
大切なお家を守るために・・・

塗り替えをする理由

外壁塗装時期の目安

塗装工事手順
（お見積からお引渡しまで）

有限会社 ワイ・エム・シー企画ハウス
house create



外部からの水の侵入を防いだり、お家の長寿命化を図るのが目的です。

常に雨風にさらされている外壁は、10年を超えると表面が劣化してしまいます。
塗膜、目地の劣化は、お家の傷みを早める原因となります。

例えば、家の構造材である柱や土台などの主要木材を腐らせる大きな原因が、亀裂
や隙間からの雨水の侵入と白蟻被害によるものです。

定期的な点検と適切な処置（補修や塗り替え）が必要です。外壁や屋根だけでなく、
雨樋・ベランダ・各接合部分・幕板・窓廻り・目地など細部も含めて水の侵入経路を
断つことがお家を長持ちさせるコツともいえます。

なぜ 塗り替えた方が良いか・・・

塗り替えた場合のメリット

お家の保護
暴風雨・揺動・紫外線などなど、外の厳しい環境から わずか1ｍｍ程度の塗膜がお家

を保護します。劣化の原因から大切なお家を守りましょう。放置すると、のちに高額な
修繕費用がかかってしまうこともあります。

お家の防水

屋根・外壁・目地シーリングのヒビ割れを補修し、ふさいだ上から塗装します。ベランダ
には防水工事をすることで、雨水侵入を防ぎ、雨漏りや腐食を原因とするお家の老朽
化を防ぎます。長期の雨漏りによって、天井裏や壁の内側などの普段目にできない場
所の腐食が進み、お家の寿命が縮むばかりでなく、白蟻が住みついたり、カビの発生
により人間のからだの健康を損なうなどの二次被害も心配です。

お家の劣化防止

鉄部はサビ、木部は腐食、コンクリート部の経年劣化によるヒビ等、材質によって耐用
年数が違います。それぞれに合った塗料を使い、お家の長寿命化をはかります。

外観の美粧・イメージチェンジ

まず、長期的な維持管理に役立つだけでなく、見た目も新築時とは全く違うデザイン・
印象にすることもできます。凸凹をつけたり、今までと同じ色でも光沢をつけるなども可
能です。塗装をすることで、メンテナンス・コストの低減や、屋内の温度上昇を防ぎ、光
熱費の軽減にもつながります。

塗料の種類は・・・

結露防止の透湿性・防かび・防藻・遮熱性・低汚染性・断熱性・遮音性・高耐久性など、

さまざまな機能を備えた優れた塗料が揃っています。お客様のご希望に沿った提案を
させていただき、その機能をふんだんに生かします。
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ご自分でも簡単にチェックすることができます。塗り替えの目安は10年に1度ですが、
部位によって傷み具合が異なり、この目安の期間が変わることもあります。
よく晴れた日に各所を点検チェックしてみて下さい。

塗り替えの時期は・・・

塗り替え時期の症状

屋根 ・白っぽくなっている、またはコケなどが付着している
・屋根材に欠け、剥がれがある ・鉄部などにサビが出ている

外壁 ・ヒビ割れがある ・壁が緑色になっている（藻） ・触ると手に粉がつく
・カビのような黒ずみがある ・幕板と外壁の間に隙間がある

屋内 ・天井、天袋等の雨漏り 玄関 ・ポーチ段差に黒ずみやシミ隙間がある

サッシ/目地 ・サッシと外壁に隙間がある ・窓廻り目地がヒビ割れている

ベランダ ・ベランダの防水塗料が剥がれている
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目地の打替え

軽度の傷みの場合には「増し打ち」といって、既存シーリングを撤去しないで
上から重ねて充填する簡易な方法もありますが、傷みがひどい場合には
既存のシーリングを撤去してやり直す「打ち替え」を行うほうが望ましいです。

1.傷んだ目地部分にカッターを入れる。
2.古いシーリング材を撤去する。
3.廻りを汚さないために、マスキングテープを張る。
4.シーリングをつきやすくするため、専用プライマーを塗る。
5.シーリング材を目地に埋め込む。
6.充填後、平らにする。

外壁下地材（木材など）

外 壁 材 外 壁 材 防水シート

ハットジョイナー(金物)

ボンドブレーカー

シーリング材

一般的な木造住宅の外壁側断面図

外壁目地 打替え方法

プライマー

湿気の侵入

雨水の侵入

雨漏り･カビの発生

1 2 3

4 5 6
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ベランダ トップコートの必要性

業者によっては施工後の定期点検も行わず、メンテナンスもされていない方が多いの
が実情です。これでは防水層は長持ちしません。トップコートには、防水層を保護する
役割がありますので、防水性能を長持ちさせるためにも、点検をこまめにおこない、
塗り替えることをお勧めしています。

施工後施工前
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お 見 積

・塗装内容、お見積内容を充分にご検討いただきご納得いただいた後、ご注文、
ご契約となります。

・ご契約書を作成します。お見積書のみでの塗装工事はいたしません。

・ご契約いただきましたら、見本帳から塗装の色を決めます。
（見本帳にない場合には、その場で色を作って気に入った色で塗装します。）

・まず最初に、外部の状態を調査をさせていただきます。補修箇所の確認や、塗装の
方法、工程、色選びなど、安心して任せていただけるよう細部にわたってご説明さ
せていただきます。

・調査時に、お家全体と各重要箇所の写真を撮らせていただきます。これはお見積書
作成時の参考にするためです。

・建築図面から足場・屋根・外壁・軒下・目地・雨樋等を計測、面積計算表を作成
します。「お家が○○坪だから、塗装工事は○○円です」というような塗装工事の
お見積はできません。 （図面がお手許にない場合は、こちらで作成します。）

・面積計算表をまとめ、それを基にお見積書を作成します。

・計測した立面図（添付資料1）、面積計算表(添付資料2）、お見積書(添付資料3）を
お渡しいたします。

ご 契 約
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塗装工事 作業手順

近隣へのご挨拶 約2週間程度、足場やネットが張られたり、工具の
音や高圧洗浄の音、工事車両の駐車等、ご近所に
ご迷惑をお掛けする事になりますので、事前に
ご挨拶に伺います。

次ページへ続く

お 知 ら せ
平成 年 月吉日

近隣の皆様へ

近隣の皆様におかれましては、ますますご清栄のことと心よりお喜び申し上げます。

さて、この度 下記の通り ○○様邸外装工事をさせて戴く運びとなりました。

工事中は、作業車両の出入り、工事作業音・その他で大変ご迷惑をお掛け致しますが、

何卒 ご理解・ご協力を賜りたく宜しくお願い申し上げます。

記

工事件名 ○○様邸 外壁塗装工事

工事場所 ○○市○○町○○丁目 ・ ・ ・

予定工期 平成 年 月 日（ ） ～ 平成 年 月 日（ ）予定
（工事の進捗状況・天候等により若干の変更がある場合がありますので、予めご了承下さいませ。）

工事につきましては十分安全を期して作業をさせて頂きますが、お気づきの点がございましたら、
大変お手数ですが、下記まで御連絡お願い申し上げます。

敬具

有限会社 ワイ・エム・シー企画ハウス
東京都東大和市南街５丁目４１ － ８

ＴＥＬ ０４２ － ５６６ － ３６５５
担当/池内 ０９０－１０３６－０４９６
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足場掛け 作業の安全確保や的確な施工、埃、塗料の飛散
防止の為、足場を掛けてメッシュシートで覆います。

高圧洗浄
建物に付着している埃や汚れ、藻・コケなどを洗い

落とします。なお、サービスとしてシャッターや窓、駐車
スペースのコンクリート部分等もきれいに洗浄します。

洗濯ものは室内干し、お部屋は何となく暗い・・・
2週間弱はご不自由をお掛けしますが、外作業です
ので、必ずご在宅頂く必要はありません。

※洗浄や塗料に使用する水、工具使用の為の電気など
使わせて頂くことになります。ご了承ください。

次ページへ続く
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養 生

下地調整

窓や、テラス、玄関ポーチなど塗装をしない部分など、

塗料をつけてはいけない部分にフィルムを貼り、シートで
覆います。きっちりと養生をしないと、汚く見栄えの悪い
ものになってしまいます。

ヒビ割れ箇所や目地シーリング処理、サビ落とし、
剥離部分等、塗装面の下地を調整します。
この細かい作業が重要です。

次ページへ続く
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塗装－下塗・中塗・上塗

養生外し

仕上がり確認 -完了検査

足場撤去

お引渡し

下地補正を行ってから、通常は3回塗り重ねます。

塗装が終わり次第、養生を外します。埃や塗料飛散の
心配もなくなれば、メッシュシートも外します。

施主様も一緒に屋根、外壁、雨樋、目地など各部分の
仕上がりの確認をして頂きます。

塗装チェックをしながら、足場を解体、撤去します。
工事後の清掃を行い、工事中に移動した植木鉢等を
元の位置に戻します。

お引渡しで塗装工事全完了となります。お引渡しの日
から2年間の保証書（添付資料4）を発行致します。
ご近所には再度、塗装工事完了のご挨拶に伺います。
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添付資料1 立面図

外壁

塗装ﾏｲﾅｽ部分

屋根

破風

軒裏

幕板

窓廻り目地

霧除雨樋
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添付資料2 面積計算表
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添付資料3 お見積書
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工 事 名：○○様邸 外壁塗装工事

工事場所：東京都○○市・・・・・

工事内容：外壁・屋根塗装

保証期間：平成○○年 ○ 月 ○ 日より２年間

対象：塗装面
保証対象：著しい剥離・白華・亀裂
適用除外：外壁目地及び経年による汚れ

保証免責事項
1.  火災等の事故、常軌を逸した地震、暴風雨、積雪、凍結等の天災に起因するもの。
2.  敷地の地盤変動、土砂崩れ、地割れ、又は、周辺環境、公害に起因するもの。
3.  居住者の取り扱い、維持管理が、著しく不適切な事、又は、常軌を逸した使用状態に

起因するもの。
4.  施工上の瑕疵に起因しない、結露、消耗、サビ、カビ、変質、変色等。
5.  使用材料の特性、経年変化による現象で、機能上、著しい支障のないもの。
6.  居住者の故意、過失、又は、重量物の使用に起因するもの。
7.  当工事が関与しない増改築、補修等に起因するもの。
8.  当工事の施工部分以外の既存建物からの影響に起因するもの。
9.  引渡し後の取付、交換、補修等、第三者工事に起因するもの。
10. 発注者の支給材料に起因するもの。請負者が不適切であることを指摘したにも関わらず、

発注者が採用を指示した、材料、施工方法によるもの。
11. 引渡し時に申し出のない仕上げ材のキズ。
12. 施工時に実用化されていた技術では予防することが不可能な現象や、これに起因する

もの。
13. 本紙保証対象現象の発生後、速やかな申し出のなかったもの。
14. 本紙適用除外に該当するもの。
15. 保証期間を経過したり、保証書がない場合。

東京都東大和市南街５－４１－８
（有）ワイ・エム・シー企画ハウス
ＴＥＬ ０４２－５６６－３６５５

保 証 書

添付資料4 保証書
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house create

お気軽にお問合せください

東京都東大和市南街5-41-8
(有)ワイ・エム・シー企画ハウス

☎：042-566-3655
E-mail：ymc@luck.ocn.ne.jp
http：//wwww.ymc-house.co.jp


