
エレベーター改修工事リポート

乗り心地、省エネ、バリアフリー、防犯etc.
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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。

エレベーター改修工事リポート
乗り心地、省エネ、バリアフリー、防犯etc.
　表面的には古くなったなあと思っても、故障で頻繁
に停まる、かごが下がって段差ができるなどといった
極端な不具合はあまり起こらない。だから、何かと後
回しにされるエレベーターの改修だが、その心臓部で
ある制御装置やモーターなどを覗いてみると、あまり
の旧式さに「びっくり！」なんていうことも。
　技術革新の進歩によって、25～ 30年前の製品では、
交換部品すらないケースもある。エレベーター全般の
法定耐用年数は17年だ。
　写真のマンションでも、故障したから改修したとい

うのではなく、築25年
目に設定していた長期
修繕計画通りに工事を
行っただけという。全
面的な交換をする必要
もなかったため、古く
なったモーターと制御
盤の交換をメーンに、
緊急対応やバリアフ
リー対策を加味。きれ
いになったかご室はも
ちろん、なめらかな昇
降が乗り心地の良さ、
マンションのグレード
アップにつながった。
改修をする資金を計画
通りに貯めていたこと
がスムーズな改修工事

の大きな要因だった。
　まずは、動くことが当たり前と住民に思われている
エレベーターの改修が、長期修繕計画や資金計画に盛
り込まれているかの確認である。

　File Data. 44　東京・江東区／ A マンション管理組合

管理組合

マンション概要　築25年・60戸・６階建
○エレベーター仕様／９人乗り・60m／毎分・６停止　○主な改修内容／制御盤、モーターの交換／操作盤の交換
／かご天井交換／かご床タイル張り替え／かご室内インテリアフィルム貼り／かご室内の鏡・手すり・副操作盤の新
設／かご室内の防犯カメラの新設／停電時の自動着床装置の新設／地震時の管制運転装置の新設　○工事費用／約
750万円　○工期／約７日間（エレベーター停止期間は３日間）

改修後のエレベーター。巻上モー
ターや制御盤、かご室内や操作盤な
ど、予算や目的に合わせて必要なと
ころから幾通りもの改修方法が可
能。生活の足を完全にストップさせ
ず、工事期間中も朝晩は動かしなが
ら、エレベーターの停止は昼間の一
定期間だけという工事を行うことも
できる

ロープ式エレベーターの巻上
機。今回はモーター部分を交換
した。インバーター制御でサイ
ズも小型化し、なめらかな乗り
心地と省エネが可能になった

施工前モーター

施工後モーター

屋上の機械室内にあるエレベーター制御
盤は、今やマイコン制御のコンパクト盤
に変身。停電や地震などの緊急装置を取
り付けるスペースもできた

施工前制御盤

施工後制御盤
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名　称 株式会社　ヨコソー

創　　業 1908年（明治41年10月）

資 本 金 １億円�

代 表 者 代表取締役社長　佐藤　幹男

所 在 地

本社
〒238－0023�神奈川県横須賀市森崎１－17－18
TEL�046－834－5191（代表）
東京支店
〒144－0023�東京都大田区東六郷１－３－10
TEL�03－3736－7751（リニューアル営業部）

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.yokosoh.co.jp

事業内容
マンション・ビル・学校・病院・一般住宅の
大規模修繕工事等

－ 昨年11月30日の定時株主総会において、45歳という
若さで新社長に就任しました
　「品質は完璧に」「サービスもより以上に」等々、お客
様が工事会社に求める「目」はどんどん高くなっています。
つまりは会社の信頼性で選ばれることにつながると思う
のですが、最も言えることは、これからは工事の進捗状
況やお客様対応にスピードや瞬発力が必要となることで
しょう。
　もちろん経営トップとしての決断にもスピードが求め
られると思います。そこに若さ、新しいやり方を取り込
んでいきたいと考えています。
－具体的には？
　これまでのやり方がアナログだとすれば、これからの
社会はデジタル化です。この情報社会のやり方を率先し
て取り入れていくことが必要です。
　例えば、弊社ではメールマガジンを発行し、「冷蔵庫サッ
シ掃除」「少しの工夫で家事を楽に」「洋服のお手入れ」
など、居住者のみなさんの住まいに役立つ情報に加え、「マ
ンション大規模修繕サイト」等を発信しています。
　施工中の現場では居住者が工事の進捗状況や注意事項
などを知ることができ、洗濯物をベランダに干せるかど
うかなどの情報は携帯電話でも確認できるようにしてい
ます。
　居住者の立場を考えて、広報、コミュニケーションを
手厚く行い、全世帯の方々に満足していただけるような

工事を提供したい
ですね。
－ 嶋田前社長から

受 け 継 ぐ こ と
は？
　若さ、新風といっ
ても、「社員教育を
一番に考える」と

105年の歴史で築いた社員教育
新たにお客様対応にスピードや瞬発力を追加
　「建築の美と機能への限りなき挑戦」を企業理念とする㈱ヨコソー。昨年
の定時総会で11年間代表取締役社長を務めた嶋田力氏が顧問となり、45歳
の佐藤幹男氏が新社長に就任しました。マンション改修業界に誕生した若
い社長は、どのような新風を吹き込んでくれるのでしょうか。

いう会社の基本方針
は変わりません。会
社役員を含め営業部
員も「現場」を把握
するため、全物件の
朝礼に参加します。
　現場での取り組み
を発表させる研修会、
外部講師による講義ではレポートを提出させるなど、創
業105年の長い間に築いてきた経験とノウハウを共有する
社員教育は守っていかなければいけないことです。
－同業他社と比較してヨコソーの特長は？
　環境（ISO14001）、品質（ISO9001）のほか、安全衛
生（OHSAS18001）の認可を受けていることです。
　やはり高所の作業も多いですから、事故は怖いですよ
ね。作業時の安全性が確保できないと、品質面や環境面
への対応に取り組めません。
　弊社では安全、品質、環境の３つのマネジメントシス
テムを確立してお客様に喜んでいただける会社を目指し
ます。

この人に訊く― 株式会社ヨコソー   佐藤幹男社長

営業部員も参加する現場の朝礼

全社をあげた品質大会を1月22日、神奈川県民ホー
ルで実施。写真は部署ごとに目標設定を議論する社員

管理組合専用ホームページワーキング
グループの打ち合わせ

携帯電話で洗濯物情報なども配信
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　マンションコミュニティ研究会（代表・廣田信子氏）は昨年
11月20日、「表札等に関するアンケート調査中間報告」をまと
め、発表した。
　近年、マンションでは玄関に表札を出さない、またはメール
ボックスに名前を入れない件数が増えている。防犯、防災の呼
び声が広がる昨今であっても、だれが住んでいるのか、住んで
いるのかいないのか、所有関係の実態がどうなっているのかな
どについて、把握している管理組合は多くない。
　アンケートでは「震災以降、近隣とのつながりに関する意識
が変わった」などという声も上がっている。コミュニティーの
あり方を見直すことなども視野に、玄関の表札やメールボック
スへの記名の意識・心理調査となった。

表札の掲示  コミュニティーか、プライバシーか !?
表札等に関するアンケート調査中間報告　11月20日発表　マンションコミュニティ研究会

【調査期間】平成24年７月～ 10月
【調査方法】�マンション管理関係のセミナー、フォーラム

参加者へのアンケート
【回 答 数】604

表札を出している割合

ほとんど出している
38.4％

2/3程度19.9％
半数程度13.2％

1/3程度9.3％

ごく少数15.2％

無回答4.0％

メールボックスに記名している割合

ほとんど出している
45.7％

2/3程度19.9％

半数程度9.1％

1/3程度8.1％

ごく少数14.1％

無回答3.1％

　玄関の表札38.4％に対し、メールボックスは45.7％。メール
ボックスのほうが表記率が高い傾向がみられた。
　マンションを築年別でみると、「ほとんど表札を出している」
という回答が一番多かったのは「35 ～ 39年」の約６割で、一
番少ないのは「０～４年」で１割にも満たず、約６割が「ごく
少数」という回答だった。
　戸数別では大規模マンションほど「ほとんど表札を出してい

る」が多く、「1000戸以上」で７割超、「19戸以下」は最低で
３割にも届かなかった。
　コミュニティーと表札との関係では、コミュニティー活動が
盛んであると回答したマンションの６割強が「ほとんど表札を
出している」と回答したのに対し、あまりコミュニティー活動
が行われていないマンションで「ほとんど表札を出している」
は約３割だった。

表札を出さないことをどう思うか（出している人に質問）

できるだけ
出してほしい
65.1％

本人の自由
31.6％

出さないほうが
いいと思う
0％

無回答3.3％

表札を出さない理由（出していない人に質問）

面倒でなんとなく17.8％

周りが出して
いないので
19.3％

犯罪等に利用される
のが不安34.8％

ご近所との関係が
煩わしい0.7％

出さない主義なので
7.4％

その他5.7％

無回答13.3％

　表札を出していない人の「出さない理由」で一番多かったの
は「犯罪等に利用されたくない」の34.8%、次いで「周りが出
していないので」19.3%、「面倒でなんとなく」17.8%と続いた。
　これに対して、管理組合から表札を出そうという要請があっ
たらどうするかという問いには「自主的に出す」37.8%、「管
理組合が表札を用意すれば出す」30.4％で、計68.2％の人たち
は管理組合から要請があれば出すと回答していた。

◇
　このほか、自由記載欄では、「できるだけ出してほしい理由」
として「コミュニケーションを図るため、お互いに交流するた
めに必要」「一緒に住んでいる人の名前くらいは知らないと不
安」等があった。
　管理組合の取り組みでは、「大規模修繕工事の際に全戸の表
札、メールボックスネームの交換を行った」「管理組合の管理
業務の一環として管理費で作成して全戸に配布している」とい
う記載があった。
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　配管がすでに使えない場合、修繕方法は「配管替え」

か「ライニング」かのどちらかを選ぶことになります。

　「配管替え」は古くなったパイプを新しくするので「更

新工事」、「ライニング」は古くなったものを元通り、も

しくはそれ以上に修復するので「更生工事」と呼ばれて

います。

　「ライニング」に関しては、次号でくわしく解説します

が、今号ではまずは「配管替え」について説明します。

　排水管に関しては「新品に替えるのが一番いいんじゃ

ないか」と考える人が多いようです。しかし、配管替え

となると、以下にあげる問題点が出てきます。

　①工事そのものが大掛かりになり、工期がかかる

　②�配管を新しく替えても、法律で保証されているのは

２年間

　③15～ 20年で再び配管替えの時期が来る

　配管替えは天井を落としたり、床をはがしたり、といっ

た大規模な工事になります。

　しかも居住者は工事現場のなかで１～２週間も暮らさ

なければなりません。

P・C・Gマルチライナー工法と配管替えの比較
（P・C・G協会比）

P・C・Gマルチライナー工法 配管替え（更新工事）

価 格 更新工事の1/2 ～ 1/3 １戸あたり約80万円～ 120万円（内装費含む）

付帯工事 場所により若干あり あり（床開口、ハツリ、コア抜き、住宅設備機器の移設・復旧など）

工 期 主管１系統１日。即日使用可能 内装復旧が必要なので長期になる

保証期間 （FRP）20年（パラシュート）10年 特になし

資産価値 変化なし 露出配管になる場合、価値が低下する

廃 棄 物 ほとんどなし 廃材が大量に発生

修繕方法は「配管替え」か
「ライニング」か

　その間、仕事をするために自宅を空ける場合もありま

す。

　昔と違って、プライバシーが尊重される現代では、工

事でなにかあったときのために、隣の人に「鍵、預けて

おいてください」とお願いするわけにもいきません。

　勝手に自分の部屋に他人が入るのを嫌がる方も多いで

しょう。お年寄りのひとり暮らし、家族に病人がいる場

合も含めて、工期が長引けば居住者のストレスもそれだ

け大きくなります。

　また、新品の排水管に問題があった場合、２年以内な

ら保証してもらえますが、それ以降はなにかあった場合

に自費で出費がかかります。直しているうちに、15 ～ 20

年経過すれば再び配管替えの時期がやってきます。

　今後はさらに深刻な問題が起きるでしょう。工事にか

かる人件費は横ばいとしても、配管の材料費がこのとこ

ろ、値上げ傾向にあります。ということは、当然ながら

コストも今のままで済むかどうかも不明なのです。

　少なくとも、今より安くなるということはあり得ない

でしょう。

　環境の問題から考えても、配管替え大量の廃棄物を排

出します。CO2削減の取り組みとして、私たちの業界も環

境に負担のない技術が求められているだけに「配管替え」

は一考の余地がありそうです。

排水管
リニューアル

入　門

水漏れ事故、排水不良…
配管に起こるトラブルを解消！
株式会社P.C.Gテクニカ
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リフォーム専門業者だからできる
きめ細かいサービスをご提供します。

プランニングから施工・アフターサービスまで
真心を込めて対応させていただきます。

株式会社 トータルリフォーム
本　　社：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-20-13 花園公園ビル7F　　0120-406-341
千葉支店：〒273-0033 千葉県船橋市本郷町475-1 石井ビル3F　☎047-332-4440
横浜支店：〒231-0012 神奈川県横浜市中区相生町4-65 ポラリス9Ｆ　☎045-680-0568

・建物工事の設計、施工、請負及び監理
・建物の調査、診断、改修工事の設計
・建物、構築物の外壁工事、塗装工事、防水工事
・内装仕上工事業、その他

事業内容

　大規模修繕工事において、タイル外壁やコンクリート部分に使用する仕上げ材・ナノスー
パーWR［建築用］は高機能な超撥水材。ローラーや刷毛、噴霧器などを用いて外壁タイル
やモルタル、コンクリートの表層に飽和状態になるまで塗布し、超撥水層を形成する。
　下地コンクリートの内部まで深く浸透して空隙を充填し、緻密な吸水防止層を作る。耐
候性に優れ、タイルの目地部分などの中性化を防ぐための補強材ともなり、長期間にわたっ
て塗布面を保護する。
　塩害対策、中性化抑制、防錆、白華（エフロレッセンス）防止、防カビ・防汚に効果がある。

問い合わせ先 販売元：荻野化成㈱　　本社　☎046-834-1611　　東京営業所　☎03-5480-1666

ナノスーパーWR［建築用］はコンクリート
の内部に深く浸透し、劣化原因物質の侵入を
強固に阻止。水やほこりだけでなく、中性化
の原因となる二酸化炭素と、内部鉄筋の腐食
の原因となる塩化物イオンもシャットアウト

ナノスーパーWR［建築用］の超撥水
力。クラックに沿って塗布し、その撥
水力をテスト

タイルの接着面の脆弱化が進行すると、タ
イルの剥離・剥落の原因となる。ナノスー
パーWR［建築用］を塗布するだけで構造
物自体の強度低下を防止することができる

ナノスーパー WR［建築用］
躯体コンクリート、タイル目地を強固に守る超撥水力の仕上げ材

…………………　建　築　部　材　☆　新　商　品　紹　介　…………………

ナ
ノ
ス
ー
パ
ー
Ｗ
Ｒ

［
建
築
用
］
の
主
な
特
性
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質問者：千葉・千葉市　修繕委員
　　　　2001年竣工・１棟・８階建て・90戸
質問内容：屋上防水施工で25年保証のものがあると聞きまし
た。一般的に屋上の防水保証は10年といわれていますが、そ
の材料がなぜ25年もの保証を組めるのか、その仕組みを教え
てください。
回答者：カスタージャパン㈱
　　　　代表　尾崎　晴彦　氏
回答：現在、日本の屋上防水材において、耐水性・耐食性・耐
候性に優れているのは一般的に、「FRP（繊維強化プラスチッ
ク）」を防水分野に応用した工法といえます。
　ただ、現在の日本の工法はアスファルト防水、シート防水も
含め、おおむね10年保証です。
　そこで既存工法に対し、より耐水性・耐食性・耐候性に優れ
25年保証を実現した、「紫外線、熱、水の影響を受けない屋上
防水シートPOLYFIN（ポリフィン）」の仕組みを紹介します。

◇
　通常の屋上防水材には、施工性の問題や、施工後の紫外線や
熱による伸縮対策として、材質をやわらかくする「可塑剤」が
含まれています。ポリフィンには、この「可塑剤」が含まれて
いません。
　可塑剤は温度変化に弱く、日照や風雨によって化学反応を起
こします。すると徐々に硬くなり、結果として防水材のクラッ
クや剥離（はくり）を起こす原因となるのです。
　これに対して、可塑剤を含まないポリフィンは30年以上前
に施工されたシートでも弾性が低下していないという試験結果
が出ています。
　また熱に強いことから、400 ～ 600℃の温度範囲で溶着がで
きるため、施工性の精度も上がります。加熱冷却を繰り返して
も性質が変わらないことからシートの結合部分に熱溶着を利用
できるのです。
　雨水が入らないようにジョイント部分を完全に一体化するこ

　質問・相談の採用者には寸志（図書券１万円分）をプレゼント！
　マンションの大規模修繕工事や設備改修工事などについて、
わからないこと、悩んでいること、相談していることがありま
したら必要事項を記入の上、郵便または電子メール、FAXで下
記まで送信してください。マンションの改修工事を多く手掛け
る設計事務所の建築士等が問題を解決いたします！
　質問内容は編集上、文章構成などを変更する場合があります。
ご了承ください。
　また採用以外の質問・相談にも設計コンサルタントが個別に
お応えします。

とはシート防水において非常な重要ポイントになります。
◇

　性質が変わりにくいという理由から、屋上防水シート
POLYFIN（ポリフィン）工法は、カスタージャパン、元請け会社、
発売元の３社による連帯保証を行っています。
　材料品質は25年無料保証。施工状態は10年ごとの確認・小
規模メンテナンス。以上によって25年間の保証を実現し、さ
らに最大5,000万ユーロの保険にも加入しています。

◇
　マンションの長寿命化をテーマとする交流会などがどんどん
増加しているようです。建物が高経年化するのは当たり前。だ
からこそ長寿命化するためにはどうするのか、管理組合交流会
や勉強会、工事見学会などに参加して情報を集め、検討してい
ただきたいと思います。

POLYFIN（ポリフィン）の主成分「ポリオレフィン」とは？
　ポリオレフィンとはエチレン、プロピレン、ブチレンなどか
ら作られる樹脂の総称で、水素Hと炭素Cのみから構成される
ため、毒性がなく、焼却しても有毒ガスが発生しない物質。
　ポリエチレン、ポリプロピレンは単体では硬く、施工性が悪
い。このため「POLYFIN（ポリフィン）」は数種類とブレンド
したFPO（フレシキブルポリオレフィン）という樹脂を主成分
としている。

大規模修繕
＋

設備改修

設計コンサ
ルに質問します !

○あて先：一般社団法人　全国建物調査診断センター
　　　　　〒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
○採用者発表：
　紙面への掲載を持って代えさせていただきます。
　　※�投稿者の個人情報につきましては、紙面掲載の場合の寸

志送付先名作成、あるいは読者層を図るデータ集計以外
の目的には使用いたしません。

必要事項の記入
　○住所・マンション名・氏名・管理組合での役職
　○�マンションの竣工年・棟数・階数・総戸数
　　（わかる範囲で）
　○質問・相談内容

質問・相談について

ポリオレフィン系防水シート
「POLYFIN（ポリフィン）」

可塑剤を含まないシートにより、400
～600℃の温度範囲で溶着ができる
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『目指せ！マンション管理員』
●2012年12月31日発売
●A5判・200ページ　●日下部理絵／著
●住宅新報社／発行
●主なコンテンツ
　・マンション管理員と関連職種の違い
　・諸外国のマンション管理員
　・マンション管理業界の実状や動向
　・現役管理員へのインタビュー　等
●定価1,575円（税込）
●ISBN�978-4-7892-3576-1

新 刊 紹 介

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

●営業本部　　●工事本部　　●海外工事部
●北関東支店　●東関東支店　●関西支店

①フランス「ガルディアン」
　フランスでは、伝統的な存在として「ガルディアン」
と呼ばれる住宅管理員が、管理業務を中心に行っていま
す。
　その歴史は古く、18世紀の裕福な世帯の正門を守る「ポ
ルチェ」や庶民住宅の門番「コンシェルジェ」と呼ばれ
る職種が前身となっており、1979年には、このガルディ
アンの労働者としての権利や義務も定められました。
　フランスの一般的な住宅では、商店や事務所、アトリ
エ等が複合して存在しており、トラブルが起こる可能性
が高いため、ポルチェが人の動きを制御する役割として、
1810年頃から約30年間かけて広がり、19世紀末には不動
産物件の大半に置かれる程にまでなりました。
　特に共同住宅の住棟率が高いパリ市では、首都圏の主
要都市の中でもガルディアンが多く存在しています。

②アメリカ「オンサイト・マネジャー」
　アメリカでは、日本のマンション管理組合と同じよう
なホームオーナーズ・アソシエーションという団体と理
事会組織があります。
　理事会について日本と比較すると、州の州法で理事会
の決定事項がそれぞれに定められているなど権限が強く、

決定できる範囲も広い傾向があります。
　一方で、理事会活動による理事への時間・労力負担が
大きく、多くの場合は、管理会社や個人のオンサイト・
マネジャーに、この権限を委任し、業務を委託しています。

③韓国「公的管理人資格制度：住宅管理士」
　日本に一番近い海外である韓国では、大規模団地型ア
パート（高層かつ複数の棟で構成）が多く、住民の管理
への参加意識が高く、施設や設備に対する各種メンテナ
ンスが容易ではないとされています。
　そのため、行政がアパートの体系的な管理体制を確立
するため積極的に関わっており、具体的には、団地の規
模や設備の有無により「義務管理対象」と「任意管理対象」
に分けて行政指導が行われています。
　次に韓国では、管理員の専門化を図るため1987年に「管
理員資格制度」、公式名称『住宅管理士』が導入され、第
１回資格試験を1990年に実施しており、現在までに３万
人を超える専門管理員が誕生しています。
　そして、住宅管理業者、入居者代表会議、賃貸管理業
者は、住宅法により、管理事務所長などを配置しなけれ
ばならないとされています。

ちょっと一息
海外のマンション管理

住宅新報社刊『目指せ！マンション管理員』より抜粋
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リフォーム・既存住宅売買保険事業室
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　本紙第36号（2012年12
月号）１ページにおいて
「機械式駐車場での事故に
注意を！」という見出し
で、駐車装置に関する死
亡事故の例をあげ、注意
喚起を行った。
　そして今年１月２日、
今度は著名な女性アナウ

ンサーが沼津市のホテルの平置き駐車場で死亡事故を起
こしたというニュースが流れた。
　駐車装置の事故ではないが、生活圏である敷地内に駐
車場があるマンション管理組合にとっても、とても他人
ごととはいえないのではないだろうか。

◇
　報道によれば夕方５時ごろ、薄暗い視覚の中で事故は
起こった。
　被害者の男性が歩いていることに気づかずに車を発進
させ、はねた。男性は胸部を打ち、搬送先の病院で亡くなっ
たという。
　テレビのコメンテーターは、駐車場はスピードも出さ
ないところで信号もないという環境から、ドライバーが
「油断しやすい」「周りが安全だと思いやすい」状況となり、
事故の盲点になる可能性は大きいなどと話していた。
　駐車場は歩道と車道がわかれておらず、公道よりも危

険であるといえなくもない。マンションでも子どもが敷
地内をいつ飛び出してくるかわからない場所であること
は確かだ。

◇
　警察への事故報告や負傷者の救護義務も法律で定めら
れている。住民同士で接触事故を起こしてしまえば、事
後の関係が難しくなる。ましてや死亡事故ともなれば取
り返しのつかないことになる。
　不幸な事故を他人ごととは思わずに、管理組合として
住民に対する駐車場の注意喚起は何度行ってもよいこと
ではないだろうか。

関連する法律
車の運転によって物損事故を起こした場合

民法第709条

　故意又は過失によって、他人の権利又は法律上保

護される利益を侵害した者は、これによって生じた

損害を賠償する責任を負う

車の運行により人身事故を起こした場合

自動車損害賠償保障法第3条

　自己のために自動車を運行の用に供する者は、そ

の運行によって他人の生命又は身体を害したときは、

これによって生じた損害を賠償する責に任ずる

他人ごとではない、駐車場の事故

管理組合様へ、
　　必ず工事会社にご相談下さい。

マンション大規模修繕工事を依頼している工事会社が、工事完成前に倒産しても、
わが国初の『大規模修繕工事完成保証制度』なら“安心”です。
万が一、工事完成前に工事会社が倒産しても、確実に工事を完成することができます。

〒105-0004  東京都港区新橋1丁目18番16号 日本生命新橋ビル2F

住宅金融支援機構提携金融機関

株式会社 ジェイ・モーゲージ バンク

マンション大規模修繕工事
完成保証制度のご案内

マンション大規模修繕工事完成保証制度
についてのお問い合わせは

一般社団法人 全国建物調査診断センター
☎03-6304-0278
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おかげさまで創業109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

〒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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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へ̶。


