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 皆さま、こんにちは！まだまだ暑い日が続きますがお元気にお過ごしでしょう

か？花まるリフォームでは今年も８月４日に夏休み恒例の「第３回子ども塗装体

験ワークショップ」を開催いたしました。 

 このイベントは、外壁塗装や塗装職人さんの仕事についてお子様達にもっと

知ってもらえたらという思いからスタートいたしました。 

今回も近隣の世田谷区・杉並区の幼稚園年長

から小４までお子様達10人にご参加いただき

ました(*^_^*) 

 講師には毎年、世田谷区千歳船橋で「こど

もの造形・リトピカ」を主宰されている膳場

まゆみ先生をお招きしています。 

 ワークショップと言うと見本と同じに制作

するイメージですが、膳場先生のご指導でお

子様達にはのびのびと自由に制作していただきますので、

個性豊かで素敵なオリジナル作品が出来上がります。 

 今年は、ステンシルの作業を体験しながら、塗ると透明

なホワイトボードになる不思議な塗料ラスト・オリウム社

の「ドライイレーズ」を使って「お家の形のホワイトボー

ド」を作りました。 

制作の手順＆材料を以下↓にご紹介いたします。 

ご興味のある方はお子様と作ってみてください。 

ＤＩＹとして大人の方にもおススメですよ！ 

午前 

午後 

←②ボードにステンシル用シートをスプレーのりで固定

しながら、アクリル絵の具をスポンジに付けててトント

ンと叩くようにステンシルを行います。 

③→塗装職人さんのようにローラーで「ドライイレーズ」

を上塗りします。「ドライイレーズ」２液の塗料です。最初

は白いですが乾くと透明になります。ホワイトボードに

なるように丁寧に塗っていきます。 

この塗料は乾くのに時間がかかります。 

また、乾くまではべとべとしているので触らないように

気を付けてください。

←④乾くのを待つ時間に屋根を作ります。 

屋根にマーカーで模様や色を付けます。

①→下準備したボード(「ドライイレーズ」を下塗りし、上部に半丸棒を木工用ボンドで

貼り付けておきます)は、お家の壁面です。その上に窓やドア、その他好きなデザインを

考えたら、ステンシル用のシートにデザインを写し、はさみやカッターで切っていきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤→黒板消しを作ります。フェルトを３、４枚重ね、好きな形に切り落とします。太めの紐

(７０㎝)を針に通し上下２ヶ所を貫通するように止めて上部から紐が出るようにします。

仕上げにお好みでシールつきのフェルトで小さなパーツを切り貼っていきます。 

 次のページに続く 

↑ドライイレーズ 

↑見本 
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 完成したお子様達のかわい作品をご覧ください(*^_^*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「お家のホワイトボード」にペンでいろいろ書いたり消したりして楽しんでくださいね。 

 ご参加いただいたみなさん、どうもありがとう！「花まるリフォーム」では 

 これからもお客様や地元の皆さまと交流できるイベントを企画していきます♡ 

⑥↓ボードが乾いたら屋根を半丸棒に木工ボンドで貼り、ホワイトボード用ペンを

結びつけた黒板消しの紐をボードの右上の穴に結び付け完成です。 

世田谷区・杉並区の遮熱塗装の補助金のご利用は今年も好調です！ 
今年で４年目の「世田谷区環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金」に加え、「杉並区低炭素化推進機器等導

入助成」が今年からスタートしました。どうせ外壁・屋根塗装をするなら補助金を貰わないと損！という事で今年

も好調です。花まるリフォームは、補助金手続きに慣れていますので安心してお任せください。

遮熱塗料の新商品も！ますます過熱するメーカーの遮熱塗料の開発合戦！ 
昨年１０月に発売された日本ペイントの「パーフェクトクーラーベスト」など地球温暖化による近年の気温の上昇

の対策として各塗料メーカーも「遮熱塗料」にますます力を入れている様子です。花まるリフォームでは早くから

「遮熱塗料」に注目し自社実験を行ったりしてきました。昨年弊社で施工されたお客様の９０％が屋根に遮熱塗料

を選ばれました。今後も新しい塗料の開発に注目です。 

中古住宅のリノベーションに注目が集まっています！ 
最近ブームともいえる中古住宅のリノベーション。本屋さんでは多くの本を見かけますし、花まるリフォームにも

中古住宅を購入されたお客様からのお見積もり依頼もよくいただくようになりました。 

新築より安くよい立地の場合が多く、今後も都心では増えるかもしれません。中古住宅のメンテナンスはまず外壁

と屋根から！見えないからと後回しにせず、花まるリフォームにご相談ください。 

お客様係・高橋くんが「雨漏り診断士」試験に合格！「雨漏り診断士」が３人に！ 
７月にお客様係の高橋彪くんが念願の「雨漏り診断士」試験に合格しました。これで、はなまる社長、お客様係

の江口さんと併せて「雨漏り診断士」が３人になりました。雨漏りの診断はプロでもなかなか難しいのですが、

花まるリフォームではお客様とご相談しながら雨漏り箇所を特定し、大切なお家にいつまでも長く住めるようお

手伝いしていきます。 

今年も「はなまるペット写真コンテスト」が人気です！ 
昨年からスタートした「はなまるペット写真コンテスト」は今年も多くのお客様にご参加いただいています。 

今号のＰ７にご応募いただいたペットちゃんのお写真の一部をご紹介していますので、是非ご覧ください。 

時々「どうしてそんな事やってるの？」と聞かれますが、この頃はお客様のお家に伺うとかなりの確率でかわい

いペットちゃんと遭遇いたします。花まるリフォームのみんなもそれぞれ生き物が大好きです。お客様が工事の

の記念写真をかわいいペットちゃんと撮ってくださることも多くなり、それならば皆様と、このとっても癒され

るほんわかした感じを共有できたらと思った次第なのです。まだまだ皆様からのご応募お待ちしています。 

100

「お家の形のホワイトボード」 

～材料～ 

ＭＤＦボード(３０㎝×４５㎝) 

半丸棒(３０㎝) 

ドライイレーズ 

ステンシル用シート 

スプレーのり 

アクリル絵の具 

スポンジ 

塗装用ローラー 

屋根用厚紙 

フェルト 

太めの紐 

シール付フェルト 

はさみ 

カッター 

木工用ボンド 

針 
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花まるリフォームのお客様はＤＩＹ大好きな方がとても多いような気がしま

す。「おうちを大事にしたい」「長持ちさせたい」「もっと便利に使いやすくし

たい」「おしゃれにしたい！」などなど。みなさまいろんな想いからＤＩＹに

励まれていることでしょう。そんなみなさまに「お役立ちアイテム」を紹介

するコーナー。第１回目は「コンクリボンド」です。（もう使っているよ！と

言われる方、スミマセン） 
【コニシ コンクリボンドK10アルミパック】はとても使い勝手の良い製品です。

剥がれたタイルやレンガなどを簡単にくっつけてしまいます。日曜大工コーナーに

あるタイル用の接着剤などよりも強力で長持ちです。（注：個人的な感想です） 

それだけでなく、欠けてしまったコンクリートやブロックの補修、モルタルに開いた穴などを埋めるこ

とも出来ます。もちろん屋外でも使用可能です。 

アルミパックに少し切り込みを入れて中身をむにゅっと押し出すと、灰色の歯磨き粉のようなコンクリ

ボンドが出てきます。適量をくっつけたい面になじませて後はピタッと押すだけ！ヘラで均一に均せばな

お良し。あまり量が多いと余ったコンクリボンドが隙間からはみ出てきますので気持ち少なめがポイント

です。ゆっくりと硬化しますので慌てなくても大丈夫。くっつけた後に適正な位置に微調整も可能。1週

間ほどで完全硬化しますが、垂直面や歩行箇所などの場合はパイオランテープなどで固定や養生をすると

良いでしょう。余った場合は切り口にテープなどを貼って密閉すればものすごく長持ちします。空気に触

れた部分は硬化しますので必ずしっかりと閉じて下さい。（誤って指に付着した場合は早めに水洗いして下

さい。結構簡単に落ちます）少し大きめのホームセンターにしか置いていませんが、見つけた際には買っ

ておいて損はありません。絶対にどこかで役に立つ時がやってきます！（来なかったらゴメンナサイ)

取れたレンガ コンクリボンドを塗布 ピッタリ固定 
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スレート屋根 
雨漏り箇所 

天窓撤去 

  「見積もりでは、メリットだけでなくデメリットについても説明していただき、 

           納得してお願いすることができました。」        

              小金井市：Y様 

数年前、そろそろ外壁塗装が必要な時期か

な、と気になり始めた頃から、むさしのリビ

ングを見て、花まるさんの冊子を送っても

らっていました。 

 誠実、堅実な企業姿勢を感じ取れる内容で、顔写真も載っ

ていたので、自然と親しみを感じていたように思います。 

 見積もりでは、いくつかの選択肢を提示、メリットだけで

なくデメリットについても説明していただき、納得してお願

いすることができました。 

 作業中は黙々と丁寧な仕事をして下さいました。 

「早く洗濯物を外に干したいですよね。週末だけ一度養生を

はずしましょうか」と言って下さいましたが、週明けにまた

つけなければならないと聞き、さすがに遠慮しましたが、お

気持ちが嬉しかったです！ 

 今回、娘の希望で茶系に。次回は、社長の車の色、ブルー

グレー？がいいなぁ 

そして、へいに絵を描くサービスが続いていたら、孫がいた

らやらせたいと… 

 また、よろしくお願いします。 

 

2017年２月 

社長が見積り前の下見に来られた 

とき、「そもそも塗り替えする必要

があるのか」など、どんな質問も

しっかり受け止め、丁寧に説明してくれました。

とても信頼できると感じたこと、塗装について自

分なりに理解できましたので、花まるリフォーム

さんにお願いしました。 

単身赴任で家を離れていますが、作業画像を送っ

ていただくサービスで毎日の様子が分かり、工事

中も安心でした。 

 

どうもありがとうございました。 
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    「工事担当のスタッフさんの丁寧な仕事で見事に蘇りました 。 

       費用も、仕上がりもとても満足です。 」      

          目黒区（世田谷区）：S様 

 

S様、 ありがとうございました。 
花まるリフォーム  201７年６月 

世田谷区の補助金ご利用！ 

築後２５年、何もメンテナンスしていない家屋を賃貸すること

を機に、外壁・屋根塗装をする事に、雨どいも修理しなきゃな

らないし… 

さて、どこに頼もうかとネット検索。 

なになに、花まるリフォーム？ ヒゲの社長？… 怪しい 

スタッフ紹介？… おっ、みんな笑顔で良い感じ。おやっ？ 

経理の高橋さん、専務？ 社長と結婚して２５年？ より多く

の感動を届けられるように… 奥さん良い人だ～ 

…ということで細かな事考えずに社長の奥さんとスタッフさん

のHPを見て、印象で決めました。家内がお会いした社長、とて

も良い方だったとの報告（そうか～怪しくないか～） 

こちらの要望も良く聴いていただき、不要なところは不要とア

ドバイスもいただき、見積額と説明に納得して発注致しまし

た。工事担当のスタッフさんの丁寧な仕事で見事に２５年ぶり

に蘇りました。費用も、仕上がりもとても満足です。ありがと

うございました。 
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「HPに記載されている内容に全くの偽りなく、 

すばらしい塗装と外構の工事をしていただけました。」           

         世田谷区：林様 

中古住宅を購入するにあたり、外壁塗装と

外構工事は必須でした。地元の業者で施工

をお願いしたいとWeb検索をして花まるリ

フォーム様をみつけることができました。

HPに記載されている内容に感銘を覚え、今

回施工をお願いした次第ですが、その内容

に全くの偽りなく、すばらしい塗装と外構

の工事をしていただけました。 

今回、水回り系のリフォームは他社に依頼

しましたが、やはり“安かろう悪かろう”

ですね… そういう点でも、花まるリ

フォーム様は、安くはありませんでしたが

（決して高くもありません）、品質は最高

であったと思います。 

お客様係の江口様におかれましても、私の

わがままなお願いに迅速かつ丁寧に対応し

ていただき、感謝申し上げます。 

 林様、 ありがとうございました。 
花まるリフォーム 

201７年６月 
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  「丁寧な作業ぶりに大満足！ 

 リフォームを計画されている方にぜひお勧めします。」              
        武蔵野市：H様 

201７年６月 

丁寧な作業ぶりに大満足！ 

リフォームを計画されている方にぜひお勧めします。 
 

築１８年、２度目の外壁・屋根他の塗装工事を花まるリ

フォームさんに依頼しました。 

以前の業者さんと違い、事前の丁寧な打ち合わせ／段取りか

ら、毎日の作業状況の写真付き報告まで、大変しっかりと

行っていただき、安心して任すことができました。出来栄え

は、勿論大満足です。リフォームを計画されている方には、

ぜひお勧めします！ 

とても素敵なまるで広告の文章ようなご感想をいただきま

した。ありがとうございます<(_ _)> 

２回目の外壁塗装についてですが、１回目に満足されてい

たら迷わずその会社に２回目も依頼されるはずです。 

また、初めての外壁塗装より作業内容を体験されているの

でお客様のチェックも厳しいものになるでしょう。 

今回は、「花まるリフォーム」をお選びいただき、 

満足していただけたとの事で本当によかったです(*^_^*) 

是非３回目もご依頼いただけるよう弊社も頑張っていきた

いと思います。 

H様、 ありがとうございました。 
花まるリフォーム  

 はなまるペット写真 

     コンテスト2017    
現在ご応募いただいているお写真を一部ご紹

介いたします！ 
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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 

 

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４２号 
 

平成２９年 ２月 ７日発行 

発行：花まるリフォーム(株) 

Facebook Twitter 

はなまる通信４３号 
 

平成２９年５月 日発行 

発行：花まるリフォーム(株) 

 

花まるリフォーム(株) 
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（日・祝日は家族サービス

のためお休みです） 

電話 03-5888-4600 

FAX 03-5888-4611 

高橋代表携帯 

090-9347-4614 
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  皆さま、いかがお過ごしでしょうか。今号より「塗装道具辞典」は終了し、33号以来となる「はなまる探検隊が行く!!」のコー

ナーが復活です。今回は、以前40号にて掲載した「はなまるグルメ紀行」の続きと題しまして、私の地元・世田谷区のおいしい

ラーメン屋さんをご紹介したいと思います。 

 

 

★ 15年ほど前に開店した時から来店し、今では私が日本一贔屓（大げさ？）にしている、豚骨醤油（家系ラーメン）のお店

「誠屋」の本店です。大きなチャーシューに食感のいい太麺はとてもボリュームがあり、何より一番の目玉はスープの「濃厚

あっさり感」。とてもトロトロで煌びやかな濃厚なスープなのに、食後の口の中はおいしい後味が残りつつもギトギトした感じが

全くないのです。まるで魔法のよう… 

私はいつも「3点盛り」の麺固・味濃い目・油多めを注文しています。左の写真は、ほうれん草・味卵・海苔の「3点盛り」になり

ます。また替え玉1玉無料の曜日があり、写真の左にある白いタグがその引換券になります。 

店内は小洒落て店員さんも元気よく女性も多いお店です。あまりのうまさに、私のラーメン評価の基準になっているほどで

す。是非ご賞味を。 

 

 

豪徳寺の住宅街にひっそりと佇む、住宅を改装した小さな醤油ラーメンのお店です。店内は5席ほどで開店時間

も短いですが、出てくるラーメンはとてもデカい（笑）。キャベツともやしがお椀に山盛りになっている様は圧巻。そ

の野菜の山の下には埋まって保温されたマグマのように熱い麺があり、圧倒的なボリュームを誇っています。かな

り独特で知られざるお店、お勧めです！！ 

 

 

昨年３月に施工させていただいた世田谷区のＳ様邸のご近所にあった、「二郎系」のお店です。毎日開店前から行

列ができる程人気のあるお店で、かつ開店時間が短いため待ち時間が長いのがたまにキズですが、贅沢なほど

分厚く柔らかいチャーシューと新鮮な野菜が特徴のラーメンは独特なウマさがあります。 

世田谷のおいしいラーメンその③「武蔵屋」 
横浜家系ラーメンのお店で、世田谷では花まるリフォームの最寄り駅「千歳烏山駅」駅前にあります。こってした

スープとほうれん草が太麺に合っていて、この駅周辺のラーメン屋さんの中では一番気に言っています。ライスの

おかわりが無料のため、普通盛りで満足できない場合に足しが効くのもGOOD!!また特に意識していなかったの

ですが、同じ京王線沿いで杉並区にある“明大前店”も非常においしく、後々同じ系列店だと知ってレベルが高い

と感じたお店でもあります。 

 

 

 

 

 

 皆さま、いかがお過ごしでしょうか。43号で「塗装道具辞典」は終了し、33号以来となる「はなまる探検隊

が行く!!」のコーナーが復活します！今回は、以前40号にて掲載した「はなまるグルメ紀行 第1回」の続きと

題しまして、私の地元・世田谷区のおいしいラーメン屋さんをご紹介したいと思います。 

 15年ほど前に開店した時から来店し、今では私が日本一贔屓（大げさ？!）に

している、豚骨醤油（家系ラーメン）のお店「誠屋」の本店です。大きな

チャーシューに食感のいい太麺はとてもボリュームがあり、何より一番の目玉

はスープの「濃厚あっさり感」。とてもトロトロで煌びやかな濃厚なスープなの

に、食後の口の中はおいしい後味が残りつつもギトギトした感じが全くないの

です。まるで魔法のよう… 

 私はいつも「3点盛り」の麺固・味濃い目・油多めを注文しています。左の写

真は、ほうれん草・味卵・海苔の「3点盛り」になります。また替え玉1玉無料

の曜日があり、写真の左にある白いタグがその引換券になります。店内は小洒

落て店員さんも元気よく女性も多いお店です。 

 あまりのうまさに、私のラーメン評価の基準になっているほどです。是非ご賞味を。 

 

 

 豪徳寺の住宅街にひっそりと佇む、住宅を改装した小さな醤油ラーメンのお店で

す。店内は5席ほどで開店時間も短いですが、出てくるラーメンはとてもデカい

（笑）。キャベツともやしがお椀に山盛りになっている様は圧巻。その野菜の山の

下には埋まって保温されたマグマのように熱い麺があり、圧倒的なボリュームを

誇っています。かなり独特で知られざるお店、お勧めです！！ 

 

 

世田谷のおいしいラーメン 

その③「武蔵家」 
 横浜家系ラーメンのお店で、世田谷では花まる

リフォームの最寄り駅「千歳烏山駅」駅前にあり

ます。こってりしたスープとほうれん草が太麺に

合っていて、この駅周辺のラーメン屋さんの中で

は一番気に入っています。ライスのおかわりが無料

のため、普通盛りで満足できない場合に足しが効く

のもGOOD!!また特に意識していなかったのです

が、同じ京王線沿いで杉並区にある“明大前店”も

非常においしく、後々同じ系列店だと知ってレベル

が高いと感じたお店でもあります。 
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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） 
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 今回は、Web担当・お客様係の高橋彪くんが取材しました。 

はなまるグルメ紀行 第2回 
世田谷区お勧めのラーメン編 

世田谷のおいしいラーメンその①「誠屋 八幡山店」 

世田谷のおいしいラーメンその②「りらくしん」 

★ 「誠屋」 八幡山本店 【所在地】東京都杉並区上高井戸１−５−１７  

【営業時間】11時30分～26時（無休）スタンプカード有（月曜日はポイント2倍） 

【ランチサービス】11時30分～15時まで替え玉無料、火・水曜日の19時～替え玉無料 

★ 豪徳寺ラーメン「りらくしん」 【所在地】東京都世田谷区豪徳寺1-5-1 

【営業時間】11時30分～13時30分、17時30分～19時30分（定休日:日/月） 

★「武蔵家」千歳烏山店【所在地】東京都世田谷区南烏山6-2-3 

【営業時間】11時～25時（無休）ライス無料&おかわり自由（小並大）日替わりメニュー有 

※誠屋は実は世田谷区ではないのですが…八幡山店ということで加えました（ _^^ ;） 


