
代表曽根が丁寧な仕事ぶりを見
込んで路上でヘッドハンティング。
休日は家族とアウトドアを楽しむ。

一級塗装技能士
塗装指導員

代表曽根の甥。大ベテランの先輩
達から活きた技術を吸収し、資格
も取得。爽やかな笑顔の好青年。

一級塗装技能士
塗装指導員

手際の良さと丁寧さには定評あ
り。一級塗装技能士、塗装指導員
も一発で取得。２児のパパ。

一級塗装技能士
塗装指導員

 

一級塗装技能士
塗装指導員

塗装をライフワークとして取り組
む、超技巧派の匠。それでいて、気
遣いにあふれ愛情豊かな人柄。    

一級塗装技能士の検定補佐員と
しても活躍。親子二代目、仕事の
完成度にこだわる生粋の職人。

一級塗装技能士
塗装指導員

（株）塗装職人 代表取締役。
塗装を知り尽くす根っからの職人。
現場最優先、お客様第一主義。

  

  

 

   

  

  

 

社　名 株式会社 塗装職人
代　表 曽根省吾
設　立 1991年3月
資本金 2,000万円
住　所 神奈川県横浜市保土ヶ谷区
 西谷町1235-9
資　格 神奈川県知事免許 塗装指導員
 国家資格 一級塗装技能士
 二級施工管理技士

認　可 塗装工事業：神奈川県知事認可（般-24）第67357号
 足場工事業：神奈川県知事認可（般-24）第67357号
所　属 （社）神奈川県塗装協会
 社団法人 神奈川県技能士会連合会会員
 財団法人 住宅リフォーム紛争処理支援センター
 （増改築相談員280526号）
 神奈川県職業能力開発協会会員
 日本ペイント取扱店施工店
ＵＲＬ http://www.nuru.co.jp

 
 

 
 
  

 
 

 

【一級塗装技能士】
厚生労働大臣認定の、塗装職人の国家資格。

【塗装指導員】
一級塗装技能士の取得者のみ受験資格が
与えられる県知事免許。
塗装技術の分野での最上位の資格。
正式名は「塗装科職業訓練指導員」。

（株）塗装職人は技能士の育成に取り組み、
有資格者の職人達が活躍しています！

おもてなし
規格認証 2017
（紅認証）取得

技能士章

  

    

一級塗装技能士
塗装指導員

いですか？
リペア（傷ついた箇所を新品のようにす
る塗装）やエイジング（新しい物を古く
見せる塗装）等、難易度の高い塗装をし
てみたいです。
特にディズニーランドはエイジング塗装
の宝庫で「このエイジング良いな～」っ
て写真を撮っていたら、隣のカップルが
「何、何？隠れミッキー？」とか言ってい
ました（笑）
■日常でも塗装を忘れない姿勢が、塗
装の質の高さとして現れているのでし
ょうね。
ありがとうございます。これからも塗装
に対して真摯な気持ちで向き合い、日々
努力していきます。

■塗装を始めたきっかけは？
18歳の頃、知り合いに誘われて塗装の
世界に入りました。
■多くの資格を持っている理由は？
資格を取るためには講習会に行くので
すが、その時に塗装に役立つ事が学べ
ます。「知識としての塗装」を深めるた
め資格を取得しています。
■お休みの日の過ごし方は？
ハーレー仲間とツーリングに行ったり、
バイクをカスタムして楽しんでいます。
最近はギターも久しぶりに練習してい
て、バンド活動も始めました。
ただブランクがあるので、良い音を出す
ため今は練習に励んでいます。
■これから塗装では何に挑んでいきた

持ち前の探究心で、有機溶剤作業主任者や
二級施工管理技士他、多くの資格を取得。
塗装が大好きだからこそ全力を傾ける。

旧年中は、皆様には様々な面でお世話になり誠にありがとう
ございました。お陰をもちまして無事に新年を迎えさせてい
ただくことができました。本年は昨年以上に攻めの姿勢を忘
れず積極的に業務に取り組んでいく所存ですので、変わら
ぬご支援・ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
皆様の益々のご発展をお祈り申し上げます。

10年に一度の外壁塗装を、家族の思い出に残る素敵なイベン
トにしませんか？ ご自宅の外壁を大きなキャンバスに見立
て、絵やメッセージを描く、施主様参加型の新企画です。
初開催は東京都世田谷区のM様邸。車庫の壁が、大きなマグロ
や熱帯魚の泳ぐ水族館に変身しました！お絵描き後の壁面は
職人が上塗りを施し痕跡なく納品しますので、ご安心ください。

東京五輪の野球・ソフトボールの主会場となる横浜スタジアムの改
修工事が始まりました。6,000席増設するそうですから大工事になり
そう。でも、塗装業者としては単に席の数だけではなく、建物は、設備
は、そして何よりも外壁はどうなるのか興味津々。ハマスタのイメー
ジが外観によってどう変わるのか。2年後の春に完成する横浜の"顔"
に注目したい。"我が家の外壁"は私たち塗装職人にお任せください。

ハマスタの外壁工事に注目!
東京店が世田谷にオープンして初めてのお正月を迎えました。お陰様
で滑り出しの年としては順当に推移しています。今、都心部は2020年
に向け建設ラッシュですが、世田谷界隈はいたって閑静。でも、東京店
のすぐ近くには、五輪・パラの馬術競技会場となる馬事公苑があって
様々な改修工事が行われ、今年はさらに加速しそう。東京店もその余
勢にあやかって２年目の業績に拍車をかけたいと張り切っています。

２年目はさらに飛躍の年へ。

塗り替えによる住まいへの熱い想いを綴り、好評の㈱塗装職人主催
「塗り替え川柳コンテスト」。前回を大きく上回る1,728句もの応
募作品が集まり、今回もおおいに盛り上がりました。
たくさんのご応募、本当にありがとうございました!!!
クスッと笑いを誘う句、しみじみ頷いてしまう句など甲乙つけがた
い力作揃いの中、優秀賞3作、佳作1 作の入選作品を選出。準入選作
品と併せ弊社Webサイトにて公開中です。

公表　㈱塗装職人
「第2回 塗り替え川柳コンテスト」特設ページ

URL　http://www.nuru.co.jp/campaign/summer2017_senryu/

塗装指導員の資格を持つ職人の指導を受け、自宅の塗り替え
を体験できる人気企画です。９月から１１月の間に４ヶ所で開
催され、ご夫婦から３歳のお子様まで、幅広い年齢の施主様
が体験。実際に手を動かすと色々な発見があるようで「楽し
かった」「いい記念になった」との感想をいただきました。

(株)塗装職人が施工後のお客様にお渡ししている、補修用の「タッチアップ塗料」。
今回はそのタッチアップ塗料を使って、外壁の小さな傷の塗装にチャレンジ！

↓詳細は
特設サイトで！

記念のフォトブックと
写真と動画を収めた
DVDをプレゼント。

【資格】 雨漏り診断士／ハナコレマイスター
【免許】 増改築相談員／高齢者向け施工業者

昨秋より塗装職人東京支店の店長を拝命いたしました。
これまでは横浜が主な商域でしたが、本年からは都内を軸
に活動範囲を広げてまいります。不慣れな部分もあります
が、お力添えをいただきながら、常に外壁塗装をお客様の立
場でとらえ、誠心誠意お役に立てるよう務めてまいります。
倍旧のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

【資格】 高所作業車運転者

←東京都中野区のH様邸では、
小学生の姉弟が自宅正面の外
壁を紺色に塗り替え。竹山職人
が担当しました。

塗装工事から年数が経っ
ていたり、日当たりの良い
場所の外壁が白っぽく変
色してしまい、補修用塗料
の方が濃くなってしまうこ
とがあります。その場合
は、傷のある箇所だけを
筆で塗装してください。

←横浜市都筑区のS様邸では、
小学生の兄弟が中塗りを体験。
近藤職人が担当しました。

→東京都世田谷区のS様邸は、
6歳と3歳の兄弟が参加。星野
職人指導のもと、仲良く並んで
玄関脇の壁を塗り替えました。

→横浜市鶴見区のS様
ご夫婦は、須藤職人と
一緒に、外壁をピンク
に塗り替えました。

←詳細はブログで！

「傷んだ部分があるけど直し方が分からない」「インテリアを塗ってみたいけど心配・・・」
そんな、塗装初心者に向けた連載がスタートします!

フタに付いている塗料をハギレやキッ
チンペーパーにつけます。

軽く押さえるようにトントンと傷の箇所
へ塗料を付着させます。

塗料を塗布のあとは自然乾燥。洋服などに塗料を付着
させないよう気を付けて！ 乾燥したら終了です。

長い間保管して塗料が分離している場
合があるので、良く振って中の塗料を
撹拌してください。

大きめのマイナスドライバーなどを使
って、少しづつ場所を変えてこじ開け
ます。

外壁が変色している場合には・・・

【用意するもの】
●補修用塗料
●ハギレまたはキッチンペーパー
●マイナスドライバー

難しい道具は
必要なし！

YouTubeで
動画も公開中

（代表・曽根省吾） （東京店店長・岩淵元弥）
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とがあります。その場合
は、傷のある箇所だけを
筆で塗装してください。

←横浜市都筑区のS様邸では、
小学生の兄弟が中塗りを体験。
近藤職人が担当しました。

→東京都世田谷区のS様邸は、
6歳と3歳の兄弟が参加。星野
職人指導のもと、仲良く並んで
玄関脇の壁を塗り替えました。

→横浜市鶴見区のS様
ご夫婦は、須藤職人と
一緒に、外壁をピンク
に塗り替えました。

←詳細はブログで！

「傷んだ部分があるけど直し方が分からない」「インテリアを塗ってみたいけど心配・・・」
そんな、塗装初心者に向けた連載がスタートします!

フタに付いている塗料をハギレやキッ
チンペーパーにつけます。

軽く押さえるようにトントンと傷の箇所
へ塗料を付着させます。

塗料を塗布のあとは自然乾燥。洋服などに塗料を付着
させないよう気を付けて！ 乾燥したら終了です。

長い間保管して塗料が分離している場
合があるので、良く振って中の塗料を
撹拌してください。

大きめのマイナスドライバーなどを使
って、少しづつ場所を変えてこじ開け
ます。

外壁が変色している場合には・・・

【用意するもの】
●補修用塗料
●ハギレまたはキッチンペーパー
●マイナスドライバー

難しい道具は
必要なし！

YouTubeで
動画も公開中

（代表・曽根省吾） （東京店店長・岩淵元弥）



湿度が低く乾燥している時期。穏やかな天
候の日であれば塗装工事は十分に可能で
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を進める必要があります。職人は天気予報
に注意を払いながら施工を行います。

一年の中では雨の少ない時期といわれてい
ますが、一番寒い季節。気温が5℃を下回る
場合は塗装自体が行えません。メリットは
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増えるので、ご発注はお早めに！
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年末年始を控え駆け込み依頼が多くなり、
比較的忙しい時期。日照時間が短くなるた
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内容を決定しています。



代表曽根が丁寧な仕事ぶりを見
込んで路上でヘッドハンティング。
休日は家族とアウトドアを楽しむ。

一級塗装技能士
塗装指導員

代表曽根の甥。大ベテランの先輩
達から活きた技術を吸収し、資格
も取得。爽やかな笑顔の好青年。

一級塗装技能士
塗装指導員

手際の良さと丁寧さには定評あ
り。一級塗装技能士、塗装指導員
も一発で取得。２児のパパ。

一級塗装技能士
塗装指導員

 

一級塗装技能士
塗装指導員

塗装をライフワークとして取り組
む、超技巧派の匠。それでいて、気
遣いにあふれ愛情豊かな人柄。    

一級塗装技能士の検定補佐員と
しても活躍。親子二代目、仕事の
完成度にこだわる生粋の職人。

一級塗装技能士
塗装指導員

（株）塗装職人 代表取締役。
塗装を知り尽くす根っからの職人。
現場最優先、お客様第一主義。

  

  

 

   

  

  

 

社　名 株式会社 塗装職人
代　表 曽根省吾
設　立 1991年3月
資本金 2,000万円
住　所 神奈川県横浜市保土ヶ谷区
 西谷町1235-9
資　格 神奈川県知事免許 塗装指導員
 国家資格 一級塗装技能士
 二級施工管理技士

認　可 塗装工事業：神奈川県知事認可（般-24）第67357号
 足場工事業：神奈川県知事認可（般-24）第67357号
所　属 （社）神奈川県塗装協会
 社団法人 神奈川県技能士会連合会会員
 財団法人 住宅リフォーム紛争処理支援センター
 （増改築相談員280526号）
 神奈川県職業能力開発協会会員
 日本ペイント取扱店施工店
ＵＲＬ http://www.nuru.co.jp

 
 

 
 
  

 
 

 

【一級塗装技能士】
厚生労働大臣認定の、塗装職人の国家資格。

【塗装指導員】
一級塗装技能士の取得者のみ受験資格が
与えられる県知事免許。
塗装技術の分野での最上位の資格。
正式名は「塗装科職業訓練指導員」。

（株）塗装職人は技能士の育成に取り組み、
有資格者の職人達が活躍しています！

おもてなし
規格認証 2017
（紅認証）取得

技能士章

  

    

一級塗装技能士
塗装指導員

いですか？
リペア（傷ついた箇所を新品のようにす
る塗装）やエイジング（新しい物を古く
見せる塗装）等、難易度の高い塗装をし
てみたいです。
特にディズニーランドはエイジング塗装
の宝庫で「このエイジング良いな～」っ
て写真を撮っていたら、隣のカップルが
「何、何？隠れミッキー？」とか言ってい
ました（笑）
■日常でも塗装を忘れない姿勢が、塗
装の質の高さとして現れているのでし
ょうね。
ありがとうございます。これからも塗装
に対して真摯な気持ちで向き合い、日々
努力していきます。

■塗装を始めたきっかけは？
18歳の頃、知り合いに誘われて塗装の
世界に入りました。
■多くの資格を持っている理由は？
資格を取るためには講習会に行くので
すが、その時に塗装に役立つ事が学べ
ます。「知識としての塗装」を深めるた
め資格を取得しています。
■お休みの日の過ごし方は？
ハーレー仲間とツーリングに行ったり、
バイクをカスタムして楽しんでいます。
最近はギターも久しぶりに練習してい
て、バンド活動も始めました。
ただブランクがあるので、良い音を出す
ため今は練習に励んでいます。
■これから塗装では何に挑んでいきた

持ち前の探究心で、有機溶剤作業主任者や
二級施工管理技士他、多くの資格を取得。
塗装が大好きだからこそ全力を傾ける。

旧年中は、皆様には様々な面でお世話になり誠にありがとう
ございました。お陰をもちまして無事に新年を迎えさせてい
ただくことができました。本年は昨年以上に攻めの姿勢を忘
れず積極的に業務に取り組んでいく所存ですので、変わら
ぬご支援・ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
皆様の益々のご発展をお祈り申し上げます。

10年に一度の外壁塗装を、家族の思い出に残る素敵なイベン
トにしませんか？ ご自宅の外壁を大きなキャンバスに見立
て、絵やメッセージを描く、施主様参加型の新企画です。
初開催は東京都世田谷区のM様邸。車庫の壁が、大きなマグロ
や熱帯魚の泳ぐ水族館に変身しました！お絵描き後の壁面は
職人が上塗りを施し痕跡なく納品しますので、ご安心ください。

東京五輪の野球・ソフトボールの主会場となる横浜スタジアムの改
修工事が始まりました。6,000席増設するそうですから大工事になり
そう。でも、塗装業者としては単に席の数だけではなく、建物は、設備
は、そして何よりも外壁はどうなるのか興味津々。ハマスタのイメー
ジが外観によってどう変わるのか。2年後の春に完成する横浜の"顔"
に注目したい。"我が家の外壁"は私たち塗装職人にお任せください。

ハマスタの外壁工事に注目!
東京店が世田谷にオープンして初めてのお正月を迎えました。お陰様
で滑り出しの年としては順当に推移しています。今、都心部は2020年
に向け建設ラッシュですが、世田谷界隈はいたって閑静。でも、東京店
のすぐ近くには、五輪・パラの馬術競技会場となる馬事公苑があって
様々な改修工事が行われ、今年はさらに加速しそう。東京店もその余
勢にあやかって２年目の業績に拍車をかけたいと張り切っています。

２年目はさらに飛躍の年へ。

塗り替えによる住まいへの熱い想いを綴り、好評の㈱塗装職人主催
「塗り替え川柳コンテスト」。前回を大きく上回る1,728句もの応
募作品が集まり、今回もおおいに盛り上がりました。
たくさんのご応募、本当にありがとうございました!!!
クスッと笑いを誘う句、しみじみ頷いてしまう句など甲乙つけがた
い力作揃いの中、優秀賞3作、佳作1 作の入選作品を選出。準入選作
品と併せ弊社Webサイトにて公開中です。

公表　㈱塗装職人
「第2回 塗り替え川柳コンテスト」特設ページ

URL　http://www.nuru.co.jp/campaign/summer2017_senryu/

塗装指導員の資格を持つ職人の指導を受け、自宅の塗り替え
を体験できる人気企画です。９月から１１月の間に４ヶ所で開
催され、ご夫婦から３歳のお子様まで、幅広い年齢の施主様
が体験。実際に手を動かすと色々な発見があるようで「楽し
かった」「いい記念になった」との感想をいただきました。

(株)塗装職人が施工後のお客様にお渡ししている、補修用の「タッチアップ塗料」。
今回はそのタッチアップ塗料を使って、外壁の小さな傷の塗装にチャレンジ！

↓詳細は
特設サイトで！

記念のフォトブックと
写真と動画を収めた
DVDをプレゼント。

【資格】 雨漏り診断士／ハナコレマイスター
【免許】 増改築相談員／高齢者向け施工業者

昨秋より塗装職人東京支店の店長を拝命いたしました。
これまでは横浜が主な商域でしたが、本年からは都内を軸
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が、お力添えをいただきながら、常に外壁塗装をお客様の立
場でとらえ、誠心誠意お役に立てるよう務めてまいります。
倍旧のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

【資格】 高所作業車運転者
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