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一般的な修繕工事項目以外に
「住んでいて不便と感じるところ」の補修も

　P管理組合は施工中に他の管理組合向けに工事見学会を
実施。近隣マンションへの情報提供を行った。
　工事内容は１回目ということもあり、外壁下地補修、屋
上防水、鉄部等塗装など一般的な項目。それ以外の工事で
は、劣化のみではなく住民アンケートの集計から「住んで
いて不便と感じるところ」の補修も行った。
　例としては、集会室へのインターホンの設置。これまで
は管理室にだれもいなくて理事会等を行ったとき、エント
ランスでの対応ができなかった。
　他にもエントランスにスロープを設置、掲示板を既存よ
り明るく住民が見やすいところへの移動などを行った。集
会室のシューズボックスも更新。以前はシューズボックス

がなく、新聞紙を広げて靴を置いていた。
　また、これまではエントランスにはオートロックがある
けれども、裏側からの侵入は警察も驚くほど容易なマン
ションだった。さらに、建物１階にある駐輪場は開放状態
で盗難の被害は後を絶たず、通路は公園への近道として誰
でも通り抜け自由であった。今回は駐輪場の増設などに伴
い、高さ180cmのネットフェンスとアルミ扉を、建物を囲
むように新設した。
　駐輪場も全て施錠の内側に配置したことで、「自転車を
いちいち降りて門扉にかぎを入れて中に入らなければなら
ない」「両手に荷物を持っているときは不便」などの苦情
もあるが、これは工事前から住民には説明していたこと。
　「頭隠しておしり隠さず」のマンションは少なくない。
防犯対策として何の機能しないオートロックであれば、そ
れこそ不便で無用なものになっているといえるだろう。

　File Data. 46　川崎／ P マンション管理組合

管理組合

エントランスにスロープを設置

施工中に他の管理組合向けに工事見学会を実
施。近隣マンションへの情報提供を行った

掲示板を既存より明るく住民
が見やすいところへ移動

1回目の大規模修繕なので一般的な工事項
目は外壁補修、屋上防水、鉄部塗装など

集会室にはシュー
ズボックス。外壁
補修、防水などの
大きな工事も肝心
だが、普段の利便
性なども大規模修
繕工事に取り入れ
て行うことも参考
にしたい

マンションの裏側にアルミ製の門扉を設置

工事データ
○工事名／ P改修工事　○建物概要／ 1997（平成９）年２月竣工・RC造・１棟・地上7階建て・61戸　○発注者／ P管理組合
○設計・監理者／よこはま建築監理協同組合　○施工者／シンヨー㈱　○主な工事内容／共通仮設（現場事務所、資材倉庫、
廃材仮置場の設置等）／直接仮設（建物外周足場・メッシュシート養生等）／下地処理（外壁・天井等の鉄筋爆裂、ひび割れ、
モルタル浮きの補修等）／シーリング／防水修繕／外壁塗装／鉄部塗装／その他改善・改良
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住ながらの工事だからこそ、きめ細かなサービスの提供

株式会社 トータルリフォーム
専有リフォームから大規模修繕工事まで
マンションに特化した改修業者としてお手伝いしております。

会社探訪

　なぜ外壁塗装が必要なのでしょうか？
　一番の理由は、外壁に防水機能を持たせるためです。

　建物は常に、強烈な
紫外線や水分・酸性雨、
大気汚染物質、地震や
台風の振動等の影響を
受けています。経年劣
化の結果、コンクリー
ト内部へ湿気や水分が
浸入し、構造部分（柱、
鉄骨、鉄筋）の老朽化
が促進していきます。
　このため、計画的、
定期的な修繕工事を行
うことにより、外観の
復元、建物のライフサ
イクルを延ばすことが
できるのです。 
　株式会社トータルリ
フォームでは、低層団
地から中高層マンショ
ンまで幅広い工事を
行っています。
　また、専有リフォー
ム単体でも手がけるな
ど、住みながらの工事
に対する安全性、近隣
クレーム対応等、管理
組合が望む「マンショ
ンでの工事」を理解し
た最大の配慮に注力し
ています。

　こうした配慮が会社の大きな特徴であり、きめ細かな
サービスが他社との差別化を図る材料でもあります。
　居住者の観点から大規模な工事の視点に立つことは、
ひいては管理組合の視点に立って工事を行うことにつな
がります。常に居住者の生活動線を意識した工事会社で
あるよう、心がけています。

●企業データ

社 名 株式会社 トータルリフォーム

所 在 地

本社
〒160−0022  東京都新宿区新宿１−20−13  花園公園ビル7F
千葉支店
〒273−0033  千葉県船橋市本郷町475−１  石井ビル3F
横浜支店
〒231−0002  神奈川県横浜市中区海岸通３−９　横濱ビル6F
☎045−680−0568　FAX 045−680−0569

電 話 03−5369−3620（法人営業部　担当：泉）

F A X 03−5369−3621

U R L http://www.totalreform.co.jp

創 業 1991年（平成３年）１月

代 表 者 大原正裕

資 本 金 1,500万円

正 社 員 数 40人

現場代理人数 ８人

過去３年間の改修工事実績
　2012年度　731物件
　2011年度　724物件
　2010年度　720物件

特 色

リフォーム専門業者だからできる、きめ細か
いサービスをご提供します。プランニングか
ら施工・アフターメンテナンスまで、真心を
込めて対応させていただきます。

新宿御苑にある本社と大原社長

リフォーム専門業者だからできる
きめ細かいサービスをご提供します。

プランニングから施工・アフターサービスまで
真心を込めて対応させていただきます。

株式会社 トータルリフォーム
本　　社：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-20-13 花園公園ビル7F　　0120-406-341
千葉支店：〒273-0033 千葉県船橋市本郷町475-1 石井ビル3F　☎047-332-4440
横浜支店：〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通3-9 横濱ビル6F　☎045-680-0568

・建物工事の設計、施工、請負及び監理
・建物の調査、診断、改修工事の設計
・建物、構築物の外壁工事、塗装工事、防水工事
・内装仕上工事業、その他

事業内容

リビングリフォームの配慮では、防カビ
効果、マイナスイオンを放出する壁紙、
防汚効果のある床材など

調理台や流し台などがひと続きで収納も
多いシステムキッチンは、デザインやバ
リエーションが豊富で機能も充実
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マンション外壁改修塗料
相談センター 開 設

●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。

http://www.kansai.co.jp

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 ]

関西ペイント株式会社・ ☎
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へ̶。

〒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

全国建物調査診断センター管理組合勉強会

3.10

　（般社）全国建物調査診断センター主催による管理組合役員
勉強会を３月10日、東京・京橋の㈱住宅あんしん保証本社会
議室で行いました。当日は管理組合関係者が30人以上参加。
３月11日の震災体験、大規模修繕工事の奮戦記、排水管更生
の実態などをテーマとした講演に参加者は熱心に耳を傾けてい
ました。今回は「震災体験から学ぶ防災の知恵とコミュニティー
の大切さ」（講師：廣田信子氏・マンションコミュニティ研究
会代表）から、抜粋して掲載します。

もう一度「集まって住む」ことの再認識を
　震災体験からいくつか学びました。管理組合はやっぱりすご
く大事な仕事があるので、住民みんなが参加できる防災組織が
必要です。
　いざというとき、名簿がないから安否確認ができないといわ
れることがあるんですが、金庫に入っていて開けられなかった
り、直近の情報でなかったりします。
　震災のときはやっぱり近隣のコミュニティーが必要です。た
だ近所にその家族の状況を知る人がいないとサポートができま
せんから、普段からご近所の情報は共有し合えるようにしたい
ものです。
　防災というのは、コミュニティーを育むものであり、コミュ
ニティー力が問われるものでもあります。
　まずは近隣があいさつや住民のケガや何かをしたという情報
を伝えられる感じを作っておくことがとても意味があります。
　お祭りに参加するだけじゃなくて、いろいろなきっかけを利

用して近隣のつながり作りをしていただきたいなと思います。
　「集まって住む」ことは、いざというときにすごく安心な住
まいなんですね。
　マンションはいろいろな人が住んで価値観が違って大変だと
かマイナス面もありますが、いざっていうときにはひとつの建
物を共有している運命共同体です。
　ぜひ適度な距離感を持ちながら、気持ちよく付き合って、災
害のときには躊躇なく助け合えるような、「大丈夫ですか」っ
て言えるような関係を作っていただきたいと思います。
　そうするとマンションというのはソフトの面でも震災に強い
安心な住まいとして価値あるものになると思います。

第1部「安心して住み続けられるマンションを目指す」
講師：廣田信子氏

東京・住宅あんしん保証本社会議室

千葉・浦安で被災した震災体験を話す廣田信子
氏・マンションコミュニティ研究会代表



5

　私たちマンション業界関係者が呼ぶ、「マンション」といわ
れる建物は、法律で「区分所有建物」といいます。所有する
わけですから分譲マンションが前提です。区分所有されていな
い賃貸マンションは含まれていません。
　つまり、分譲マンションを購入したみなさんは大きな一つの
建物を、購入した数だけ区分して所有しているのです。
　言い忘れました。みなさんは住戸を購入した時点で「建物と
敷地を区分して所有」したことになります。住戸とマンション
が立地する敷地も区分して所有しているのです。
　日本で初めてマンションの法律である「建物の区分所有等
に関する法律（区分所有法）」なるものが制定されたのが昭和
37年です（その後平成17年までに６回改正されています）。
　マンションの歴史はまだまだ50年くらいなんですね。

☆
　では「建物と敷地を区分して所有すること」は、実際どうい
うことなのでしょうか？
　まず、みなさんは建物の中の住戸を区分所有しました。仮に
100戸のマンションを購入したとすれば、建物を100に区分して
販売された住戸の、その１戸を購入・所有したという理屈です。
　玄関扉を開ければ、自分だけのマイホームなのです（玄関扉
の外は共用部分・内側は専有部分、バルコニーは専用使用権
のある共用部分などについては後に記述します）。
　また、敷地についても、専有部分の面積を持ち分割合として、
目見えない区分で購入者全員が敷地を所有していることになる
のです。

☆
　ここで例題に移ります。私の友人のAさんのマンションは新
興デベロッパーが売主なんですが、Aさんは住戸と一緒に約
400万円で駐車場も分譲で買ってしまいました。
　みなさん、どう思います？
　「住戸を購入した時点で『建物と敷地を区分して所有』した」
はずなのに、Aさんはさらに区分された駐車場の分譲代金400
万円も売主に払ってしまったのです。
　マンションの敷地は、購入者全員の共有敷地になるはずの
ものですよね。敷地も住戸（専有部分）の面積をもとにみんな
で割って、計算上の各自の持ち分を得るわけです。

　共有敷地なので、駐車場収入は区分所有者でつくる管理組
合という組織の財源になるのが一般的ですが、Aさんのマンショ
ンは販売時に売主の営業利益になってしまいました。

☆
　考えてみてください。駐車場は１台だけのはずがありません。
仮定の話ですが分譲代金が400万円として、20台で8,000万円、
30台で１億2,000万円になります。
　その金額が管理組合に入らず、売主に持っていかれてしまう
のです。丸儲けじゃないの！？
　しかし実は、こうした事例は平成10年10月最高裁で管理組
合敗訴の判例が出ているのです。
　管理組合が負けた理由は、購入時の駐車場の分譲について、
売買契約書に記載があり、それに全区分所有者が捺印してし
まったことにあります。
　印鑑をどんどん、いろんな書類に、言われるがままに押して
いきましたね。その中に売主の儲け分にも印鑑を押してしまっ
たというわけです。

☆
　地下１階の駐車スペースを売主が登記して、駐車場使用料
を徴収していた、なんてケースもあります。借りていた区分所
有者は、何も知らずに黙って、売主の言うがままに駐車料金を
払い続けてきたんですね。
　大きなマンションで集会室や管理員室、集中制御盤、セキュ
リティー機器のある共用管理棟の建物と敷地を売主の所有物
として登記されていた物件もあります。
　ここでは売主の子会社である管理会社を変更するなら、管
理棟を使わせないと実際に封鎖されてしまいました。
　結果的に、上記２つは管理組合がおカネを払って、売主か
ら買い取り、売主とは決別しました。今や大手のデベロッパー
では考えられないトラブルといえるでしょう。

☆
　マンションを買うっていうことは、権利関係がつきまといま
す。このコーナーでは、そんなことを取材の体験談とともに、
わかりやすく、少しずつ記していければいいかなと思っています。
　もう少し、くだけた書き方ができればいいですね。読みやす
い文章作成を心がけていきます！

マンションライフライターマンションライフライター

の

ひとことエッセイひとことエッセイ

知らなきゃ損するマンション管理入門

マンションを買うってことは !?
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東海塗装株式会社
リニューアル事業部

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

　浜管ネット専門業部会は３月19日18時から、東京・大田区の関西ペ
イント㈱東京事務所でセミナー勉強会を行った。
　勉強会の内容は下記の通り。
・荻野化成㈱「荻野化成だからできること～ナノスーパー WRのご提案」
・㈱桐ヶ谷工業所「機械式駐車場のメンテナンスについて」
・エスケー化研㈱「屋根・外壁・道路の遮熱塗装工法」
・㈱サーブ「先行手摺型工法の種類と違い」
・関西ペイント販売㈱「ケレンの救世主『ブリストルブラスター』」
・㈱カシワバラ・コーポレーション
　「現場代理人の苦労～工事着工までの流れ～」
　改修業界の若手が研鑽を積むことは各企業にとって社員教育の一つ
の手段となりえ、管理組合に対しても改修業界の地位向上のアピール
につながるといえる。

　一般社団法人　修繕設計会社紹介センターは第三者と
しての立場で中立に、客観的に業績等を参考にしてマン
ションの修繕設計のできる設計事務所を選定し、管理組
合に紹介する機関である。
　もともと修繕を専門とする設計事務所は会社規模の小
さなところが多く、大々的な宣伝や広告、PRをしていな
い。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る。
　こうした現状から、「将来的に大規模修繕工事を計画予
定の管理組合にはぜひとも修繕設計会社紹介センターを

　大規模修繕工事新聞にメルマガ版が登場する。
　発行元は全国建物調査診断センター。首都圏の管理組
合役員限定で、無料読
者募集している。先着
500人！
　好評の「大規模修繕
工事新聞」の役立つ情
報をいち早く、希望者
のメールに無料で配信

（随時）する。現在参
加者募集中。

通して心強い修繕工事のパートナーを見つけてほしい」
としている。

一般社団法人  修繕設計会社紹介センター

〒102-0045  東京都築地１−９−11−906
☎03−6278−8170　FAX 03−6272−5468

E-mail: tatemonochosa@gmail.com
URL  http://www.syuzensekkei.net

問い合わせ先

改 修 業 界 の 若 手 が 勉 強 会

設 計 ・ 監 理 コ ン サ ル タ ン ト の 紹 介

大規模修繕工事新聞にメルマガ

東京・大田区の関西ペイント㈱東京事務所
で行った勉強会の様子

登録（無料）は下記から↓
http://zenken-center.com
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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。

　居住者は賃借人で、外部区分所有者から管理費等を徴

収していたが、最近滞納していることが判明し、また、

その所有者と連絡も取れなくなった。所有者は近所でお

店をやっていたが、その店も今は閉まっている。理事会

として、次にどのような対応をとるべきか？

　管理費等滞納者への対応は、①普通郵便・訪問②内容

証明郵便③支払督促④訴訟提起等による請求、さらに事

態が深刻になると⑤給与や預金の差し押さえなどによる

強制執行、最終的には競売による強制執行という流れに

なる。

◇

　本件は当該区分所有者との連絡が取れないということ

なので、親戚、縁者を探し出し聞き出すこと、次に登記

簿謄本を取り、所有者が変わっていないか、抵当権があ

るかどうかなどを調べる（※これらの作業は、法律専門

家に依頼して行った方がその後の作業がスムーズにいく。

以下も「法律行為」になる場合は専門家に相談する必要

がある）。

相 談 内 容

管  理  費  滞  納
　　　区分所有者が行方不明に!?

管理組合の対応は？　　　

回　　答

　当該区分所有者の所

在がどうしてもわから

なければ、裁判所に「公

示送達」方法で、訴訟

を起こす。

　「公示送達」は訴状を行方不明の当該区分所有者に送付

できないために裁判所の掲示板に２週間掲示することに

より、実際に送付したと同じ効果を得る方法である。

　この方法を取ることによって、相手に呼び出し状が届

いたのと同じ効果があり、判決を得て、強制執行するこ

とが可能になる。

　ただし、強制執行をしても抵当権がある可能性が高い

ので、管理組合が管理費等を回収することは難しい。

◇

　管理組合としては、まずは債権を確定（「債務名義の取

得」、要するに「勝訴」判決をもらうこと）させたい。

　理想的には主たる抵当権者に競売を起こしてもらい、

競落者から管理費等を支払ってもらう方法である。本件

を新しく競落し、新区分所有者となった人は「特定承継人」

として、滞納管理費等を支払う義務が生じる。

　賃料を差し押さえる方法での回収も検討できる。

◇

　滞納管理費の消滅時効は「５年」という最高裁判例が

平成16年４月に出た。問題が深刻になる前に弁護士等の

マンションに詳しい法律専門家に相談し、早期解決を目

指してほしい。

マ ン シ ョ ン

エ ト セ ト ラ
管 理 運 営 相 談
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本社 〒252-0239  神奈川県相模原市中央区中央2-13-3 アートフランスビル4Ｆ
TEL.042-757-8094 　FAX.042-757-8089 
URL http://www.tobiiwamoto.co.jp　E-MAIL: info@tobiiwamoto.co.jp 

・足場工事一式
・メッシュシート各種販売
＜防災シート・防音シート・
　シート結束ひも等も取り揃えております＞
・足場資材各種販売
・ステンレスアンカーピン・ラッセルネット・
　土のう袋・トン袋・マスカーテープ等
＜その他いろいろ取り揃えております＞

是非お問い合わせください。

株式会社 IWAMOTO

営 業 項 目

商標 2012-070052

―日本、中国、韓国、フィリピン、インドネシア…
　　　　　　　　　　アジア各国で展開する建材メーカー 

　大規模修繕工事をする場合、最初に仮設足場を設置し
ます。足場は倒壊事故などが起こらないようにマンショ
ン躯体にしっかりと固定しなければなりません。
　実際には、躯体に穴を空けてアンカーピンを打ち込み、
足場を固定しています。
　タイル張りのマンションでも、足場設置に適当な個所
のタイルを剥いで躯体に穴を空けてアンカーピンを打ち
込みます。

　さて、大規模修繕工事が終了し、仮設足場もお役御免
になり、足場の撤去作業に入ります。
　このとき、躯体と足場を固定していたアンカーピンは
どうなるのでしょうか？
　一般的にアンカーピンを躯体に埋めたまま、躯体の後
処理をすることがほとんどのようです。「ピンを抜けと指
示されたことは一度もありません」と、ある下請け会社
社長。
　素人考えでは躯体に異物を残すことなど考えられない
と思いがちですが、実際にはアンカーピンを埋めたまま
というのが現状です。
　単純にアンカーピンを抜くのは簡単な作業ではなく余
計な手間がかかる。アンカーピンを抜くと躯体を傷める

（回りのコンクリートを傷つける）可能性がある。こうし
ことが主な理由です。
　つまりは経済的にも作業的にも埋めたままの方が「楽」
ということになるのです。

　しかし、考えてみてください。経済的にも作業的にも
「楽」なのは施工業者であって、コンクリート躯体にとっ
ては異物が埋まったままになります。
　そこで足場設置を請け負う専門業者に聞いてみました。
回答は「ステンレスのアンカーピンを採用していますの
で、躯体への影響はありません」。
　「ステンレスのアンカーピン」。逆に言えば、こうした
資材を使用していない場合はどうなるのでしょうか？躯
体への悪影響が考えられるのではないでしょうか。
　スチール製のアンカーピンもありますが、スチール製
は酸化しやすく、コンクリートを中性化させて爆裂など
を引き起こす原因にもなります。

　粗悪な資材だとわかっていて使用するのです。施工不
良と言わざるをえません。

　問題は「ステンレスのアンカーピン」がきちんと使わ
れているか、どうやってチェックできるのか―という点
です。
　前述したように、埋めたままは施工者にとって経済的
にも作業的にも「楽」なのです。粗悪な資材を使えばさ
らに経済的なメリットは増します。施工者といっても、
足場業者は工事費の値下げ競争によって一番しわ寄せが
くる下請けです。元請けの現場代理人が全部見て回れる
とは思えません。
　施工から10年後、思わぬところから爆裂が起こっても、
それは経年劣化としか説明できない事態になります。損
するのは管理組合です。
　問題は材料を取り寄せ、組み立てだけを行う下請けの
足場業者です。メーカー関係者は「足場組み立て作業を
すべて下請けに任せるのではなく、元請けがアンカーピ
ンを用意して、足場業者にこれを使うよう指導するなど、
将来的なトラブルに備えてほしい」といいます。
　足場資材（アンカーピン）の使用状況について、管理
組合でも関心を持ってみてはいかがでしょうか。

作業を行うために
必要な仮設足場。
工事の全体費用の
中でも大きな割合
を占める

アンカーピンを用
いてコンクリート
躯体に足場を固定
している様子

躯体に穴を空けてアンカーで足場固定

工事後は埋めたままが一般的

劣悪アンカー資材で躯体に悪影響

だれがどこまで監督できるのか！？

危険！足場の施工不良  10年後に爆裂の危険もCaution! 
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●営業本部　　●工事本部　　●海外工事部
●北関東支店　●東関東支店　●関西支店
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　 川 崎 市 に あ る 築28年・
約430戸のマンションで共
用部分火災保険（長期５
年一括契約）の満期日を
迎えるにあたって、管理
会社に保険契約の更新と
見積もりを依頼すること
になった。
　そこで、管理組合理事
長は驚いた。「えっ？なん

でこんな金額になるの？」。
　これまで長期５年一括契約で約770万円。理事長が手に
した見積書は約1,180万円という数字に変わっていた。ま
さかの410万円値上がり、１年当たり82万円の値上がりだ。
　管理会社担当者の説明によると、大手損害保険会社が
築年数別の料金体系を導入し、築15年ないし20年以上の
保険料が大幅に値上げしたということであった。

表：現契約同補償での各社比較（対象マンションは築28年）

会社名 （現契約） 三井住友
海上火災保険

日本興亜
損害保険

東京海上
日動火災保険

損害保険
ジャパン

あいおいニッセイ
同和損害保険

共用部分評価額 4,518,000 4,518,000 4,518,000 4,518,000 4,518,000 4,518,000
約定付保割合 60% 60% 60% 60% 60% 60%
保険金額（万円） 217,080 217,080 217,080 217,080 217,080 217,080
個人賠償包括 １億円 １億円 １億円 １億円 １億円 １億円
施設賠償特約 １億円 １億円 １億円 １億円 １億円 １億円
長期５年一括契約 7,740,650 10,135,820 引受不可 13,376,910 13,922,640 11,801,370
1年当たり保険料 1,548,130 2,027,164 引受不可 2,675,382 2,787,528 2,360,274

改定実施日 ― 平成25年
10月１日予定

平成25年
４月１日予定

平成24年
10月１日済

平成24年
10月１日済

平成23年
７月１日済

※平成24年３月22日現在

　理事長は早速、第三者として知り合いの保険代理店に
他の保険会社の見積もりを依頼した。その結果が下記表
である。

◇
　こうしてみると、引受不可を含めて大手全社の保険料
が値上げされているのがわかる。
　保険会社によると、築年の浅い物件と比べ15年以上の
物件に保険事故が多いということが、築年数別の料金体
系を導入した理由である。

◇
　事例マンションの満期日は７月25日。表には金額を記
していないが、満期日で改定を実施していない保険会社
は三井住友海上だけで、現契約と変わらない数字が出て
いる。
　満期まであと数か月。理事長は管理組合の資産と相談
して、理事会で保険の掛け方の検討をして行かなければ
ならないと考えている。

マンション築15年以上
損害保険料の値上げ改定続々

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、
わが国初の『大規模修繕工事完成保証制度』なら“安心”です。
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。

〒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

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

マンション大規模修繕工事
完成保証制度のご案内

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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おかげさまで創業109年

http://www.ip21.co.jp　e-mail: ip21@ip21.co.jphttp://www.ip21.co.jp　e-mail: ip21@ip21.co.jp
〒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〒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

リフォーム・既存住宅売買保険事業室
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