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株式会社塗装職人

一級塗装技能士一覧

貴方のお宅を塗るのは誰だ！？
イケメン勢ぞろい？

家族みんなの思い出に

外壁やバルコニーにご自身でお絵描きしてみませんか？
工事の記念にお客様に好きなものを実際にペンキでお絵描きして
もらいます。とても素敵な家族の思い出になりますし、お子さんにも
おうちを大切にしてもらえるきっかけになります。

３年目に突入！
我が家の外壁お絵描き大作戦！

ご自宅に、より一層愛着を持つ方法

思わず紹介したくなる。
塗装職人の技術と気配り

●同じ町内で３件連続塗装！？
●株式会社塗装職人のお客様にご紹介の方が多いワケ

●紹介はする方もされた方もメリットだらけ？
●中途半端な工事業者ではご紹介できません

・・・ ・・・・

中面に2020年塗り替えカレンダーをご用意いたしました。
ぜひご活用ください。
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〒240-0052  
横浜市保土ヶ谷区西谷町1235-9

横浜本店

https://www.nuru.co.jp

〒158-0097  
東京都世田谷区用賀3-13-5

東京店

https://www.gaihekitosou-tokyo.info

コツコツ、堅実という話が出ると、
必ず登場するのが星野。
手際の良さと丁寧さの技量を評価
され一級塗装技能士、塗装指導員
も一発で取得。養生の丁寧さ、段
取りの良さ、塗装の技術は一級品。
愛妻と子供たちのため今日も職人
魂を磨く。

塗装職人としていかに成長できる
かは、当初に技術指導をする先輩
職人の資質が重要。大ベテランの
先輩から生きた技術を吸収し塗装
の技術を確立。
爽やかな笑顔で多くのお客様から
好青年の評価をいただく。
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年末年始休業のお知らせ 横浜店・東京店共に 12 月 28 日 ( 土 ) ～ 1月 5日 ( 日 )
の間はお休みとさせていただいております。

フジテレビの取材をうけました
年8月

まだ暑いさなかの8月、
フジテレビの夕方報道
番組 の
特集で我が塗装職人が
テレビに登場致しまし
た。取材は丸一日で暑
さでテレビスタッフの方も大変そうでした。取材
時はたまたま作業に出ていた社長をはじめ菅職人、
メインでバッチリ写っていたのは原本職人。快く
取材に協力して頂いたお客様も 年ぶりに工事ご
依頼を頂いたお客さまで、昔にも増してお元気で
当時の記憶も残っていたので大変懐かしかったで
す。

最近では新規のお客様以外にもご紹介の事
例も本当に多くなってきました。
今回のご紹介事例は横浜市の住宅街にある
ご近所３軒のお家。最初に工事をさせて

頂くことになったお客様の 様から頂いたご紹介は、道路
向かいにあるお家の T様でした。担当の菊池が工事あいさ
つにお伺いすると「うちも塗装工事をやりたい」というご
意向のもと、工事をさせて頂くことになりました。
さらに T様の工事期間中にやはり近々塗装を計画されてい
たご近所の I 様というお家のご紹介へとつながり、結果当
社でも珍しい３軒連続のご紹介工事となりました。
工事完了後 様宅にはドローン撮影をさせて頂き奥様
と息子さんにも喜んで頂いたようでこちらもありがた
かったです。ご希望通り緑色の屋根に塗り替えご満足
して頂いた T様も大変お世話になりました。
３軒最後となった I 様のお家では息子さん二人による記
念の手形を残しました。この度は担当職人にとっても大
変思い出深い仕事になりました。今後もお付き合いのほ
どよろしくお願いいたします。

ご紹介のメリットとしては、やはり安心感に尽きると
思います。現在ではインターネット上で様々な業者を
比較することができますが、やはり実際の作業を見る
のとは違い、どこまで信憑性のあるものかは分かりま
せん。
ご紹介でしたら、ご紹介された側の方はご自身が注文
する前に実際に弊社の塗装を間近で見ることができま
すし、ご紹介元の方も大切な友人やご近所さんに確実
な工事を勧めることができ、お互いの信頼にも繋がり
ます。
弊社でも近隣住民の方への配慮・気配りを徹底してお
りますので、安心してご紹介いただけているのだと思
います。

お客様からお客様へご紹介の 3連続

あけましておめでとうございます。

五輪イヤーに仕事で金メ
ダルを！
株式会社 塗装職人
東京店店長  見積もり担当

MOTOYA IWABUCHI岩淵 元弥

令和２年を迎えるに
あたって
現場管理・見積り担当

YUKIHIKO MATSUO松尾 行彦
明けましておめでとうございます。
私は今年、お客様の大切なお家の工事を任せていただく建
設業界で働いて２６年目に入りました。昨年も他社様で
行った過去の工事が不適切だった故に、余計なお代をいた
だく工事をせざるを得ない状況や、最悪は工事させていた
だいても、保証が付けられなかったりする現場もたくさん
拝見いたしました。改めて、奥の深さ見積りの重大さを感
じました。本年も「塗装職人でやってよかった」というお
客様のお言葉をいただけるよう日々謙虚に、奢らずに努力
し、大切にお見積りさせていただき、そして管理させてい
ただき、努めていきたいと思います。

新年あけましておめでとうございます。
昨年も多くの方からお問い合わせ、ご契約をいただき厚
く御礼申し上げます。平成が終わり令和になった昨年は、
自然災害の頻発、消費税増税、ラグビーW杯日本開催
などがあり、時代の幕開けは印象に残りました。
本年は東京オリ・パラという世界的なイベントがありま
す。弊社東京店の近くにある馬事公苑は馬術の競技会場
として使用されるため、五輪開催を大変身近に感じます。
仕事でも ( 株 ) 塗装職人が皆様に喜ばれ、金メダルを取
れるように精進して参ります。
本年も社員一同よろしくお願いいたします。

ネット環境の新時代の幕
開けに向けて
株式会社 塗装職人  代表取締役

SHOGO SONE曽根 省吾

子年に初心に帰って！

株式会社 塗装職人  見積り担当

あけましておめでとうございます。
平成から令和となった昨年は、消費税の増税に伴ったシ
ステム変更や台風被害による補修工事など、多忙な業務
をこなして参りました。また、数多くのリピーター様か
らのご縁をいただきました。誠にありがとうございまし
た。さて、今年の干支は「子」で十二支の１番目になり
ます。子年は新しい種が育ち始めたり、運気の周期が始
まったりする年と言われています。私自身も初心に帰っ
て、皆様の誠意に応えられるようにより一層邁進いたし
ます。本年も皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し
上げます。

明けましておめでとうございます。
去年は記憶に残る大変な災害の年でもありました。被害
にあわれたお客様におかれましては人員的、物理的にも
すべてに対応させて頂くことは叶いませんでしたが、建
物関係に従事するものとして今回のような時のために少
しでも力になれる対策を今後整えられるようにしていけ
ればと思っています。そして 2020 年、オリンピックの
年と共にネット動画が手軽に見やすくなる 5Gも始まり
ます。健全な塗装業界発展のために正しい塗装知識を広
めるべく、より動画活用にも力を入れていきたいと思っ
ています。
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時はたまたま作業に出ていた社長をはじめ菅職人、
メインでバッチリ写っていたのは原本職人。快く
取材に協力して頂いたお客様も 年ぶりに工事ご
依頼を頂いたお客さまで、昔にも増してお元気で
当時の記憶も残っていたので大変懐かしかったで
す。

最近では新規のお客様以外にもご紹介の事
例も本当に多くなってきました。
今回のご紹介事例は横浜市の住宅街にある
ご近所３軒のお家。最初に工事をさせて

頂くことになったお客様の 様から頂いたご紹介は、道路
向かいにあるお家の T様でした。担当の菊池が工事あいさ
つにお伺いすると「うちも塗装工事をやりたい」というご
意向のもと、工事をさせて頂くことになりました。
さらに T様の工事期間中にやはり近々塗装を計画されてい
たご近所の I 様というお家のご紹介へとつながり、結果当
社でも珍しい３軒連続のご紹介工事となりました。
工事完了後 様宅にはドローン撮影をさせて頂き奥様
と息子さんにも喜んで頂いたようでこちらもありがた
かったです。ご希望通り緑色の屋根に塗り替えご満足
して頂いた T様も大変お世話になりました。
３軒最後となった I 様のお家では息子さん二人による記
念の手形を残しました。この度は担当職人にとっても大
変思い出深い仕事になりました。今後もお付き合いのほ
どよろしくお願いいたします。

ご紹介のメリットとしては、やはり安心感に尽きると
思います。現在ではインターネット上で様々な業者を
比較することができますが、やはり実際の作業を見る
のとは違い、どこまで信憑性のあるものかは分かりま
せん。
ご紹介でしたら、ご紹介された側の方はご自身が注文
する前に実際に弊社の塗装を間近で見ることができま
すし、ご紹介元の方も大切な友人やご近所さんに確実
な工事を勧めることができ、お互いの信頼にも繋がり
ます。
弊社でも近隣住民の方への配慮・気配りを徹底してお
りますので、安心してご紹介いただけているのだと思
います。

お客様からお客様へご紹介の 3連続

年末年始休業のお知らせ 横浜店・東京店共に 12 月 28 日 ( 土 ) ～ 1月 5日 ( 日 )
の間はお休みとさせていただいております。
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頂くことになったお客様の O様から頂いたご紹介は、道路
向かいにあるお家の T様でした。担当の菊池が工事あいさ
つにお伺いすると「うちも塗装工事をやりたい」というご
意向のもと、工事をさせて頂くことになりました。
さらに T様の工事期間中にやはり近々塗装を計画されてい
たご近所の I 様というお家のご紹介へとつながり、結果当
社でも珍しい３軒連続のご紹介工事となりました。
工事完了後 O様宅にはドローン撮影をさせて頂き奥様
と息子さんにも喜んで頂いたようでこちらもありがた
かったです。ご希望通り緑色の屋根に塗り替えご満足
して頂いた T様も大変お世話になりました。
３軒最後となった I 様のお家では息子さん二人による記
念の手形を残しました。この度は担当職人にとっても大
変思い出深い仕事になりました。今後もお付き合いのほ
どよろしくお願いいたします。

ご紹介のメリットとしては、やはり安心感に尽きると
思います。現在ではインターネット上で様々な業者を
比較することができますが、やはり実際の作業を見る
のとは違い、どこまで信憑性のあるものかは分かりま
せん。
ご紹介でしたら、ご紹介された側の方はご自身が注文
する前に実際に弊社の塗装を間近で見ることができま
すし、ご紹介元の方も大切な友人やご近所さんに確実
な工事を勧めることができ、お互いの信頼にも繋がり
ます。
弊社でも近隣住民の方への配慮・気配りを徹底してお
りますので、安心してご紹介いただけているのだと思
います。

お客様からお客様へご紹介の 3連続


