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管理組合
File Data. 30 神奈川・川崎市／セソール川崎京町ハイライズ管理組合
エキスパンションジョイントが落下
東日本大震災の被害補修も追加
セソール川崎京町ハイライズ第２回大規模修繕工事は19
号２ページに続いて２回目の登場。理由は10月22日、大規
模修繕工事現地見学会を行ったことから。
今回の工事見学会の内容では、着工前の東日本大震災
（３
月11日、川崎震度５）によりエキスパンションジョイント
が落下。震度６でも大きな破損事故のないものに更新した
ことを主に取り上げた。
地震による壁の被害（0.3㎜以上のクラック）に対しては、
①Ｕカットシール工法②エポキシ樹脂低圧注入工法を試験
施工し、より適した方法で補修することとなった。
エポキシ樹脂では、コア抜きして断面を調査したところ
エポキシ樹脂が均一に入っていなかった。
壁は耐力壁ではなく仕切壁であり、室内作業による居住
者への負担も大きい事からＵカットシール工法が適してい
るという結論に至った。

工事見学会には約30人が参加。主催はNPOかわさきマ
ンション管理組合ネットワーク。管理組合役員から、設計
コンサルタント、施工業者現場代理人の話が聞け、現場を
回るほど質問が相次いだ。

エキスパンションジョイントのカバー材はステンレ
ス、裏側骨組みはアルミ材。左側ヒンジ部の支持金物
と右側可動部バネがちぎれ飛び、カバーが落下した

北側壁のエキスパンションジョイントが落
下し、自転車置場屋根を直撃し壊した。落
下したカバー（幅50㎝，長さ2.8m）

エキスパンションジョイントの更新後

地震による、雑壁の破損状況

クラック目止め。この後にエポキシ樹脂を
注入する

10月22日は他のマンションにも開放し
た工事見学会を実施。管理組合や設計コン
サルタントの説明のあと、工事現場を見学

工事データ ○工事名／セソール川崎京町ハイライズ第二回大規模修繕工事 ○建物概要／ 1987（昭和62）年11月竣工・SRC造・
地上12階・541戸 ○発注者／セソール川崎京町ハイライズ管理組合 ○設計・監理者／㈱汎建築研究所 ○施工者／シンヨー㈱
○主な工事内容／共通仮設／躯体・モルタル改修／タイル改修／屋根改修／防水／シーリング／建具改修／金物改修／外壁等塗装
／鉄部等塗装／防鳥対策／その他改修 ○工事期間／ 2011年４月１日～ 2012年１月31日（予定）
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多摩ニュータウンで外断熱普及活動まい進！

マンション省エネ改修提案
「ホームタウン南大沢団地の挑戦」

施工中の南大沢団地

神奈川県下マンション管理アドバイザー等CPD委員会は
㈳日本建材・住宅設備産業協会と共催で11月18日、横浜・
石川町のかながわ労働プラザでマンション省エネ改修提案
セミナーを行った。
メーンテーマは「ホームタウン南大沢団地の挑戦」
。同団
地の住民であるNPO多摩ニュータウン・まちづくり専門家
会議の秋元孝夫・副理事長がホームタウン南大沢団地で行っ
た外断熱改修工事について話した。

マンションデータ＆工事概要
1986年竣工・10棟・３～５階建て・146戸・PC造
●主な工事内容／外壁湿式外断熱改修・屋根乾式外断
熱改修・ガラスの断熱化（ペアガラスの導入）・階段
回り鉄部塗装・手すりをステンレスからアルミへ取り
替え ●外断熱メーカー／㈱サンクビット ●断熱ガ
ラス／日本板硝子㈱「スペーシア」 ●床下、天井裏
断熱／「発泡ポリウレタン50㎜」 ●外断熱設計者／
NPO外断熱推進会議 ●コーディネーター／アド構
造設計㈱ ●施工者／ TOHO㈱ 工事期間／ 2009年
９月17日～ 2010年１月30日 ●補助金等／国土交通
省「平成20年度既存住宅・建築物省エネ改修緊急促
進事業」補助額5,000万円（戸当たり約35万円）・国
税庁「住宅特定改修特別税額控除」戸当たり18万円・
多摩市役所「固定資産税単年度減額」固定資産税３分
の１を減額

外断熱＋ペアガラスによる効果
（冬場の住民の感想）
・朝の室温が３度上がった
・暖房目的の灯油が３分の２になった
・夜中に起きても寒くない
・毎朝流れるようにあった結露がなくなった
・換気をしても寒さを感じなくなった
・暖房をしなくなった
・環境改善で引っ越しを考えなくなった

講演する秋元孝夫氏（NPO多摩ニュータウ
ン・まちづくり専門家会議副理事長）

断熱材の取り付け。既存壁に断熱材をモルタル
で接着し、補強メッシュ、仕上げ材で施工する

仕上げ材は乾くとコンクリート表面のような
見栄えになり、叩くとコンコンと音がする

ペアガラスによって結露がなくなった。以前
は毎朝流れるような結露が発生していた

秋元氏は「外断熱の効果を改めて考える」
ことは、「生活の豊かさを実感するための
改善」だと話す。
まずは建築の専門家としてコンクリート
の温度劣化を意識し、外断熱による躯体の 2010年1月30日、 引 き 渡 し・ 竣
保護で建物の長寿命化が図れると考えた。 工式。管理組合、設計者、施工者な
どが集った
秋元氏の計算では外断熱改修後、
「外壁
調査のサイクルは30年で補修を想定。シールの補修と屋根の調査は
15年を想定。雨漏りしたら考える」という。
居住者の視点からは「長期修繕計画を見直し、積立金の減額がで
きる」ことも視野に入れ、
「改善効果の広報で資産価値が向上」し、
「環
境の快適化によるコミュニティー醸成」につながるという。

〒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
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10・20東京地裁
マンションは震度５も免責を否定
保険会社に117万円の支払い命令
東京都のマンションで、東日本大震災時の電気温

5,063,507戸。前年と比較すると、棟数2,399（2.5％↑）
・
戸数144,718戸（2.9％↑）だった。
地区別の受託状況は下記の通り。首都圏は55,111棟
（2.6％↑）・2,718,242戸（3.2％↑）で、全国合計の棟
数55.2%・戸数53.7%と半数以上を占めている。

水器の損傷により、上階から下階へ漏水事故が発生。
このため「リフォームを余儀なくされた」と上階区
分所有者が加入する保険会社に工事代金などを求め
たところ、保険会社は「地震は免責条項である」こ
とを理由に支払いを拒否したため、下階住民が提訴

災害対策にワンタッチ携帯トイレ
目隠しテントと椅子が１分で完成
竹内化成㈱（竹内一夫社長）は災害対策としてワ
ンタッチ携帯「便利いす」（特許取得済）を販売して

していた。
東京地裁は10月20日、マンションの建築時期など

いる。

から「耐震性が高く、５強程度の揺れは免責条項上

いすは持ち運びに便利なコンパクトタイプで、ト

の『地震』には当たらない」と指摘。保険会社の支

イレ用（目隠し用）簡易テントは、袋から取り出す

払い拒否は不当と結論づけ、117万円の支払い命じた。

とパッと広がるワンタッチテントで組み立ては30秒
でできる。使い捨てパックは小便５回・大便１回交換。

管理業協会調査結果
協会会員受託管理マンション数
首都圏で約272万戸、全国合計の53.7%

専用の凝固剤で汚物をゼラチン状に固めて捨てるの

㈳高層住宅管理業協会（黒住昌昭理事長＝大京ア

持ち運びも便利な折りたたみ式で、緊急時用とし

ステージ社長）は10月14日、マンションストックに

で衛生的だ。
便利いす３万円、簡易テント9,000円、使い捨てパッ
ク10枚セット2,800円。
て一考に値する商品である。

占める同協会会員の管理受託状況を把握する「平成
23年マンション管理受託動向調査結果」をまとめ、
発表した。
これによると平成23年３月末における同協会会員
が受託しているマンションは81,972組合・99,921棟・
受託戸数
東

京

1,285,256

前年比

全国比

3.7%

25.4%

神奈川

728,172

2.7%

14.4%

千

葉

351,327

2.9%

6.9%

埼

玉

353,487

2.5%

7.0%

2,718,242

3.2%

53.7%

合計

ワンタッチで組み立てられる簡易な携帯テント・トイレを実践紹介中

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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高圧洗浄を使わない放射能除染工法
福島原発への効果、安全性等「有効」で選出
大規模修繕工事新聞の発行元である㈳全国建物調査診断センター（全建センター、東京都新宿区、吉野笙一代表理事）
と志賀塗装㈱（福島県いわき市、
志賀昌文社長）は共同で、
「高圧水洗浄機を使わない放射能除染工法」
（特許申請中）を開発。
今年11月９日、
（独）
日本原子力研究開発機構の平成23年度「除染技術実証試験事業」に選出された。

日本原子力研究開発機構が評価
日本原子力研究開発機構は内閣府の委託事業として「福
島第一原子力発電所にかかわる避難区域等における除染
実証業務」を受け、平成23年度「除染技術実証試験事業」
を進めてきた。同機構は、今後の除染作業に活用するこ
とができる優れた技術を発掘し、除染効果、経済性、安
全性等を確認する観点から実証試験を行い、その有効性
を評価するため、技術提案の公募を行っていた。
除染技術に関する公募結果は11月９日、全建センター
と志賀塗装が共同開発した「高圧水洗浄機を使わない放
射能除染工法」を選出したと発表した。
公募提案25社のうち、
「高圧水洗浄機を使わない放射能
除染工法」が９位の得点で選定された。工法の有効性が
同機構に評価された形だ。

避難区域での測定作業の様子

現 在 の 問 題 点
公共特殊建築物等の放射能除染工事に使われている水を使った高圧洗浄を一般住宅に転用した場合、現在、以下
４つの問題点がある。
１）建物の屋外壁の塗膜や素材には放射能汚染物が深く含まれ浸透、または結合している場合が多く、高圧洗浄
の圧力では洗浄は不十分となっている
２）住宅地では、高圧洗浄の水が飛散し、養生だけでは不十分で、近隣周辺に放射能汚染物を拡散させる恐れが
ある
３）高圧洗浄に使用した水の処理方法が確立させておらず、また、その場所だけのスポット除染になり、近隣か
らの苦情の原因になる
４）高圧除染来とデッキブラシ等で除染した後の屋根や外壁は、そのままにしておくと、表面劣化が加速され、
新たな放射能汚染物がつきやすくなる

……

工

法

の

特

徴

……

「高圧水洗浄機を使わない放射能除染工法」は、高圧洗
浄の問題点を解決するとともに、汚染物の処理方法と除去
作業後の放射能の低付着効果についても有効である。
❶放射能汚染物は含浸してしまっている屋根や外壁の部
分を洗浄するのではなく、除去する
❷除去作業と放射能測定作業を交互に行い、確実性を高
める
❸近隣への飛散を極限まで少なくすることができる
❹除染後の放射能汚染物資の再付着を少なくすることが
できる
❺除染して集められた放射能汚染物質の処理作業が容易
になる

マンションで使われる可能性も!?
福島原発の除染作業により、見出した「高圧
水洗浄機を使わない放射能除染工法」の技術を
活用することにより、今後の除染作業をより一
層効率的、効果的に推進することに期待が持て
る。
こうした技術進歩がいずれマンションの外壁
の高圧洗浄にも活用される可能性がある。日進
月歩の業界の動向は注目に値する。
全建センターと志賀塗装は工法のさらなる充
実を図るため、実績を積み重ね、「普及に尽力し
ていく」としている。
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活 用 で き る マンション関連支援制度

1

東京23区、東京都下、神奈川、千葉、埼玉の自治体の中からピックアップした、
主なマンション関連支援制度を数回に分けて紹介します。

●千代田区●
担当部署：㈶まちみらい千代田
☎03-3233-3223

●中央区●

住宅まちづくりグループ

担当部署：㈶中央区都市整備公社
まちづくり支援第一課

事業名：マンション計画修繕調査費助成制度

事業名：分譲マンション共用部分改修費用助成

内

内

容：将来予測される大規模な修繕に計画的に取り組む目的
で、マンション共用部分の防水・壁面・鉄部の塗装・
給排水設備・電気設備など建物および設備について調
査を実施する場合に、当該調査に要する費用の一部を
助成する。
助成等：調査に要する費用の1/2かつ上限50万円（10年に１回）
対 象：築８年を経過した千代田区内のマンション（現に住宅
として使用されていること）

事業名：マンション建替え等検討調査費助成制度
内

容：マンションの区分所有者が、当該マンションの建替え
または大規模改修を検討する場合に、調査等に要する
経費の一部を助成する。対象は、マンション建替え等
検討調査委託経費・勉強会等開催経費（消耗品費、印
刷費、通信費、会場使用料等）。
助成等：調査に要する費用の1/3で、かつ上限100万円
対 象：・延べ床面積の1/2以上が住宅であること
・概ね建築後30年以上を経過していること

事業名：マンション修繕工事の債務保証料助成
内

容：管理組合が共有部分の修繕工事を実施する際に、住宅
金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」
を受け、㈶マンション管理センターに債務保証を委託
する場合に、その債務保証料の一部を助成する。
助成等：債務保証料の50％～ 100％で、かつ上限50万円
対 象：―

容：分譲マンション管理組合による適切な維持管理や防災
対策を推進するため、共用部分の修繕工事や防災対策
工事を行う場合に、設計費用及び工事費用の一部を助
成する。
助成等：・設計費用
助成対象部分にかかる設計費（住宅部分に限る）×
2/3
限度額10年間で100万円
・工事費用
助成対象工事費（住宅部分に限る）×10％×2/3
限度額10年間で1,000万円
※ともに申請は10年間で２回まで
対 象：・築20年以上経過した区内の分譲マンションで、関
係法令に適合していること
・住宅として使用していること
・対象となる共用部分の改修工事
［修繕工事］
⑴ 壁面の改修⑵鉄部の塗装・取替え⑶屋上・バルコ
ニー・外部共用廊下の防水⑷給排水管の更正・取替え
［防災対策工事］
⑴受水槽・高架水槽の耐震型への取替え⑵受水槽・高
架水槽への感震器連動型止水弁の設置⑶エレベーター
への地震時管制運転装置の設置⑷防災備蓄倉庫の設置
⑸防火水槽の設置

事業名：分譲マンション計画修繕調査費助成
内

 マンション相談窓口の設置 ・マンション管理セ
その他：・
ミナーの開催（年２回） ・マンション情報誌「マ
ンションサポートちよだ」の発行 ・「千代田区マ
ンション理事長連絡会」の開催・運営
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まちづくり事業部
☎03-3561-5191

容：分譲マンションの管理組合が大規模修繕を計画的に取
り組むため専門調査業者に委託した場合の、調査費の
一部を予算の範囲内で助成する。
助成等：調査費の３分の１（1,000円未満切り捨て）または助
成限度額のいずれか少ない額
限度額：⑴60戸以下250,000円

⑵61戸以上120戸以下360,000円

対

⑶121戸以上470,000円
※給排水管の調査については、建物の規模に関わりな
く160,000円
対

象：築８年以上経過した分譲マンション

事業名：分譲マンション共用部分リフォームロー
ン保証料助成
内

容：分譲マンションの共用部分をリフォームする管理組合
が、独立行政法人住宅金融支援機構の「マンション共
用部分リフォームローン」融資を受け、㈶マンション
管理センターに債務保証を委託する場合、保証料の一
部を助成する。
助成等：㈶マンション管理センターへの債務保証料の一部
対 象：―

事業名：分譲マンションアドバイザー制度利用助成
内

容：一般財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターの
実施している「分譲マンション建替え・改修アドバイ
ザー制度」および「分譲マンション管理アドバイザー
制度」を利用する際に要する費用を全額助成する。
助成等：
「アドバイザー制度」利用費用を全額
対 象：―

その他：・分譲マンション管理相談・マンション管理士派遣
・会員制ウェブサイト「すまいるコミュニティ」の
開発・運営 ・分譲マンション管理セミナー・管理
組合交流会の開催 ・分譲マンション情報誌「素敵
にマンションライフ」の発行 ・中央区内のマンショ
ンの管理に関する要綱の作成

●港

区●

担当部署：都市計画課住宅支援係
☎03-3578-2111（内線：2223、2224、2346）

事業名：分譲マンション共用部分リフォーム融資
の債務保証料助成事業制度
内

容：共用部分の修繕工事を行うために、必要な資金を住宅
金融支援機構から借り入れる際、財団法人マンション
管理センターに債務保証委託をした場合、委託に要し
た保証料の一部を助成する。
助成等：㈶マンション管理センターに支払った債務保証料額以
内で、かつ限度額150万円

象：事務所または店舗などとの併用住宅の場合は、分譲マ
ンション部分が２分の１以上を占めていることなど

事業名：建替え計画案等作成助成
内

容：分譲マンションの建替えに関する調査及び計画案等の

作成に要する費用を助成する。作成内容は、大規模修
繕と建替えの比較検討を含む調査および計画案。
助成等：建替え計画案等作成に要した費用の額の３分の１以内
で、かつ限度額150万円
対 象：１．建 築後30年以上を経過した区内の分譲マンショ
ンであること。
２．現に延べ面積の２分の１以上が居住の用に供され
ていること。
３．組合総会の決議又はそれに準ずるもので、建替え
計画案等の作成について区分所有者の２分の１以
上の賛成者がいること。

事業名：劣化診断助成
内

容：マンションの老朽化の度合いを調べる劣化診断に要す
る費用を助成する。診断内容は、建築物の壁面、鉄部、
給配水管、電気設備等に関する調査。
助成等：劣化診断に要した費用の額の２分の１以内で、かつ限
度額50万円
対 象：１．建築後５年以上を経過した区内のマンションであ
ること。
２．現に延べ面積の２分の１以上が居住の用に給され
ていること。
３．組合総会の決議又はそれに準ずるもので、劣化診
断の実施について区分所有者の２分の１以上の賛
成者がいること。

事業名：住宅用太陽光発電システム設置費助成
内

容：太陽光発電システムを設置する区民に対し、地球温暖
化の原因となる温室効果ガスの排出量を削減し、持続
可能な社会を実現することを目的として、その経費の
一部を助成する。
助成等：・助成単価：最大出力に応じて1kWにつき20万円
・助成額上限：200万円
対 象：管理者または管理組合法人で区分所有者全員の同意を
得て、共有部分等に当該機器を購入し、使用しようと
するマンション等

その他：建替え等支援コンサルタント派遣
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大規模修繕工事かし保険がわかりにくい！！
○管理組合は保険会社や
保険商品を選べないの？
○対象工事は大規模修繕
で、発注者が管理組合な
のに、どうして施工業者
が保険料を払うの？
○施工業者が保険料を払
うとしても、工事代金に
含まれてしまえば、結果
的に管理組合が支払うこ
とになるのでは？
大規模修繕工事かし保険が今ひとつ理解できない
という管理組合は少なくありませんね。
それが前述した３つの疑問にあらわれているので
はないでしょうか。
大規模修繕工事の発注者は管理組合であるものの、
事業者登録や保険加入の手続き、保険金支払いなど、
保険法人とやりとりするのはすべて施工業者なので
す。
それなのに保険法人やその保険代理店が、大規模
修繕工事かし保険の理解を管理組合に求めて、管理
組合対象の各種セミナーや管理組合団体の集会など
に説明に来ます。
この保険は任意であるため、発注者である管理組
合の理解があってはじめて施工業者の保険加入の広
がりにつながるからです。
しかし、管理組合との関わりが不明確であること
に変わりはありません。
◇
この理由に、住宅瑕疵担保履行法の最初の対象が
「新築住宅」であり、また新築住宅を買い主に引き渡
す「建設業者」や「宅建業者」であったことによる
と考えられます。
新築住宅、
特に分譲マンションでは「建設業者」
「宅
建業者」が瑕疵担保責任を履行することになるため、
彼らが保険契約の対象者となります。
当然、建設後に入居する区分所有者や設立する管
理組合は存在すらしていません。
ただ、入居して瑕疵がわかり、建設会社に訴えた
ところ、保険に加入していた建設会社が保険を使っ
て瑕疵を修復する、という流れはわかりやすいとい
えます。
問題は、これが大規模修繕工事にも当てはまるの
かということです。
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◇ ◇
わかりにくさの原因は、新築住宅のフローをその
まま既存マンションの大規模修繕工事かし保険にス
ライドしたことにあるのではないでしょうか。
大規模修繕工事の保険契約対象者を新築同様、
「業
者」としてしまったため、発注者である管理組合が「蚊
帳の外」に置かれた形になってしまいました。
保険料がどこにかかるのか、だれが払うのかとい
う問題は、各工事で保険料が発生するため、施工業
者としては各工事の請負金額に含めたいというのが
本音です。
つまり管理組合への工事見積金額に保険料を計上
するケース、会社の方針で保険加入しますと言って
見積もり金額に組み込まないケース、サービスです
と言いつつも見積もり金額に含んでしまうケース…
施工業者または物件によって対応はさまざまです。
管理組合としては、施工業者がどの保険法人に登
録しているか、その保険法人の大規模修繕工事かし
保険の補償内容、検査の実績などを知っておくこと
が大事です。
管理組合としてできることはまず「知る」こと、
情報を得ること。
そして検討したことを記録に残すことが第一です。
施工業者が大規模修繕工事かし保険に加入しない
工事を発注するのか、保険加入の場合はだれが保険
料を払うことになるのか、そうした経緯と理由など
の検討過程がわかるようにしておけば、後々の対応
がスムーズになると考えられます。

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

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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本 の 紹 介
『精度の限界』
～大規模修繕工事の出来栄え・保証・
精度に関して事前に知っていただくために～
A5判・全52ページ

定価1,260円（税込）

一般社団法人マンションリフォーム技術
協会 品質保証分科会／編著
※一般書店では販売しておりません。
購入希望者は一般社団法人マンション
リフォーム技術協会事務局までお申し
込みください。
☎03-5289-8641
http://www.marta.jp/katsudo_info/books.html

『東日本大震災復興への道
神戸からの提言』
A5判・180ページ
定価1,890円（税込）
編者：塩崎賢明・西川榮一・出口俊一・
兵庫県震災復興研究センター
発行：クリエイツかもがわ
ISBNコード978-4-86342-073-1

『マンション理事になったらまず読む本』

A5判・191ページ
定価1,575円（税込）
著者：日下部理絵
発行：実業之日本社
ISBNコード978-4-408-42045-5
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マンションの大規模修繕工事は居住しながら作業するこ
とが前提であるため、選択する材料、工法にも制限が生じ
る。居住しながらでは、騒音、臭気、粉塵、毒性の高い材
料の使用や、全面剥離・撤去ができない外壁改修・屋上防
水など、作業上でかなりの配慮が必要となる。
また、建築部材・機具類の新築時の設置によっては、そ
の機具類の裏に手が入らないこともある。
大規模修繕工事は既存建物の修繕であることから、工事
の精度にも限界がある。業者側の施工不良は問題外だが、
100％クリアできないのも事実。本書はそんな限界を項目
ごとに列挙した。管理組合が知っておくことで、精度の限
界か施工不良かを理解することができる。
阪神・淡路大震災から16年余、国内外の震災や災害のた
びに「復興」を提言してきた市民団体・兵庫県震災復興研
究センターが東日本大震災の「震災復興」
「原発震災」に
ついて語る一冊。
阪神・淡路大震災を経験した人々が感じた東日本の被災
地の「災害復興」
、神戸から参加した災害ボランティアの
現地リポート、そして行政への政策提言の３部構成。国や
自治体、関連諸機関への提言は「被災者救済、避難・仮設
居住」
「被災自治体支援強化、災害救助、義援金」
「救援・
復旧」に関する思いが、阪神・淡路大震災の経験をもとに
述べられている。
著者は東京都分譲マンション管理アドバイザー、㈳首都
圏マンション管理士会理事、さらに東京都職業訓練校など
で講師を務める。2010年７月㈳マンション管理員検定協会
理事長に就任。マンション管理の総合コンサルタント事務
所、オフィス・日下部代表。
本書は、突然管理組合の理事になった不安を解消する目
的で作られた。まずは一般的な理事の１年を紹介し、理事
会の役割や総会の流れ、法定点検など理事の基礎知識をわ
かりやすく説明してくれる。
管理組合が発信する貼紙・お知らせ文のフォーマットも
添付している。

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
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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。
発行部数

5,000部

配布先マンションデータ
千葉県
12.2％

埼玉県
13.2％

築24年 8.7％
築8年
19.2％

地域別 東京都

45.3％

配布先

東京、神奈川、埼玉、千葉の
主要マンション

神奈川県
29.3％

築9年
17.7％

築年別

築10年
16.8％

築12年
17.5％

築11年
20.1％
（2011.7 改訂 2）

● 問い合わせ先 ●
〒160−0023 東京都新宿区西新宿７−19−22−305
TEL. 03−6304−0278 FAX. 03−6304−0279
tatemonochosa@gmail.com
◆バックナンバーはHPをご覧ください。http://www.zenken-center.com
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