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 皆さま、こんにちは(*^_^*)毎日暑い日が続きますね。 

「花まるリフォーム」では、昨年行い大好評だった「第２回夏休み子ども塗装体

験ワークショップ」を今年も無料で開催いたしました。 

当日は、昨年同様、世田谷区千歳船橋で「こども造形教室リトピカ」を主宰され

ている「膳場まゆみ」先生を講師としてお招きし、午前の部と午後の部で年中さ

ん～小学生の合計１０人のお子様にご参加いただきました。 

 今年作った作品は「マスキングテープを使ったアートな黒板」です。 

「塗装体験」という事で、外壁塗装の気分を味わってもらうため、今回も「ロー

ラーと刷毛」を使用する工程を入れるように先生にはリクエストしています。 

今年はさらに塗装には欠かせない道具である「マスキングテープ」を使用する作

品を考えました。 

①②ターナーの「チョークボードペイント」は、塗ると黒板になる最近人気の塗

料です。塗装屋さんのように「ローラー」で塗っていきます。 

「ローラー」を初めて使う子が多いですが、みんな楽しそうでした。 

乾いたらもう１回塗ります。チョークできれいに書けるよう丁寧に塗ります。 

③塗装作業では養生で必ず使用する「マスキングテープ」を自由に貼っていきま

す。「マスキングテープ」も初めての子が多く、使い方に興味津々です。 

④貼り残したところにターナーの「ミルクペイント」という「ＤＩＹ」で人気の

塗料を刷毛で塗っていきます。「ミルクペイント」は本当に「ミルク原料」を使っ

ているという先生の説明に子供たちのテンションも上がります。 

「ミルクペイント」はアーリーアメリカンなシックな色合いが特徴で、臭いがな

く、耐水性ですが薄めたりする必要がなくお子様にも大変使いやすい塗料です。 

⑤「マスキングテープ」を剥がします。この作業が子供達は大好きです。 

 最後に・・・アクリル絵の具で自由に絵や文字を描いて完成です(*^_^*) 

⑥お母さんたちのお迎えを待っている

間に先生が一人一人の作品を講評して

くださいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「花まるリフォーム」では、このよ

うなイベントを通して、お子様達に塗

装作業や職人さんの仕事に興味を持っ

ていただくと共に、世田谷区・杉並区

など地元のお客様との交流も少しずつ

やっていければと考えています。 

子ども達の笑顔あふれる、家族がHappyになれる「外壁塗装工事」を 

多くの皆さまにご提供できるよう頑張ります！ 

 ご参加いただいたみなさん、どうもありがとうございました。 

New

午前の部 

午後の部 
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●地上デジタル放送に移行した後、今まで使用していた不要な

アナログアンテナ（VHF）がそのまま残っているケースは多い

です。外壁塗装では足場を組んで屋根の塗装も行う為、そのよう

な不要な部分をアンテナから取り外すチャンスです。 

●アナログアンテナ（VHF）は、既にその役割を終えている

放送受信機です。2010年8月に国内メーカー全社がアナログア

ンテナの生産を終了し、翌2011年には、完全に地上デジタル放

送へ移行しました。したがって古いアンテナがあるおうちという

のは築年数10年からそれ以上のおうちがほとんどだということ

です。これは、外壁の塗り替えを行うタイミングと合致します。  

☆老朽化したアンテナの危険性 
アンテナの支柱は主にアルミ製ですが、10年以上経過すれば

老朽化してしまいます。カラスやハトがとまった際、重みにより

折れてしまったり、地震や強風によって倒れてしまうこともあります。

屋根とアンテナはワイヤーで固定されているため、アンテナが倒れても

直ぐには落ちない場合もありますが、ワイヤーもやはり劣化しますの

で、倒れてしまえばすでに赤信号、と言えます。人や車の上に落ちる最

悪のリスクを考慮すれば、撤去してしまった方がいいでしょう。  

☆どのような工事プランが考えられるか 
アナログアンテナが設置されている場合は、いくつかのパターン

があります。設置されている状況に応じた交換・撤去が必要になり

ます。 

 ①地デジとアナログの共用アンテナの場合 

 地デジアンテナを取付けた業者が、屋根の上での危険な工事を回避す

る為に、既存のアナログアンテナに付け足すという工事をしている状態

です。地デジが見られる環境であるものの、支柱やワイヤーは古いまま

という状況。 

支柱が綺麗な場合は、アナログ部分の撤去とワイヤーの交換のみで済む

場合もありますが、明らかに変色し、錆びなどの劣化が見られる場合

は、支柱ごと撤去し新しい地デジアンテナ（UHF）を設置することが望ましいでしょう。 

外壁塗装と同時に行えば足場もあり、安全かつ確実な工事を行うことができます。 

⇒BSアンテナが取り付けられている場合…支柱を交換しない場合はそのままに、全交換の場合は新品の地デジアン

テナに移設します。ただし、BSアンテナ自体も劣化が激しい場合は交換が必要になります。 

 ②ケーブルテレビ・ＮＴＴの光回線を導入している場合 

 この場合は、既にアンテナ自体が不要となっていて、単に放置されているだけの状態です。このような場合は早急

に撤去を行い、屋根をまっさらな状態にしてあげることが望ましいでしょう。 

⇒BSアンテナが取り付けられている場合…BSアンテナの役割がある為に、ケーブルテレ

ビを導入しても、アナログアンテナが放置されていることもあります。この場合はアナロ

グアンテナの撤去後、屋根ではない安全な場所にBSアンテナを移設いたします。BSアン

テナ自体の劣化が激しい場合は交換も必要になります。  

☆花まるリフォームでは塗り替えと同時に撤去が可能 
外壁の塗り替えを行うお客様に追加工事として、平均5000円ほどで撤去を行っていま

す。アンテナのアナログ部分ないしアンテナそのものを地上に降ろし、粗大ごみへ出せる

よう折り曲げ束ねた状態(右写真→)にしてお出しします。 

こうした撤去および処分の方法は、撤去単体の案件として自治体・業者に依頼するより遥

かにお安く、未撤去の方にはおすすめをしております。 普段目にすることのない屋根の上

の点検も花まるリフォームではきちんと行い、適切な工事をお客様にご提案させていただ

きます。安心してお任せください。 

外壁塗装の際は、アンテナの交換・撤去も是非ご検討下さい！      (高橋 彪) 

ガラス周りシール劣化 

 

電気工事の中山さん 
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花まるリフォームでは外壁塗装の際にエアコン

配管などのメンテナンスも行っています。よく行

うのが配管ホースの化粧テープ巻き直しです。エ

アコンを設置する際にエアコン屋さんが配管に化

粧テープを巻いていきますが、年数が経過すると

破れたりボロボロになったりします。せっかく外

壁が綺麗になったのにエアコン配管の化粧テープ

がボロボロになっているとものすごく目立ってし

まいます。足場が有ると作業も楽ですのでご依頼

をいただければ直ぐに対応いたします。 

 

 次に多いのが配管カバーのジャバラ管（フレ

キシブルホース）の交換です。配管カバーは丈

夫なのですがこのジャバラ管はすぐに破れてし

まいます。規格が合えばジャバラ管の交換も

行っています。ただし室外機から配管を外さず

に作業を行いますのでジャバラ管の裏側を切っ

て取付けます。ジャバラ管の設置状況によって

は少し見栄えが悪くなりますのでご注意下さ

い。 

  

  

最後に要注意なのがエアコン用スリーブキャップの劣化。エアコ

ンを設置する際に外壁に開ける貫通穴ですが、使用しない場合は専

用部材で蓋をしています。このキャップが劣化によってボロボロに

なると雨漏りや害虫などが室内に侵入してしまいます。新しいス

リーブキャップを取付けてしっかり保護します。    (江口) 

化粧テープ補修 

「化粧テープ」という名称ですが、本当の役割は配管（ペ

アチューブ・ドレンホース・Fケーブル）がバラバラにならな

いようにまとめることです。樹脂製の配管カバー（スリムダ

クト）を設置する場合は化粧テープを巻かずにそのままカ

バーの中に格納しています。 

ジャバラ管交換 

スリーブキャップ交換 
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スレート屋根 
雨漏り箇所 

トタン屋根に葺き替え 

天窓撤去 

 

コーナー2016 
わが家のペット 花まるリフォームでは、お客様ご自慢のかわいいペットの 

お写真を大募集中です❤年末にはベストペット賞として 

素敵な記念品も贈呈致します。奮ってご応募ください！ 

世田谷区Ｍ様 

コメント 

調布市Ｍ様 

コメント 

前回の掲載以降、他にもたくさんのペットのお写真

をいただきました！今後もご紹介させていただきま

すのでお楽しみに❤ ＨＰでも掲載しています。 

 「ペットコンテスト2016(わが家のペットコーナー)」 

 応募方法：  お客様のお名前、ペットのお名前、ペットの年齢、その他 

 コメントを明記の上、お写真を添付して電子メール、もしくはお手紙 

 にてお寄せください♪メールアドレス：info@hanamaru-r.jp 

 

 花まるリフォームでは 

画像共有サイト「インスタグラム」にて 

画像の投稿を始めました！ 

代表・高橋が現場の施工画像などを 

 厳選して皆様に公開しています。 

 ご興味のある方は是非ご覧ください。 

 http:/www.instagram 

       .com/hanamaru_r 

レッド8才のミューズはおっとりの性格。 

ブラック11才のティナは 

しっかりお姉さん。 

元気な仲良し姉妹 です(*^^*) 

我が家のペットの名前はショコラです。 

11歳の男の子のです。食いしん坊で、いままで 

一度も食べ残した事がなく、健康診断以外で 

病院のお世話になったともない健康優良犬です。 

この写真は、屋根の雨樋がプ

ランターのようになって草が

育っている様子です。 

おうちの屋根はなかなか見る

事ができないので、知らない

うちにこんな風になっている

事もあります。このようにな

ると雨樋は 

役目を果た 

さず、雨漏 

りの原因に 

なったりす 

るのでご用 

心ください！ 
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「花まるの職人さんチームの礼儀正しさや明るさ、 

 そしてまじめで丁寧な仕事ぶり、といったクォリティーの高さ 」        

              世田谷区：Ｓ様 

 

「花まるリフォーム」の一番の特長は、

塗装職人だった社長が見積りに伺う事で

す。 

大手のリフォーム屋さんだと営業マンが

見積りし、下請けさんが工事に来ます。

その場合、プロであっても元請のリ

フォーム屋さんの発注通りにしか工事を

する事ができません。 

弊社では、最初からプロが見て現場の詳

細な部分を確認するのできめ細やかで間

違いのない工事を行えるのです。 

Ｓ様、 ありがとうございました。 
花まるリフォーム  

世田谷区の補助金ご利用！ 

Ｓ様から「塗装工事の記録」

を小さな本にしたものをいた

だきました。 

「nohana」というサイトで、

誰でも手軽にスマホから作れ

るそうです。素敵ですね。 

ご興味のある方は、是非お試

しくださいね(^_^)/ 



Page ６ 

「文字通り、わが家のホーム（ハウス）ドクターに 

         なっていただけるかと思っています 。」 

           昭島市：Ｈ様 

201６年 ６月 

Ｈ様、 ありがとうございました。 
花まるリフォーム  

２度目の外壁塗装をされるお客様には 

１度目の業者と比較したご感想をいた

だけます。これは、ものすごく参考に

なる口コミだと思います。 

Ｈ様のようにお忙しいお客様は多くい

らっしゃいます。 

弊社では、そんなお客様とどうやって

信頼関係を結んでいくかが 

より良い工事につながると信じて、 

留守がちなお客様との連絡を密にして

いく工夫を日々実行しています。 

もちろんホームドクターとして今後の

メンテナンスもお任せください。 

末永く今後ともどうぞよろしくお願い

いたします<(_ _)> 
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          「花まるリフォームさんには 

仕事に対する愛♡を感じます」              

       世田谷区：Ｈ様 

201６年   ７月 

「ポンピドゥーセンター傑作展」 
東京都美術館 2016/6/11～9/22 

                                                                                

パリにあるポンピドゥーセンターの収蔵

品が展示されています。「ピカソ」「マ

ティス」「デュシャン」から「クリスト」

まで。出口には、ポンピドゥーセンター

に住んでいる謎の生き物「リサとガス

パール」

と写真を

撮れるこ

んなス

ペースも

ありまし

たよ。か

わいいで

す！ 

 

世田谷区の補助金ご利用！ 

花まるサプライズ企画ご参加！ 

お子様達はお友達と

「サプライズ企画(外壁

にお絵かき企画)」にご

参加いただきました。 

大成功です！  



Page ８ 
Page ８ 

彪太郎
ひょうたろう

の塗装作業＆道具辞典⑦ 
高橋（彪）が、外壁塗装作業の工程と道具を 

わかりやすくレポートしていきます。 

 第７回：施工中に使用するカバーについて 

今回は施工中に取付ける2つのカバーについてご紹介いたします。 

 

花まるリフォームでは施工中、敷地内及び近隣に駐車されているお車を保護する「カーカバー」、そしておうちのバ

ルコニーの手すりに取付ける「手すりカバー」の取り付け作業を必ず行っています。 

●カーカバーとは 

…現場やその周辺のお車にかけるカバーです。お施主様やご近所

様の了解を得てかけさせて頂いています。外壁塗装の現場は、水（高

圧洗浄）や塗料（外壁・屋根塗装）のしぶきがかからないよう、敷地

内は養生で覆いますし、足場には敷地の周囲を囲うようにしてシート

で覆い作業しています。 

 「足場内はまだしも、足場の外の車にまでカバーをかける必要はあ

るの？」と疑問に思われる方もいるかと思います。しかし実はこの足

場シートは通気性がよくなるよう、メッシュ状になっています。 

 その為、網目より細かいしぶきなどは、時にシートの外へ飛散してし

まう恐れもあります。水の場合は洗い流せばいいのですが、塗料の

場合は車に掛かってしまったら大変です。 

 カバーの素材もビニールから不織布に代わり、お車に傷が付かないようになっています。また、車のサイズに合

わせてカーカバーのサイズもＳ・Ｍ・Ｌ・ワンボックス用などのサイズがあり、色分けされています。 

●手すりカバーとは 

…外壁塗装の時にはアルミ製の部分には塗料が

付かないようにビニール養生をしなければなりま

せん（窓や門扉、格子など）。  

 しかしバルコニーの手すりがアルミ製の場合に

は、汚れだけでなく、傷が付かないように注意を

しなくてはなりません。 

 手すりはバルコニー内に入る際にまたぐ必要が

ある為、当たったり擦ったりしてしまいがちだから

です。 

 花まるリフォームの職人は、現場のバルコニーに

出入りする際必ず脚立を使い、手すりやエアコン

の室外機に乗ったりすることはありませんが、高

圧洗浄のホースが手すりを擦ってしまったり、何か

が当たってしまうことも考えられるので用心に越したことはありません。 

 そこで、このような事の無いよう、花まるリフォームでは、作業前に手すりにあら

かじめ１㎝ほどの厚みのあるウレタン製のカバーを取付けて、施工中のキズが付

かないように工夫をしています。 

 

…花まるリフォームでも過去に、配慮を失念し苦情をいただいたこともあり、ミス

を無くすための反省やより良い提案をスタッフ全員が日々取り組んでいます。 

 今後もお施主様やおうちに配慮し安心していただくため、このように様々な配

慮の為の道具を無償にて現場で使用・ご提案していこうと思っています。 

 また、このようなことを徹底して取り組むことで、他社にはない工事の質を感じ

て頂ければとも思っています。  

 

花まるリフォーム(株) 

〒１５７－００６１ 

東京都世田谷区北烏山 

７－２６－１８ 

営業時間９時～１９時 

（日・祝日は家族サービス

のためお休みです） 

はなまる通信 ４０号 
 

平成２８年８月２０日発行 

発行：花まるリフォーム(株) 

電話 03-5888-4600 

FAX 03-5888-4611 

高橋代表携帯 

090-9347-4614 

メール info@hanamaru-r.jp 

の 

ホームページはこちら↓ 
http://www.hanamaru-r.jp/ 

ホームページ Facebook Twitter 


