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工事業者選定、ソフト目線で高得点
　工事業者の選定は設計を担当したマンションNPO
によって、共通仕様書の作成やマンション業界紙への
見積もり参加募集を行った。見積もり応募のあった9
社から見積もり合わせや会社内容の書類選考等によっ
て4社に絞る。「最終的には金額、工事の提案力、会
社の規模・実績がとてもよかったことで、渡辺物産に
決まった」と大岳祐一理事長。
　理事23人の投票を行い、実際には「無名だったけ
ど、名の知れたゼネコン系に差をつけて」（大岳理事
長）、渡辺物産が最多投票を獲得した。
　選定理由には、通学路にガードマンを配置するなど、
住民の動線、動態調査をして具体的な報告をしてきた

　File Data. 7　東京・品川区／品川八潮パークタウン潮路東ハイツ住宅管理組合

工事データ
○工事名／第2回品川八潮パークタウン潮路東ハイツ住宅大規
模修繕工事　○建物概要／ 1983 〜 85年・7棟・527戸・
SRC・PC・HPC造・5〜14階建て　○発注者名／品川八潮パー
クタウン潮路東ハイツ住宅管理組合　○設計・監理者名／NPO
マンション管理支援協議会（マンションNPO）　○施工者名／渡
辺物産㈱　○主な工事内容／共通仮設／躯体補修／シーリング／
外壁塗装／防水等改修／鉄部・金物等改修／立体駐車場外壁改修
／エントランス改良、集合郵便受け交換など　○工事費用／約3
億円　○工事期間／2009年2月上旬〜8月上旬（1期）、9月上
旬〜12月下旬（2期）

共用エントランスは石張りで、重厚感や高級感を出してグレードアッ
プ。入口は高齢者のことを考えて手動から自動ドアに改修した

自走式駐車場は地下1階地上3階建てで、約400台分を確保。メ
ンテにかかる費用は10年以上間隔の塗装くらい。機械式に比べると
カネのかかり方が雲泥の差だ

管理組合

ことが高得点につながったようだ。
　「ハードはもちろんだと思うから、ソフトの部分で
の力が必要」と大岳理事長。「下請けの職人の管理も
徹底していた。他の住民から職人へのクレームは一切
ないし、向こうからあいさつもできていて、安心でき
た」とも。

お話をうかがった大岳祐一理事長（右）と総務・広報役員の平尾吟二理事
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　NPO全国マンション管理組合連合会（全管連・穐山精

吾会長）は4月19日、名古屋市中央区の東照ビル1階大

会議室で、第60回全管連代表者会議を開いた。

　今回の議案からは、国土交通省補助事業の報告・今後

の取り組みのほか、全管連の諮問機関である省エネ・再

生研究委員会が「マンション再生基本法（仮称）」をまとめ、

国土交通省、環境省などの行政を含め、広く関係機関あ

てに提言することが採択された。

　長寿命化と時代のニーズに合わせてそれぞれのマン

ション事情に合った省エネ・再生（改善）を目的とし、

それらに行政機関等の住宅政策として支援するように求

めていく。

　具体的には、バリアフリー再生、段階的補強メニュー

による耐震性向上、さまざまな省エネ再生策、専有部分

リフォームによる再生、住居を高齢者専用施設にするな

どの利用目的（コンバージョン）の変更など。再生基本

法提言はすべての既存マンションを対象とする。

第60回代表者会議は名古屋で行われ、18団体36人が集まった

全管連とは…全国各地の管理組合団体を会員とす

る組織で構成。各団体間の経験交流・情報交換によっ

て管理組合団体の活動レベルの向上を図り、行政に

対する政策提言、意見表明などを通じて、マンショ

ンの良好な住環境の形成を目的に活動する。

2009年6月現在の会員数は、19団体／ 3,216管

理組合・293,000戸。

全管連代表者会議 「マンション再生基本法」を提言
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マンション問題はコミュニティー形成が有効な手段

　国土交通政策研究所（高橋正史主任研究官）は2月28日、
日本マンション学会の交流・討論会の中で、「マンション
の適正な維持管理に向けたコミュニティー形成に関する
研究報告」の中間報告を行った。
　アンケート調査は平成21年2月1日までに1,094件か

ら回収。今回は「マンションコミュニティーの実態把握」
などを目的にインタビュー調査を実施した結果を報告し
た。今後は研究成果をまとめ、コミュニティー形成のポ
イントなどをわかりやすく整理、公表していく予定。
　下記はインタビュー調査の中からの抜粋。

  管理組合活動の担い手の発掘

課題・困りごと
・�区分所有者の高齢化などにより理事のなり手がい
ない

・�自治会の祭りやイベントで活躍していた人材に着
目し、リーダーとしてスカウト。管理組合による
自主防災組織の設立に至った（中大規模・高層型
マンション）
・�管理組合役員のなり手がいない、といってあきら
めずに「高齢者を人生経験が豊富で、活動できる
時間も取れる貴重な人材」ととらえ、積極的に役
割を担ってもらっている（小規模型マンション）

コミュニティー・維持管理のヒント（インタビュー事例より）

  居住者間のトラブル防止

課題・困りごと
・�生活音やペットの飼育、駐輪・駐車などの居住マ
ナーに関するトラブルが多く発生している

・�生活音の問題は主に上下階間で起こることから、上下
階の「縦の単位」で懇親会を開催するなど、居住者間
のコミュニケーションを通じて、顔の分かるコミュニ
ティーを形成し、トラブルを未然に防止している（中
大規模・高層型マンション）
・�「住民の集い」の開催等を通じ、居住者間の「顔のみ
える関係」が構築されたことで、「幼い子供がいるか
ら仕方がない」など、お互いの事情が理解されるよう
になった（小規模型マンション）

コミュニティー・維持管理のヒント（インタビュー事例より）

  管理組合運営への関心喚起

課題・困りごと
・管理組合への関心の低い区分所有者が増加
・「一部の人がやっている特別な活動」と認識されがち

・�「管理組合役員」というと身構えてしまうので、イベント
実行委員への就任や、広報誌の編集や執筆などの負担
が少なく、楽しい活動から参加してもらうようにしている
（小規模型マンション）
・�管理組合の役員は名札をつけ、居住者等に積極的に話し
かけることで隠れている問題を発掘。問題点への対応策
や解決のプロセスを迅速にフィードバックするなど、「見
える化」を徹底することで管理活動を身近なものにする
（中大規模・高層型マンション）

コミュニティー・維持管理のヒント（インタビュー事例より）

  高齢者の生活支援・緊急時対応

課題・困りごと
・�高齢者の単身世帯などが多いマンションでは、緊
急時の対応や日常生活での安全性が問題に

・�自治会と管理組合が両輪で取り組んできたコミュニティー形
成の取り組みが、管理組合による組織的な高齢者対策に発
展。管理組合内に「福祉専門委員会」を設置すると、バリ
アフリー化した談話室もオープン。高齢者の閉じこもり防止
に活躍している（中大規模・高層型マンション）
・�高齢居住者の生活を支えあう長屋的なマンション内コミュ
ニティーが土台となり、ひとり暮らしを対象に「元気カード」
を玄関にかけるなどの安否確認システムが出来上がった（小
規模型マンション）

コミュニティー・維持管理のヒント（インタビュー事例より）
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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

・無料相談会、研修会、見学会開催
・マンション管理フェア開催
・集合住宅管理新聞「アメニティ」発行
・マンション管理総合研究所の設置
・大規模修繕工事支援事業
・管理組合サポート事業

第7回首都圏マンション管理大学
講義日程：7月11日〜8月8日の日曜日（全5回）
会　　場：LEC総研第一研究所
　　　　　東京都中野区中野4-11-10
受 講 料：19,500円（全20講座30時間）

　主な活動

　イベント情報

会員状況　184管理組合4万8,592戸
会費規程　入会金：なし
　　　　　年会費：�組合会費2万円／年＋戸数会費１戸

当たり250円／年

● 所在地・連絡先 ●

◆�マンション管理大学の受講者、マンション管理フェア
の出展社募集中

〒101-0041� 東京都千代田区神田須田町1-20
� 東京製麺会館ビル3F
☎03-5256-1241　 FAX 03-5256-1243
E-mail：info@mansion-kanrikumiai.or.jp
URL：http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp

　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。

NPO日本住宅管理組合協議会（日住協）

　大規模修繕工事支援制度は、理事会や修繕委員会の組織作り
から専門家の派遣までを行います。住民の高齢化についても、
ゴミ出しや買い物の手伝い、給食、認知症の対応など、コンサ
ルタントとして相談を受け付けています。

宅管理組合連絡協議会」が発足しました。マン
ション管理の歴史の始まりです。それから40
年超。このたび会長職に加えて理事長職を創設。
4月10日の理事会で西山博之理事長が選任さ
れました。
　穐山精吾会長は、全国マンション管理組合連
合会の会長も兼ねているため、国の施策に関連
する委員会への出席、または他の管理組合団体
やマンション管理士会などとの対外的業務が重
なっていました。
　そこで日住協本来の会員向け業務は、穐山会
長の負担を少なくする意味もあり、西山理事長
体制で実行していくことになります。
　西山理事長は今後の日住協を聞くと、「新規
会員を増やしたい。そのためには昨年4月にス
タートした大規模修繕工事支援制度やマンショ
ン住民の高齢化対策としての相談業務を充実さ
せたい」と話してくれました。

設立40年、業界の歩みとともに
　4月15日、小雨が降る中、お邪魔したのは日本で最も古い
管理組合団体の日住協さんです。
　1969年、14管理組合10,328戸で日住協の前身「分譲住

大規模修繕や設備改修などハード
面の工事見学会を開催

本部事務所内で。手前が西山理事長。
左が穐山会長

首都圏マンション管理大学の講義風景

1995年から開始したマンション管理
フェア。2008年から日経新聞社と共催

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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恒例イベントでマンションから桜並木の再生へ
4月4日、グランフォーレ桜祭り開催

Ⅰ

　横浜・グランフォーレ戸塚ヒルブリーズ管理組合と同
自治会は4月4日、毎年恒例の第7回桜祭りを行った。
　マンション前の約500ｍの区間に200本のソメイヨシ
ノの花びらが舞う戸塚・八幡山。ところが隣接マンショ
ン建設のため桜並木伐採計画やテングス病など、いろい
ろな問題が発生する。
　この花見の名所である「八幡山の桜」を自分たちで守
り続けていこうという目的ではじめたのが、グランフォー
レ桜祭りである。
　桜祭りは、こうした背景からグランフォーレの住民だ
けでなく、周辺住民との交流も含めるイベントとなって
いる。そして「桜基金」等による有志の保存活動にも役立っ
ている。

地域性を出すイベントの工夫
　グランフォーレ桜祭りは近隣の舞岡中学吹奏楽部、明
治学院大学チアリーディング部、町内会など地域にかか
わる人たちの発表やアピールの場所提供も兼ねる。
　「中学生の演奏会をすれば、その親も桜祭りに来るで
しょう」と桜祭り実行委員会の委員長。グランフォーレ
の住民が自家用車を出して、楽器の運搬、さらに昼食の
お弁当も出す配慮も忘れない。場所さえ提供すればいい
というものではないらしい。
　イベント企画の工夫は配慮も含んでこそ、といえそう
である。

舞岡中学吹奏楽部の演奏。客席にはビデオに
収める親のカメラが満載

明治学院大学チアリーディング部は一通りの
パフォーマンスの後、子どもを相手に真似ご
とをさせてくれる。子どもも得意げだ

常設店舗は、焼きそば、豚汁、おにぎり、生ビー
ルなど。今年からは明治学院大学のボランティ
アサークルが3つ出店し、若さで盛り上がりに
一役担っていた

セミプロの横浜へなちょこ大道芸「しどやな
ぎ」。彼らも若さで桜祭りを毎年盛り上げてく
れている

●マンションデータ
2001年竣工・RC206戸・2棟（管理棟別）・10Ｆ建て
管理費の戸当たり㎡単価…………170円
修繕積立金の戸当たり㎡単価……団地修繕積立金45円、棟別55円
駐車場の月額使用料………………ピット式3段機械式駐車場
　　　　　　　　　　　　　　　（下段9,000円、中段6,000円、上段13,000円）
管理形態……………………………全面委託管理・㈱東急コミュニティー
管理員の勤務形態…………………通勤管理2人体制（祝日以外は土日も在勤）
理事会………………………………月1回
メンバー構成………………………理事8人・監事2人
任期…………………………………内規で半数改選の2年
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―管理組合へのスタンスを教えてください
　（島村社長）改修設計を主に手がける事務所としてハー
ド面の業務はもちろんですが、管理規約、管理組合運営
などのソフト面も対応できる技術顧問としてのコンサル
タントを目指しています。
　同じ管理組合とお付き合いさせていただくケースも多
く、再委託率は40％を超えています。大きな工事だけの
アプローチではなく、日常の維持保全に関するコンサル
ティングを心がけている結果だと考えています。
―現場の担当者として心がけている点は？
　（島村秀彦チーフ）管理組合のメリットはどこにあるの
かが大切です。どこにおカネをかけたのかわかりやすい
ことも大事でしょう。
　例えば、古いマンションのエントランス改修で、大理
石を使い、照明を明るくし、自動ドアにし、バリアフリー
対応にもしました。自動ドアはやめてドアの開閉が楽な
軽い建材を使って、費用を安く抑えました等々…様々な
提案のストックは常に用意してあります。
　1回目の大規模修繕工事が終わると、定期点検でのお付
き合いになりますが、理事は輪番制で代わってしまうの
で、こまめなバックアップが必要です。
　大規模修繕工事で手のつけられなかった部分のフォ
ロー、次の修繕の課題、将来的な設備改修…そうしたバッ
クアップが再委託率の高さにつながっていると思います。
―再委託率のキープに一番重要なことは何か
　（浅羽チーフ）技術的なアドバイスはもちろんですが、
一番は人対人の信頼関係の構築です。
　事務所として何事にも真摯に取り組む姿勢を管理組合
に理解してもらおうと思い、当たり前のことかもしれま
せんが、連絡・伝達事項・提出書類の確実性・迅速性に
最も配慮しています。そうした日々の積み重ねが信頼に
つながると考えています。
―最後に、社長が若い二人に期待することは？
　（島村社長）40歳前後のアラフォーと呼ばれる人たち
が、次のマンション改修設計の業界を背負っていかなけ

ればいけないと思う。2人のチーフはどこに出しても恥ず
かしくない人材に育てていると自負しています。
　今後は、現場だけでなく、対外的にももっと2人を前面
に出していきたい。業界団体などにも積極的に顔を出せ
ば、視野も広がります。
　若い世代が業界を引っ張って行くような環境を作るこ
とも、私たちの世代の課題ではないでしょうか。

ソフト面も対応の技術顧問として、再委託率40％以上

●会社概要
　株式会社英綜合企画設計
　〒238-0004��横須賀市小川町25-5-203
　☎046-825-8575　 FAX 046-825-0437
　E-Mail：hsekkei@maple.ocn.ne.jp
　URL:�http://www.hanabusa.e-arc.jp
●主な業務内容
　�（1）建築、設備等の劣化調査診断業務・改修設計・監
理業務等（2）長期修繕計画策定業務（3）マンション
管理組合のコンサルタントアドバイザー業務（4）公共・
民間建築物の新築設計・監理（5）既存建築物耐震診断
及び補強設計

●所属団体
　�㈳日本建築家協会メンテナンス部会
　（般社）マンションリフォーム技術協会
　マンション・ユニオン保全設計協同組合
　（般社）日本マンション学会
　�NPO横浜マンション管理組合ネットワーク技術者部会
　�NPOよこすかマンション管理組合ネットワーク（技術
担当理事）、等

●過去3年間の業務実績
　■大規模修繕関係コンサルティング業務
　　2009年　約2,400戸
　　2008年　約2,200戸
　　2007年　約3,400戸
　■設備改修関係コンサルティング業務
　　2009年　約1,800戸
　　2008年　約 520戸
　　2007年　約2,600戸
　■長期修繕計画策定業務
　　直近3年　16管理組合

㈱英
はなぶさ

綜合企画設計

代表取締役　島　村　利　彦 さん

チ　ー　フ　島　村　秀　彦 さん

チ　ー　フ　浅　羽　範　行 さん

第5回

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
紹

介

右から島村秀彦チーフ、島村社長、浅羽チーフ。本社事務所にて
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　東京・大田区のAマンション（築21年・26戸）では、

共用部分の給水管の直結給水方式への設備改修工事に伴

い、希望住戸に対して専有部分の給水管、給湯管、さら

にはエコポイントの対象となる内窓工事を行った。

　専有部分の改修を担当したのはトステム㈱。

　共用部分の給水管の劣化対策として、計画修繕に基づ

いて、住民の修繕積立金から改修工事を行うのが一般的

だが、本来は専有部分の劣化も進行しているため、同時

期に改修するのがベターである。

　ところが、専有部分は各戸の費用負担になるため、住

戸内の配管の取り替えは難しい。難しいから、共用部分

だけ改修して「終わり」という物件も少なくない。

　Aマンションではコンサルタントを務めた㈱小野富雄建

築設計室の小野室長が専有部分の改修を今行う住戸、今

後行う住戸のために共通仕様書を作成。配管の種類など

建物全体の統一した仕様をもってリフォームできるよう

にした。

　また、今回は希望住戸だけ、給水・給湯管改修だけで

はなく省エネ・防音効果のあるサッシ・インプラスの改

修も実現。システムキッチン、洗面台、ユニットバスの

交換含め、室内改修をまとめて行うことによって一般リ

フォームよりも費用節減が可能となった。数をまとめて

行うだけではなく、共通仕様書の存在が費用の節減につ

ながるといえる。

　コンサルの小野室長は「共用だけじゃなく、専有もと

いう意識を理事会が理解してもらって、今後リフォーム

する住戸のためにもよい共通の仕様書ができた」と話し

ている。

　一般的にサッシは共用部分だが、サッシの内側に設置

するインプラス改修は専有部分の改修として、各区分所

有者の判断で工事が可能だ。

キッチン、トイレの給水・給湯管改修では、内装をはがすため、
その際に模様替えをする住戸もある

改修前の窓枠サッシ

改修前の窓枠サッシ

インプラスの二重サッシに改修

インプラスの二重サッシに改修

共用給水設備に併せて専有リフォームも共用給水設備に併せて専有リフォームも
Ⅱ
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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へ̶。

　近年、話題となっている外断熱改修。首都圏で必要の有
無を問われると管理組合の考え方、判断に委ねるしか回答
はないが、実際に改修工事を行った物件をみると、少しは
参考になるだろう。

─ 工　事　概　要 ─
・�1986年 竣工・全10棟
＋戸建て28戸・174戸

・�外壁及び床下と開口部の
断熱改修、第2回大規模
修繕工事

　外断熱とは建物を外側からすっぽり断熱材で覆う方
法。日本の建築物のほとんどがコンクリートの内側に断
熱材を施す内断熱工法を用いている。
●外断熱のメリット
・�外断熱は断熱材により外壁を保護するため、コンクリー
トの中性化を防げることができる
・�高気密化住宅においても結露の発生を防げることがで
きる
・�室温が外気温に影響されず、小さなエネルギーで効率
よく冷暖房できるため、室内温度が安定し、快適な温
熱環境を維持することができる

●外断熱のデメリット
・コストがかかる
・�壁厚が増え、開放廊下が狭くなる場合は消防法に抵触
する場合がある
・断熱材の耐震性、耐火性、強度に不安がある

改修後の外壁の厚み

職方による接着の様子

外断熱改修後のホームタウン南大沢
断熱材の発泡スチロールはモルタルで接着

東京・八王子のホームタウン南大沢外断熱改修
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　今年も、5、6月の総
会シーズンがやってき
ます（マンションによっ
て様々ですが）。
　総会といえば、理事
会のメンバーの入れ替
りです。
　そこで問題なのが「引

継ぎ」。仕方なく理事長や理事に就いた人とっては、
跡継ぎができ、お役御免となる待ちに待った日です
から、もう一目散に退散したい。ところが、管理会
社にとって、こういう人は都合がいいんです。
　「はっきりいって、引継ぎはあやふやなのが最高に
楽ですね」というベテランフロントマンの証言もあ
ります。「銀行印だけ次の理事長に渡して、あとは管
理会社にお任せ！ってのが一番ですよ」。
　本来ならば、月次報告書や理事会の議事録などを
見ながら、今後の課題を引き継ぐのでしょうが、「こ
こは管理会社の対応が悪かった」「ここは業者に住民
からクレームがついた」なんて、余計なことまで引
継ぎされたくないのが管理会社の本音。

　とはいえ、こんな事例もあります。
　大規模修繕工事を行うため、住宅金融公庫（当時）
に借り入れをすることになった。署名と代表者印は、
次期理事長。
　「絶対に嫌だ！！！」―理事長になってしまった結
果、自分名義でマンションの借金をするなんて、そ
りゃ誰だって理事長なんてやりたくありません。金
額だって個人のレベルじゃないんですから。
　自分で決めたわけでもないのに、「決まっているこ
とだから仕方ないでしょ」といわれても、納得でき
ませんよね。「新年度の予算の組み立てを、前理事会
がやること自体がおかしい」という主張です。
　結局、公庫には前理事長の名義で申請して工事を
行い、日常の組合運営は新理事会がやるという、2つ
の管理組合があるような形になってしまいました。

◇
　冒頭では管理会社の都合を書きましたが、管理組
合のことを思っていうと、理事会はやはり、継続性
という面で、2年任期で1年ごとに半数が交代するよ
うな形が望ましいのではないか…と思います。
　キーワードは「継続性」です。

前理事会が決めた工事、借入金の署名は次期理事長！？

〒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/

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。

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

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！
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フェイバリット キューアール

ヨシノアイコ

　「ブンカホーソー、ブンカホーソー、ジェイオーキューアール♪」という当社のQRソ
ングは昔から知ってはいましたが、最後の方は何かの呪文かと思っていました。
　ところが入社してから、作詞が「火垂るの墓」の野坂昭如さんで、作曲が「見上げてご
らん夜の星を」のいずみたくさんである、と知った途端、素晴らしい曲な気がしてきま
した。
　思っていた以上にこの歌の浸透率は高く、営業先でも初めて会うクライアントさん
が口ずさんでくれることも少なくありません。
　なんでこんなに知られているんだろう？と、その歴史を紐（ひも）解くと、QRソング
は1961年に日本初のステーションソングとして誕生し、ザ・ピーナッツを始め、キャ
ンディーズなど様々な歌手に歌い継がれてきたとのこと。
　1998年にはQRソングに合わせて踊る「QRソングダンス」も誕生。社内講習会など
全社をあげて踊りの輪が広がったとのこと。よかった、まだ入社していなくて…。
　最近は、動きを潜めていたQRソングですが、せっかく浸透しているのだから、と今年
4月、演歌バージョン、アコースティックバージョン、クラシックバージョン、オルゴー
ルバージョンなど新たにアレンジされてオンエアされています。
　どんな曲調になってもすんなり聴ける、歌手によって違う趣きがあるというのはや
はり名曲だと思います。でもダンスは復活しなくてよかった…。

●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。

文化放送を聴くには…？

キャンディーズも！？ブンカホーソー、ブンカホーソー♪

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

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。

●�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

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

（2010年現在）

地域別 築年別東京都
44.6％

神奈川県
30.6％

埼玉県
13.8％

千葉県
11.0％

築25年 9.7％

築24年
9.4％

築23年
9.0％

築10年
20.6％

築13年
15.4％

築12年
18.2％

築11年
17.7％

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。

配布先マンションデータ

おもしろコラムもご覧ください！

　毎月㈲日本ジャーナル社が発行する全国建物調査診断センターの生活お役立ち情報紙や

ホームページも覗いてみてください。そこには、おもしろコラムが満載です。

2010年5月号の目次

執筆は医学博士、管理栄養士、薬剤師、気象予報士、小説家など

・人に優しい、「土佐藩」　　　・アサリは女性の味方　　　・目を使うと血液を消耗する！？

・日本で最初にラーメンを食べたのは？　　　・電子レンジ簡単レシピ「白菜のナムル」

http://zenken-center.com




