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分譲会社との対立から大規模修繕工事へ
　今回は、敷地内駐車場の所有権をめぐって分譲業者

と対立した事案がテレビでも紹介された管理組合の、

その奮闘記である。

　駐車場使用していた地下１階のスペースは分譲後１

年半以上経ってから、分譲業者が所有権を登記してし

まった。

　区分所有者全員の共有であれば管理組合が管理して

使用料は建物の修繕金など区分所有者全員の共同の利

益に充てることができるが、分譲業者に所有権があれ

ば駐車場使用料は業者の営業利益と化してしまう。

　このマンションは当初から管理組合もなく分譲業者

が実質的な管理者となっていた。駐車場使用料14台分

14万円（当時）は誰からの指摘も受けることなく分譲

業者の毎月の収益となっていたのである。

　平成14年３月、初めての管理組合総会を分譲業者が

招集した。同３月に設立した子会社との管理委託契約

を結ばせるためである。

　「それまで住民は区分所有者というより、賃借人の

ような感覚でマンションに居住していた」と当時の理

事長は振り返る。

　ところがこの初めての総会で、「何かおかしくない

か？」と思っていた住民同士が集まるきっかけになった。

　駐車場は分譲業者の所有だというのに、補修や清掃

は住民任せ。大雨による冠水によるトラブルがあれば

住民が協力して復旧作業をし、費用の負担まで行って

いた。

　平成15年10月管理組合法人を設立。16年４月から自

主管理に変更。18年２月、分譲業者らに対し駐車場所

有権の抹消、駐車場使用料の返還等を求めて訴訟を起

こした。

　19年３月、管理組合が和解金1000万円で買い取るこ

とで、所有権移転に折り合いをつけた。

　21年11月、築16年目にして初めての大規模修繕工事

に着手。設計事務所から情報や手続きの協力を得て住

宅金融支援機構の融資を利用し、10年返済で工事を決

行した。

　File Data. 12　神奈川・海老名市／ファーストクラス厚木管理組合法人

工事データ
○工事名／ファーストクラス厚木大規模修繕工事　○建物概要／
1993年竣工・１棟・23戸・RC造、外壁ALC版・地上３階建て、半
地下１階駐車場　○発注者名／ファーストクラス厚木管理組合法
人　○設計・監理者名／㈱建物保全センター　○施工者名／㈱ヨ
コソー　○主な工事内容／共通仮設／足場仮設／シーリング／下
地補修／塗装／防水／防潮堤新設／その他／半地下駐車場天井耐
火被覆　○工事期間／ 2009年11月～ 2010年２月

管理組合

分譲会社に所有権登記されていた
半地下の駐車場

タイルの上から防水・低汚染性のコーティン
グをする改修工法「クリアウォール」を採用

工事見学会を催し、小規模マンションにも
関わらず、たくさんの見学者が訪れた
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　最近ではマンション改修業界でも業者選定の際に「プ

ロポーザル方式」というものが流行している。

　「プロポーザル（proposal）」は「企画、提案」の意味。

見積もり合わせの際に、金額だけではなく、どんな工事

を提案してくれるのかを期待し、それを選定材料にする

方法である。

　具体的には、新しいこの工法や材料を使えば、費用的

に安く、美観向上や劣化防止にも大きく前進する工事の

提案のことである。

　こうした「プロポーザル方式」のプレゼンを優先させ

るため、ヒアリングでは「当社は会社説明をあまりしま

せん」と担当部長。「後で読んでもらえればわかるものを

削除して、時間を有効に使っています」。

　提案と言っても、無理な提案は論外である。

　「現地調査をしっかりやる」。それがそのマンションに

必要な修繕工事につながっていく。

　「オーダーメイドの工事をします。それが当社の売りで

す」

　修繕工事はその場その状況で異なる。それをしっかり

やれるのは、ゼネコンに鍛えられた企業体質といえよう。

オーダーメイドの工事をご提供します！

株式会社アイピー21
徹底した調査、綿密なプランをもとに、確実なマンショ
ンの大規模修繕工事をお約束いたします。

神田神保町に本社。その他横浜、千葉にも支店
を設ける

平成22年7月13日、本社会議室で開催した
安全大会の様子

リニューアル事業部の営業部と工事部の
打ち合わせ（引き継ぎ）中にパチリ

会社探訪

●企業データ

社 名 株式会社アイピー 21

所 在 地 〒101－0051�東京都千代田区神田神保町１－20

電 話 03－3293－4803

Ｆ Ａ Ｘ 03－3293－4809

U R L http://www.ip21.co.jp

創 業 明治36年

代 表 者 板橋　邦浩

資 本 金 １億1,000万円

正 社 員 数 59人

現場代理人数 25人

過去３年間の改修工事実績
　2009年度　190物件　19億６千万円
　2008年度　200物件　21億１千万円
　2007年度　150物件　16億３千万円

特 色

明治36年創業以来、塗装一筋。日建設計の監
理・指導のもと、大手ゼネコンの下で鍛えら
れた企業体質・施工精度の高さを自負してい
ます。

おかげさまで創業107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



4

　マンションの大規模修繕工事は、多額の費用及び時間と労力
を費やす管理組合の一大事業となります。マンションの規模に
よって違いますが、管理組合が主体的に取り組むとしたら準備
から工事完了まで、おおよそ３年～５年の歳月を必要とします。
準備段階としては、大規模修繕工事の内容などを検討する専門
委員会（修繕委員会）を理事会の諮問機関として設置します。

　管理組合の活動で、大きな柱になるのが建物を維持管理して
いくことです。劣化の状況に応じて適切な時期に修繕を実施し
ないと、劣化はだんだん進み、住まいとしての快適性も資産と
しての価値も低下してしまいます。さらに目に見える傷みが現
れるまで放置していると、修繕時期を逃し、早期に補修すれば
安くできる工事も、時期が遅れて費用が割高になった事例もあ
ります。大規模修繕工事は、マンション管理の業務の一つとし
て管理組合主導で行われるべきです。

　大規模修繕工事の計画から工事終了まで、長い時間と膨大な
量の業務を担当する修繕委員会の設置が必要になります。理事
が兼ねることも可能ですが、役員交替の任期の問題や通常の維
持管理業務に支障が出た場合に、負担が大きくなってしまいま
す。修繕委員会は、理事会の諮問を受け、修繕工事の内容や資
金計画、修繕工事を発注する請負会社の選択など、工事に関す
る準備・検討の役割を担う機関であります。そして修繕委員会
の構成メンバーは、各階からできるだけ均等に入ってもらい、
男性だけに偏らないように女性も含めた居住者の中から選任
し、理事会と連携しながら大規模修繕工事を進めていきます。
　専門知識は、外部の専門家からアドバイスを受けることがで
きるので管理組合の修繕委員が必ずしも専門家である必要はあ
りません。

・壁や床のあちらこちらに、ひび割れが目立つようになった
・手が壁に触れたときに、塗料が手についている
・塗装も所々が剥がれている
・タイルや壁に白い粉がふいている
・壁面タイルが落下している
・コンクリートの塊が落ちてきた
・雨が降ると水漏れが起きる
・朝、時々水道から赤い水が出てくる
（以下４～９のポイントの詳細は次号に掲載予定）
４　修繕工事だけでなく改良工事（グレードアップ）も取り入れる
５　居住者間のコミュニティ形成
６　プロセス（手順）を踏んで合意形成を諮りながら進める
７　パートナー（専門家等）の選定
８　請負業者の決定から、工事に関わる一連の業務
９　過去の修繕工事等は、履歴情報として保管する

・長期修繕計画の策定及び見直し
・�マンション住民へのアンケート調査等で要望事項をとりまと

めること
・�建物及び設備の修繕・改良箇所の選定と優先順位に関わる助言
・大規模修繕工事実施計画案の資料作成に関すること
・�コンサルタント（１級建築士等）・施工業者の選定に関する
こと

・�工事中の現場代理人などとの打ち合わせ、監理、工法などに
関すること

・瑕疵補修工事及びアフター点検の確認、交渉等に関すること
・その他、理事会からの諮問事項の助言

大規模修繕工事の取り組み方は⑴

　解　説

　　　　　　　 修繕委員会の役割と人選

　　　　　　 　マンション共用部で発見したら要注意

　　　　　　 　修繕委員会の主な業務

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

②

「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

A4判・50ページ・頒価500円
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　専有リフォームメニューの中で、住宅版エコポイントの該当
となるインナーサッシ２重窓工事「インプラス」は、既存の窓
の内側に新しく窓を設置して２重窓とするため、共用部分を改
修することには当たりません。
　このため、標準管理規約第17条を参考に管理組合の承認等の
経緯を踏んだ上で、各住戸が工事を行うことができます。
　現在トステムでは、この「インプラス」の取り付け工事につ
いて、大規模修繕工事時に管理組合が希望する住戸をまとめて
ご依頼していただくと、格安価格にてご提供しています。
　既存の窓を改修する場合は、標準管理規約第22条「窓ガラス
等の改良」を参考にしてください。

　省エネ・環境配慮型の商品や公共交通機関のプリペイドカー
ド、全国で使える商品券（商品の提供事業者が環境寄付を行う
など環境配慮型のもの）、地域振興に資する地域商品券や地域
産品など。
　※�現在、住宅エコポイントは23年12月末まで延長の方針を閣
議決定しています。

　専有部分のメンテナンスやリフォームとはいえ、管理組合の
関与やチェックは大切です。
　マンションに慣れている業者なら、管理組合が承認しやすい
ように、管理組合への手続きや対応もアドバイスしてくれます。
こうした手続きは、リフォーム会社にとっても起こりうるトラ
ブルの防止策であるのだから、マンションを数多く手がけるリ
フォーム会社なら熟知していて当然のはずです。
　逆にマンションのルールや共同住宅の構造を知らないリ
フォーム業者が請け負い、その業者の思いのまま工事が進んで
しまうとトラブルになる危険は大きいといえます。
　マンション標準管理規約第17条「専有部分の修繕等」や使用
細則モデル「専有部分の修繕等に関する細則」などを参考に、
申請や承認の書式等を作成しておくと、今後、リフォームは行
いやすくなるでしょう。

　トステム株式会社では、管理組合対象に全戸の窓回りの維持
メンテナンス、各住戸対象の専有部分リフォーム①結露対策②
キッチン・お風呂・トイレ等の設備機器交換③専有部分の配管
更新④網戸の張替え及び小修繕etc.のサービスを展開していま
す。

◆マンション管理組合対象メニュー
　①窓回りの維持メンテナンス（全戸一括）
　　　サッシ・網戸・戸車等の部品交換

◆各住戸対象の専有リフォームメニュー
　①結露対策（インナーサッシ２重窓工事）
　　※エコポイント該当工事
　②キッチン・お風呂・トイレ等の設備機器交換
　③専有部の配管更新
　④網戸の張替え及び小修繕

インナーサッシ2重窓工事は
専有部分範囲内…

住宅版エコポイントの交換は…

トステムが内装リフォームを本格化

窓回りのメンテで生活が変わります！ 結露対策にも
効果抜群

●窓回りの維持メンテナンス
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　大規模修繕工事の業者選定をする際、見積もり合わせの内容
に「大規模修繕保険の加入」を明記する管理組合が増えてきて
います。
　「大規模修繕保険」の特長の一つが保険法人による第三者の
目から見た現場検査の実施です。
　工事着手前に保険法人の検査員が現場検査を実施します。内
容は工事仕様書に基づく、工事範囲や工事行程の確認です。そ
の後は工事の進ちょく状況に合わせ、順次現場検査を実施して
いきます。
　施工事業者の自主検査や設計事務所等の検査に加え、保険法
人による現場検査の実施は、管理組合にとって「安心」が一つ
加わったということといえるのではないでしょうか。

　 1. 保険名称 
　・たてもの保険NAIS－Ⅳ　大規模修繕保険

　 2. 保険契約者・被保険者 
　・大規模修繕工事を行う請負事業者

　 3. 保険加入ができる場合 
○住宅：共同住宅：�新耐震基準に適合した共同住宅又は保険対

象工事により耐震改修を実施した共同住宅
に限る）

○大規模修繕工事：�共同住宅の一部または共同住宅と一体と
なった設備に係る建設または改修等の工事

○保険対象部分：�被保険者が請負契約を締結した以下の部分
及び設備の改修工事の部分

　�（ⅰ）構造耐力上主要な部分（耐震改修工事など）（ⅱ）雨水
の侵入を防止する部分（外壁、防水、シーリング工事など）（ⅲ）
給排水管路（ⅳ）給排水設備（ⅴ）電気設備（ⅵ）ガス設備
（ⅶ）防錆工事を行った手すり等の鉄部（但し（ⅰ）（ⅱ）の
いずれかと同時に行った場合に限る）

　 4. 保険期間 
　（ⅰ）�保険対象工事を含む工事請負契約で約定したすべての

工事完了から５年間
　（ⅱ）�保険対工事実施部分に手すり等の鉄部がある場合、手

すり等の鉄部は２年間

　 5. 支払保険金 
　○支払限度額：1,000万円から最大４億円まで
　○免責金額：10万円
　○縮小てん補率：80％
　※�被保険者の倒産等により、工事発注者（消費者）からたて
もの株式会社に直接請求を行う場合には、縮小てん補率は
100％となります

　 6. 現場検査 
　①工事の着手前の時期
　②�構造耐力上主要な部分に係る改修工事の最下階の工事完了
の時期

　③�構造耐力上主要な部分に係る改修工事の最上階の工事完了
の時期又は雨水の侵入を防止する部位に係る改修工事に
あっては足場撤去

　④�給排水管路工事、給排水設備工事、電気設備工事、ガス設
備工事、又は手すり等の防錆工事は、いずれかの工事完了
の時期

　※�平成22年４月１日から平成23年３月31日までの申し込みに
対し、保険金額1,000万円につき保険料4,000円の補助があ
ります

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。

管理組合の「安心」求め、大規模修繕保険の加入増加！ 
保険法人による第三者目線の現場検査が好評国 交 省 が 認 可

〒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
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　元理事長が、住宅金

融支援機構の共用部分

リフォームローンを管

理組合に無断で借りて

約1,300万 円 を だ ま し

とっていた事件で、管

理組合の賠償責任を認めた判決が過去にありました。

　大手管理会社の元社員が、担当する19管理組合の

資金約8,000万円を横領していたことが発覚。管理会

社は被害額を弁済しましたが、１社員が８年間もに

わたり着服を続けていたという、業界に波紋を呼ん

だ事件もありました。

　近年、管理組合資金の着服・横領事件が目立って

います。その多くは管理組合内部や管理会社社員の

犯行で、不正な引き出しは、数年にわたり何十回と

繰り返されているものです。銀行通帳、会計帳簿の

改ざんは常套手段で、金額が千万単位に膨れ上がっ

てから発覚するケースも少なくありません。

◇

　不正を見過ごす大きな原因のひとつは、監査を行

う役員の輪番制にあります。毎年交代する監事の多

くは会計には素人で、会計監査に意見すら言うこと

はないのではありませんか？よく確かめもせずに判

を押す、形だけの監査になっているのが一般的なの

です。

　管理会社社員の不正であれば、管理会社に弁償さ

せることができます。しかし、管理組合内部の犯行

である場合、横領した個人に対してどのような弁償

の方法が考えられるでしょうか。

　そうなると不祥事が発覚した場合、監査した管理

組合の責任を問われない保証はありません。監事個

人の責任が問われないとも限らないのです。

　会計業務の監査を輪番制でアマチュアの住民だけ

が行うという図式がよいものと思えません。

◇

　管理組合資産の安全を保つためには、会計業務を

管理会社に任せきりにするのではなく、専門家であ

る会計士など、第三者の外部監査が必要になってき

ているのではないでしょうか。

　相次ぐ管理組合資金の横領、
第三者による会計監査の必要も　

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

　　　　 まち協、『マンション管理ガイドブック』を改訂
　㈳かながわ住まい・まちづくり協会
『改訂マンション管理ガイドブック』。
　区分所有法やマンション標準管理規
約の改正など、近年のマンションを取り
巻く情勢の変化等に対応するため、平成
14年に初版を発行して以来の改訂版。
　「管理とは何か？」「マンション管理
のルール」などの基礎編から管理組合
運営、長期修繕計画、大規模修繕など
についてわかりやすく解説されており、
管理組合役員初心者向けのガイドブッ
クとなっている。
　A4判146ページ。定価1,000円。
　問い合わせ：まち協事務局��☎045－664－6896

本紹介
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― 弊社の理念 ―
■�少数精鋭が我々の価値観であり、長年培った経験と実
績で住宅社会資本の優良ストックを創出するため実態
に合った大規模修繕工事を提案

■�培ったハード、ソフト両面のマンションノウハウを新
規クライアントに還元

■公明性・透明性を持った業務の推進
■�独自の事業展開で蓄積した実務ノウハウを保有し、工
事監理と現場を重視した業務体制

■�公平な第三者の立場に身を置き、ユーザーに対する礼
儀として特定の利害とは一線を画す

■�施工会社等から理由がつかない金員を受け取らない、
要求しない

健全な体質と十分な改修技術ノウハウが必要
　管理組合のパートナーとして、大規模修繕等のコンサルタン

トを設計事務所に依頼する際、どの設計事務所が良いかを選定

するのに管理組合の皆様は結構苦労されているようだ。

　最近では、改修業界に新規参入組みの増加やいかがわしい仕

組みを作って業者やメーカーからコンサルタント料を補完する

手数料を巻き上げようとするところも増加していると聞く。

　設計事務所が組織立って会社を作り、メーカー等に仕事を手

伝わせ、挙句の果てには、材料指定により手数料を請求しよう

とするところもある。管理組合にとって見栄え上は、安い業務

費用は魅力的に映るが、そのような価格を提示できるのは、管

理組合から見えない裏があることを暗示しているといえよう。

　そのような不透明な部分を容認しているのが、現在の管理組

合を取り巻く改修業界の実態である。見た目の業務費用は安い

が、工事発注金額の一部が別の名目で吸い上げられ、結果的に

必要以上に儲けられているのである。

　コンサルタント選定にあたっては、価格にとらわれることな

く、注意深く背景や事例を調査し、慎重な管理組合の選定姿勢

を望みたい。

　相対的に価格が上でも健全な体質と十分な改修技術ノウハウ

を持ったコンサルタントにしたほうが安心度は高く、将来的な

発注者側のためでもあり、改修業界のためにもなるといえよう。

コンサルタント選定には慎重な姿勢を

●会社概要　有限会社鈴木哲夫設計事務所
●設立　昭和56（1981）年10月　●資本金　500万円
●所在地
　〒162－0041�東京都新宿区早稲田鶴巻町554�小西ビル3A

　☎03－3204－1530　 FAX 03－3203－1503

　E-mail：s-arc@tsaa.jp�

　URL：http://www.tsaa.jp

● 主な業務内容　（１）調査・診断（２）改修設計
　（３）工事監理（４）評価鑑定（５）長期修繕計画策定

　（６）瑕疵等コンサルティング

●社員数　６人
●過去3年間の業務実績
　　2009年度　17物件　20棟　1,999戸

　　2008年度　21物件　20棟　2,527戸

　　2007年度　19物件　45棟　1,614戸

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
紹

介

施工会社に対して、定期的に
資質向上研修会を行っている。
2010年 1月には改修施工会
社を対象に「工事説明資料のつ
くり方」と題して講演を行った

埋め込み型アルミ手すり支柱基部の空洞形成による不具合は、躯体の代表
的な不具合であり、補修材料の開発と工法特許を弊社で取得した。弊社と
メーカーで開発した特許工法による「隙間充填防錆グラウト材」の施工

一級建築士事務所  ㈲鈴木哲夫設計事務所

代表取締役　鈴　木　哲　夫 さん

　　　　　　一級建築士・マンション管理士・
　　　　　　㈳日本建築家協会会員　　　　　

第10回
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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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　現在お住まいのマンションを改めてご覧になってくだ

さい。

　小さいひび割れや剥がれがあったり、鉄部のサビがで

ている個所はありませんか？新築時や塗替え当初はどん

なに美しくとも、時間の経過とともに塗膜の劣化は進行

します。

　一般的にマンションの塗り替え周期は、「外壁10年～ 12

年、鉄部３年～５年」といわれていますが、もし適切な

修繕計画を立てずにそのまま放置しておくと、例えば外

壁であればひび割れが進行し、水分の浸入を誘発し、躯

体の劣化などを早めます。

　今回は塗膜の劣化現象と要因を写真とともに見てみま

しょう。

（1）はがれ ………………………………………
現　象

　塗膜が素材や旧塗膜、下塗

塗膜の層間ではがれる

主な要因

　・経年による塗膜劣化

　・下地の素地調整不足

　・�異物介在による層間付着

不良

　・塗料選定の誤り

（2）ふくれ ………………………………………
現　象

　塗膜層内または躯体と塗膜

の間で大小の膨れが発生する

主な要因

　・高温多湿の環境

　・�屋上、窓回り、ひび割れ

部分など躯体からの漏水

　・下地の高含水率

（3）色あせ・変退色 ……………………………
現　象

　塗り替え初期の色が経時により褪（あ）せる

主な要因

　・�長年の紫外線による塗膜

の表層劣化（海浜地区な

ど強い紫外線環境）

　・�使用する原色による耐侯

性の差

（4）チョーキング ………………………………
現　象

　塗膜（顔料）が粉状に表面

に浮き、艶（つや）がなくなる

主な要因

　・�長年の太陽光・水分・熱

などの影響による樹脂劣

化（海浜地区など強い紫

外線環境）

その他の塗膜の欠陥………………………………

マンション外壁改修塗料相談センター 開 設

http://www.kansai.co.jp
関 西 ペ イ ン ト 株 式 会 社
関西ペイント販売株式会社

はがれ

ひび割れ

こけ・カビ

雨水汚れ

鉄部の腐食

塗膜の劣化現象と要因

主な塗膜の経年劣化（例）
どうして劣化は起こるのか

関 西 ペ イ ン ト 発 外壁改修って何？《その１》

ふくれ

小さく

大きく中くらい

チョーキング（白亜化）
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〒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

　私は、正直に言うと、ライバル局、ニッポン放送の深夜番組「オールナイトニッ
ポン」の大ファンです。中学生時代は毎晩聴いて、下ネタの知識はすべてオール
ナイトニッポンから学んだと言っても過言ではありません。文化放送の社員で
ありながら、オールナイトニッポンのテーマ曲が流れると心躍ってしまいます。
　一方で、「文化放送といえば、深夜の『セイ！ヤング』が大好きでした」「『天才・
秀才・バカ』にいつも投稿していました」など、沢山の方から言われ、放送を聞い
てみたかったな、といつも思っていました。
　そんな中、この2つの超人気番組がタッグを組み、2つの局でひとつの番組を
作ることになりました！ラジオ史上初、文化放送とニッポン放送がリレー形式
で放送します。
　出演はオールナイトニッポンに担当していた泉谷しげるさん、南こうせつさ
ん、そして、セイ！ヤングを担当していたさだまさしさん、谷村新司さんといっ
た豪華キャスト。
　社員としても、そしてリスナーとしてもワクワクします。
　『セイ！ヤング・オールナイトニッポン Are you ready? Oh!』11月6日（土）
より放送を開始。毎週土曜日の20：30～21：30で、前半30分は文化放送、後
半30分はニッポン放送。

●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…？

11/6『セイ！ヤング・オールナイトニッポン』放送開始

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）

地域別 築年別東京都
43.9％

神奈川県
30.3％

埼玉県
14.0％

千葉県
11.8％

築25年 9.3％

築24年
9.4％

築23年
8.8％

築8年
17.9％

築11年
17.4％

築10年
20.2％

築9年
17.0％

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


