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管理組合
File Data. 13

埼玉・狭山市／新狭山ハイツ団地管理組合法人

築70年を視野に入れた3回目の大規模修繕工事
「熟練の職人集団を固定し、同じ職人が３年かけて
全棟の工事を進められるよう計画する」―築37、38年
目にして行っている今回の工事での大きな特徴のひと
つだ。
建物を長寿命化すべく現在、管理組合では築70年以
上の長期修繕計画を作成中。大規模修繕工事スパンを
これまでの約12年周期から今後は約16年周期に延長す
ることで、建物の全体的な生涯費用（ライフサイクル
コスト）を軽減させる計画である。
ただし「今回の工事が特別な仕様を行っているわけ
ではありません」と現場代理人。
職人が丁寧な仕事をすること。それが施工品質を上

げ、建物の寿命が長持ちし、修繕スパンを長くすると
いうのだ。工事期間に余裕を持ち、職人の施工品質に
こだわることで、ウレタン防水、シーリング、躯体補
修、内外壁塗装の保証期間を15年と大幅に延長するこ
とも可能になった。
昨今のマンション大規模修繕工事を取り巻く状況
は、いかに安く、早く、それでいていかに良い工事が
できるのかを見据えた見積もり競争が多い。
しかし、いくら早くといっても実際には、外壁の下
地を高圧洗浄する際も中塗りや仕上げ材の際も、しっ
かり作業を行うとともに、塗料等の十分な乾燥時間が
重要だ。
「安く、早く＝良く」はどこかにからくりが
必要ではないか。
じっくりと腰を据え、時間をかけて地道で良質な工
事を目指す―長期的な視野を見ている新狭山ハイツが
実践していることは、他の管理組合の参考になるだろ
う。
工事データ
○工事名／第３回新狭山ハイツ大規模修繕工事 ○建物概要／
1972年、1973年竣工・32棟770戸プラス２階建て店舗（５戸）、管理棟、
ポンプ室・PC造・地上５階建て ○発注者名／新狭山ハイツ団地
管理組合法人 ○設計・監理者名／㈱ボス建築コンサルタンツ
○施工者名／㈱日防技研 ○主な工事内容／共通仮設／直接仮設
／下地補修／内外壁、天井塗装／防水／鉄部他ボード、塩ビ類塗
装／その他／ ○工事期間／ 2009年８月～ 2012年８月

階段室の施工前、施工後

外壁の施工前、施工後

12/5

10時～

ご

案

内

新狭山ハイツ
大規模修繕工事見学会＆交流会
ベランダの施工前、施工後

（施工前）ベランダ手すりの付け根
部分が錆びて穴が開いている

（施工前）
ベランダのモルタルの剥離

（施工前）開口部の
部分のひび割れ
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新狭山ハイツ管理組合法人では現在、３回目の大
規模修繕工事に取り組んでおり、他の管理組合活動
に役立てていただきたいことから、工事見学会と管
理組合交流会を企画いたします。
多数の管理組合の皆様にご参加いただけることを
お待ちしております。
日 時：12月５日㈰ 10時～ 17時
会 場：新狭山ハイツ集会所大会議室
住 所：埼玉県狭山市青柳63
参加費：無料（昼食時にお弁当を用意いたします）
参加申し込み窓口：
設計・監理者・㈱ボス建築コンサルタンツ
☎03−3770−1340 FAX 03−3770−1343
E-mail：boss@boss-ac.co.jp

会社探訪

株式会社アサヒ建装

「地球に優しく、人におだやか。
」をスローガンに

環境に配慮する企業として、「エコ・ペインター」宣言

東京・品川区の東京営業本部にて、
明るい営業マンたち

横浜・青葉区の本社にあるアサヒグループの
モニュメント

「地球に優しく、人におだやか。
」をスローガンに掲げ
ているように、
「Eco Painters（エコ・ペインター）」を企
業の目標とし、環境優先に努めている。

●企業データ
社

株式会社アサヒ建装

地

〒227−0038 横浜市青葉区奈良３−21−２

話

045−961−7757
045−961−7767

所

を積極的に採用する。太陽光や雨によって汚れを分解し
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て流せるセルフクリーニングの商品、ポプラの木を植え
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たのと同じ空気の浄化作用をする商品などを、積極的に
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施主に廉価で提案している。

創

ウスメーカー、管理会社等により、数多く指定工事店登
録となり、現在では複数の業者会の役員を任せられるよ
うになった。
「安い、早い」工事を求められる時勢に対して、環境に
配慮する企業としての差別化を図っていきたいという。
特に工事の受注先で多いのは30戸以下の小規模集合住
宅。外注する費用を社員が行い、経費をかけないことで、

在

名

具体的には、環境商品として、外壁の塗料には光触媒

こうした積み重ねから、工事業者として多くの大手ハ

これからの注目株である。

http://www.asahikenso.co.jp

業

平成７年
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資

本

金

1,000万円

豊

正 社 員 数 45人
現場代理人数

５人

過去３年間の改修工事実績
2009年度 21物件 2.2億円
2008年度 18物件 1.9億円
2007年度 16物件 1.5億円

大手との差別化を図る。
得意分野を特化して、上昇していく企業の先端として、

平成22年7月、安全大会を開催した様子

特

色

創業以来、小規模マンションやアパート等、
大手ハウスメーカー、管理会社の施工店登録
をいただき、工事業務に携わっています。
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全 管 連
相談対応事例集より ③
大規模修繕工事の取り組み方は⑵
POINT 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

マンションにとっての大規模修繕工事は、原状回復のための
修繕だけではなく、グレードアップする改良工事も視野に入れ
て検討します。改良工事として、高齢化に伴うバリアフリー化、
安全で安心な住環境を確保するためのセキュリティの強化、イ
ンターネットの高速化に対応した改善は、マンション居住者の
ニーズも高く、利便性や資産価値の向上につながります。

POINT 5

居住者間のコミュニティ形成

2004年に改正された標準管理規約第32条第15項「地域コミュ
ニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」が、新たに
管理組合の業務に追加されました。また、同管理規約第27条関
係のコメントによると「コミュニティ形成は、日常的なトラブ
ルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するも
のであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合
にとって、必要な業務である。」と記されています。すなわち、
大規模修繕工事は、居住者間のコミュニティ形成づくりにも役
立つと考えられています。

POINT 6

プロセス（手順）を踏んで合意形
成を諮りながら進める

公平・公正・公開の原則を基に、情報の開示と透明性を確保
し、プロセス（手順）を踏んで大規模修繕工事を進めることが
求められています。管理組合が必要に応じて総会を開催し、区
分所有法や管理規約に則り、適切な手順で区分所有者の合意形
成を諮っていくことを忘れてはいけません。

POINT 7

パートナー（専門家等）の選定

大規模修繕工事では、どのような工事方式を選択するかで、
工事の内容や請負業者選定、竣工後のアフターサービス（保証
期間）
が違ってきます。例えば、コンサルタント（１級建築士等）
を活用した「設計監理方式」は設計監理と施工が分離され、仕
様書の作成、請負業者選定の助言、現場監理から完成後の点検
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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。（最終回）
等すべての段階において第三者によるチェックがなされること
で、
一定の品質が期待できます。
「責任施工方式」
は準備段階で、
調査・診断を含めて複数の業者に工事の具体内容を提案しても
らい、
ヒアリング後に１社に選定するものです。
請負業者がハー
ド（施工）とソフト（計画・設計・監理）の両方を担当する方
式です。

POINT 8

請負業者の決定から、工事に関わ
る一連の業務

マンションの大規模修繕工事を施工する請負業者が内定した
ら、管理組合の総会で承認のうえ、請負契約を交わし、マンショ
ン住民への工事説明会の開催、その後工事が始まったら、打ち
合せの会合（工程会議）で工事進捗状況の確認、工事が完了し
たら管理組合の検査、竣工図書の引き渡し、長期修繕計画の見
直し、工事終了後の１年点検等々、関係する作業が引き続き残
ります。

POINT 9

過去の修繕工事等は、履歴情報と
して保管する

マンションを計画的管理するうえで非常に重要になる資料が
修繕履歴情報です。
「大規模修繕工事をどのように進めて行っ
たのか」
「理事会や修繕委員会はどういう役割分担をしていた
のか」
「請負業者は、どのような経緯で決定したのか」
「費用は
いくらかかったのか」等々の記録を残すことは、次の大規模修
繕工事を計画する時、非常に役立つ情報になります。また、通
常のマンション設備等の点検記録や過去の修繕記録も履歴情報
として残し、閲覧できるように保管していくことが、マンショ
ンの適正な管理につながります。

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」
A4判・50ページ・頒価500円

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

最新
防水事情
第5回

受水槽、浴槽からの漏水対策
柔軟性があり、水と反応しない防水材が最適

漏水する受水槽、浴槽を改修する場合には注意が必要
だ。それは漏水する受水槽、浴槽の多くは動きを伴うか
らである。
動きの原因としては下記の通り。
（１）水圧による動き：
受水槽、浴槽に入れた水の重さは数トンから数十
トンにもなり大変大きな圧力が躯体に加わります。
これにより躯体は変形する。
（２）温度差による動き：
特に浴槽においては浴槽の湯と冷たい躯体の温度
差が原因で動きが発生する。
（３）脆弱な基礎が原因の動き：
建物の中の受水槽、浴槽などは、躯体が受水槽の
重さに耐え切れず変形するケースがある。
動きのある躯体には通常柔軟性のあるアスファルトや
ウレタン防水材が使用されますが、多くの受水槽、浴槽
にはこれらは適していない。
それは柔軟な防水材は有機物で出来ており、水と長時
間接することにより劣化してしまうからである（加水分
解という現象）
。

そこで水槽、浴槽の防水には柔軟性と水と反応しない
性質を併せ持つ防水材が必要になる。
『カスター NBエラスティック』は２㎜までのクラック
を架橋（つなぎ止めること）する柔軟性がありながら、
水と長時間接しても劣化しない耐加水分解性を併せ持ち、
受水槽、浴槽の防水に適している。タイルを張ることも
できる防水材なので、タイル仕上げの浴槽にも最適とい
えよう。

浴槽の防水には特に弾性が重要

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

水槽の防水
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見積もり条件、大規模修繕保険の加入指定が急増！
国 交 省 認 可

管理組合のメリットは「不安の低減」
「安心のプラス」

今年７月の「大規模修繕工事保険」スタート以来、管理組合
が大規模修繕工事の見積もりを依頼する際、仕様書の１項目に
「瑕疵担保保険の加入」を指定してくる案件が目立っています。
その理由は下記の通り。
①施工後のアフターサービスにおいて、工事業者の不慮（倒
産等）に備えることができる
②工事業者、設計事務所とは別に、第三者（保険会社）の現
場検査が入る
③工事履歴を保険会社が預かるシステムにより住宅の所有者
が売却する際の有利な情報が提供できること
つまり、上記の理由によって「不安の低減」「安心のプラス」
など、理事会の負担・責任の軽減や、管理組合が合意形成を得
られやすくなるなどといった効果があるのです。
大規模修繕工事保険の加入には、工事業者が瑕疵担保保険会
社に事業者登録が完了していることが絶対条件となっていま
す。
施工業者の選定の際、事業者登録をしているかどうか確認す
ることをお勧めいたします。
右記に、保険料の例を表記しました。算出方法はマンション
ごとに異なります。詳細はお問い合わせください。

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。

保険料（非課税）
※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、4,000円の補助があります。
保険料はその金額を差し引いて表示しています。
◆屋上防水10年延長特約付き
保険金額

（単位：円）

（ア）保険料

（ウ）保険料

1,000万円

95,240

120,540

5,000万円

195,200

321,700

１億円

320,150

573,150

２億円

570,050

1,076,050

３億円

819,950

1,578,950

４億円

1,069,850

2,081,850

５億円

1,319,750

2,584,750

◆屋上防水10年延長特約なし
保険金額
1,000万円

（単位：円）

（ア）保険料 （イ）保険料 （ウ）保険料
74,270

84,040

99,570

5,000万円

125,430

174,300

251,930

１億円

189,380

287,130

442,380

２億円

317,280

512,780

823,280

３億円

445,180

738,430

1,204,180

４億円

573,080

964,080

1,585,080

５億円

700,980

1,189,730

1,965,980

※（ア）保険対象工事の実施部分が構造耐力上、主要な部分及
び雨水の浸入を防止する部分の工事、並びに同時に実
施される場合の手すり等の鉄部の工事
（イ）保険対象工事の実施部分が給排水管路、給排水設備、
電気設備及びガス設備の工事
（ウ）上記（ア）並びに（イ）を共に行う場合の工事
○この保険の内容は、平成22年10月現在のものです

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。
か

し

住宅瑕疵保険で

住まいの

安心

を、
お約束。

たてもの保険NAIS-IV 大規模修繕保険

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
〒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

6

  救えなかったか、大阪2幼児遺棄事件
NPO日本住宅管理組合連合会機関紙「アメニティ（集合住宅管理新聞）」
第337号（2010年10月5日付）の論談より抜粋

こ の 夏、 胸 を い た め

と話しているという。

る事件が起きた。大阪・

マンションは分譲80戸、ワンルームタイプが中心

西区の繁華街にあるマ

で、事件の部屋は所有者から母親の勤める風俗店が

ンションで、３歳と１歳の姉弟が23歳の母親に遺棄

借り受け、母親と幼児の３人で住んでいた。（中略）

され死亡した。部屋の中はごみの山、台所に包丁な

幼児は何週間も食事を与えられず、クーラーもない

ど調理用具は何もなく、小さな冷蔵庫は空っぽ、幼

猛暑の部屋で亡くなっていた。（中略）
◇

児の手の跡が扉の内側に無数に残っていた。
（中略）
マンション住民から３月から５月にかけ、ママ、マ

マンションは鍵ひとつで住める、隣近所との面倒

マと叫ぶ激しい泣き声がするなど数件の通報が児童

な付き合いを避けられる、という側面をあわせもつ

相談所にあった。

が、ここはひとつ、住民同士で隣近所に関心を持ち、

児童相談所職員は、３回ほど現場に来たが、母親

助け合う「近助」をつくり直すことを考えたい。異

あての手紙を郵便受けにいれるなどで、直接親に会っ

変を知ったら、勇気をもって隣のドアをどんどん叩

ていない。マンション住民は、管理会社に頼んだほ

こう。

うが早いと、掃除の女性に依頼するが、部屋を管理
する別の管理会社は、
「建物の管理会社から幼児の泣
き声を聞いたという苦情はまったく聞いていない」

お役所の一片の要請を頼みとするより、
「近助」の
ほうが大事ではないか。
（NPO日住協論説委員会）

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
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一級建築士事務所  ㈱ディー・アール・シー

代表取締役
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一級建築士・㈳日本建築学会会員

マンション

Refine

時代に合わせたあなたの資産を洗練するために！！
期待される総合力で良質なコンサルタント
自社で赤外線カメラ等の各種調査機器を所有（写真参
照）
、調査診断を行うことによって、公平な立場で業務に
取り組めるという自負がある。実は調査診断を行う設計
事務所の中でも、メーカーや施工業者等に調査診断を依
頼して、それを元に報告書を作成しているところが少な
くないのだ。
自前で調査を行えることは下請けに頼らないことにつ
ながり、材料や施工の仕様が偏らないというメリットが
生まれる。
また、
30歳代の若いスタッフが多く、現場代理人任せで
はなく、現場の足場もどんどん上がって自分たちで見て、
自分たちの言葉で管理組合に伝えるよう心がけている。
商業施設士や１級土木施工管理技士のスタッフによる
敷地のデザインや植栽関係のレイアウトなど、管理組合と
のコミュニケーションを図りながら提案力の向上に努める。
現在は、改修内容の立案、工事監理はもちろんのこと、
調査診断や管理組合とのコミュニケーション能力、工事
のマネジメント力等、総合力で良質なコンサルタントが
期待されているのではないだろうか。
■ 調査例

8

赤外線外壁浮き調査

仕上げ材付着力調査

コンクリート圧縮強度調査

コンクリート内部鉄筋調査

― DRCはこんな会社です！―
・改修計画の経験豊富な建築士、技術者を中心とした設
計事務所
・お客様の立場に立った「提案、コンサルティング」を
する専門家集団
・お客様から改修について最初に相談を受ける会社
・各種調査機材を所有し、自ら調査を行うことで適正な
価格・仕様をご提案できる設計事務所

●会社概要

株式会社ディー・アール・シー一級建築士事務所

●設立 昭和61（1986）年６月 ●資本金
●所在地
〒190−0003 東京都立川市栄町４−17−１

4,000万円

☎042−521−6788㈹ FAX 042−521−6787
E-mail：info@drc7.com
URL：http://www. drc7.com
●主な業務内容 （１）建物調査診断（２）修繕計画設計
（３）大規模修繕コンサルティング
（４）長期修繕計画書策定（５）工事監理、検査
（６）耐震診断（７）ランドスケープ設計
●社員数 ９人
●過去3年間の業務実績
調査診断・計画・業者選定補助・工事監理業務
2009年度 120物件 8,929戸
2008年度
76物件 6,793戸
2007年度 101物件 7,406戸

■ エントランス改修例

施工前

施工後

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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管理組合
File Data. 14

神奈川・大和市／モア・グランデ南林間管理組合

カーテン式の養生シートを取り入れ
布団が干せる大規模修繕工事を実施
モア・グランデ南林間管理組合が業者選定で㈱なご
み設計を施工業者に選んだ理由は２つ。
１つは値段。なごみ設計は施工業者の中でも、中堅
かそれ以下に位置する。そのため50戸以下、
30戸以下、
時にはアパート並みの８世帯などといった小規模マン
ションを手掛ける件数が多い。小規模マンションの工
事は資金豊富な大規模マンションと異なり、優先順位
のもと、いかに経費をかけずに工事実施計画を立て、
最善の工程を組むかが問題となる。
なごみ設計は中堅以下の会社だけあって、下請けの
職人層も直接発注で、
孫請け会社を作らないため、業者
選定の際、
他社よりも経費削除が可能であったことだ。
２つ目は、なごみ設計開発の開放式養生シート【カ
イホー工法】の提案。工事期間中ずっと養生シートに
囲まれた生活を送らなくてもすむ、という理由で他の
管理組合員にも業者選定を納得してもらえた。
養生シートは
塗料などの飛
散、工具や材料
の落下、作業員
の安全確保等を
防ぐために必要
な処置だが、下
記のような悪影
響、問題が常に
施工作業中の部分だけ養生シートで建物を
生じている。
囲っている

養生シートの問題点
①日照をさえぎる
②布団や洗濯物が干せない
③風通しが悪い
④部屋からの眺望がきかなく、圧迫感がある
⑤塗料やシールの臭気が部屋にこもりやすい
⑥外部から見えにくいため防犯性に不安がある

この新しい工法
によって工事中も
住民からのトラブ
ルもなく、管理組
合としても平穏無
事に大規模修繕工
事という一大イベ
ントを終えること
ができた。
工事データ

○工事名／モア・グランデ南林間大規模修繕工事 ○建物概要／
1997年竣工・１棟・49戸・RC造・７階建て ○発注者名／モア・
グランデ南林間管理組合 ○施工者名／㈱なごみ設計 ○主な工
事内容／共通仮設／直接仮設／下地補修／シーリング／外壁高圧
洗浄／外壁等塗装／屋上防水／ベランダ・廊下側溝防水／通路・
ベランダ床面防水／鉄部他塗装／その他／ ○工事費用／約3,500
万円 ○工事期間／ 2010年２月15日～４月30日

カーテン式の養生シートを使う

カ イ ホ ー 工 法
㈱なごみ設計が開発した開放式マンション修繕
【カイホー工法】は、作業を行っていないときに
は養生シートを横にスライドさせてカーテンのよ
うに移動できる工法です。
カイホー工法を導入すれば、作業のない夜間や
休日、特別な行事のときなどは養生シートをたた
んで端部に寄せておくことができ、日照や眺望、
風通し、洗濯物等を干す時間の確保、圧迫感から
も開放されます。
特に布団が干せるのが居住者（主婦層）からの
評判が良く作業手順によって時間差をつけてシー
トを開放するなども対応ができます。

【カイホー工法】を導入することによって、作業の
ない夜間や休日、特別な行事のときなどは養生シート
をたたんで端部に寄せておくことができ、
日照や眺望、
風通し、洗濯物等を干す時間の確保、圧迫感からも開
放される。

外壁下地調査
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作業終了時や夜間、休日にはシートを
たたんで格納しておく

高圧水洗浄

詳細は㈱なごみ設計まで。
☎045−439−4608 FAX 045−402−6067
E-Mail：info@nagomisekkei.jp
URL：http://www.nagomisekkei.co.jp
内閣府認証 NPO日本優良リフォーム
協会事務局

エフロレッセンス薬品除去

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

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。 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！
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

〒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/
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フェイバリット キューアール

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。

毎年恒例！文化放送
『浜祭り』
を開催
声で勝負しているアナウンサーたちはやっぱりどの人も美声の持ち主。否が
応でも人物像の想像は膨らみます。しかし「○○アナウンサーに憧れて入社し
た！でも実際会ってみたら全然イメージと違った…」
という社員もザラです。
そんな悲しい勘違いをしないためにも、アナウンサーに会えるチャンスが年
に一度だけあります。
それが文化放送のお祭り、
『浜祭り』です。
文化放送の周波数に合わせて11月3日、4日周辺に毎年開かれています。今
年は11月3日、文化放送のある港区浜松町で開催します。ずっと『浜祭り』のレ
ポーター役を務め、今やねづっちの謎かけで大人気のＷコロンをメインキャラ
クターに、
『大竹まことゴールデンラジオ』の公開生放送、社員による番組グッ
ズの店頭販売、
社内見学…。
そして、アナウンサーによる「文化放送アナウンサーカレンダー」の即売会が
あるのです！なんと文化放送アナウンサーでカレンダーを毎年制作していま
す。かなりニッチな購買層を狙っているな…と密かに思っていたのですが、毎
年飛ぶように売れるのです。普段その姿を見られない分、リスナーの方の関心
も高まるのかもしれませんね！

ヨシノアイコ

文化放送を聴くには…？
●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。

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
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