工事会社として、高品質・低コスト・安
全施工を提供しています。

東京・文京区にある本社ビル外観

今年6月の安全大会では約160人が参加した
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大規模修繕工事施工例（東京・江東区）

大規模修繕工事 キーワード「積算」って 何 !?
荻野化成㈱は工事の施工業者向けに塗料や防水材などの資材を販売する会社だが、2012年１月から大規模修
繕工事の積算業務を開始した。工事を発注する管理組合だけでなく、管理会社、設計コンサルタント、施工業
者などから、幅広い範囲で実績を広げている。

積算業務って何!?
積算（数量拾い）とは、材料費・労務費・機
械経費などに基づいて工事費を構成する費用を
積み上げ、全体の工事費を計算する業務のこと。
例えば、外壁タイルのひび割れが北側の面だ
けで合計○m、タイル浮き補修のために樹脂注入
するのは○穴、タイル欠損個所補修○枚、バル
コニー上裏の鉄筋露出個所補修○個所、外壁高
圧洗浄○㎡など、この○の部分に数字が入って
はじめて作業の手間がわかり、工事金額がつか
めることになる。
現行では、この積算（数量拾い）業務は見積
もりをする工事会社が各々行っているケースが
ほとんど。このため見積もり数量を一定に決め
ることができれば、工事会社別のバラツキもな
くなり、正確で客観的な見積もりが提示される
と同時に、管理組合側の理解度のアップも期待
できる。

管理組合・管理会社・工事会社等が
得られるメリット
１．第三者の荻野化成㈱が面積や数量を算出するので、
工事会社が作る見積書に比べて、管理組合側がわかり
やすく納得しやすい
２．管理組合側が納得しやすければ、管理組合幹部が一
般組合員に説明しやすい
３．見積書作成のために行う各工事会社の数量調査のコ
ストが削減できる
４．複数の工事会社を公募し、相見積もりをさせる場合、
管理組合側からの数量に合わせて金額を記入するだけ
なので、数量にばらつきがなくなり、見積もり金額の
比較がしやすくなる

大規模修繕工事における
積算業務の位置づけ
①調査依頼
大規模修繕工事を行うに当たり「建物の工事
範囲の面積や、個所の数量」の現場を調査する
←積算業務
②現場確認
現場が図面通りであるかを確認する
←積算業務
③数量データの作成
現場確認後、図面から工事仕様が異なる部位
または工種ごとに、面積や数量を算出し、数量
←積算業務
データを作成する
④図面を色分け
管理組合に理解してもらうため、図面にそれ
←積算業務
ぞれの部位を色分け
⑤積数量書の作成
工事会社が仕様および見積もり金額を入れら
れるよう書類「見積数量書」を作成する
←積算業務
⑥見積もり参加依頼
見積もりに参加する工事会社は空欄に数字や
金額を記入して管理組合に提出する
⑦見積もり提出
工事会社は管理組合作成の見積数量書に基づ
き、空欄に金額を入れて見積書を作成する
⑧工事発注
ヒアリングなどを含めて管理組合で協議し、
１社に工事を発注する

●問い合わせ先

荻野化成株式会社 横須賀本社（担当：眞田）
☎046-834-1611

sanada@oginokasei.co.jp
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一般社団法人「修繕設計会社紹介センター」設立

大規模修繕工事の優秀な
設計コンサルタントを紹介します！
一般社団法人「修繕設計会社紹介センター」は毎月5000ものマンション管理組合に配布している情報誌『大規模修繕
工事新聞』と全面的に提携し、第三者の立場から中立に、客観的に設計コンサルタントを審査し、業績・口コミなどを
考慮して優秀で安心できる修繕設計会社を選定、管理組合に紹介する機関です。

一般社団法人「修繕設計会社紹介センター」は中立な立場で優秀な修繕設計コンサル専門の会社を紹介する機関です。
「設計・監理コンサルタント」は１級建築士事務所に委託するのが普通です。

しかし、１級建築士事務所は「新築の建物」を対象とするところが大部分で、「マンションの大規模修繕工事」を
専門にしているところは少数です。

その少数の設計事務所の中でも、実績を多く持ち、ノウハウを蓄積し信頼できるところはさらに少数です。

修繕設計専門の会社は規模が小さいところが多く、税理士や弁護士と同じように大々的な広告はしていません。
ほとんどが口コミで知られる程度で、マンション管理組合にとって圧倒的に情報が不足しています。

そこで、設計コンサルタント探しにお悩みの管理組合は、一般社団法人「修繕設計会社紹介センター」に
お問い合わせください。大規模修繕工事の優秀な設計コンサルタントを紹介します！

紹介の申し込み方法

申し込み先

当センターは「マンション大規模修繕工事における修繕設計コンサルタントの普
及を目的に設立した一般社団法人」です。会費や紹介料等の費用は一切不要です。

一般社団法人「修繕設計会社紹介センター」
〒104－0045 東京都中央区築地１－９－11－906
TEL: 03－6278－8170 FAX: 03－6272－5468 E-mai: tatemonochosa@gmail.com

申し込み時に教えていただきたいこと
①マンション名・住所 ②築年数 ③戸数と階数 ④今までの大規模修繕工事の回数 ⑤今後の大規模修繕工事
の計画時期 ⑥委託している管理会社名 ⑦設計コンサルタントへの希望事項 ⑧ご担当者名 ⑨連絡先
※電話・メール・FAX・郵便何でもOKです。

●営業本部
●北関東支店
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●工事本部
●東関東支店

●海外工事部
●関西支店

新 刊 紹 介

『マンションを長持ちさせる設備改修ノウハウ』

共用部分の給排水設備等は普段は目に見えないところにあるため、修繕工事が行われても居住者
にはいったいどのような工事を行ったのかわからない。漏水に気づくまでずさんな施工のままの事
例も多数存在する。
本書はマンション改修専門の設備設計一級建築士である著者が、その実績と経験から得た数々の
問題点を列挙し、マンション設備改修にとって適切な問題解決方法を解説したもの。
技術的な知識部分だけでなく、専有部分を管理組合で行う場合のメリット、専門家の説明責任な
ど、マンション管理士の資格を持つ著者ならではの住民目線に配慮した書き方も随所に見られてお
り、管理組合役員から実務者まであらゆるマンション関係者の参考になるノウハウ本となっている。
著者：柳下雅孝

発行：㈱エクスナレッジ

B5判159ページ

定価：2,625円（税込） ISBN：978-4-7678-1408-7

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。

〒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

管理組合様へ、
必ず工事会社にご相談下さい。
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

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
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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。
大規模修繕工事カタカナ用語辞典①
ウォーターハンマー：通水している配管のバブルを急激に閉め
ると、水圧から管が振動する現象が起きること
エアレーション：大気中で散水することで、水中に溶け込む物質
を取り出す方法。芝生の成育を促す際にも同様の表現を用いる
エキスパンションジョイント：伸縮目地ともいい、建物の膨張・
収縮を吸収するために設ける目地のこと。東日本大震災後にエ
キスパンションジョイントの修繕が増えたが、エキスパンショ
ンジョイントにより建物への影響が少なくて済んだといえる
エフロレッセンス：コンクリート内の水酸化ナトリウムが大気
中のCO2と反応して二酸化ナトリウムとなり、白く表れること
エマルション：水と油が均一に混ざった状態
ガルバニック腐食：金属自体が持つ電位差によって生じる腐食
で、異種金属間の接触で生じる腐食のこと

リフォーム・既存住宅売買保険事業室
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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
キュービクル：配電盤。電気室内あるいは管理室内に配置して
あり、ゾーニングされた屋内配線を統括する。一般に縦系列で
配線されていることが多い
クラック：ひび割れ。建物は乾燥すれば縮む。風や太陽光を受
けて熱膨張・収縮を繰り返しており、この挙動についていけな
いことからひび割れが発生する。経年劣化の指標とも見られて
いて、建物診断の際には多用される
コーキング：水密・気密のために用いる充填材
サイフォン効果：排水時、気圧の変化で流れ出した排水の一部
が戻ること。S字、U字などの曲がっている部分に留まるよう
に設計されている
シーリング：建物の目地を充填すること。サッシなどの開口部
の建具やエキスパンションジョイント、コンクリートの打ち継
ぎなどが対象となる
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㈳高層住宅管理業協会の新理事長・山根弘美氏

「フロントマンの7アクション」
㈳高層住宅管理業協会
の新理事長・山根弘美氏
（㈱ダイワサービス社長）
を 迎 え て ７ 月24日、 横
浜駅西口のかながわ県民
センターで講演会を行い
ました。そのときの講演
内容のテーマから「フロ
ントマンの７アクション」の一部を取り上げて紙上
採録をします。
◇
マンションは所有者団体であるか、入居者団体で
あるか―私は運命共同体である団体だと思っていま
す。
それを気づかせることが本当の意味でのマンショ
ンのコミュニティーです。
健全なコミュニティーの育成とは何かと聞かれた
ら、私は運命共同体の意識があるマンションだと、
自分ではそう思っています。
では、運命共同体とは何か。
お互いが認め合うことができるものです。相手が
必要ではないと思ったとたんに運命共同体ではなく
なるということです。
特に防災を切り口にすると、隣の人も上階の人も
必要な運命共同体なんだなということを、私たちの
仕事はそれをどうやって気づいていただけるか―気
づきの仕掛けを、ファシリテイト（中立な立場を保
ちながら合意形成や相互理解に向けて調整すること）
する力をどれだけ持つかが、私はフロントマンの力
だと思います。
私がフロントマン時代にやっていたことを紹介し
ます。
１． マンションの定期訪問のとき、管理事務所や理
事長を訪れる前にちょっと離れたところからマン
ション全体を見る。前回の総会や理事会や５年後
10年後のマンションを思い浮かべながら、30秒で
も１分でも何か自分の感じを確認する
２． 共用部分の全体を見に行く。機械式駐車場、外
壁…まずは自分の目で情報を得る
３． それから初めて管理事務所へ行き、管理員とお

10

互いの情報交換をする
４．管理日誌を確認する
５．管理費等滞納者の自宅へ訪問督促を行う
６． すべての情報を仕入れた上で管理組合役員、専
門委員等と会う。この際「あれどうなってなの？」
と聞かれたときには少なくとも今の作業や進行状
況の話ができるようにする。
「後で調べておきます」
とはしない
７． 最後に管理事務所に戻り、管理組合役員等との
会話の再確認を行う
◇
私たちの仕事はとっても忙しいです。すると今あ
ることしか見ない特性が身に付きやすいと自覚しな
ければなりません。今ある作業に必死に追われると、
長い時間軸が見えなくなる。だけどお客様の５年後、
10年 後 を 考 え る 習
慣をつけるとお客
様の将来のことを
話 し て い け る。 そ
ういう習慣をみに
つけるようにやっ
てきました。
7月24日、横浜駅西口のかながわ
県民センターで行われた山根理事長
の講演風景

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

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

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

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

東京、
神奈川、
埼玉、
千葉の
主要マンション

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％

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。
● 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
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