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プレゼント情報

アンケートにお応え頂いた方の中から抽選で
『札幌市円山動物園
『Ｆｅｎｗａ
ｌ製 住宅用火災警報器 煙感知器』
招待券』
をペア4組に
応募
しています！
を2名様にプレゼント！たくさんの応募お待ち

Fenwal製
住宅用火災警報器
煙感知器
超小型、超軽量・スティックスタイルのデザイン
で、インテリアの邪魔をしません。4年に一度、
市販のボタン電池（CR2477）を交換するだけ
の長期間使用可能で環境に優しく経済的です！

郵 便 は がき
料金受取人払郵便

060 8788

札幌支店
承
認

224
差出有効期間
平成２４年３月
２６日まで
●切手不要●

北海道札幌市中央区南１条西４丁目２０札幌エスワンビル４階

ＭＭＳマンションマネージメントサービス
（株）
広報誌担当宛

1組2名様（計4組）にプレゼント
円山動物園 無料招待券
smile21表紙にご協力いただいている円山動物園
の招待券です。
新しい仲間も次々に増え、見どころ満載です！

シンリンオオカミのジェイとキナコ：写真提供
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札幌円山動物園

2名様にプレゼント

当選は商品の発送をもって替えさせていただきます。
たくさんの
（商品は選べませんので、
ご了承願います。）
ご応募お待ちしております！

応募方法

※プレゼント応募はFAXでも受け付けております。
FAXの方は、裏面のアンケートにご記入の上、送信ください。

FAX

‐

‐

郵送または、
FAXにて受け付けます。

smile21に関するご意見・ご感想・お客様のお名前・ご住所・マンショ
ン名
（号室）
・ご連絡先をご記入の上、
ご応募ください。
【 応 募 方 法 】右の応募ハガキに必要事項をご記入の上、郵送または
FAXにてご応募ください。
【 締 め 切 り 】2011年1月14日（金）
必着
●個人情報の取扱いについては、右記をご覧ください。

個人情報の取扱いについて
ご提供頂いた個人情報は、広報誌発行・プレゼント送付の目的にのみ使用し第三者に提供・委託
することはありません。上記に同意の上、
ご応募下さい。個人情報の開示等につきましては、弊社
ホームページにて、個人情報に関する「個人情報保護方針」を掲載しております。詳しくはホーム
ページをご覧ください。
（http://www.mms-jp.net/）

個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ
MMSマンションマネージメントサービス
（株） 個人情報管理責任者 マネージメント本部長
TEL.011-232-2588 受付時間 平日9：00〜18：00
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ＭＭＳには ︑札 幌・

8

東 京 本 社の 他 ︑道道
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ワンたちが気持ちよく走って引っ張るソリに、
バランスを取
りながら乗るのが“犬ぞり”です。先頭のリーダーのワン、一
緒に走るチームのワンたちと心を合わせて
気持ち良く走りましょう
！人数にあわせ
て
〈犬ぞり〉
と
〈スノーシューハイキ
ング〉
を交代で楽しんで頂いた
り、
ランチを用意して一日楽し
んだり、
ご相談に合わせていろ
んなプランを用意します。

ます！初回は北海

一面の真っ白な銀世界の中を、ワンたちと一緒になって駆け抜ける快感を、是非体験してください！

道のほぼ中心に位

鷹栖町の大雪原で 犬ぞり 体験♪
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壮大な自然が生み出すエネルギー
旭川は川の町、北海道一の大河・石狩
川をはじめとする多くの河川が市内で合
流しています。
また、
町中からでも垣間見
える大雪山連峰など、
自然の美しさに満
ち、四季の移り変わりを満喫できる様子
は旭川市の自慢の一つ。キレイな空気
とおいしい水は旭川市民の「元気の源」
となっているそうです。

地元の魅力

再発見！

旭川市

北海道地域巡り！！
至層雲峡
峡
至鷹栖
町

桜岡駅

永山駅
至鷹栖
町

●絶景ポイント！
石狩川にかかる旭橋から下流に位置
する新橋方面を常盤公園沿いの堤防
からの眺望は大変絵になる風景です。

39

40

北日ノ出駅
東旭川駅

旭山動物園
南永山駅
新旭川駅

旭川が誇る名産品
大雪山の伏流水を使用した銘酒「男
山」は、
３４０年の伝統と文化を持つ旭
川を代表する名産品。

旭川四条駅

旭川駅

●ここでしか買えない
限定酒有り！

神楽岡駅
237

緑が丘駅

西御料駅

旭川と言えば『旭川ラーメン』
！

市内には人気有名店をはじめ、ラーメン店が数多く立ち並び、店選びも悩んでしまうところ。
当社管理員もご用達（？）のラーメン店をご紹介します！

年齢や経験、体力にあわせて犬の頭数を変え
てチームを編成。スノーモービルでソリを先導し
たり、車で交代ポイントに運んだりと臨機応変
に対応します。

◆開催期間：2010年12月20日〜2011年03月31日
◆所要時間：約2時間 ①10:00〜12:00 ②14:00〜16:00
※ランチ付プランの場合はプラス1時間程度の時間がかかります

北海道体験.comからの予約特典：
犬ぞり体験を楽しまれた方に、
自家製で天然の「エゾシカの石けん」
をプレゼント♪

北海道の体験型観光プログラムを探すなら
『北海道体験.com』
がおススメ！
インターネットでも予約もできます♪
お電話はコチラ／011-817-2812
http://h-takarajima.com/

◎次号は苫小牧・千歳エリアを巡る予定！お楽しみに！◎

旭川空港

北海道を代表する酒造メーカー、
『男山』
が開設する資料館は、年中
無休※の入館無料！
さらに季節限定
の地酒が無料で試飲可能という、
大人もウレシイ資料館です♪まずは
３階に上がり、
「 酒造りの秘宝」の
展示で伝統の手法と用いた道具を
見学しよう。
２階は江戸時代の古文
書や浮世絵を展示。
１階にある無
料試飲コーナーで試飲した後、気に
入った酒を購入しよう
！

当社管理員もご用達！
63年の歴史を誇る老舗店
５条通に面した
「蜂屋」
は、
ＭＭＳ旭川支店からも近く、
支店社員もよく足を運びます。昭和２２年創業で、古くか
ら旭川市民に愛されてきた地域密着の店舗です。魚だ
しの透明スープに太目の固麺は、札幌からの転勤当初
驚きましたが、
味の特徴の
『焦がしラード』
の風味が今で
は病みつきに（笑）開店
時から客足が途切れず、
最近では国内に限らず海
外からの観光客も訪れる
ことが多いそう。

住所：旭川市永山2条7丁目
TEL：0166
（47）
7080

永山地区にある「あさひかわラーメン
村」
は、地元ラーメン店８店舗で構成さ
れる、旭川ラーメンテーマパーク！観光
客のみならず旭川市民も多く訪れる人
気スポットです。競合店が独自の味で
勝負する様子は食欲をそそること間違
いなし。各店ではハーフサイズのラーメ
ンも提供されているので、味比べをする
のもよし！

『あさひかわラーメン村』

※12月31日〜1月3日をのぞく

『男山酒造り資料館』

地元ラーメン店８軒が連なり
味比べ！

『蜂屋』
住所：旭川市5条通7丁目右6
TEL：0166
（22）
3343

醤油味ラーメン

住所：旭川市永山11条4丁目
パワーズ内
TEL：0166
（48）
2153

平成23年1月〈4〉
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マンションライフ
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剥離清掃について
床や階段、廊下において通常の清掃や、定期清掃でも黒ずみが取れない場合があります。
これは長年の
ワックスが何層も重なり黒ずみになっていることが原因です。
ワックス層の間にゴミや汚れが溜まり黒ずみ
になってしまった場合には、清掃しても汚れが落ちないので剥離剤でワックスを剥がす剥離清掃を行い、
ワックスを取り除きます。

実施前

実施後

木製障子やアルミ内窓・単板ガラス仕様のプラスチック製内窓から複層ガラス仕様のプラスチック製内窓への交換は、断熱・防露効果が高く、
快適な室内を実現でき、暖房費削減にも。管理規約上、個人では開口部の交換が難しいマンションのリフォームに最適！

快適

窓の
ジメジメが
困る…

55

Before

エコポイント

エコ内窓

プラマードU

U

二重窓で破綻を
手間取らせる

視覚的効果

時間かせぎ

64

U

充実したラインナップで

二重窓にすることで視覚 さらに安心の防犯効果を
的効果と時間かせぎに
実現します。
より泥棒が侵入しにくい
住まいをつくります。

今なら、特別価格＋エコポイントでおトクにリフォーム

住宅版エコポイントとは、すでにおなじみになっている家電品のエコポ
イント同様に、エコ住宅の新築や既存建物のエコリフォームをされた方に
対し、国が一定のポイントを発行、これを使って商品券やプリペイドカード
等と交換ができる制度です。

④ポイント請求

エコポイント事務局

ご入居者様
⑤ポイント発行

北海道のマンションでは、
『 複層ガラスを使用した内窓の新設・交換工事』
がエコポイ
ントの主な対象になります。

①お見積・調査依頼
②契約
③工事書類発行

窓のサイズ

ポイント額

大
（2.8㎡超）

18,000pt

中
（1.6〜2.8㎡）

12,000pt

小
（1.6㎡未満）

7,000pt

住宅版エコポイント制度は平成２３年１２月
末日の工事着工分まで期限が延長されま
したが、
早期終了する場合があります。

今なら！ エコポイント + 特別価格でおトクにリフォーム
製品価格例（税込）
ガラス
ガラス
一般複層

車や自転車のタイヤのようなゴム製品を床に長い間置いておくと、
ゴムの成分の原因により床
が黒くなってしまい剥離清掃でも取り除くことができません。状態がひどい時にはタイルごと交
換となる場合もありますので、直接置かないようにお願いします。
また、鉄製のスコップなどを床
にそのまま置いておくと、錆が床のタイルに浸透し汚れの原因となってしまいますので、
ご注意
願います。皆さまのキレイにしようという意識が、
マンションの価値を高める大事な要素です。私
たちも清掃業者という立場から、
快適なマンションライフをサポートをさせていただきますので、
よ
ろしくお願いいたします。

優れた断熱性で冷房に
よる室内の熱を外へ伝
えにくく、
高い保湿効果を
発揮。冷暖房コストも大
幅に節約できます。

二重窓による
警戒心

ご存知ですか？ 住宅版エコポイント制度

窓のサイズ
横

たて

製品（※1）定価

特別価格
（30%OFF）

施工費及び
廃棄費用 ※2

エコポイント

実質ご負担額

160cm × 180cm

¥107,940

¥75,558

¥12,000

18,000

¥69,558

160cm × 100cm

¥53,655

¥37,559

¥6,500

12,000

¥32,059

¥38,220

¥26,754

¥4,500

7,000

¥24,254

80cm ×

北海道サービスからのお願い

防犯

約
％
削減 約
％
削減

After

断熱効果が非常に高く、
不快な結露を低減しま
結露の発生を
抑えます。
す。
カビ・ダニなどの繁殖
もセーブし、
ご家族の健 ※結露発生状況は生活環境によって
康的な暮らしを守ります。 異なります。
住宅 対象製品

安心

断熱
暖貫流率からの比較

工事業者
実施前の写真中央部の黒ずみは、
ワックスが厚くなり、ワックス層の
間に汚れが溜まっている状態です。
これを剥離清掃でワックスごと剥が
し、汚れを落としてから再びワック
スを塗ると、実施後の写真のよう
に、黒ずみが取れ、光沢を取り戻し
ます。

省エネ

結露抑制

プラマード 追加
︵複層ガラス︶

最後に光沢が出るようワックスをムラな
く塗布します。光沢がなければ状況に応
じ再度ワックスを塗布します。

お困りではありませんか？ 窓の結露、冷気、暖房費用…

プラマード 追加
︵単板ガラス︶

乾きにくい場所ではバキュームと
いう専門の機械を使用します。

6

窓回りの寒さや結露、
りの寒さや結露、騒音でお困りではありませんか？ 寒い冬を乗り切る、内窓のリフォームをご検討ください
内窓のリフォームをご検討くださ ！

アルミサッシ
︵単板ガラス︶

モップで水を取ります。床が大変
滑りやすくなっているので特に注
意を払います。

専用の機械で洗剤噴霧と同時に洗浄
を行います。洗剤は環境洗剤を使用し
ていますので、
床をいためません。

マンションでは年に数回︵契約によって回数は異なります︶共用玄関ホール・廊下・階段等の洗浄及びワッ

掃き掃除を行い、目に見えるゴミ
を取ります。

3

窓の断熱リフォームで
快適＆エコ生活のご提案！

Q&A

クス塗布仕上げ作業を行っています︒清掃が行き届いているかはマンションの価値を決める上でも大きな

作業内容や清掃中の入居者の皆さ
まの安全確認等を細かく打ち合わ
せします。

2

ウエイトを占めます︒そこで今号では弊社のグループ会社である︑
㈱北海道サービスに協力してもらい︑

1

定期清掃がどのように行われているかを皆さまにご紹介します︒

マンションでは、管理員や清掃員が日常行っている清掃とは別に、清掃の専門業者による清掃を行って
おり、
これを定期清掃といいます。建物は築年数が経つにつれ、汚れや劣化が起きて目に付くようになりま
す。定期的にきめ細かな清掃を行うことで、入居者の皆さまが快適に日常生活を送れるようになるのはも
ちろん、
マンションに訪れた人達にも好印象を持って頂けます。
これはマンションの資産価値を考える上で
も重要な要素になってきます。
それでは基本的な定期清掃の流れを簡単にご紹介します。

どうしているの？ マンションの定期清掃！

定期清掃について

平成23年1月〈3〉

60cm

※1 YKK AP社製プラマードU 3ミリ-空気層12ミリ-3ミリガラス入完成品、税込価格、オプションを含まない金額です。
※2 施工費用は基本費用とし、納まりの状況により変化します。現地調査の結果、見積を提出させて頂きます。

詳細はお問合せください
（ご注意）現状調査の結果、工事が行えない場合があります

今回はさらに、先着５名様は大特価！
！
例160㌢×180㌢は実質ご負担額（税込）69,558円のところ51,500円。

見積のご依頼、ご用命、お問合せは…
MMSマンションマネージメントサービス株式会社

その他のサイズも大特価で対応させていただきますので、
お問い合わせください！
！

〒060-0061
札幌市中央区南1条西4丁目20番地 札幌エスワンビル4階

協力：ＹＫＫＡＰ・石垣電材

smile21担当者まで

Tel.011-232-2588

平成23年1月〈6〉
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冬の円山動 物園
2 0 1 1 年 新 年 の 見どころ・トピックス

ブチハイエナがやってきた！
11月6日、韓国大田広域市より、札幌市との
姉妹都市提携を記念してブチハイエナ2頭
が円山動物園に贈られました。大きな目が特
徴的でとても可愛らしいです。
ブチハイエナ
に会えるのは北海道では円山動物園だけ。
是非2頭に会いに来てください。

冬でも元気！
注目動物

今
今号の表紙にご協力いただいた円山動物園よ
り
冬のニュースをお届けします！
冬

円山動物園
円

ユキヒョウやアムールトラなど ︑野 生 下で
も 寒 冷な地 帯に生 息している 動 物 たちは
冬の雪の中でこ そ 元 気に動 く 姿 が 見 られ
ます︒また︑レッサーパンダやシンリンオオ
カミなど︑初めての冬を迎える今年生まれ
のこども達にも注目︒雪の中の動物たちの
姿 を 見 ることができるのは北 国の動 物 園
ならでは︒じっくりと観察してみてくださ
い︒

MMS

smile21

円山動物園が2月7日〜13日に行
われる第62回「さっぽろ雪まつり」
☆円山動物園は元旦から開園しています！
の特別会場になることが決定しまし
た！会場には250Ｍを超すチューブ
●干支の特別展示
スライダーが登場する予定。期間中
平成23年の干支「ウサギ」
にちなんでウサギの生態や特徴などをパネルで紹介。
可愛いウサギを実際に見ながら勉強もできます！お正月は干支動物で開運！1月31日まで。 は入園無料です！

●冬のイベント情報●

●三が日ホットドリンクサービス
円山動物園の館内案内の詳細と
「今日のドキドキ体験メニュー」は、
市コールセンターTEL.011-222-4894か
●ちびっこ餅つき体験&つきたて餅のおしるこサービス
携帯サイト：http://www.maruyama-zoo.jp/dokical
1月3日は小学生限定で、
お正月の風物詩、
餅つき体験を行います。11時、
12時、
13時
で確認できます！

1月1日〜3日、
先着500名様で甘酒などのホットドリンクを無料サービス。
ぽかぽか温まりながら冬の動物園を楽しめます。

から各回30分。
また、
11時から先着500名様にはつきたて餅のおしるこサービスも。

「マンションに関わる法律問題」テーマ
を大募集！

アンケートに答えてプレゼント
① 今回のsmile21の中で興味を持った項目に○を付けてください。
（複数可）

3・マンションライフQ&A
どうしているの？マンションの定期清掃！

前号に引きつづき、マンション管理の問題に
札幌総合法律事務所の石川・野谷弁護士にお答えいただきます！
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第二弾はアンケートで多く寄せられた、
「ペット問題」について！
皆さんがお住まいのマンションでは、ペッ
トを飼うときのルールはどのようになって
いるでしょうか。飼い主にとってペットは
家族同然ですから、新たにペット飼育を禁
止することは容易なことではありません。
そこで、今回はマンション生活における
ペットの扱いについてご説明します。

まずは規約を見てみよう
☆円山動物園が
「さっぽろ雪まつり特別会場」に！

１
・特集 地元の魅力再発見！
北海道地域巡り！
！
（第1回旭川編）
2・窓の断熱リフォームで
快適＆エコ生活のご提案！

平成23年1月〈5〉

4・マンション管理の法律問題 第二弾
マンションのペット問題について
5・冬の円山動物園
6・その他
（

札幌総合法律事務所の弁護士の皆さんが、smile21またはＨＰ
上でマンションに関わる問題にお答えします！駐車場やゴミ・騒音
問題など…。暮らしの中で抱えているマンションライフ特有の問
題はありませんか？ 左のアンケートまたはＨＰよりお寄せください！

ＨＰはこちら→http://www.mms-jp.net
（お問い合わせフォームより http://www.mms-jp.net/form.question.htm/）

）

☆タイトルに、
「マンションに関わる法律問題について」
と記入し、送信してください。

②「マンションに関わる法律問題」で取り上げて欲しい話題や、
その他ご意見・ご感想などご自由にお書きください！

どのマンションにもマンションの共同生活に必要なきまりを定めた管理規約と、管理規約の内容をさらに具体的に定めた各
種細則があります（駐車場利用細則、上下水道供給細則など）。まずは、お住まいのマンションでペットを飼うことが許さ
れているか、許されているのであればどのようなルールがあるのか、管理規約と細則を確認してみましょう。

ペット飼育が認められているマンション
の場合

ペット禁止マンションの場合

ペット飼育が認められているマンションの場合

の場合は、管理規約に従ってペット飼育禁止を

は、管理規約とペット飼育細則が守られている

徹底することが原則となります。というのも、

か確認しましょう。

一旦例外を認めてしまうと、飼い主に対して

新たにペット飼育を禁止する場合には，管理規

ペットを手放すよう強制することは非常に難し

約の改正が必要です。管理規約の改正にあたっ

いので、なし崩し的にペット飼育が許されてし

ては、組合員間で十分な話合いを行い、総会で4

まうおそれがあるからです。

ペットを飼うことが禁止されているマンション

分の3以上の賛成を得ること（特別決議）が必要
です。

しかし、中には管理規約ではペット飼育が禁止されて
いても、それが周知徹底されていなかったために、事
実上ペット飼育が許されてしまっている場合がありま
す。この場合は、事実上ペット飼育を許してきたとい
う過去の取扱いと、ペット飼育を禁止する管理規約と
の調整が問題となります。

〒060-0005 札幌市中央区北5条西11丁目17-2

TEL 011-281-8817（弁護士 石川 直通ダイヤルイン）
FAX 011-281-8458
受付時間／月〜土 9：00〜17：30
http://www.sapporo-sogo-lo.com/
滞納管理費や修繕積立金の問題に限らず、不動
産の売買や賃貸借、交通事故や借金整理、遺産分
割や遺言といった相続問題、離婚や養育費といっ
た家事問題などの解決もお手伝いします。相談は
無料ですので、お気軽にご相談ください。
フリガナ
お名前

電話番号

編集後記
性別

ご住所

男
マンション名

・

女

年齢

号室

代

今号より、
ＭＭＳの支店地域を紹介する特集が始まりました。第１回
目は旭川！旭川支店社員・吹越がお届けしています。旭山動物園が
近年とても有名になっていますが、他にも魅力盛りだくさんの旭川を是非ご堪能ください！
また、
マンションに関わる法律問題では、皆様より多く寄せられた
「ペット問題」
について札
幌総合法律事務所の弁護士の皆さまよりお答えいただいています。引き続きテーマの募
集を行っていますので、左のアンケート用紙にご記入の上ご投函ください。
その他ご意見・
ご感想もお待ちしています！
次号もお楽しみに！
！

1つ目の調整方法は、ペットを飼うことができるよう

2つ目の調整方法は、ペット飼育禁止のマンションで

管理規約を改正したうえで、そのルール（ペット飼育
細則）を明確に定めることです（共用部分ではゲージ
に入れる、抱きかかえて移動するなど）。ただ、この
場合は、そもそも組合員の皆さんはペット飼育が禁止
であることを前提にマンションを購入しているので、
規約を改正してペット飼育を可能にするためには、賛
成派反対派含めた十分な話合いが欠かせません（管理
規約を改正するためには、総会で4分の3以上の賛成を
得ること（特別決議）が必要です）。

あることを改めて十分に周知した上で、今飼っている
ペット一代に限り認め、二代目以降を認めないという
ものです。この場合は、ペット禁止のマンションであ
る以上、ペットを飼うにあたっての規則（細則）も存
在しないでしょうから、例外的にペットを認める場合
（一代限り）のペットの飼い方に関するルール（ペッ
ト飼育細則）を定める必要があるでしょう。

マンションのペット問題でお困りの方は、左ページ、札幌総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

