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 外壁の北側が緑のコケで汚れる理由と解決方法 

 皆さま、こんにちは(*^_^*)春になると急にお家の外観が気になってきますよね。よく外壁の北側だけが緑色

に汚れることがあります。この汚れの正体は、地衣類と言う菌類と藻の共生生物であるコケの一種です。 

◆外壁にコケが生えやすい理由 
①家の立地や周囲の環境面 

家の建っている環境により、コケの生えやすい家と生えにくい家があります。下記の

ような環境だと、コケが生えやすい傾向にあります。  

☆雨が降ると濡れる外壁面 基本的にコケは雨水に濡れなければ生えません。 同じ面

でも雨で濡れる場所と濡れない場所ではコケの生え方が違います。  

☆北側の日陰面・風通しが悪い 家の北側には太陽が当たらず、降雨後に濡れた外壁

がなかなか乾きません。湿気が乾かない状況はコケの育ちやすい環境になります。ま

た、家の北側は隣接地との境界を広く取らないので風通しも悪くなりがちです。 

☆エアコン室外機などの近く エアコン室外機は外壁に寄せて置かれている事がほと

んどです。その天板の上に雨水が落ちると、接している外壁に跳ねた水が掛かりま

す。エアコン室外機のそばの外壁にコケが生えているのは、よく見られる光景です。 

☆樹木が近くにある 北側の外壁では、画像のようにお隣の植栽が境界側に植えられ

ている事も多いもの。植物は根から水分を吸収し、葉や幹（茎）からの蒸散作用に

よって水分を放出しています。ですから、雨が降っていない日でも植物の近くでは霧

吹きのように水分が放出されていて、コケが育ちやすくなります。 

☆畑や農園が近くにある 畑や農園の隣面の外壁ではコケが生えやすくなります。畑

や農園では「一般の土」とは違い、肥料の沢山混じった栄養価の高い土を使います。

その土埃が外壁に付くとコケも生えやすく育ちやすくなります。 

②外壁の状態や素材 

廻りの環境だけでなく、外壁の状態や素材によっても、コケの生えやすい家と生えに

くい家に分かれます。下記のような環境だと、コケが生えやすい傾向にあります。 

☆外壁が劣化している 

☆コケが育ちやすい素材の外壁材 

・ジョリパット・リシン吹き付け【艶消し外壁】艶消し外壁の特徴は、「石粒と塗料」が混ざっている点です。石

粒と石粒の間には若干巣穴があり、雨水が奥に浸透します。浸透した水分は「呼吸をするように」出たり入ったり

します。つまり、艶消し外壁の最大の特徴は、雨水を弾かない点です。 

・塗り壁（漆喰系） 

※実は都内近郊で建っている新築住宅では艶消し外壁の方が多い気がします。ですからコケが生えているのが気に

なって外壁塗装を検討する方は今後も増えていくと思います。 ちなみに、コケが生えにくい外壁は「サイディング

外壁」と「艶有り塗料で塗り替えた外壁」です。  

◆外壁のコケについての解決法 

①風通しを良くする ②外壁の廻りにある植木を撤去する ③エアコン室外機を外壁から離す（場所を

移動する）④コケの生えやすい【艶消し外壁】を 外壁に雨水を含まない【艶有り塗装】で塗り替える 

ただし、艶消し外壁のおしゃれで高級感のある風合い等のメリットを諦めなければなりません。実際は、どうして

もピカピカした外壁が嫌な方、また１０年程度でどうせ塗り替えるのだから今までと同じ風合いがよいとおっしゃ

る方が多いです。最終的には、コケか？風合いか？どちらを取るかの２択で選んで頂くようにはなります。「艶有

り塗料」「艶無し塗料」のメリット・デメリットを知り、きちんと納得して選ぶ事が特に重要です。  

※艶有り外壁に変更した時に今までと変わってしまう事 

・太陽が当たるとキラキラ・ピカピカと壁が光って見えるようになる。 

・雨水で外壁は洗われるが、窓枠の下には雨の汚れ筋が付いてしまう。 

・光線の具合によって壁の陰影が目立つようになる。（塗装ではなく、モルタルの凹凸ムラが目立つ場合がある） 

New 
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はなまるＮＥＷＳ  

外壁塗装専門店「花まるリフォーム」の社内の

ニュースから施工エリアや業界のニュースまで 

勝手なランキングでご紹介します！ 

第１位 

第２位 

第３位 

「花まるリフォーム」のGoogleのクチコミがついに100件になりました♪ 
Googleでお店や施設を検索すると、Googleマップに☆評価とクチコミが表示されま

す。「花まるリフォーム」のクチコミの投稿数が100件を超えました。 

☆評価は、現在「4.9」です。皆さま、ありがとうございます。 

評価をくださっているお客様は、「花まるリフォーム」で施工いただいたお客様はもちろ

ん、お電話でご相談いただいただけのお客様や弊社のイベントにご参加いただいた方な

ど様々です。Googleの☆評価＆クチコミは匿名で投稿する事が可能です。また、クチコ

ミなしで☆評価だけする事も出来ます。最近は、Googleのクチコミがよいので…とお見

積り依頼をいただく事もあります。これからもGoogleのクチコミを増やし、地元の世田谷区や東京西部を中心にお客

様に愛される外壁塗装専門店となるよう努力してまいります。まだGoogleのクチコミを投稿されていないお客様、是

非ご協力よろしくお願いいたします。 

世田谷区・杉並区の外壁・屋根塗装で使える補助金、今年も始まりました！ 
世田谷区・杉並区の補助金は今年も4月から申請が開始されています。昨年の世田谷区の補助金利用者数は過去最高

の29件になりました。コロナ禍でしたが途中予算が追加され期間も延長されたためです。2014年から通算で146件

となりました。また、昨年の杉並区の補助金利用者は5件でした。2017年から通算で19件となりました。 

「お客様の声集2021」が完成しました！是非ご覧ください(*^_^*) 
毎年ごとに編集しております「お客様の声集」が今年も完成いたしました！2020年1月

～12月の1年間にいただいた「お客様の声」を地域ごとに集め、冊子にしたものです。

これから「外壁塗装」をお考えのお客様から大変好評いただいております。昨年は、あり

がたい事に25件のお客様からのご感想をいただき、オールカラー20ページの立派な冊子

になりました。今年も、是非とも多くの方に読んでいただき、「外壁塗装」の参考にして

いただければと思います。表紙は毎年、干支の動物の職人さんのイラストです(*^_^*) 

第4位 「せたがやPay」の加盟店になりました！ 
新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営状況にある小売業・飲食業等の個店を

応援するため、世田谷区商店街振興組合連合会による「せたがやＰａｙ（電子プレミアム

付区内共通商品券）」が2/20にスタートしました。 

「せたがやＰａｙ」は、世田谷区内で利用できるキャッシュレス決済です。 

せたがやＰａｙの利用は、専用のアプリをスマートフォンにインストールして利用できま

す。「花まるリフォーム」でもこの度加盟店登録をいたしました。 

≪注意≫「せたがやPay」は世田谷区以外の方もご利用できます。 

     チャージできる金額の上限は10万円です。 

弊社で取り扱う「外壁塗装工事」は金額が大きいためご利用いただけませんが、既存のお客様のための10万円以下

のメンテナンス工事等にはご利用いただけます。「せたがやPay」でのお支払いを希望される場合はお申し出くださ

い。よろしくお願いいたします。 

契約の時に、「見える場所は限られているので、工事が始まって初めて不具合が見つかる事がある」とご説明をす

ると、皆さんが不安そうなお顔になります。何事もないおうちのほうがほとんどなのですが、今回は「何かあった」

事例をご紹介します。 

 

『忘れ物編』  新築時や前回の塗装時の業者さんの忘れ物を見つけることがあります。 

年に数回見かけるのが雨樋に多い道具類やネジ等の置き忘れ。錆びたりコ

ケが生えた状態で、雨樋にこびりついていなければ取り除きます。 

それより珍しいですが、作業で汚れないようにつけた養生テープの取り外

し忘れや、ベランダの防水作業の時に物が落ちないように排水口を塞いた物

の外し忘れ。こういった「忘れ物」を見かけると、自分達の作業でも「忘れ

物がないようしっかりチェックしよう」と気持ちが新たになります。 

 

『経年劣化・不具合発見編』 お客様が気がつきに 

くい場所で、不具合や劣化が起きていることがありま

す。消音マットを引いたトタン屋根がボロボロに錆びて

塗装ができなかったり、換気口カバーがつけ忘れか外れ

てなくなっていたり… こういった不具合は必ずお客様

にどう対応するかご相談してから、対処しています。 

まさか! があるんです…「現場でちょっと気になるこんなこと」 

塗装ローラーの 
先端の置き忘れ 

換気口カバーの 
養生の外し忘れ 

雨樋に溶けたよう
な跡がありました 

トタン屋根が錆び
てボロボロでした 

換気口のカバーが
見当たりません 
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←屋根    

 足場 

    

  

    

   

一般的な外壁塗装で「艶無し」というと、「艶あり塗料の艶を全て落としたマット仕上げ」のことだそうで

す。時折、相見積を取ったお客様から「他社で艶無しで塗装できると言われた」と伺うことがあり、その時は

「艶消し添加剤を混ぜる」のか「元々艶がない塗料」なのか、確認するようにしています。「マット仕上げ」

は表面に膜が張ってツルツルとするので、艶無し塗料のザラザラ感とは見た目が大きく異なります。（渡辺） 

サイディング外壁は「シール」が重要です。 
サイディング外壁は木目調やタイル調、レンガ調等様々な模様の板を作り、外壁の下地に張り合わせて作られてい

ます。その板と板の間は必ず隙間が空いているので、その隙間から水が入らないように埋めているのが「シール

(シーリング)」というゴムっぽい素材です。このシールが雨漏りを防ぐ重要な砦になります。 

水をはじく塗料 

下に見える物 

2種類の方法 

雨漏りの原因 

 外壁の塗料には水を弾く塗料と

水を吸って出す塗料があります。

サイディングは水が入っても吐き

出すことはできないので水を弾く

塗料できっちり封をします。色は

主に単色かクリヤ(透明)で、ツヤ

は全ツヤ/ツヤ感を落とした７分/

５分/３分/ツヤ消しを選べます。 

なお、世の中には「何十年も持

つ塗料」という塗料もあります

が、肝心のシールが持ちません。

外壁だけ長寿命でも他の部分が劣

化するので注意が必要です。 

 サイディングを塗装する際は、多

くの場合、新たにシールを入れま

す。方法は現在のシールに付け足す

「増し打ち」と、撤去して新たにや

り直す「打ち替え」があります。  

隙間に入る量が限られるため、古

い分が残り新しいシールの量が減る

増し打ちより、全て新しい打ち替え

の方が寿命が長くなります。 

ただ、窓まわり等でシールの下の

防水テープを傷つけそうな場合、

シールの傷みが少ない時、予算他で

増し打ちを行う事もあります。 

  サイディングの板の間は、ハッ

トジョイナーという部品が挟まっ

ています。このハットジョイナー

が隙間を規則正しく確保し、シー

ルを入れるスペースを作ります。 

 シールは両側の板と密着しま

す。ハットジョイナーも密着する

と、地震等の壁にかかる揺れる力

を逃がすことができずにひび割れ

の原因になります。なので密着防

止剤を塗るかボンドブレーカーと

いう密着防止材をはさみます。 

 サイディングの雨漏りでは、ひび

割れ以外に、モルタルにはない2つ

の原因があります。それは、「シール

切れ」と「ネジ穴」です。 

ネジ穴はもともと板を貫通して空

いている穴。板に圧力がかかるとそ

の穴から割れることもあります。 

シールは厚みが薄い・劣化が進む

と中央から裂けたり、板への接着不

良があると左右の板からはがれるこ

とがあります。時には雨水が表面を

削ってしまうこともあります。 

  

撤去 

密着防止 
剤の塗布 

シール 
充填 

サイディングでよく聞かれるのが「模様はどうなりますか?」というご質問です。水を弾く塗料は表面を完

全に覆ってしまうため、色付きビニールをかぶせたように元の模様が見えなくなる場合もあります。けれど、

表面が凸凹している場合は、その凸凹で影の濃淡ができて元々の模様が何となく見えることがあります。その

ため、木目調などの凸凹が多いサイディングは正直、塗ってみないと分からない…ことが多いです（渡辺） 

ネジ部分から割れる 

右上は接着不良 
下は中央の破断 

ハットジョイナー 
が見えています。 

下に見える青い物が 
ボンドブレーカー 

クリヤ(透明)塗装 

単色塗装 
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スレート屋根 
雨漏り箇所 

天窓撤去 

202１年２月 

花まるリフォームへ頂いた【お客様の声】と施工事例集① 

「 “丁寧で確実な仕事”“お値段以上の価値”をご希望の方は、 

       ぜひ花まるさんに依頼されることをお勧め致します！」  

                                        世田谷区：S様 

 この度はどうもありがとうございました。屋根の塗装工事、外壁・外塀

の塗装工事、ベランダの防水工事と、どの仕上がりにも大変満足してお

ります。 

最初の電話連絡時も、高橋様にすぐに対応頂き大変助かりました。 

見積り段階では非常に細かな点までご確認をされており、明細も非常に

分かりやすい内容でした。他社様との相見積りはしておりませんが、直

感で「間違いなく丁寧なお仕事をしてくれるはず」と即決致しました。

我家は築年数が古く、修繕工事が必要な箇所がいくつかありましたが、

それらについても親身になって相談に乗って下さり、心配事が解消致し

ました。実際、塗装の段階では田中親方始め、足場屋さん、大工さん、

皆様とても礼儀正しく丁寧なお仕事ぶりで、安心してお任せすることが

できました。ごみの処理やお掃除など、常に清掃・清潔を心掛けている

様子が伝わって参りました。ありがとうございます。スタッフの渡邊さ

んにも大変お世話になりました。定期的な現場確認、細かなご連絡、丁

寧かつ迅速なお仕事ぶりに感動致しました。我が家が生まれ変わり、心

が晴れやかになりました。花まるリフォーム様とのご縁に心より感謝申

し上げます。 

「丁寧で確実な仕事」「お値段以上の価値」をご希望の方は、ぜひ

花まるさんに依頼されることをお勧め致します！ 

外壁塗装工事の見積りでは、人間ドックのようにお家

ごとに傷んでいる箇所やその度合いが違ってきます。

ですので「花まるリフォーム」では「坪○○円」のよ

うなお見積りはいたしません。お家に必要な工事を選別し、き

ちんとしたメンテナンスを行うのが信条です。工事が始まった

後に瑕疵が見つかった場合もお客様に報告し対処方法を一緒に

考えていきます。工事終了後には「保証書」をお渡しし、細部

のメンテナンスのご相談もお受けいたします。 
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2020年1２月 

駐車場脇の壁のひびが気になり、我が家もそろそろ外壁工事をしな

いといけないねと家族と話しておりました。そんな時、HPで「杉並

区」「外壁工事」を検索した結果、花まるリフォームさんに辿り着

き、小冊子を送付していただきました。 

小冊子には、外壁塗装の基礎知識及び業者選びの秘訣が記載されて

おり、しっかりと読み込んだ上で、高橋社長に自宅に説明に来てい

ただきました。 

小冊子に記載されていた内容について疑問点を解消することがで

き、高橋社長の誠実さが伝わりました。 

足場については、数名の職人さんが迅速に設置及び解体していただ

きました。 

屋根及び外壁担当の親方（東さん、宮本さん）の丁寧な仕事ぶり

も、その都度サービスのメールでお知らせいただき、小冊子の内容

に偽りはないと確信できました。 

空の色と太陽の光により、外壁の色が変化して見える為、我が家を

外から眺める楽しみが増え、大変満足しております。 

「安かろう悪かろう」ではなく、「適正な価格」と出来映えに納

得しています。 

スタッフの渡辺さんには、補助金申請からその他細かい疑問点に

丁寧かつ迅速に対応していただきまして、感謝しております。 

花まるリフォームさんに「キューブ」を差し上げたいと思います   

                （笑）→J.Y.Park 

花まるリフォームへ頂いた【お客様の声】と施工事例集② 

「  空の色と太陽の光により変化して見える外壁の色に 

                    大変満足しております。」     

               杉並区：N様 

「花まるリフォーム」ではお見積りには社長が 

 お伺いしますが、契約後の現場管理全般は 

「お客様係」の渡邊が担当いたします。お客様からは

女性なので話しやすい、すぐに対応してもらえたと大

変好評です。どうぞよろしくお願いいたします。 

杉並区の補助金ご利用！ 
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花まるリフォームへ頂いた【お客様の声】と施工事例集③ 

202０年１１月 

2007年に耐震含め「新築そっくりさん」で全面的なリフォームを行ない

13年。御近所の方も外壁塗装など行なっているのをみて「そろそろか

な」と思ってました。そんな時世田谷区のリノベーション推進事業補助金

制度というのを知り、申請その他すべてを代行して下さる「花まるさん」

を紹介されました。紹介して下さった方はいろいろ調べた結果らしかった

です。 

社長さんと渡辺さんが来宅され親切な説明を受けました。 

私共住宅の北側はせまく人がやっと通れるほどの地面です。草取りも大変

なのであまり足を踏み入れることがありませんでした。 

そこを社長さんが視察されて「外壁の塗装の一番下部のところがはがれて

しまっている」とのこと。何メートル位でしょうか。全く気がつかなかっ

たのですがどのようにするかおまかせすることにしました。結果余分な費

用も負担することなくうまく塗装していただき感謝しています。 

ベランダ２ヶ所の塗装、尾根の棟板金交換工事も追加しましたが、これば

かりは素人が判断できるわけでもなく大事に至る前に手当てできて本当に

良かったと思っています。さいごに社長さん・渡辺さん・職人の皆様・事

務所の方々ありがとうございました。ご多幸を祈ります。 

「 余分な費用も負担することなく 

       うまく塗装していただき感謝しています。」                                                                                                               

世田谷区：F様 世田谷区の補助金ご利用！ 

「花まるリフォーム」は、世田谷区・杉並区の外

壁塗装で使える補助金申請の経験が豊富です。 

補助金申請の書類の書き方や必要な書類をご説明

し、お忙しい場合は実費のみで必要書類の取得や申請の代

行をいたします。工事終了後に区役所に提出する必要書類

や領収書などもお支払い後にすべて揃えてお客様にお渡し

いたします。令和3年度も引き続き補助金の申請のお手伝

いをいたします。屋根を遮熱塗料で塗る他いくつかの条件

がございます。お見積り時に詳しくご説明いたします。 
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 はなまる通信57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。 

花まるリフォームへ頂いた【お客様の声】と施工事例集④ 

「信頼できるご近所の方からのご紹介、 

         結果、大満足の仕上がりでした。」                                                                                                                  

世田谷区：S 様   世田谷区の補助金ご利用！ 

 この度は屋根外壁塗装で大変お世話になりました。 

信頼できるご近所の方からのご紹介でしたので、迷うことなく花まるさん

にお願いし、結果、大満足の仕上がりでした。 

依頼してすぐに緊急事態宣言が発令されてしまい、しばらく延期してほし

いというこちらの要望にもきちんとご対応くださり大変ありがたかったで

す。長らくお待たせしてしまい申し訳ありませんでした。 

その後の工事の過程でも、丁寧に作業報告をしてくださり何の不安もない

ままあっという間の完成でした。迷いに迷った外壁の色もイメージ通りの

仕上がりで家族全員大変気に入っております。 

本当にありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願い

します。 

2020年11月 

     ◆お知らせ◆ 
見積り依頼まではしたくないけど大体の金額を知り

たいあなたへ、花まるリフォームのホームページでは「自

分でできる 外壁塗装のWeb見積り！費用の詳細を自動計

算」を作成しました。是非お試しください。  

お試しいただいた後に正式に「見積り依頼」をいただく

ケースもございます。 
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 ☆『魚料理 八総本店』（京王線千歳烏山駅 徒歩2分 ☎050-5487-6607） 
 なかなか、色々とままならない日々が続いております。 

嘆いていても仕方がないと思いつつも、何かしらの息苦しさは日々

つきまとっています。なんかイイ事ないかなぁなんて、缶のひと

つでも蹴りたいくらいの気分です。 

 しかし、ひとつ目先を変えてみると、普段なかなか食べに行け

ない様なお店の味を、気軽にテイクアウトで楽しめる機会も増え

てきました。なんともうれしいことですよね。サボリ魔のワタク

シはこの機会を逃さずに楽しみたいなとほくそ笑んでおります。 

 さて、今回は千歳烏山駅から徒歩２分のところにある、八総本

店さんのお弁当をテイクアウトしてみました。 

 「銀鱈西京焼き弁当」「金華サバののり弁当」「チラシ寿司弁

当」の３種類のお弁当があります。私は「銀鱈西京焼き弁当」を

いただきました。銀鱈は脂がのっていて、お魚屋さんの味付けは

流石、素人には出せない味で、しっかり堪能させていただきまし

た。なんとも贅沢なお昼ごはん。人様に作っていただいたご飯は、

本当に美味しいものです。お店ご自慢の銀鱈の西京焼きは、店頭の

小売りコーナーで単品でも購入可能です。私が行ったときには鯛めしもありました。事前に電話で購入可能か確認

したり予約しておくと安心ですね。 

  店主独自の仕入れルートがあるとのこと、旬の美味しいお魚が入って、素敵なお魚との出会いが待っているか

もしれません。（岩崎） 

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 

ホームページ 

はなまる通信５７号 
 

令和３年 ４ 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 

 ☆『インドカレー カビール』（京王線千歳烏山駅 徒歩１分 ☎03-3307-8600） 
 烏山に住んでいる、もしくは務めている方なら、一度はあの駅前に漂うおいしそ～な

カレーの匂いに気付いたことがあるのではないでしょうか。千歳烏山駅から徒歩1分。   

 目印は線路沿い角のdocomoショップ。その隣のビルの地下1階にある「インドカレー 

カビール」さんです。以前から私も大好きなお店で、何度もその美味しい本場のカレー

をいただいてきました。 

 お値段もお安めで、特にカレーセットがお得感があっ 

て最高！お店でいただくのが一番なのは当然なのですが、 

店内でゆっくりできないときなどにはテイクアウト用の 

お弁当があるので便利です！！ 

・チキンカレー、ベジタブルカレー、豆カレーは 

 チキンティッカ付きで540円。 

・マトンカレー、ビーフカレー、キーマカレーは 

 シシカバブ付きで735円。 

・フィッシュカレー、エビカレーはマライティッカ 

   付きで845円。 

・２カレーセットは上記のカレーより2品選べて950円。 

すべてにスモールナンとライス、小さいお肉が付くのが嬉しいですね。 

辛さは、甘口・並口・中辛口・辛口・激辛から選べます。（市村） 

はなまるグルメ紀行 
第13回  

テイクアウトのグルメ編 

上段：銀鱈の西京焼き弁当 1,300円 

下段左：金華サバののり弁当 1,300円 

下段右：チラシ寿司弁当 1,630円 

下段左：豆カレー     540円 

下段右：マトンカレー  735円 

プリプリのエビがごろっと３つ入ってました！ 

とにかく激ウマ！お店のスタッフさんもとって

も感じがいいですよ♪ オススメです！ 

上段左：エビカレー   845円 

上段右：キーマカレー 735円 


