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書を持参する。
（訪問した
時、その場で支払ってくれ
マンションにおける管理費他滞納対策
る場合も考えられます）
ＮＰＯ法人 埼管ネット 会長 佐々木 一
また、その場で支払いが
無くても支払う意思がある
なら約束を取り付ける事も
・滞納が発生したら、①す
大切です。この時口約束だ
ぐ文書で未納催促をしま
けでなく支払い合意書を取
す。素 早 い 対 応 が 必 要 で
り 交 わ す、又 可 能 で あ れ
す。文書を出しても支払が
ば、公正証書にする事が望
無い場合には、②電話を掛
ましいです。
けて催促をします。
「公正証書」には、約束
・電話で催促をするときの
が守られない場合に、直ち
三つのポイント
に強制執行が出来るという
①電話の会話内容をメモに
メリットがあります。
取る。②滞納者の都合に配
慮し、迷惑にならない時間 （注）
帯を選んで電話をかける。 ・同じマンションの住民同
士、支払い督促するのが嫌
③感情的にならず冷静に対
で先送りになりがちです
応する。電話を掛けても支
が、素早く対応する事が肝
払が無い場合は、直接会っ
要です。
て催促をすることになりま
滞納を放置しておくと他
す。
の組合員の滞納を誘発する
・直接会って支払督促をす
事も考えられます。又、委
るときの三つの重要なポイ
託管理の管理組合は、管理
ント
会社が対応しますが管理委
①役員数名で訪問し、その
託契約書の内容をしっかり
時の話の内容を正確に記録
と確認してください。
にのこす。②支払をしない
２、滞納中期段階の対応と
理由を確認する（回収の為
は
の後々の対応を検討する時
・支払督促を続けて三ヶ月
の参考になります）③領収

今年６月の情報交換会に
おいて参加会員管理組合理
事長様から、管理費の滞納
が増加傾向にあり理事会と
してもその回収に苦労して
いる。滞納者に対する対応
マニュアルが無いかとのお
話を頂き、参考までに作成
してみました。
・平成 年度の国交省マン
ション総合調査によると、
管理費等を３ヶ月以上滞納
している住戸のある管理組
合が ％・６ヶ月以上の管
理組合が ・７％・１年以
上の管理組合が ・９％と
なっています。
築年数が古い、又総戸数
規模が大きいマンション程
パーセンテージは高くなる
傾向にあり、滞納問題は、
マンショントラブル全体の
・２％を占める大きな課
題となっています。
１、滞納初期段階の対応と
は
27

22

25

37

15

間支払いが無い場合は、中
間段階に入ったと考え、手
続き方法も内容証明郵便に
よる督促にします。
（注）
・内容証明郵便による督促
を受けると、滞納者は管理
組合が強硬な態度で請求し
ていると感じ、支払いに応
じる事も多いようです。
更に、弁護士が管理組合
の代理人として出すと半分
くらいの滞納者が支払って
くれますが、相手方に届い
ていないと争いになる場合
がある為、必ず配達証明付
で出すことが大切です。
３、法的手続きの段階では
・内容証明郵便を出しても
支払が無いときは、法的手
続きの段階にきていると考
えます。
・法的手続きの方法には、
①支払督促 ②少額訴訟
③先取り特権の実行 ④通
常訴訟などがあります。
（注）
①法的手続きは、管理組合
が手続きをしなければなり
ませんが、弁護士に依頼す
るという方法もあります。

納得、安心のできる管理

☆ 総合管理の受託から自主管理の応援まで
☆ 管理組合のニーズに合った管理システム

☆ 木目の細かい対応が出来ます

日本高層管財株式会社

本社東京都渋谷区代々木1‑19‑12新代々木ビル4階 〒151‑0053

ＴＥＬ03‑5388‑4471（代） ＦＡＸ03‑5388‑6463

②法的手続きを取る場合、
事前に総会の決議が必要に
なります。
（区分所有法第
条第４項）但し、管理規
約で別の定めがあれば構い
ません。
（注）
・私としては、マンション
の維持管理・運営の為、滞
納回収は大切であるが、如
何にして滞納を発生させな
いか？
区分所有者に対する滞納
未然防止策を検討作成し、
引継いだ理事会が常に確認
をする事の方が大切ではな
いかと思います。

﹁マ ン シ ョ ン 管 理 費
滞納問題﹂

準用︶
・建物の敷地または、共用
部分以外の付属施設「これ
に関する権利も含む」が、
区分所有者の共有に属する
場合には、第 条（共用部
分の変更）・第 条（共用
部分の管理）
・第 条まで
の 規 定 は、そ の 敷 地 ま た
は、附属施設に準用する。
＊上記により、区分所有者
は法律上からも共用部分の
管理経費を負担しなければ
なりません。
＊管理費滞納防止策とし
て、所有者の支払い順位を
上位にする意識づけであ
り、徴収者である管理組合
の取り込み姿勢を明確にす
ることが重要です。
⑴ 滞納状況の確認
１）振 替 口 座 手 続 き の 不
備・失念
２）破算・勤務先の倒産・
リストラ等による生活困窮
３）行方不明
４）管理会社への不満・理
事会への不満
５）競落人の支払い拒否
６）意図的な支払拒否
＊理事会として

１）触れたくない・滞納状
況を把握していない
２）管理会社任せであり、
監督状況も把握していない
３）長期になるまで放置状
態であり、問題を複雑にし
ている
４）滞納者の状況が分から
ない
５）感情的になって居る
＊ポイント
１）滞納者の状況の確認が
重要
２）早期に行動を起こすこ
とが重要
３）状況により面談が必要
４）監督は約束を実行、守
って欲しい旨を連絡する
５）管理会社の監督状況を
把握する（委託契約書の確
認）
６）滞納は管理が重要
７）状況により法的処置も
やむを得ない
＊管理費他滞納回収には、
滞納者直接督促の場合と新
所有者等、引継相続人へ請
求する場合とがある。
＊滞納対策
・滞納は、組合活動の「健
全な運営」に支障をきたす

瑕疵的課題としてとらえ、
積み上がる前に摘み取る方
策を講じなければならな
い。
管理会社の担当者は滞納
該当者の実態（対応）を最
優先の課題として該当者氏
名及び経緯を理事会に報告
する。
理事会は、重要事項とし
て順次駐車場解約・滞納住
戸番号告知・法的対応は当
然として決議、粛々として
執行しなければならない。
３、滞納策として、事前に
以下の条件が管理規約に規
定されている事が条件であ
るが、該当者に告知の上処
置を講ずる。
１）滞納３ヶ月で、駐車場
解約、駐車場解約を掲示、
車両はレッカー移動する。
駐車場が賃貸人の場合
は、該当区分所有者に周知
の上これに準ずる。
（ 組合管理規約の内規）
２）滞納４ヶ月で、住戸番
号の広報、法的手続きを開
始する。
つづく（次号は法的手続
きについて）

～ Total でご提案します ～
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「首都圏ﾏﾝｼｮﾝﾘﾆｭｰｱﾙ事業部」

大規模修繕工事から設備改修工事、内装リフォーム充
実したアフターメンテナンス体制で培った信頼が世代
を超えた永いお付き合いを実現しています。

❏大規模修繕工事
❏給排水設備工事
❏各種防水工事
❏防音工事
❏内装工事
❏建物・設備診断

首都圏マンションリニューアル事業部
〒105-0003 東京都港区西新橋 3-11-1
TEL03-3433-0503 FAX03-3433-0535
URL：http://WWW.KENSO.CO.JP
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１、区分所有法第 条⋮
︵共用部分の負担及び利益
収受︶
・各共有者は、規約に別段
の定めがない限りその持分
に応じて、共用部分の負担
に任じ、共用部分から生ず
る利益を収取する。
２、区分所有法第 条⋮
︵共用部分に関する規定の
₁₉

₂₁
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東京都住宅政策審
分譲マンションの問題点と管理・再生提言

35

東 京 都 住 宅政策 審 議 会
に多い。
は、舛添要一都知事から、
高経年マンションの状況
「人口減少社会に向かう中、 をみると、着工から 年以
住宅政策の新たな展開はど
上経過したマンションの戸
うあるべきか」との諮問を
数 は 平 成 年 末 時 点 で、
受け、特に、
「広く普及し
・６万戸であるが約４割
ている分譲マンションについ が現行の容積率制限に適合
ては、老朽化したストック
しておらず、建替えが進ま
が今後急増する見込みであ
なければ、 年後の平成
り、管理の適正化や円滑な
年には、約３・４倍の ・
再生に向けた取組みの強化
８万戸迄急増する見込みと
が必要」として、今後のマ なって居る。
ンションの施策の在り方等
２、マ ン シ ョ ン の 購 入 者
について、審議会としての は、都が平成 年度に都内
意見を求められた。審議会
在住のマンションの区分所
は、平成 年９月３日に知
有者を対象にしたアンケー
事に答申。内容は、東京都
ト調査で、マンション購入
の事とはいえ、他地域の分
時に重視した事項として
譲マンションにも参考とな 「立地」
「販売価格」
「間取
る事項が多く紹介します。
り・方角」の順位高くなっ
１、分譲マンションは、こ
ており、
「管理費」
「修縫積
の 年間で倍増、約１６８
立金の額」や「維持管理に
万戸に達し、うち昭和 年
対しての配慮」等は低い。
以前の旧耐震基準が約 万
３、都の実態調査では、築
戸ある。更にそのうち、昭
年数の経過したマンション
和 年以前の旧々耐震基準
程、高齢化や賃貸化が進み
で建築されたものは約７万
区分所有者の管理組合活動
戸あり、都心部や多摩地区
への参加が困難となり、管
17

46

27

36 56

12

22

40

42

25

10

理に無関心な居住者が増
え、役員の成り手がいなく
なるなど、管理上の問題が
多く見られる。
４、民間の調査によれば、
全国の建替えが実施された
マンション（平成 年６月
までに竣工した物件）は２
０２件で、約６割の１１７
件が都内の物件。このうち
約９割の１０６件が区の物
件で、これまでに都内の建
替えが実現したマンション
は、建て替え時の平均築後
年数が約 年であり、その
ほとんどが駅からの距離が
近い、敷地が広い、容積率
に余裕がある。
還元率（従前権利床面積
に対する追加負担なしで、
取得できる従後権利床面積
の割合）が高い等、条件に
恵まれている。
＊区分所有者の役割
①管理は、全員が共同で行
う事が原則です。管理組合
の業務は「財産管理」であ
るとの発言もあるように、
無理解、無関心で参加しな
いことは、自分の財産を損
ねることになります。
40

26

②快適な住環境の維持・向
上の為、自分から組合活動
に積極的に参加」するよう
にしましょう。
③組合業務は、決して難し
い物ではありません。理解
できるようにしましょう。
④マンション管理の基本的
ルールは、
「管理規約」で
す。総会の際には持参しま
しよう。
＊まとめとして
管理組合は、組合員が組
合活動に興味を持つような
良好なコミュニティ「マン
ションに住む人が共同意識
を持って共同生活を営む集
団」を構成し、合意形成の
為の条件を整え、日頃の生
活の中から、気軽に参加で
きるような環境を作ってお
くことが必要です。
即ち、管理組合は、各区
分所有者の意志の「合意」
によって、管理を行うもの
ですから、組合員は、管理
組合の一員として組合運営
に積極的に参加する等その
役割を果たすことが大切で
す。
会長 佐々木 一
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管理組合コミュニティと規約を考える

16

とができるとしました。

チは得策ではありません。
まず、自分たちのマンシ
ョンの特徴や将来ビジョン
を、みんなで考えることか
ら取り組みたいものです。
つまり、木で言えば根や幹
を整えること。骨格をしっ
かりと創り上げることが必
要です。その後、それに基
づいた規約を、区分所有法
の枠内において標準管理規
約を参考にし、また、他の
管理組合の運営上の考え方
とその規約を学ぶ事例研究
は、と て も よ い 学 習 方 法
で、十分に参考に価すると
思います。
不可解なコミュニティ条項
削除
国交相は平成 年１月
に、福井秀夫・政策研究大
学院大学教授を座長に「マ
ンションの新たな管理ルー
ルに関する検討会」を立ち
上げました。福井氏は「マ
ンション管理にコミュニテ
ィは不要」ということで、
標準管理規約の管理組合の
業務から「コミュニティ活
動条項」の削除を進めよう

とし、埼管ネット等の管理
組合団体等による反論は、
あっという間に広がり、埼
管ネットが所属する全国マ
ンション管理組合連合会
も、マンション学会などと
共同で緊急声明を出すなど
の反対活動を展開してきま
した。
コミュニティはマンション
の基本
先述のように良好なコミ
ュニティが形成されているマ
ンションは、合意形成が比
較的うまくいく傾向にあり、
暮らしやすく資産価値も安
定していると言われていま
す。なぜ福井氏がコミュニ
ティ条項削除に固執してい
るのかが理解できません。
国交省は 月にパブリッ
クコメントを求めるようで
す。管理組合の皆さまは、
ぜひ、コミュニティ形成こ
そマンションの居住価値を
高める大きな柱であること
を再認識し、その旨の意見
を国交省に発することが必
要だと思います。
 諮問委員 柿沼英雄

10

管理組合の運営には、そ
の業務を規約に明示してお
くことが大切です。
「マン
ション標準管理規約（単棟
型）
」に拠ると、管理組合
の業務は第 条十五号で
「地域コミュニティにも配
慮した居住者間のコミュニ
ティ形成」が加えられてい
ます。
会議もコミュニティ！
コミュニティは、お祭り
などのイベント系だけでは
なく、総会、理事会、委員
会などの会議そのものも、
コミュニティ醸成に役立ち
ます。それら会議の準備、
議論、決定、実行などは、
仲間との協力、交流、学習
などによってコミュニティ
形成を強固にします。
管理組合コミュニティ
は、大規模修繕工事などの
準備段階から竣工までの困
難なプロジェクトの合意
を、区分所有者から得るの
にとても有効に働きます。
管理組合コミュニティは、
管理組合運営にとって不可
欠なのです。
規約変更のアプローチ
規約を変更する場合、規
約の条文をどうしようかと
か、標準管理規約をそのま
まにしようというアプロー

24
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コミュニティが管理組合運
営をスムーズにする
標準管理規約は平成 年
６月 日の改正で、管理組
合の置かれた情勢を踏ま
え、
「日常的なトラブルの
未然防止や、大規模修繕工
事等の円滑な実施のため
に、地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 形
成」が必須ということで追
加。具体的には、居住者間
で行う行事（懇親会等）
、
地域の行事（祭り等）でマ
ンション居住者と地域の
人々とのコミュニケーショ
ンを図る目的で参加費用等
を管理組合から支出するこ
15
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子定規に捉え、夫々の領域
都市部をはじめとしたコミュニティの発展
に踏み込んで行動する思考
を停止してしまったら一体
に 向 け て 取 り 組 むべき 事 項 についてマン
どうなってしまうのでしょ
ション管理組合は、どう対応するのか？
うか？
例えば今まで、自治会が
し、それを担う多様な主体
主催していた秋祭りに管理
の一つとしてマンション管
組合費から掛かる費用を捻
理組合の存在は大きいと結
出していたが、それを取り
論づけています。
やめる等の話が出ないとも
︻国交省の動き︼
限りません。
それに対して、国交省で
管理組合と自治会は車の
は平成 年１月から 年２
両輪です。東日本大震災で
月まで途中２年半の中断を
は、マンションのコミュニテ
挟み合計 回の研究会を経
ィは地域との連携に重要な
て「マンションの新たな管
理ルールに関する検討会」 役割を果たしてきました。
日頃からスムーズなコミ
（座長：福井秀夫・政策研
ュニケーションのある管理
究大学院大学教授）が終了
組合はＢＣＰ対応にも大き
しました。最終とりまとめ
な力を発揮します。
として、現在は標準管理規
約に盛り込まれている「第 ︻地域コミュニティの発展︼
１．管理組合をはじめ多様
条（管 理 組 合 の 業 務）
な主体が担う地域自治の重
（ ）地域コミュニティに
要性について
も配慮した居住者間のコミ
●住みよい地域をつくるた
ュニティ形成」の条項を削
めには行政の活動＋地域住
除する相反する意見が同時
民同士のつながりや助け合
期に出されました。
︻管理組合はどう対応する︼ いが不可欠。
●特に都市部においては、
仮に管理組合と自治会が
マンション等の多様な住居
独立して存在するマンショ
形態があり、また住民の転
ンで、それぞれの役割を杓

︻総務省の動き︼
今年の５月 日に総務省
より、各都道府県総務担当
部局長へ、標題に関わる通
知がありました。
その内容は、都市部へ人
口の流動化が進むことで、
人と人とのつながりが益々
希薄になり、孤独死や社会
的孤立問題が深刻化し、コ
ミュニティの弱体化につな
がる事を危惧しているもの
で、昨年度、
「都市部にお
けるコミュニティの発展方
策に関する研究会（座長：
河合克義 明治学院大学社
会学部教授）
」として計５
回開催され、マンション住
民の地域とのつながりや、
災害弱者等の名簿保有の問
題を中心とした防災面にお
けるコミュニティの役割な
どといった都市部のコミュ
ニティが抱える課題につい
て調査研究が行われ、地域
自治の重要性について着目
12
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出入が多く、生活様式が多
様で様々な価値観を有する
人が多くなってきている。
●地域の見守り活動や生き
がいづくり、防犯、環境対
策など、自治会等が地域に
おいて果たす役割は多岐に
わたります。こうした防災
面での活動を契機として、
平時よりコミュニティとし
ての一体感の形成を図り、
その他の課題に対しても協
働で取り組むことが重要。
２．行政による部局横断的
な取組みの重要性
●コミュニティが地域にお
いて果たす役割は多岐にわ
た っ て お り、行 政 と し て
も、ワンストップ的に地域
との調整や支援を行う窓口
や、地域からの相談・要望
を庁内で連携して調整する
場の設置について検討する
ことが求められる。また、
行政内部だけでなく、専門
的なノウハウを有する関係
団体とも連携して、一体的
にコミュニティ活動の支援
に取り組んでいくことが重
要。以上抜粋
 （埼管ネット事務局）
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～ Total でご提案します ～

大規模修繕工事から設備改修工事、内装リフォーム、

充実したアフターメンテナンス体制で培った信頼が、

世代を超えた永いお付き合いを実現しています。

近）へ達ス。是、古ヘノ鎌
倉 街 道 ト 云 ウ」と あ り ま
す。
一三三三年足利尊氏は、
鎌倉の北条時行を破り京都
室町に幕府を開きました。
一三三五年に尊氏は鎌倉
の中先の乱鎮圧の報賽とし
て、佐々目郷の美作守の知
行分笹目郷（現在の戸田市
笹目、美女木、さいたま市
の内谷、曲本等）を不冷座
本地供料所として鶴岡八幡
宮に寄進しました。

（小島 次郎）

検索

住宅あんしん

までお問合せください！

戸田は荒川に囲まれてい
るので多くの渡船場があり
ました。上流から
㈠「地蔵木の渡」
（通称道
満の渡）
㈡「大野の渡し」現和光市
へ
㈢「芝宮の渡し」和光市へ
㈣「早瀬の渡し」豊島上赤
塚村へ。鎌倉街道の重要な
渡船場でした。
㈤「戸田の渡し」江戸へ通
じる中山道の渡船場で最も
規模の大きい渡船場です。
鎌倉時代から最も騒って
いた早瀬の渡しも、昭和十
七年に木製の笹目橋が架橋
され、その役目を終えまし
た。


住宅瑕疵担保責任保険法人

国土交通大臣指定

〒104-0031 東京都中央区京橋 1-6-1

株式会社 住宅あんしん保証

TEL:03-3562-8122 FAX:03-3562-8031

連載 私の町はどんな町�

初めて行政区が確立され
た六五〇年頃、武蔵国が成
立し、戸田市は足立郡に属
し「堀津郷」と「大里郷」
の郷域がありました。一郷
の人口は約一二〇〇人～一
三〇〇人とされているので
戸田市域の人口は二五〇〇
人位だったと推測されま
す。
八世紀中期、荘園領主が
生れ、有力豪族が権力と共
に武士化してきます。
戸 田 で は 鎌 倉 時 代 に、
佐々目太郎、戸田兵衛尉茂
平が活躍し、現在の笹目や
戸田という地名の元になっ
ています。
鎌倉幕府の成立と共に鎌
倉を起点にした街道が整備
され、関東西部を北上する
かみつ みち
「 上 道」、 奥 州 へ 通 じ る
なかつ みち
「中 道」、東 の 太 平 洋 岸 を
しもつ みち
北 上 す る「下 道」が 出 来
て戸田市内には中道の枝道
がありました。
この笹目郷地区は荒川の
度々の氾濫の度に上流より
腐養な土が流れ込み、稲作
に適した土地となり他地区
の数倍の石高を生み、中世
を通じて鶴岡八幡宮の財政
の三分の一を賄う大切な所
領だったと云われていま
す。
佐々目郷の日常的な支配
や管理運営にあたっていた
まん どころ
の は「政 所」で す。こ の
政所は、鎌倉街道に面し、
鶴岡八幡宮の末社として勧
進された「美女木八幡宮」
にあったと思われます。

『瑕疵保険』なら･･･

│ 戸田市 │

戸田市は武蔵野台地の縁
に沿って西から東へ流れて
いる荒川で、西も南もＬ字
状に二方を囲まれていま
す。その上北と東の大宮大
地と武蔵野台地の間に広が
る沖積地で、粘土質の表土
で覆われ、その下には三〇
米～四〇米の沖積層が厚く
堆積しています。
昭和五七年の新幹線・埼
京線建設に伴う比較的高台
にあった「鍛治谷・新田口
遺跡」の調査によると、こ
の遺跡の最も高いところが
標高約三米だったことから
戸田市がいかに高低差のな
い荒川低地であったことが
判ります。従って今から六
〇〇〇年前、縄文時代前期
の頃は、全域海水面下に沈
んでいました。
新編武蔵風土記の足立郡
下笹目の頃に「村内一条ノ
往還アリ美女木村ヨリ早瀬
ノ渡（今の笹目橋の上流付

大規模修繕工事の



戸田市西部の荒川左岸で
は弥生時代の後期にやっと
集落が構成されていた遺跡
が見られます。

足利尊氏の寄進状
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会員管理組 合 情 報
交換会開催 の 案 内

会員の皆様には、益々ご清祥の
こととお慶び申し上げます。又平
素は格別のご高配を賜り厚く御礼
を申し上げます。
昨年 月、平成２年創立以来開
催しておりました、会員管理組合
の情報交換会を再開いたしまし
た。
今回は再開して、第３回目にな
りますが、会場の都合もありまし
て、参加希望管理組合は、１団体
２名として情報交換会に提起する
テーマ（議題）を明記の上、 月
５日までに届くよう埼管ネット事
務局、ＦＡＸ（０２０ ─４６６４
─６２０９）迄お申し込みくださ
い。
勝手ながら、先着順５管理組合
締め切らせて頂き、以下は、次回
に先送りさせて頂きます。
日時
月７日（土）
午後１： ～３： まで
場所 ＮＰＯ法人 埼管ネット
事務局
住所 さいたま市南区南浦和３ ─
３─
豊曜ビル ２階Ｂ号

17
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00
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事務局インフォメーション
１ 、今年も ５ 月に会費の請求書と一緒に「理事長変更届」をお送りしておりますが、返信は ９ 月末現在18団体からし
かありません。変更時期はいろいろでしょうが、 １ 年中受け付けておりますので理事長の交代された管理組合・マン
ションライフ他、連絡の送付先変更されたい管理組合は、指定の変更届用紙にて、FAX・又は、郵送にて必ずご返
送ください。
役員任期が ２ 年の管理組合の場合は、理事長が交代した時点でご連絡をお願いします。
又、管理組合ポストの作られて無いマンションは、連絡が届かず、マンションライフも返送されてきます。
特に、小型マンションの場合は、必ず理事長の住居（部屋番号）をご連絡ください。
２ 、NPO 埼管ネットでは、理事（新役員）を募集しております。
マンション管理を勉強するつもりで、参加してみませんか？
その気に成ったら TEL 048-887-9921 佐々木迄ご連絡ください。
３ 、最近マンション内の問題も増えているようです。会員の相談申し込みは、面談希望日の ２ 週間前までに FAX、
又は郵送でお申し込みください。
相談申し込み日時は、相談対応者の都合もございますので、第 １ 希望日・第 ２ 希望日等、日時を明記してお申し込み
ください。又、面談の日時を電話にてご確認ください。「会員の相談料は無料」です。
＊ NPO 法人埼管ネット

TEL 048-887-9921

FAX 020-4664-6209



事務局担当

佐々木・小島

ホームページからの情報発信 http://www.saikan-net.com/
事務局への連絡にもご協力ください
マンション Life バックナンバー

ユーザー名

saikan-user

パスワード

1510

大規模修繕工事専門会社
実績に基づく豊富なノウハウ
充実のアフターケア

第 ２ 事 業 部 （北関東支店）
〒337-0051

埼玉県さいたま市見沼区東大宮５－５３－１２
TEL ０４８-６８７-１７１０

FAX ０４８-６８７-１７２１

の改修工事実績と
経験はお客様からの信頼の証です！
http://www.ymgs.co.jp

