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1.はじめに

1.手でこする       2.見てみる

１．１　塗替えの時期はいつがいいの？

時間が経つことにより壁にひびがはいったりします。そ
のひびから雨が入り建物を腐らせてしまうことがあるの
で塗替えの時期は10年と言われています。そこで塗替
えの目安として壁を手で擦ってみて粉が付いたら塗替
え時期の目安です。

チョーキングﾞ現象確認方法

このハンドブックはお客様が住んでいる家の塗装工事の
費用や見積書の見方、相見積りで見るべきところなど
が書いてあります。このハンドブックを読み終わった頃、
塗装工事が建物にとって大切だという事を理解して頂
けたらという思いで作成しました。それでは宜しくお願
いします。

粉が付く



シーリングひび割れ写真

シーリングの打替工事は家の塗替えをする際に同時に
工事をしたほうが良いです。(同時に工事をする事で足
場を２回組まなくてよくなるので費用を節約できるた
め。）

なるべく塗替えをする時期はチョーキング現象やシーリ
ングのひびが出る前が良いです。何故ならシーリングの
ひびからでも雨水が家の中に入ってくる場合があり、壁
の中にある木や壁を腐らせてしまう場合があります。

ひび（クラック）

※雨漏れの原因



2.建物の部位名称

2.1 部位の説明

外壁（がいへき）の種類

屋根（やね）

樋（とい）

モルタル面 タイル面

カラーベスト 瓦（かわら）

※ 瓦は塗装する

必要はありません。

※工事の際には樋をつけている

金具も外れてないか確認します。

サイディング面



破風（はふ）

軒裏（のきうら）

出窓（でまど）

破風は鉄部と場合と

木部の場合があります。

軒裏はひびがある場合があるので

その場合はパテ処理して直します。

出窓の霧除けの部分

を塗装します。



鉄部（てつぶ）

その他

雨戸（あまど） 水切り

ダクト 縁側（えんがわ）

擁壁（ようへき） シャッターボックス



シーリング

2.2 仕様説明

錆の発生を抑えるために使用する塗料。塗装
回数は１回。

軒裏のﾎﾞｰﾄﾞ面に使用する上塗り材料。外部
ﾎﾞｰﾄﾞ面に優れている。

屋根のｶﾗｰﾍﾞｽﾄ専用のｼｰﾗｰ。塗装回数は１
回。

塗装回数

下地処理

微弾性ﾌｨﾗｰ

錆止め塗装

ｶﾁｵﾝ系ｱｸﾘﾙ塗料

屋根専用ｼｰﾗｰ

屋根専用上塗り
屋根のｶﾗｰﾍﾞｽﾄ専用の塗料。水性、溶剤、ｳﾚ
ﾀﾝ、ｼﾘｺﾝ、ﾌｯｿがあり、塗装回数は2回。

下塗り（ｼｰﾗｰ、錆止め塗装）１回、上塗り（ｳﾚ
ﾀﾝ、ｼﾘｺﾝ）２回塗装

ｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰでこする事で下地と塗料の密着し
やすくします。

外壁のﾓﾙﾀﾙ面に使用される下塗り材のこと。

サイディング目地 サッシまわり



縁切り

屋根のｶﾗｰﾍﾞｽﾄを塗装する前に使用する部
材。屋根を縁切り(隙間を作る)をしないで塗装
をするとｶﾗｰﾍﾞｽﾄの間にある隙間が塗料で埋
まり、その状態で雨が降ると毛細管現象で雨水
が屋根を上って野地板を腐らせてしまい雨漏れ
を引き起こす原因になってしまう。

外壁上塗り材

高圧水洗浄

シーリング増打ち

シーリング打替え

足場架設

水性、溶剤、ｳﾚﾀﾝ、ｼﾘｺﾝ、ﾌｯｿがあり、塗装
回数２回。

ﾋﾞｹ足場を使用。ﾋﾞｹ足場とは戸建、ｱﾊﾟｰﾄに
は最適で比較的安価で施工日数が短くすむ。

ALCの継目ｼｰﾘﾝｸﾞに上から重ねてｼｰﾘﾝｸﾞを
すること。

12Mpa～15Mpaの水圧で塗装面と窓等を水
洗浄する。塗料の密着を良くするため表面に付
着しているほこり、ｺｹ、ｺﾞﾐを除去する。外壁に
染み込んでいるコケは洗浄でとり切れないので
塗装で被せる。

ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞの継目、ｻｯｼ廻りのｼｰﾘﾝｸﾞを撤去し
てｼｰﾘﾝｸﾞを新しく打つこと。

ｶﾗｰﾍﾞｽﾄ

ｶﾗｰﾍﾞｽﾄ

タスペーサー（縁切り用部材）



2.3 塗料の種類

臭い 色見 価格 耐用年数

☆☆☆☆☆ ☆ ☆☆☆☆☆ 約3年

☆☆☆☆ ☆☆ ☆☆☆☆ 約5年

☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆ 約10年

☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆ 約15年

☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆ 約5年

☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ 約10年

☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆ 約15年

飛散防止ﾈｯﾄ

昇降階段

廃材処理費

塗装する際に外部に塗料飛散させないために
足場の周りに貼るﾒｯｼｭｼｰﾄのこと。

作業員が足場を上り下りするために階段。

残塗料、空き缶、養生等を捨てるためにかかる
費用のこと。

種類

水性

水性

水性

樹脂系

アクリル系

ウレタン系

シリコン系

フッ素系

ウレタン系

水性

溶剤（油性）

溶剤（油性）

溶剤（油性）

シリコン系

フッ素系



2.4

※　上記の表の工事金額は目安であり数量や劣化具合によって金額が変わる場合があります。

各塗料のトータルコスト比較表

下の表の見方は弊社オススメの水性シリコンを基準の０円とし
て各仕様で初めて塗替え～30年後までのトータルコスト表に
なっています。水性アクリルでは初期費用は1番安いが30年後
には水性シリコンより1200万分多く費用が掛かってしまうこと
になります。水性フッソは工事金額は高い30年後には水性シリ
コンより少しトータルコストが安くなります。ほかに耐用年数が
長い分工事する回数が少なくてすむのが特徴になります。

トータルコスト表



3.工事完了までの流れ

3.1 工事開始前の打合せ

① 見積書の内容を確認、説明をします。

②

③

※

3.2

足場架設 １日
↓

高圧水洗浄 １日
↓

シーリング工事 ３日
↓

塗装工事 ８日
↓

足場解体 １日
↓

工事完了 合計　14日

※あくまで目安なので状況によって変更や順延する場合もあります。

着手するにあたり工事を円滑に進めるためはに近隣へ
の配慮が必要になります。施工前には弊社でも近隣に
挨拶に伺いますが可能ならば施主様のほうでもご挨拶
に伺っていただくとスムーズに施工することが出来ま
す。

工事開始から工事完了まで

工程、工事日数の打合せをします。（戸建ての場合約２
週間、10所帯アパートで１か月程かかります。）

色彩計画を作成します。（屋根、外壁などの色をカラー
シミュレーション使って決めます。）

足場解体前に私が

検査を行い、施行

に不備がないかを

確認をします。



3.3 工事完了後

4, その他

4.1 コストダウン方法

①

②

③

④

⑤ 色は赤＝黄色＞緑＝青＞黒＞白の順で塗料の値段が
変わります。面積の広い外壁を赤や黄色の色にすると
塗料代が高くなります。また赤や黄色は顔料（色の粉）
が多く使われているので上塗り塗装の回数も2回→3回
に変更になるので費用が上がります。

施主様が出来る内容として外部に置いてある荷物移動
してもらえると荷物移動費の節約になる。

余分な費用を掛けないために塗装する部位を選定す
る。

色を統一をするとその分手間が掛かる為色分けが少な
い方がｺｽﾄﾀﾞｳﾝになります。

工事完了後は弊社で撮影した工程写真をお渡してす
べての完了になります。

コストダウンで塗装回数を減らす方法もある。しかし、塗料に
厚みがついてないので塗装面にひび割れや紫外線で劣化しや
すくなる。塗替え時期が早くなってしまうので長い目で見ると
逆にコストがかかってしまう。



4.2 他業者との見積書を比較方法

①

弊社　オススメ仕様

下地処理＋溶剤拭き FRP塗替専用塗装

下地処理＋錆止め塗装＋
　　　　　　　　　　　弱溶剤ｼﾘｺﾝ樹脂塗装2回

下地処理＋錆止め塗装＋
　　　　　　　　　　　弱溶剤ｼﾘｺﾝ樹脂塗装2回

屋根専用下塗り材1回+屋根専用水性ｼﾘｺﾝ2回

12Mpa～15Mpa

下塗り1回＋水性ｼﾘｺﾝ樹脂塗装2回

ｶﾁｵﾝ系ｱｸﾘﾙ樹脂塗料2回

下地処理＋弱溶剤ｼﾘｺﾝ樹脂塗装2回

下地処理＋弱溶剤ｼﾘｺﾝ樹脂塗装2回

高圧洗浄

屋根

水切り

シャッター
　　ボックス

ベランダ床

仕様項目

竪樋・横樋

破風

軒裏

外壁

相見積をする際は同じ条件（仕様）でないと本当の損得
がわからないので、下記の弊社オススメと同じ仕様で
見積を取ってもらい弊社と価格を比べると良いと思い
ます。

※　工事金額が安いだけで塗料や塗装する回数が少な
い場合があり長い目で見るとﾄｰﾀﾙ的に損をしてしまう
場合がある。また、手抜き工事の場合に剥がれた箇所

を補修をすると余計な金額が掛かってしまう。



4.3

① 仕様（塗料の種類）

② 塗装回数（下塗り1回、上塗り2回）

③

④

⑤ 塗装する部位（全体を塗装するのか）

⑥ 工事日数の比較。（戸建で約14日程度）

⑦ 工事金額の確認

4.4

神奈川県座間市ひばりが丘2丁目16-1　ＴＳＳビル3階

電話番号　046-205-4442　　携帯　090-2436-6414

Mail: kubo@liwinks.com     ホームページ　liwinks.com

代表取締役　　窪　　彬久

リウィンクス株式会社

相見積をする際の確認事項

建物はお客様の財産であり生活するところであります。建物を
長持ちさせるために弊社のような塗装業者が存在してます。一
緒に建物を守っていけたらと思っておりこのハンドブックを作成
しました。その他に何か疑問やご不明な点がありましたら塗装
以外の内装工事、電気工事、雨漏れ工事、外構工事・・・・など
対応できますのでいつでもご相談ください。

最後に・・・・・

ｻｯｼ廻り、目地ｼｰﾘﾝｸﾞはやるのかどうか？（劣化する
と雨漏れの原因になります。

高圧水洗浄をやるのか。（高圧水洗浄をしないとのちの
ち塗料が剥がれます。）


