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墓石クリーニングの女

～あきねぇ便り～８月号

こんにちは！
こんにちは！たけしょうの墓石
たけしょうの墓石クリー
墓石クリーニング
クリーニングの
ニングの女こと、
こと、浦野明子です
浦野明子です！
です！

クリーニング後保護剤塗布する
と、黒味も艶も蘇ります。文字中
は自然色仕上げで、違和感もあ
りません♪(*^^)v

施工後

水アカがつき表面のクスミが目立
ちます。文字の中は黄ばみ、全体
が色あせ艶がなくなっています。

施工前
とても立派な黒御影のお石塔で
したが、白っぽくなっていました。
長い年月日射や酸性雨などの影
響を受け、黒色が抜けると思われ
ます。(-_-;)

～～～～ その③③③③ イ ンドク ンナム～～～～
山 西黒、浮金 石、そしてラストはインドの
クンナムでしょうか。（
限定できませんが）

たけしょうでは浸透性の保護剤を数
種類組み合わせ石の性質によって使
い分けます。また、永久に効果が続く
のは無理でも常に違和感ない状態が
維持できるよう工夫をしています♪

施工後

施工前

～～～～黒御影 石 三連発！！！！その①①①①中国山西黒～～～～
石がホントに熱いんです。この時期 は、石
にし っかり水 を かけ熱 を 冷 ま し 、それ か
ら作業しなければ なりません。それでも、
真 夏のクリー ニング は細心 の注意を はら
い、手 早く 、最 も適 した洗 浄 方 法 を 組 み
立ててから開始しています。
気温、環境、石種などで洗い方を変えてい
くた けしょうの洗 浄方 法 は、
デ リケ ー ト
な 石材も傷め ることが なく、最もお手 入
れが難しいとされている黒御影 石や安山
岩にも、
安心してご利用いただけます♪

～～～～ その②②②② 国産浮金 石 上 下蓮華付きききき～～～～
お墓 のカタ チ の中 でも墓 石クリー ニング
の女 泣 かせな のは、黒御 影 の上 下蓮 華 付
きのお墓でしょう。（
汗）
沢山の曲線に付着した水 アカを除去する
ため に、丁寧 で細 かいな 作 業が 必 要と な
ります。（
大汗 ）
炎 天下にその作業をしていたら、
さすがの
アタシも２キ ロは落ちます。（
・
・
・
たぶ ん）

社長が
社長が６月には石巻
には石巻、
石巻、７月には気仙沼
には気仙沼に
気仙沼に復興支援のお
復興支援のお手伝
のお手伝いに
手伝いに行
いに行って
きました！
きました！石巻では
石巻では、
では、石材産業協会主催で
石材産業協会主催で墓地の
墓地の通路の
通路の確保作業。
確保作業。沢
山の石屋さんが
石屋さんがボランティア
さんがボランティアで
ボランティアで集まってくださり、
まってくださり、皆さんの動
さんの動きのよさ
に 感動したそうです
感動 したそうです。
したそうです 。７月 は 和尚さんの
和尚 さんの中
さんの 中 に 混ざり解体作業
ざり 解体作業。
解体作業 。いつも
ながら、
ながら、そのパワフル
そのパワフルな
な
動
きに必死
きに
必死についていった
についていった社長
社長なのでした
パワフル
必死についていった社長なのでした♪
なのでした♪

花弁の曲線に沿って水アカが
ついていて、一本ずつ丁寧に
落としていきます。表面劣化も
進んでいましたが、保護剤を塗
布し劣化の進行を抑えます。

施工前

施工後

日本石材工業新聞に
日本石材工業新聞に取材を
取材を受けました～
けました～♪

たけしょう Q＆A ～コーティング編～

この新聞
この新聞は
新聞は、 全国の
全国の石屋さん
石屋さん向
さん向けの情報
けの情報…
情報…例 えば、
えば、 石の相場表であった
相場表であった
り、 各地区の
各地区 の石材協会や
石材協会や組合の
組合 の行事や
行事や 紹介であったり
紹介であったり、
であったり、 石 の卸業者や
卸業者や道
具やからの新商品
やからの新商品のご
新商品のご案内
のご案内などが
案内などが１６
などが１６ページ
１６ページにぎっしり
ページにぎっしり詰
にぎっしり詰め込まれています。
まれています。
昭和２８
昭和 ２８年
２８ 年 からずっと継続
からずっと 継続して
継続 して発行
して 発行しているのだから
発行 しているのだから、
しているのだから 、 頭 が 下がるというよ
り、スゲーーー!!!
スゲーーー!!!って
!!!って驚
って驚くしかないです。
くしかないです。

Q 汚れないようにすることは出来
れないようにすることは出来ますか
出来ますか？
ますか？

お話していてアタシ
していてアタシの
アタシの方が感心し
感心し勉強させていただいた
勉強させていただいた気
させていただいた気がします。
がします。

Q 世の中には様
には様々なコーティング技術
コーティング技術がありますが
技術がありますが、
がありますが、
どれが良
どれが良いのですか？
いのですか？

例えば、
えば、 最近注目されている
最近注目されている樹木葬
されている 樹木葬のこと
樹木葬のこと。「
のこと。「樹木葬
。「樹木葬も
樹木葬も埋葬の
埋葬のカタチの
カタチ の一つとして
お客様に
客様に説明してあげられるのは
説明してあげられるのは、
してあげられるのは、お寺さんや石屋
さんや石屋さんでしょう
石屋さんでしょう。
さんでしょう。いずれはお寺
いずれはお寺さんや
さんや石屋さ
石屋さ
んが埋葬
んが埋葬のお
埋葬のお手伝
のお手伝いをしてあげられるようになるのではないでしょうか
手伝いをしてあげられるようになるのではないでしょうか。」
いをしてあげられるようになるのではないでしょうか。」
お客さまの考
さまの考え方、状況によって
状況によって、
によって、要望も
要望も様々なのですから、
なのですから、どんな時
どんな時も、今の時代にあった
時代にあった
情報を
情報を提供し
提供し応えていく必要
えていく必要があるのかもしれません
必要があるのかもしれません。
があるのかもしれません。
「たけしょうは、
たけしょうは、 お寺さんや石屋
さんや石屋さんの
石屋さんの先
さんの先にはお客
にはお客さまがいるということ意識
さまがいるということ意識して
意識して、
して、“お客様目

線”でいることを大切
でいることを大切にしていると
大切にしていると感
にしていると感じましたよ～！」
じましたよ～！」と
～！」と、嬉しい感想
しい感想です
感想です♪
です♪

ＴａｋｅＳｈｏコミュニケーションズ株式会社
〒338-0824
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さいたま市桜区上大久保 9-16
048-699-9731
048-699-9730

A 残念ながら、屋外にある限り全く汚れない状態に
は出来ません。コーティングは、“お手入れをしや
すくする技術”とご理解ください。

A 光触媒、ガラス、セラミック、特殊シリコンなど、
メーカー各社が様々な技術を駆使した材料を発
売しております。しかし、どの技術も一度施工したら
永久に汚れずに新品のまま維持できるようなもの
はございません。たけしょうでは、一番リスクが低く
効果が高いと考えられる浸透性のコーティング剤
を採用していますが、コーティングについて事前に
お客様にご説明したうえで施工しています。

●たけしょうＨＰ
・石材･木材ケアメンテナンス
・墓石リフレッシュ

ハウスリフレッシュで検索
墓石リフレッシュで検索

お見積無料です❢お気軽にお問い合わせ下さい❢

