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海の塩害対策　鉄部塗装に苦慮
　マンション名がby the sea（海のそば）というだけ

あって、まさに目の前に海がある場所に立地する。こ

のため、建物維持管理での大きな障害物は海からの塩

害である。

　今回、１回目の大規模修繕工事の前に、実は鉄部工

事を単独で３年前に行ったばかりだったが、大規模修

繕工事の事前調査の結果、外階段の柱や梁などについ

て、塗料メーカーの保証範囲として再工事の必要性が

判明。前工事会社が再修繕することになった。

　このため、それ以外の部分で、階段の段を中心にエ

ポキシ系の錆止め塗料を塗り、塩ビシートで補修を

行った。

　住戸の玄関部分では、表面のシートが塩害となり、

既存のシートをはがして錆を落とし、新たなシートで

保護することとした。

　設計・監理を担当した㈱建物保全センターの福市博

臣氏によると「塩害がきつく、露出の鉄部は可能な限

り撤去するようにし（1F駐車場シャッター他）、でき

ないところは直接海風が当たらないように塩ビシート

を貼るようにした」。

　鉄部といっても、ベランダの手すり、面格子などの

アルミ、金具に使われているステンレスも錆ていると

いう。今回アルミはクリーニングし、錆の汚れを落と

した。

　File Data. 11　神奈川・横須賀市／ダイアパレス横須賀堀ノ内 by the sea 管理組合

工事データ
○工事名／ダイアパレス横須賀堀ノ内BTS大規模修繕工事　○建
物概要／ 1998年竣工・１棟・53戸・RC ８階建て　○発注者名／
ダイアパレス横須賀堀ノ内BTS管理組合　○設計・監理者名／㈱
建物保全センター　○施工者名／㈱カシワバラ・コーポレーショ
ン　○主な工事内容／共通仮設／直接（足場）仮設／下地（躯体）補
修／外壁タイル貼替補修／外壁等塗装／鉄部塗装／防水／シーリ
ング／その他／　○工事期間／ 2009年９月14日～ 2009年12月22日

管理組合

（工事前）外階段の錆 （工事前）玄関扉も錆だらけ

沖に見えるのが猿島。目の前が海で眺望は最高

塩ビシートで補修 補修後に表面のシートを貼り替え
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　小川社長自らが、経理も事務員も含めて社員全員にサー

ビス介助士※の資格を推奨している。

　※NPO日本ケアフィットサービス協会が認定する民間資格。ホー

ムヘルパーが主として在宅介護を目的としているのに対して、

入浴や排泄・食事の介助までは必要としない、比較的元気な高

齢者や身体障害者などの介助を目的とする。

　２回目、３回目の大規模修繕工事を行う管理組合から

の受注が半分ある。リピート率の高さは、「お客様目線の

高さ」と社長は断言する。

　「ヒアリング資料など、同業他社が提出するものは似た

り寄ったり。日装の特徴は心配りです」

　それがサービス介助士資格の取得。工事中の不便さを

健常者だけではなく、高齢者や身体障害者などのことも

考えられるようにすることで、日装の大規模修繕工事の

特徴とする。

　社員にはサービス介助士の勉強会を年３、４回開催。

住民へのホスピタリーマインドを持つことで、住民から

の賛同を得て、リピート率の高さを目指す。

リピート率No.1を目指そう！

株式会社日装
住民へのホスピタリーマインドを持ち、建物のファイ
ナンシャルプランナーとなって、安心安全な生活環境
を守ることを約束します。

サービス介助士資格取得の賞状を背に小川社長 今年7月 1日、聴覚障がい者の立場から、コ
ンサルタントやエッセイストとして活躍中の松
森果林さんを講師に招いた社内研修の様子

今年 4月 9日、NPO日本ケアフィットサー
ビス協会の事務所での社員研修。高齢者や障害
者の気持ちになってみることが…大事

会社探訪

●企業データ

社 名 株式会社日装

所 在 地 〒160−0022  東京都新宿区新宿２−13−10

電 話 03−3354−4191㈹

Ｆ Ａ Ｘ 03−3354−4192

U R L http://www.nisso-x.co.jp

創 業 昭和34年

代 表 者 小川　隆幸

資 本 金 7,600万円

正 社 員 数 80人

現場代理人数 35人

過去３年間の改修工事実績
　2009年度　138物件　34億６千万円
　2008年度　165物件　39億８千万円
　2007年度　172物件　36億４千万円

特 色

社員全員にサービス介助士の資格を推奨し、
高齢者や障害者などの対応に率先してあたる
ことで、お客様目線での仕事を常に大事にし
ています。



4

　太陽の紫外線や風雨等、厳しい自然環境にさらされている建

築物は、年数の経過とともに劣化が進行します。当然これはマ

ンションにも該当し、劣化（老朽化）を避けて通ることはでき

ません。劣化した箇所をそのまま放置すれば、住環境に悪影響

を及ぼし、マンションの性能や資産価値もだんだんに低下して

いきます。そこで建物の状態に応じて計画的な修繕工事が不可

欠となります。

　マンションの各部位の耐用年数や修繕周期をもとに、まとめ

て工事を実施するのが大規模修繕工事です。おおむね10 ～ 15

年程度を周期として行われます。適正な長期修繕計画のもとに

実施するのが望ましいのですが、管理組合としては、仮に長期

修繕計画がなくてもやらなければなりません。

　足場等の仮設工事費は、総工事費に対し一定の割合を占めま

すので、足場がなければ施工できない工事については、できる

だけまとめて行うのが得策だと考えられています。屋上防水工

事、外壁工事（タイル貼り替え・塗り替え）、躯体コンクリー

ト補修工事、バルコニー・共用通路・共用階段の防水・塗装工事、

各種設備工事等は、足場を必要とし同時期に実施すると、工事

にかかる費用等が節約でき、経済的で効率的な工事となります。

また、雨どいや外壁に取り付けられた金物類の交換も足場を必

要としますから、関連する工事も集約して行います。

　大規模修繕工事では多額の費用を必要とします。工事内容に

よっては、全ての費用と修繕積立金で賄えないケースもありま

す。その工事費用の不足分を一時金で徴収しようとすると、区

分所有者の負担が重くなり、支払を拒否される場合もでてきま

す。そうなると、実施すべき工事を延期または中止に追い込ま

れる事態も考えられます。こうした一時金徴収を避けるために

は、長期修繕計画に基づいて算出された修繕積立金を積み立て

ることが望ましいとされています。また、金融機関から融資を

検討する場合も、しっかりした資金計画を立案しなければ融資

を受けられません。

「やってみよう！自分たちのマンション管理」

相談対応事例集

　大規模修繕工事を実施する際は、マンション居住者が日常生

活を過ごす中での工事となります。

　先ほど述べましたように、工事ではマンションの周囲に足場

を架けて、塗料の飛散防止のために養生ネットを張りますから、

「洗濯物が指定された日にしか干せない」とか、「窓をビニール

で覆うのでバルコニーへの出入りができない日」など、いろい

ろな制限を強いられる期間があります。

　そのような影響を最小限に抑えるために、事前に掲示板等で

工事の進捗状況や洗濯物が干せない日程を詳しく伝える工夫が

求められます。特にバルコニー側の工事を最優先し、工事が終

わり次第、解体前の完了検査の後、速やかに足場等を撤去して

いただくよう施工会社と入念に打ち合わせをするなど、住民対

策の配慮は欠かせません。

マンションの大規模修繕工事とは

　解　説

　　　　　　　 足場やネットをかけて、いろいろ
な修繕工事をまとめて行う

　　　　　　 　多額の費用を必要とするので、
　　　　　　　経済的負担を強いられる

　　　　　　 　工事期間が長いので、日常生活に
　　　　　　　大きな影響を与える

NPO全国マンション管理組合連合会が今年2月に発行

した相談対応事例集「やってみよう！自分たちのマン

ション管理」より、大規模修繕工事に関する部分を抜

粋して掲載します。

全管連事務局：NPO京滋マンション管理対策協議会

　　　　　　　☎075−351−7421

　　　　　　　http://www.zenkanren.org

POINT 1

POINT 3

POINT 2

相談対応事例集より
全　管　連

①

A4判・50ページ・頒価500円

主な内容

• マンション管理組合が必要となる理由
• 管理組合はどのように運営するのか
• 管理費と修繕積立金の使い道は
• 管理組合役員としての業務内容は
• 管理会社とのつきあい方
• 管理規約を改正するときの注意点
• ペット飼育に関するトラブル
• 生活騒音に関するトラブル
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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
　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法人　外断熱推進会議（EiPC）

セミナー（外断熱フォーラム）、外断熱技術研修会、調査
ツアー報告会（勉強会）、施工現場見学会、インターネッ
トによる情報発信など

　主な活動 ● 所在地・連絡先 ●

〒105-0011　東京都港区芝公園3-5-8

　　　　　　　 機械振興会館407号メカトロ団体内

☎03-3436-4755　 FAX 03-3436-0678

E-mail：info@sotodan-npo.org

URL：www.sotodan-npo.org

外断熱は寒冷地だけでなく
首都圏の建物にも貴重な住環境
　お邪魔した事務局は東京タワーの真下でし

た。東京・神谷町。セミナーもこの事務局が入

る機械振興会館で行われることが多いようで

す。もちろん現地見学会もあります。

　2003年11月にNPO法人登記。外断熱に関

しての正しい情報を伝え、普及を図ることを目

的に活動をしている。東京の事務局と関西、九

州、北陸、甲信越の各支部を拠点に日本全国に

会員、有識者のネットワークを構成。

　外断熱は、外気温の影響が少ないことによる

省エネや建物の耐久性が伸びる、結露を防ぐ、

耐震補強にもつながる、などといった効果が望

めます。日本では外断熱のなじみがなく、北海

道などの寒冷地でのことじゃないの？と思われ

がちですが、「夏でもエアコンを使

わなくても過ごせる」なんて、実は

首都圏の建物にも貴重な住環境を与

えてくれるものなのです。

　「省エネに投資することは国の政

策にも合致する。補助事業の拡大を

NPOとしてもっと行政に問いかけ

ていきたい」と堀内正純事務局長は

話してくれました。

外断熱改修を行ったマンション住民の声
（夏）・ 最高気温35.6度の日の15時22分、室内温度は29.4度だった

　　・ うだるような暑さの中、自宅マンションに戻ると、ひんやりした感じがする

　　・ クーラーを使うのは調理のために火を使う時だけになった

（冬）・結露がなくなった

　　・ファンヒーターを使わなくなった

　　・寒い日でも室内温度は18度以下にならない

（春）・ まだ寒い３月７日朝８時29分、室内温度は22.2度だった

ノンフィクション作家・山岡淳一郎氏を
迎えてのセミナー

事務所内にて、手前から堀内正純事務局長、
宮坂幸伸専務理事、橘秀樹さん

断熱材を施工中の様子。施工は㈱TOHOが担当外断熱改修工事を行ったホームタウン南大沢管理組合

会員状況
○正 会 員　48人　　○賛助会員他　122人
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〒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

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。

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

たてもの保険NAIS-IV 大規模修繕保険住宅瑕疵保険で

住まいの

安心
を、お約束。

か し

　大規模修繕工事において一番不安な要素は、マンショ

ン管理組合理事長等の精神的な負担ではないでしょうか。

　一般的なマンションでは輪番制で理事が決まり、互選

で理事長になります。このときに管理組合の一大イベン

トである大規模修繕工事に当たってしまったら…工事業

者との工事契約書等の書類に印鑑を押すのは理事長です。

どうしてこの業者を選定したのかと問われれば、理事長

の責任となるでしょう。

　このため、大きな金額が動く大規模修繕工事は自分の

代の理事会ではなく、次期理事会へ先送りしようという

例も多々あるほどです。

　大規模修繕保険は施工のかしを保険によって賄おうと

いうもので、国土交通省の消費者保護制度のひとつとし

て、管理組合および理事長の救世主となりうる保険です。

　下記に大規模修繕保険のメリットをまとめました。

　保険への加入は工事業者ですが、本当にかし保険のメ

リットを生かせるのは管理組合・理事長ではないかと考

えます。

　�保険名称 
　・たてもの保険NAIS-IV　大規模修繕保険

　�保険契約者・被保険者 
　・大規模修繕工事を行う請負事業者

　　※保険加入前に事業者登録が必要です

＜管理組合のメリット＞

○�大規模修繕工事で瑕疵が発覚した場合、その当

時の理事会の責任を問われる可能性があるが、

そうした不安を軽減でき、また工事業者との金

銭的なトラブルにもなりにくい

○�保険会社からの検査が加わることによって、第

三者の目が入ることで品質確保がより一層強化

される

○�大規模修繕実施へのハードルが低くなり、組合

員の合意形成につながりやすくなる

＜工事業者のメリット＞

○�保険加入によって工事受注の際の信用補完につ

ながる

大規模修繕保険のメリット 管 理 組 合 の 資 料 請 求 先

一般社団法人全国建物調査診断センター

○大規模修繕保険「瑕疵保証センター」

　〒231−0033  横浜市長者町５−56−２

　☎045−250−6185　 FAX 045−261−6033

※管理組合からの資料請求について

　 　資料請求をする場合は①大規模修繕工事時期は

いつか②施工業者は決まっているか、をご確認の

上ご連絡ください。資料の内容が異なります。

　 　保険契約者は大規模修繕工事を請け負った工事

会社となります。管理組合は工事業者に保険加入

をご希望して下さい（任意）。工事業者は事前に事

業者登録が必要になります。

大規模修繕保険、これからのスタンダード
品質管理の強化、工事業者の信用補完に最適国 交 省 認 可
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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。

　管理組合団体でボラ

ンティアをしている関

係で、行政が制定した

分譲マンション支援制

度の案内パンフレット

を、市内マンション200

件以上に配布しました。そこで感じたのが、「管理組

合専用ポストの無いマンションが意外に多い」とい

うことでした。

◆

　ある管理会社では、記名のない、単に「管理組合

理事長様宛て」の封書は、すべて管理組合向けの営

業行為とみなして、管理員が理事長には見せずに処

分してしまうよう指示しているといいます。

　そりゃ、理事長としても、見知らぬ封書のチェッ

クなど、わずらわしくて管理会社に任せておいたほ

うが楽でしょう。

　ただし、その封書を理事長に渡すか処分してしま

うかの判断基準が管理会社にあるとなると、それで

いいことなのかどうか…。

　管理会社に処分されてしまってはNPO主催の勉強

会やセミナー、講演会などのお知らせについても、

管理組合に届いていない可能性は高いといえるで

しょう。

　果たして、私が配った市の支援制度の案内パンフ

は、どのくらい管理組合理事長の手元に届いたのか。

それを考えると、疲労感が増し、ボランティアで頑

張っている自分がむなしくなってきます。

◆

　私は、管理組合専用ポストは社会との接点だ、と

思います。

　行政やNPOからの情報を得ることだけでも、管理

組合や住民からなんらかの要望・要求が出てくるの

ではないでしょうか。行政から管理組合宛ての情報

は、住民皆さんの利益に値します。管理組合団体や

マンション管理士会などからの情報も、少なからず

有益なものがあるはずです。

　社会との接点がなく、何も情報のない取り残され

たマンションは、社会からどんどん取り残されてい

くのではないでしょうか。後に、管理費等の滞納、

建物・設備の老朽化、防犯等が大きな問題をなって、

はじめて相談機関等を知って対応するマンションは

多いです。でも、社会からの接点を遮断していたこ

と自体が、問題を大きくしていたのではないかとも

思います。

　いろんな情報があれば問題が大きくなる前に対応

できたのに…と。

　管理組合専用ポストの意味をもう一度考えてもら

いたいと感じました。

管理組合専用ポストは社会との接点

管理組合専用ポストの設置は必要。配達物の良しあしは役員が決めれ
ばいいこと。まずは情報収集にある



8

先駆的で実績のある建築設計事務所
　マンションの維持・管理の手法が確立していない昭和

60年（1985年）から、マンション大規模修繕工事の設計･

工事監理、長期修繕計画作成等の業務に携わり、多くの

実績を積んできた。

　日本建築家協会（JIA）メンテナンス部会やマンション・

ユニオン保全設計協同組合、マンションリフォーム技術

協会、日本マンション学会建物保全研究会委員、日本住

宅管理組合協議会協力技術者のメンバーとして、当業務

に関する研鑽（けんさん）を重ね、首都圏ではマンショ

ンの維持・保全に関する分野でもっとも先駆的で実績の

ある建築設計事務所の１社である。

　マンションの修繕は、そのマンションの特性や劣化状

況に応じた処方を講じることが大切。そのためコンサル

タントは、会社組織の大きさより担当する技術者の観察

力・経験度・知識・資質に依るところが大きく、「低額な

コンサルティング料で経験の浅い担当者によるお決まり

仕様での修繕は避けるべき」と近藤武志代表は話す。

先々まで管理組合をサポートできるように

●会社概要　有限会社八生設計事務所
●設立　昭和52（1977）年６月　●資本金　500万円

●所在地
　〒130−0002 東京都墨田区業平３−８−12−201

　☎03−3624-7311　 FAX 03−3624−7322

　E-mail：hasseiarc@ybb.ne.jp 

　URL：http://homepage2.nifty.com/HASSEI

●�主な業務内容　（１）建築設計・工事監理（２）大規模

修繕工事・設備修繕工事の修繕設計・工事監理（３）建物・

設備の調査･診断（４）長期修繕計画策定（５）その他

関連業務（耐震診断、火害調査、公園改修設計・監理等）

●社員数　５人

●過去3年間の業務実績
　（1）建築・設備修繕工事関連の設計・監理
　　　2009年　2,922戸　　2008年　1,566戸

　　　2007年　4,015戸

　（2）建築・設備の調査・診断
　　　2009年　1,782戸　　2008年　35戸

　　　2007年　1,551戸

　（3）長期修繕計画策定
　　　2009年　188戸　　2008年　2,340戸

　　　2007年　464戸

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
紹

介

2009年10月31日、横須賀・
湘南鷹取台マンションで省エネ
サッシ窓改修の工事見学会を実
施した

湘南鷹取台マンション管理組合
（470戸）は、このサッシ改修
で国交省から5,000万円の補
助を受けた

一級建築士事務所  八生設計事務所

代表取締役　近　藤　武　志 さん

第9回

―八生設計事務所の基本方針―
①�修繕の進め方について、管理組合にわかりやすく説明
し、内容を理解してもらうこと

②�大規模修繕工事での劣化部の補修や改良・改善ととも
に、組合運営上の手法（組合員の合意形成等）につい
ても、バックアップしていくこと

③�管理組合での様々な事情に応じた柔軟な対応に心がけ
ること

④�快適に永く住まい続けることを前提に、より長期的視
野に立った提案を行うこと

⑤�一度限りのコンサルティングではなく、そのマンショ
ンを熟知し、先々まで管理組合をサポートできるよう
に努めること

左から近藤代表・1級建築士、山田俊二・1級建築士、鈴木和弘・1級建築士、
川島良子さん・事務担当（事務所内で撮影）
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　マンションの屋上防水に不具合が発生すると、最上階

では天井からの漏水という問題が起こる。

　この問題の対処法として、これまでは屋上防水の不具

合を丹念に探す方法が採られてきたが、通常簡単には問

題個所は見つからず、多くのマンションでは問題が長期

化しているのが現実である。

　そこで近年は、屋上の防水劣化調査と平行し、一方で

室内から漏水を止める工法も採用されつつある。

　マンション最上階の天井は、上は屋上だから毎日太陽

熱で伸縮している。よって動きに追随する防水材が必要

だが、弾性の塗膜防水やシール材を天井に塗布しても水

圧で膨れてしまう。

　そこで、弾性の樹脂をクラックに深く注入する方法で

上からの漏水を防ぐのが、最新の防水工法である。

　「カスター KP2」は弾性のウレタン注入材で、硬化後も

柔軟性を保ち躯体の動きに追随するため、漏水個所のク

ラックに高圧注入すれば、この問題を解決することがで

きるのだ。

屋上防水はアスファルト、シート、塗膜など多様で、保護
層の差異や施工などで対応が異なる

天井裏から樹脂を注入することで漏水を防ぐ。屋上からだけ
の施工ではなく、下からの施工で問題解決することもできる

屋上からの漏水が問題化したマンションの天井裏の様子

最新
防水事情
最新
防水事情
第4回

最上階の天井からの漏水
原因個所にウレタン材を注入

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
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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へ̶。

〒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

　私事ですが、異動しました。報道部から制作部へ。ついこの間まで政治家にマ
イクを向けていたのが、今は50歳過ぎの男性パーソナリティーにマイクを向
けて、バケツの水をぶっかけたりしています。
　記者からディレクターとなったわけですが、まず、座っている時間が長いこ
とにびっくりしました。担当の午前中ワイド番組「くにまるワイドごぜんさま
～」は3時間生放送で、私はスタジオに張り付いてキュー（パーソナリティーに
手で合図を出す）を振り続けています。夕方には腰が痛い痛い。オフィスワーク
の方の苦労が少しわかりました。
　当のパーソナリティー・野村邦丸アナウンサーに「ずっと座っていて大丈夫
ですか？」と聞くと、「とっくに痔」だそうです。
　しかもこの度、10月から番組が時間延長という恐ろしい、いえ、めでたいこ
とになりました。どうにかなるかなぁ。
　痔になろうと水をかけられようと、陽気に話し続ける邦丸さんの「くにまる
ワイドごぜんさま～」（月～金　8:30～ 11:30）、そして新番組「くにまる
ジャパン」（月～金　8:30～ 13:00）、ぜひ聴いてみてください。

●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…？

痔も水かけにも動じない陽気な邦丸さんって !?

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

（2010.6 改訂 1）
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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。

配布先マンションデータ
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