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New 【雨漏りの補修】と【雨漏りの修理】の違い 

 皆さま、お変わりありませんでしょうか？！新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）感染拡大に伴いまして、弊社でも４～5月は、お客様への安全

なサービスのご提供と従業員や関係者のリスク軽減のためのテレワークと時差

通勤を行いました。6月になり「緊急事態宣言」が解除された現在は、ようやく

通常の営業となっております。 

さて、今回は、お家をお持ちの皆さまにいつか訪れるかもしれない最悪のリス

ク「雨漏り」とその対処法についてご紹介いたします。 

 屋根や外壁・バルコニーから雨漏りしてしまうと、出来るだけ早く直したい

ものです。しかし、それまでは雨が漏らなかったのに雨が漏るように変わったという事は「それまでは防水出来て

いた部分に穴が開いている」という事になります。この穴を塞ぐのには、2つの方法があります。 

1つ目の「雨漏りの補修」は、シーリング（コーキング）やテープ等の「補修材」で直す工事です。補修で済ませ

たい理由は…①大掛かりにしたくない＝簡単に直るレベルの被害であって欲しい、という気持ち  ②予算を抑えた

い、という費用・出費の部分 

２つ目の「雨漏りの修理」は、漏っている雨の出口・入り口であろう部分の外部から壁を解体し、雨の入り口を完

全に突き止めて、雨漏りの根本原因から完全に直す工事です。補修との違いは明らかで…①大掛かりになる＝簡単

じゃ無くても完全に直るようにしたい、という決意  ②予算は掛かっても仕方ない、という費用・出費の部分 

雨漏りの補修と修理は、このように【規模と予算】と【雨漏りをしないように直すレベル】が違います。つまり

「雨漏り補修」では、そもそも簡単に雨漏りが止まらない事の方が多いもの。何度も何度も補修を繰り返す事にな

ります。そして、いつまでも雨漏りが直らなければ「もう我慢できない！」となるでしょう。 

現実は、その時まで「修理はしないで待つ」のが一般的です。 

 そもそも雨漏りは「経年劣化」ではなく「工事の失敗＝不良工事」です。と

は言え誰もが10年以上経っていれば【仕方が無い…】と思ってしまいます。し

かし、経年劣化で雨漏りになるのであれば、どの家でも経年劣化は起きるので

もっと沢山の家で雨漏りしないとおかしい理屈になります。ですが実際にはそ

んなに雨漏りする家はありません。雨漏りはしない方が良いし、すぐに直した

いのですが…本来、漏らないように作ってあるべき物が漏ってしまっているの

は【新築工事で失敗しているから】が理由です。 

 現在の日本の木造住宅の防水は主に二重構造になっています。ここは雨漏り

にとって、とても大きなポイントです。その二重構造のことを【一次防水】と

【二次防水】といいます。一次防水というのは建物の外部表面にある外壁材や屋根材のことです。雨水を表面で撥

水する事で室内側に雨を漏らせないようにします。しかし、この一次防水の部分だけで雨を止める事は、確実性が

低くほとんど出来ないと言えます。二次防水というのは外部の内部にある防水シート（透過防水シートやルーフィ

ングと言ったりします）のことです。木造住宅では一次防水では雨を止められないし、そこでは止まらなくても良

いように作らなければなりません。二次防水で雨水を止めるように作ってあるからです。つまり雨漏りしている理

由は、二次防水が切れているから雨漏りしているのです。この２段階の防水措置が決壊してしまうと「雨が漏って

しまっている」と言う状態になります。上記を踏まえて考えると、雨漏りの入り口を「表面で埋める事」は、雨漏

りを直したとは言えない事が分かります。とは言え、施主様のほとんどや、業者のほとんどが「簡単な補修」で何

とかしたいと考えてしまいます。たとえ補修工事で雨が止まったように思えても、それで「雨漏りを直した」とは

言えません。しかし現実には、補修工事を行って様子を見ながら何度も雨の入り口を探していく方法を行う事がほ

とんどです。ただその時には以下のポイントを確認しておく必要があります。 

①雨漏り補修をする時の注意点 ②埋めた部分が雨の入り口かどうかは分からない事 ③雨は

何カ所からも入っている場合がある事 ④何回も色々な所を埋めても直らない事がある事 ⑤

もしも雨の入り口が分かってそこを埋める事が出来ても、また切れてしまうと雨が必ず漏る事 

①～⑤を確認しないと、後でトラブルの種になります。施主側も工事業者側も、お互いに注意が

必要です。 

雨漏りの実例① 

雨漏りの実例② 
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外壁には様々な部品がついています。 
外壁には様々な部品がついています。窓の部品や換気口・エアコンからの配管等の重要な機能を持ったものから、

帯板や化粧枠のように主に装飾のために取り付けられるものもあります。外壁の塗装の際には、その一つ一つを塗装

する・しないか確認が重要ですが、部品の名前が分からないと説明が噛み合わなかったり、勘違いが起こります。今

回は、花まるリフォームでの対応も含めてご紹介します。 

ベランダや塀・門等の最上部に

取り付けて、上からの雨水等を避

ける部分を「笠木」と言います。 

素材は石製や金属製など色々あ

り、特にベランダの笠木はアルミ

が多いです。アルミは塗装しても

はがれやすく、花まるリフォーム

ではアルミの塗装をオススメしま

せん。塗装するなら、はがれる前

に定期的な塗装が必要です。 

笠木に不具合が起きるとその下

の部材が傷みやすく、雨漏りの原

因になることもあります。 

 窓のシャッターは「シャッター本

体」と、たたんだシャッターを入れ

る「ボックス」部分に分けて塗装し

ます。雨戸も、雨を防ぐ「雨戸本

体」と雨戸を収納する「戸袋」の2

つに分かれています。 

 スリムダクトは雨樋に似たエアコ

ンの配管を隠す化粧カバーです。配

管交換等のために取り外して再利用

可能ですが、塗装をすると取り付け

に必要な溝が塗料で埋まって取り付

けできなくなります。 

 上から流れてきた雨水がそのま

ま下に染み込まないように、外側

に向かって水を落とすのが水切り

です。基礎と外壁の境目にあるこ

とが多く、窓の下等にもついてい

ることもあります。 

窓や帯板等から雨水がたれて壁

を直線状に黒く汚してしまうこと

があります。その場合は、後付け

できる「伝い水防止水切り」等も

あります。 

 帯板や幕板は、外壁の途中に取り

付けられた装飾板のことで、1階と

２階の境目やベランダ等に縦の区切

りとして使われます。 

塗装の際は、アクセントになるよ

うにメイン壁と別の色で塗装した

り、目立たないように同色で塗装す

る場合もあります。 

外壁との段差の関係で、帯板の下

側に伝い水の汚れがつくことがあり

ます。 

 

破風板にアンテナを固定する針金を取り付けていることがあり、この針金から雨水が伝わるせいか取付金具

から下がひどく削れていることがあります。「雨だれ石をうがつ」ということわざがありますが、まさに「雨

水、破風板に穴をあける」ことも。帯板もデザイン面では素敵なのですが、出っ張りになるせいか伝い水で汚

れることもままあります。（渡辺） 

笠木 ｼｬｯﾀｰﾎﾞｯｸｽ 

スリムダクト 

水切り 帯板・幕板 

塗装を始める前や工事中、工事後に気がついたこんな事やあんなことをご紹介します。今回はお庭の緑が壁に近す

ぎた場合、どんな風に外装塗装をするのかご紹介します。 

『樹木が壁ギリギリに立っています』   
新築の時は背丈も小さい樹で壁との間に隙間が空いていたのに、塗装をする十数年目には大

きく育ちすぎて通れない!? ということがありますね。その場合は足場を組んだ後に建物と樹

木の間にネットをかけて、できるだけ樹木が壁に当たらないように養生をしています。人は

通れなくても手を伸ばせるだけの隙間があれば何とか塗装できます。(できない場合は少し刈

らせていただくこともあります) 

『ツタは取りきれないこともある』   
一番厄介なのが外壁を這うツタです。根が外

壁に食い込むため、表面の葉を取り除いても

根が残り、最後は焼いたり削って取り除きま

す。多くはきれいになりますが、それでも塗

装後によく見ると、うっすらデコボコ跡が残

ることがあります。 

水切り→ 

基礎 

↑笠木 

↓ｼｬｯﾀｰﾎﾞｯｸｽ 

スリム 

ダクト→ 

帯板↓ 

←帯板 

緑豊かなお家で見つけた…「現場でちょっと気になるこんなこと」 

『足場を置く位置に花壇がある』   
足場は外壁から最大1mの距離で、 

決まったサイズの支柱を組み合わせ

るので、どうしても花壇に足場が来

る時があります。特に冬期は花壇の

境目が分かりにくいので、球根等の

大切なものがないか、確認します。 
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2020年3月 

 「 高橋さんの人柄も含めて安心することが出来ました。 」 

              

             世田谷区： I 様 

【きっかけ】 

築10年が経ち、メーカーより点検とメンテナンスの案内がありましたが、

相場が不明のため、ＨＰで塗装業者の検索をしていました。 

花まるリフォームのＨＰをみつけ資料請求で先に資料を送ってもらえる事

も良かったです。 

内容を見て、見積りを取らせていただきました。 

【決め手】 

正直、金額はメーカーと大きな差はありませんでしたが、屋根と壁の塗料

の種類や色の違いによるメリット・デメリットを詳しく説明していただきま

した。 

高橋さんの人柄も含めて安心することが出来て、依頼することを決めまし

た。 

【ていねい】 

お願いする事を決めてから、社員の方からこまめに連絡をいただき、ご近

所への挨拶など、不安に思っていましたが、一緒にまわって説明をしていた

だけてとても助かりました。 

配布した資料も、地図や注意点がわかりやすく記されていて、とても丁寧な

ものでした。 

（近所も同時期に他社で塗装していたので比較した印象です。） 

【施工中】 

子供たちが休校中で在宅していましたが、職人の方が、毎日どこを何の作

業するのか朝に説明して下さったので安心出来ました。 

又、前日の作業の写真をメールにて送っていただいたので、わかり

やすかったです。 

「外壁塗装」は大掛かりな工事となります。特にご近所への配

慮が足りないと思いもしなかったトラブルになることもあります。 

工事の内容以外の細かい所もきちんとカバーさせていただきます。 

花まるリフォームへ頂いた【お客様の声】と施工事例集① 
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スレート屋根 
雨漏り箇所 

天窓撤去 

2020年4月 

花まるリフォームへ頂いた【お客様の声】と施工事例集② 

「納得の見積り価格、職人さんの丁寧な仕事ぶり、 

        満足な出来映え、大変感謝しています。 」 
             練馬区：K様 

我が家の前回の外壁リフォーム工事から10年以上が経ち、今回の工事

となった。 

そろそろ2回目をやらねばと思っていたが、中々踏み切れず、いざ業

者選定する段になって、「花まるリフォーム」さんに決めた理由は、隣

家が数年前に花まるリフォーム（当時、社名は知らなかった）さんで工

事を行っていた状況を見て、「何故か良さそうな業者である」との印象

を漠然と持っていたことがあげられる。 

そこで隣家から聞いて連絡をとり、相談に乗ってもらい、見積りをお

願いして、高橋さんから種々説明を聞いた際の話しぶり、態度等から直

感的に私は、信頼できそうな任せられる業者だなと思いました。 

さらに見積り結果の金額面で納得できた点である。価格は、業者選定

でかなりの部分を占めるところである。まあ安ければ良い訳でもない

が、それに越したことはないし、技術的なことは、素人が分かる訳ない

し終わった時点で出来映えを見て満足できるかであろう。10数年前ハウ

スメーカーに依頼したリフォーム工事は、何も印象に残っておらず、価

格面などでも今から考えると満足できたというものではなく、名前だけ

で選んでしまった感があり、業者選定の難しさを感じた次第である。 

今回の工事が始まり順調に進行し、作業状況等の画像が送信された

が、私達夫婦には、職人さんの態度、言葉遣い、説明は、丁寧で細かい

点についても伝えていただけた感じで、信頼感を覚えました。 

作業全般については、丁寧であったとの印象を持っています。網戸の

網についた塗料を落として頂けるなど細かい点に気がつく作業であった

と感じています。 

特に宮本さんはじめ他の若い方々の丁寧な仕事ぶりが印象に残ってい

ます。工事が終わり、新居に入居した気分になり、今後楽しく暮らして

ゆけそうです。今回、花まるリフォームにお任せして良かったと大変感

謝しています。 

近隣等でリフォーム工事等を計画している方には、是非推薦したいと

思います。 
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2020年5月 

 2回目の外壁塗装のご用命、ありがとうございました！ 

 新型コロナウィルス感染の中、マスク着用でていねいに対応、予

定通り工期を終えてくださいました。おかげさまで、きれいになっ

た家でステイホームを心地よく過ごせています。本当にありがとう

ございました。 

 12年前に花まるさんとの出会いがありました。それは息子のピア

ノの先生が大変、外壁塗装会社に関心が高く、相当調べた上で花ま

るリフォームに決めたというおすみつきでした。小冊子もピアノの

先生から見せてもらいました。夫は早速、高橋さんに来てもらい、

納得し、お願いしました。その時も、外壁塗装のみならず、大工さ

ん、クロス屋さん、…にお世話になり、その後のケアも充分にして

いただきました。 

 12年後の今回は、地元で一番近い工務店という選択肢も考えたの

ですが、やはり、先の信頼感、安心感があり、花まるさんにお願い

致しました。 

 外壁塗装を考える頃には、家のあちこちのメンテナンスをかかえ

ることも多く、その細かな相談にも、一つ一つ対応して下さること

が、大きな満足感につながっていると思います。 

 関連の業者の方々にも、大変良くしていただきました。 

外壁塗装はもちろんのこと、家の中のさんなどあちこちの木部塗装、

ベランダ防水、クロス、台所タイルシーリング、敷居すべり、窓の

ビート、事務の方のチェック・工事写真送信などなど。 

特に、大工さんには、雨もり、ベランダ、ドア・カーテンレール設置

などの他、ちょっとした不具合もすぐに直していただきました。 

とても嬉しく感激致しました。 

 

  花まるさん、今後ともどうぞよろしくお願い致します！！ 

花まるリフォームへ頂いた【お客様の声】と施工事例集③ 

  「細かな相談にも、一つ一つ対応して下さることが、 

              大きな満足感につながっています。」   
   三鷹市：平野様 
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2020年５月 

花まるリフォームへ頂いた【お客様の声】と施工事例集④ 

今回の外壁・屋根塗装では、大変お世話になり、ありがとうございました。 

私の家はゲーテハウスのユニプラルを使用した外壁で、メーカー見積でかな

りの高額、工務店でも自分の予算を超える金額でした。悩んでいる時に、世

田谷区、ユニプラル、塗装で検索して該当したのが御社でした。 

相談含めてお電話したのですが、これまでの経験、見積金額から親切にお話

しいただき、‘この会社に決めよう’とすぐに思った次第です。ただ、水圧

で外壁が手ですくったようにくぼむことがあると言われた時は、正直落ち込

みましたよ（笑） 

作業期間前後でも、無理を聞いていただいたり、状況をメールの写真でいた

だいたり、大変助かりました。 

出来あがった外観を見て、大変うれしく思っています。 

次の機会もたのしみにしていますので、今の外観をＨＰに掲載しておいてい

ただけるとうれしいです（笑）ありがとうございました。 

  

以前より、弊社ホームページの「モノプラル外壁

のウソ・ホント!?」という記事をご覧になったお

客様より、ゲーテハウスのモノプラルやユニプラルのお

家についてのお問い合わせが多くあります。 

実際に弊社では、モノプラルの施工実績も豊富ですの

で、安心してお任せください！モノプラルKSは「フラ

ンス風漆喰」の輸入外壁材です。 

ゲーテハウスのユニプラルについては、最新

のはなまる社長の記事もご覧ください！ 

「ユニプラル外壁のウソ・ホント…塗替えの

注意点は汚れより剥がれ？」 

「出来あがった外観を見て、大変うれしく思っています。 

    次回も楽しみにしています。」                       

世田谷区：Y様 
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 はなまる通信54号 

    WEBアンケート    
「はなまる通信アンケート」がWEBで応募

できるようになりました！ 

毎回5名様にスイーツをお送りしています。 

当選確率もかなり高いので是非ご参加くだ

さい。以下のQRコードからスマホでご応募

いただくか、HPの「お知らせ」からもご応

募いただけます！ 

よろしくお願いいたします。 

はなまるグルメ紀行 第10回 巣ごもり中の 

お取り寄せグルメ編 

 コロナの影響で花まるリフォームでもリモートワークが続き、代わり映えしない毎日の食事にちょっと飽き

が……わざわざお出かけはできないけれど、自宅で美味しいものを食べたい! というわけで、花まるスタッフイチ

オシのちょっとした旅行気分で食べられるお取り寄せグルメをページを拡大してご紹介します。 

    ☆Made in 土佐 高知アイス 『アイスクリン』 

    ☆551蓬莱 『豚まん』 

    ☆佐藤養助商店 『稲庭うどん』 

 

☆道端のビーチパラソルが目印。昔なつかし素朴な

味の『アイスクリン』（高知県） 
子どものころ、車でお出かけすると車道脇にカラフルなビーチ

パラソルが立っていることがありました。金属製の筒が見え

て、両親が財布をガサゴソと探し始めると大当たり！おやつに

「アイスクリン」を買ってもらえる合図。助手席側の窓からお

金を渡して、モナカのコーンにまあるく盛り付けられたアイス

クリンを受け取ります。私が子どもの頃だと味はミルクセーキ

のような味だけで、アイスクリームとシャーベットの中間のよ

うなシャリシャリとした食感、さっぱりと食べることができま

した。車の窓から入る潮の香りのする海風を感じながらのアイ

スクリン、これぞ「高知の夏」の思い出です。 

秋田では同じく道端のビーチパラソルを目印にアイスを販売し

ていますが、こちらはイチゴ味とバナナ味の2色。ババ(婆)が

ヘラで盛り付けることから『ババヘラアイス』と呼ばれている

そうです。バラの形に盛り付けてくれることもあるようで、一

度は食べに行ってみたいですね。 

有名なアイスクリンの製造会社はいくつかありまして、今回は高知にこだわった品揃えの『高

知アイス』さんから取り寄せてみました。高知アイスさんにした理由は、花まる通信の47号

でご紹介した高知のソウルドリンク『リープル』のアイスバージョンがあるのです♪ リープ

ルアイスはアイスクリンよりもシャーベット感が強め、乳酸飲料の爽やかな味と後に残らない

さっぱりとした甘さでリープルそのもの、リープル好きには大満足のアイスでした。 

この他にもゆずや文旦のフルーツ系から高知名物の芋けんぴやミレービスケット入りまで、高知がぎっしり詰まっ

たアイスを取り揃えています。(渡辺) 

 Made in 土佐 高知アイス  http://www.kochi-ice.com 3個入650円～/送料別 
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☆ツルツルいける『稲庭うどん』（秋田県） 

以前秋田市に住んでいたこともあり、日持ちも

して食べたいときに美味しく食べられる、稲庭

うどんをお取り寄せグルメとしてオススメした

いと思います。決して太くないうどんですが、

なかなかのコシでツルツル食べられるんです。

私は冷たく冷やした稲庭うどんを、めんつゆと

ごまだれつゆの二味で食べるのが大好きです。

これは数ある稲庭うどんのお店の中でも歴史の

ある佐藤養助商店でのメニューなんですが、ホ

ントに美味しいです。秋田市内でも一番混んでいるお店のひとつだと思います。

「本当に美味しいのは湯沢本店の麺だよ」と教えていただいたこともあるんです

が、結局行けずじまいでした。都内にも銀座な

どにお店があるそうで、お店でも一度食してい

ただきたいなと思います。舞茸の天ぷら等と一

緒に・・・はぁお腹がすいてきますね。今は冷

凍技術の向上により、私個人としては讃岐うど

んは冷凍のほうが好みだったりするんですが、

稲庭うどんは絶対的に乾麺のほうが美味しいと

思ってます。それほど太くないうどんなので茹

で時間も約三分ほど、お昼ごはんにもおスス

メです。是非とも稲庭うどん特有のコシとツ

ルツル食感を楽しんで欲しいです。（岩崎） 

稲庭うどん／佐藤養助商店 http://www.sato-yoske.co.jp 

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 

花まるリフォームの 

ホームページはこちら↓ 

ホームページ 

はなまる通信５４号 
 

令和２年 ７月 15 日発行 

発行：花まるリフォーム(株) 

花まるリフォーム(株) 

〒１５７－００６２ 

東京都世田谷区南烏山 

３－１６－２アクシス３０２ 

営業時間９時～１９時 

（日・祝日はお休みです） 

ホームページ Facebook Twitter 

☆ふっくらジューシー『豚まん』（大阪府） 

なかなかの有名どころですが、大阪の５５１蓬莱の「豚まん」をご紹介します。 

こちらの豚まんは、少し甘みのある厚めの皮が特徴的！そして中には荒切りにし

た豚肉と甘い玉ネギのプリプリジューシーな餡が詰まっています。見た目の大き

さのわりに、食べるとボリュームを感じますよ。有名なので店舗は全国にあると

思いきや、関西圏にしかありません。なので、たまに関東の百貨店などで臨時の

店舗が出ると、長蛇の列になるようです。そんな関西圏以外の５５１ファンには

有難いお取り寄せ。私はしばらくそのことを知らず、「関西在住の友人が上京し

た時にでも頼もうかな…。でも、新幹線の中で匂いそうだしなぁ」と躊躇してお

りました。（頼まなくてよかった…） 

５５１蓬莱は出来たての手作りにこだわっているそうで、店舗ではもちろん、通

販でも注文を受けてから製造し冷蔵便で発送しているので、いつでも出来たての

おいしさを味わえます。また保存料など余計なものは使用しない安心の無添加で

す。 

季節的に「豚まん」はどうかな？とも思ったのですが、５５１蓬莱では夏はポン

酢でさっぱりいただくのをおススメしていました。相性抜群でした！ 

こちらの通販では、「豚まん」の他にも、「焼売」「餃子」「中華ちまき」など

の点心や「麺類」「アイスキャンデー」も取り扱っています。 

ちなみに、試食をした社長は「豚まん」より「焼売」の方が美味しかったと言っ

ていました(^ ^; 「焼売」もプリプリジューシーで最高です！私も大好きです。 

ご興味のある方、是非是非お試しください。（市村） 

551蓬莱 ネット通販 https://shop-551horai.co.jp   いただきま～す♪ 

紙化粧箱入り3,240円(7/31まで送料無料） 

豚まん10個入1,900円 

焼売10個入700円 

（送料別） 

あちちっ !! 


