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はじめに

　「まさか、うちに限って・・・」
　外壁塗装の施工トラブルで、悔しい思いをする人
が後を絶ちません。
　「契約前には良いことばかり言っていたけれど、いざ
契約をしたらあとは知らぬふり・・・」。なぜこのよう
なことが頻繁に起こってしまうのでしょうか？

　外壁塗装業界の現状を知れば、その原因が容易に
理解できます。あらゆる業種と同様に、長引く不況下
で、多くの外壁塗装業者は利益を上げることに苦戦し
ています。大手業者も例外ではなく、「お客さまの夢を
かなえる」、「お客さまの不満を解消する」といった本
来の使命を忘れ、売上を上げることだけが目的になっ
ている業者が少なくありません。

　なかには、借金を返済するために、どうしても目の
前の契約（売上）をまとめなければならない、といっ

た状況に追い込まれている業者もあります。

　そんな業者の頭にあるのは、自社の儲けや「どれだ
け手元にお金が残せるか」といったことばかり。もし、
あなたが見積もりを依頼する業者が、そんなことを考
えていたとしたら。そして、あなたがそれに気づけな
かったとしたら・・・想像するだけで背筋が凍ってしま
います。

　本来、外壁塗装の仕事は「お客さまの快適で豊か
な生活を支えるもの」でなければなりません。本書は
その原点に立ち返り、業界の実情を知る業者・職人
の立場から「失敗しない施工業者選び」のポイントを
お伝えします。

　最後まで読み終えたあなたは、「外壁塗装はどの業
者にお願いしても同じ。違うのは社名と見積もり金額
だけ」という考えがなくなり、正しい基準で業者を選
択できるようになっているはずです。
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施工業者選びは宝くじじゃない

　外壁の塗装が必要になったとき、あなたが最初にす
るのは、広告チラシやインターネットで情報を集めるこ
とでしょう。すると、次のような宣伝文句が見つかるは
ずです。
「相談無料！ 見積もり無料！ 誠実施工！」
「外壁塗装は是非◯◯リフォームへ」
「塗り替えは地域密着◯◯ペイント」

　さて、あなたはこれらの情報をもとに、どの業者に
見積もりを依頼するでしょうか。「判断材料が少なくて
決められない」と考える人もいれば、「どの業者も大差
はないだろう」と考える人もいるでしょう。

　実はここに、失敗する人としない人との大きな“差”
があるのです。

　外壁塗装は多額の費用を要する“大きな買い物”で

す。あいまいな宣伝文句だけを判断材料にするのは、
まるで宝くじを買うようなもの。

　運よく“当たり”を引くことができれば良いのです
が、“はずれ”を引いてしまったら「だまされた！」と後
悔するだけでは済みません。

　もちろん、施工業者選びは運まかせの宝くじではあ

りません。判断基準となるいくつかのポイントを知る
ことで、失敗を防ぐことができるのです。

業界に暗躍する悪徳営業マン

　具体的に、失敗しない施工業者選びのポイントをお
伝えする前に、まず知っておいていただきたいこと。
それは、外壁塗装業界では“悪徳営業”が横行してい
るという事実です。

とても残念なことですが、業界には
①横流し営業マン
②固定給泥棒営業マン
③他社の名刺を無断使用する営業マン
④見込み客を他社に斡旋する情報提供営業マン
といった詐欺師まがいの悪徳営業マンが無数に存在し
ています。

　実例として②固定給泥棒営業マンの“悪行”を紹介
しましょう。

　何件かの見込み顧客を持った人物がいます。業者は

新規の顧客開拓に必死ですから、営業マンとして採用
します。ところが、一向に契約成立の報告が届きませ
ん。一体なぜなのか。

　理由は単純。その営業マンは見込み顧客を会社にで
はなく、直接、自分の知り合いの業者・職人に横流し
しているのです。彼が就職した目的は、固定給をもら
うことだけ。毎日、一生懸命にがんばっている“ふり”
をしますが、そもそも社員として契約を成立させる気
などないのです。

　信じられないような話ですが、こうした詐欺師まが
いの悪徳営業マンが暗躍していることは、外壁塗装業
界では誰もが知る“常識”。そして、この“裏事情”を
多くの顧客が知らないことが、なによりも恐ろしいこと
なのです。

　決して安くはない外壁塗装の費用。複数の業者の見
積もり金額を比較し、「少しでも費用を抑えたい」とい

う心理が働くのは当然のことです。そんな心理状態の
ときに、爽やかな笑顔ですり寄ってきた営業マンから

「○○社と同じ工事を、うちはより安くさせていただ
きます」とささやかれたら・・・

“お値打ち感”という誘惑に逆らうことは至難の業。悪
徳営業マンは、まさにその“弱み”を狙って近づいてく
るのです。

「いや、金額だけじゃなく自社施工である点も確認し
て、アフターサービスをしっかりするよう何度も念を押
した」。そう反論する方もいます。

　しかしながら、外壁塗装の施工トラブルに遭う人の
共通点は、最終的に「金額ありきの業者選び」をして
しまっていること。これは、数多くの事例を目撃してき
た業界の人間だからこそ言えることなのです。

施工業者選びの 3つのポイント

　詐欺師まがいの悪徳営業マンを見破ることは、簡単
ではありません。彼らの目的は顧客の夢をかなえるこ
とではなく、契約を成立させること。マニュアルに従っ
て想定問答を何度も繰り返し、「こう言われた、こう切
り返す」というスキルを完璧に身につけています。

　それでは、施工業者を選ぶ際に何に注意すれば良
いのか。業界の人間が決して教えたがらない、3 つの
ポイントをお伝えしましょう。

①営業マンの人柄

　当たり前のことですが、あなたを担当する営業マン
の人柄を見ることが重要です。人の目、表情、話し方
には、必ず心の様子が表れます。誠実で、穏やかな口
調で、どんな質問に対しても丁寧な説明をしてくれる
か。しっかりと見定めましょう。なにより営業とは顧客

と業者をつなぐ最初の接点。営業マンの人間性や所作
を大切に考えていないとすれば、それだけの業者だと
判断されても仕方ありません。

②作業をする職人

　実際に作業を行う職人について知ることも大切で
す。小・中学校での図画工作の授業を思い出してくだ
さい。同じ材料を使っても、作品の完成度には大きく
差があったはずです。施工の仕上がりが、材料以外の
面に左右されるのは外壁塗装も同じこと。善良な業者
は作業員名簿を用意していることも多く、名前、職人
歴、技術力など、事前にできるだけ詳しく教えてもら
いましょう。

③過去の施工例

　外壁塗装のクオリティは「論より証拠」。業者が過去
に施工したお宅を紹介してもらい、自らの目で品質を

確認しましょう。可能であれば、施主に直接話を聞くこ
ともおすすめします。誇りを持って仕事をしている業者
は、顧客との間に築いた信頼関係があり、必ず施工例
を見学させてくれます。反対に、施工例を見せたがら
ない業者は、知られては困る仕事をしているからにほ
かならず、悪徳業者の“本性”を見破る突破口にもな
ります。

　営業マン、職人、施工例。これらは見積もり書（費
用）を眺めているだけでは確認することができません。

　そして、重要で簡単なことなのにもかかわらず、お
ろそかにしている人があまりにも多い気がしてなりま
せん。

下請け施工に依存する業界構造

　外壁塗装の施工トラブルの多くは、施工前の説明内
容と、施工後の状態や業者の対応がかけ離れてしまう
ことが原因。典型的な事例が、「わずか数年で塗装が
剥がれ、壁がひび割れてしまったが、施工業者と連絡
が取れなくなってしまった。10 年保証と言われていた
のに・・・」というものです。

　こうした実態を生み出している大きな要因が、下請
け施工に依存する業界構造にあります。

　さきほど、業者選びのポイントの一つに「職人を知
ること」を挙げましたが、外壁塗装業者の多くは、実
際に作業をする職人（業者）について積極的に教えよ
うとはしません。なぜなら、施工作業を開始する時期
によって職人（業者）を使い分けているからです。

　残念なことに、宣伝広告では「自社施工」と謳いな

がら、下請け業者に施工作業を外注していることは珍
しくありません。なぜ業者は自社施工と下請け施工を
使い分けているのか。

　その答えは、自社施工では利益が出せないことが多
いから。つまり、下請け施工をせざるを得ないのです。

　施工を下請け業者に外注する際、当たり前のことで
すが、支払われる金額は施主との契約金額の数分の一
に下がります。すると下請け業者は、利益を確保する
ため、安い材料を使ったり、工事を早く終わらせたり、
手を抜かざるを得なくなります。

　3 回の重ね塗りを約束しながら、ペンキ代や人件費
を浮かせるために 1 回だけで終わらせる、という契約
違反が堂々と行われているわけです。それでも、下請
け企業は利益を出すことができれば御の字。

　収支を度外視して仕事を受注する業者も数多く存在

外壁塗装で失敗したくない、
と真剣に考えているあなたへ

しており、こうした業界構造のひずみが商品力（＝施工
完成度）の低下、ひいては施工トラブルの頻発を招い
ているのです。

　テレビ CM などで大々的な宣伝をしている大手業者
ほど、この下請けシステムを巧みに利用して発注金額
を抑えているのが実態です。

信頼できる業者は必ず見つかる

　技術力ではなく、宣伝が巧みで押しの強い一部の業
者だけが、仕事を独占している外壁塗装業界。「良い
仕事がしたい」と願いながら、生活のために下請け施
工に従事せざるを得ない職人が増えており、業界全体
の信用が失われつつあります。

　最後にあらためて問います。

あなたは大切な我が家の外壁塗装を、どの施工業
者に任せたいと思いますか？

　施工トラブルを避ける最善の方法は、仕事に誇りを
持ち、心を込めて作業をする職人（業者）を見つける
ことです。業者選びの基準はその一点に尽きます。だ
からこそ、営業マン、職人、施工例を知ることがとても
重要なのです。

　本書で紹介した 3 つのポイントを参考に、じっくりと

時間をかけて施工業者を選んでください。そうすれ
ば、あなたの気持ちに寄り添い、心のこもった仕事で
家族を笑顔にしてくれる施工業者に、必ず巡り会うこと
ができるはずです。
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　こうした実態を生み出している大きな要因が、下請
け施工に依存する業界構造にあります。

　さきほど、業者選びのポイントの一つに「職人を知
ること」を挙げましたが、外壁塗装業者の多くは、実
際に作業をする職人（業者）について積極的に教えよ
うとはしません。なぜなら、施工作業を開始する時期
によって職人（業者）を使い分けているからです。

　残念なことに、宣伝広告では「自社施工」と謳いな

がら、下請け業者に施工作業を外注していることは珍
しくありません。なぜ業者は自社施工と下請け施工を
使い分けているのか。

　その答えは、自社施工では利益が出せないことが多
いから。つまり、下請け施工をせざるを得ないのです。

　施工を下請け業者に外注する際、当たり前のことで
すが、支払われる金額は施主との契約金額の数分の一
に下がります。すると下請け業者は、利益を確保する
ため、安い材料を使ったり、工事を早く終わらせたり、
手を抜かざるを得なくなります。

　3 回の重ね塗りを約束しながら、ペンキ代や人件費
を浮かせるために 1 回だけで終わらせる、という契約
違反が堂々と行われているわけです。それでも、下請
け企業は利益を出すことができれば御の字。

　収支を度外視して仕事を受注する業者も数多く存在

しており、こうした業界構造のひずみが商品力（＝施工
完成度）の低下、ひいては施工トラブルの頻発を招い
ているのです。

　テレビ CM などで大々的な宣伝をしている大手業者
ほど、この下請けシステムを巧みに利用して発注金額
を抑えているのが実態です。

信頼できる業者は必ず見つかる

　技術力ではなく、宣伝が巧みで押しの強い一部の業
者だけが、仕事を独占している外壁塗装業界。「良い
仕事がしたい」と願いながら、生活のために下請け施
工に従事せざるを得ない職人が増えており、業界全体
の信用が失われつつあります。

　最後にあらためて問います。

あなたは大切な我が家の外壁塗装を、どの施工業
者に任せたいと思いますか？

　施工トラブルを避ける最善の方法は、仕事に誇りを
持ち、心を込めて作業をする職人（業者）を見つける
ことです。業者選びの基準はその一点に尽きます。だ
からこそ、営業マン、職人、施工例を知ることがとても
重要なのです。

　本書で紹介した 3 つのポイントを参考に、じっくりと

時間をかけて施工業者を選んでください。そうすれ
ば、あなたの気持ちに寄り添い、心のこもった仕事で
家族を笑顔にしてくれる施工業者に、必ず巡り会うこと
ができるはずです。



はじめに

　「まさか、うちに限って・・・」
　外壁塗装の施工トラブルで、悔しい思いをする人
が後を絶ちません。
　「契約前には良いことばかり言っていたけれど、いざ
契約をしたらあとは知らぬふり・・・」。なぜこのよう
なことが頻繁に起こってしまうのでしょうか？

　外壁塗装業界の現状を知れば、その原因が容易に
理解できます。あらゆる業種と同様に、長引く不況下
で、多くの外壁塗装業者は利益を上げることに苦戦し
ています。大手業者も例外ではなく、「お客さまの夢を
かなえる」、「お客さまの不満を解消する」といった本
来の使命を忘れ、売上を上げることだけが目的になっ
ている業者が少なくありません。

　なかには、借金を返済するために、どうしても目の
前の契約（売上）をまとめなければならない、といっ

た状況に追い込まれている業者もあります。

　そんな業者の頭にあるのは、自社の儲けや「どれだ
け手元にお金が残せるか」といったことばかり。もし、
あなたが見積もりを依頼する業者が、そんなことを考
えていたとしたら。そして、あなたがそれに気づけな
かったとしたら・・・想像するだけで背筋が凍ってしま
います。

　本来、外壁塗装の仕事は「お客さまの快適で豊か
な生活を支えるもの」でなければなりません。本書は
その原点に立ち返り、業界の実情を知る業者・職人
の立場から「失敗しない施工業者選び」のポイントを
お伝えします。

　最後まで読み終えたあなたは、「外壁塗装はどの業
者にお願いしても同じ。違うのは社名と見積もり金額
だけ」という考えがなくなり、正しい基準で業者を選
択できるようになっているはずです。

施工業者選びは宝くじじゃない

　外壁の塗装が必要になったとき、あなたが最初にす
るのは、広告チラシやインターネットで情報を集めるこ
とでしょう。すると、次のような宣伝文句が見つかるは
ずです。
「相談無料！ 見積もり無料！ 誠実施工！」
「外壁塗装は是非◯◯リフォームへ」
「塗り替えは地域密着◯◯ペイント」

　さて、あなたはこれらの情報をもとに、どの業者に
見積もりを依頼するでしょうか。「判断材料が少なくて
決められない」と考える人もいれば、「どの業者も大差
はないだろう」と考える人もいるでしょう。

　実はここに、失敗する人としない人との大きな“差”
があるのです。

　外壁塗装は多額の費用を要する“大きな買い物”で

す。あいまいな宣伝文句だけを判断材料にするのは、
まるで宝くじを買うようなもの。

　運よく“当たり”を引くことができれば良いのです
が、“はずれ”を引いてしまったら「だまされた！」と後
悔するだけでは済みません。

　もちろん、施工業者選びは運まかせの宝くじではあ

りません。判断基準となるいくつかのポイントを知る
ことで、失敗を防ぐことができるのです。
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業界に暗躍する悪徳営業マン

　具体的に、失敗しない施工業者選びのポイントをお
伝えする前に、まず知っておいていただきたいこと。
それは、外壁塗装業界では“悪徳営業”が横行してい
るという事実です。

とても残念なことですが、業界には
①横流し営業マン
②固定給泥棒営業マン
③他社の名刺を無断使用する営業マン
④見込み客を他社に斡旋する情報提供営業マン
といった詐欺師まがいの悪徳営業マンが無数に存在し
ています。

　実例として②固定給泥棒営業マンの“悪行”を紹介
しましょう。

　何件かの見込み顧客を持った人物がいます。業者は

新規の顧客開拓に必死ですから、営業マンとして採用
します。ところが、一向に契約成立の報告が届きませ
ん。一体なぜなのか。

　理由は単純。その営業マンは見込み顧客を会社にで
はなく、直接、自分の知り合いの業者・職人に横流し
しているのです。彼が就職した目的は、固定給をもら
うことだけ。毎日、一生懸命にがんばっている“ふり”
をしますが、そもそも社員として契約を成立させる気
などないのです。

　信じられないような話ですが、こうした詐欺師まが
いの悪徳営業マンが暗躍していることは、外壁塗装業
界では誰もが知る“常識”。そして、この“裏事情”を
多くの顧客が知らないことが、なによりも恐ろしいこと
なのです。

　決して安くはない外壁塗装の費用。複数の業者の見
積もり金額を比較し、「少しでも費用を抑えたい」とい

う心理が働くのは当然のことです。そんな心理状態の
ときに、爽やかな笑顔ですり寄ってきた営業マンから

「○○社と同じ工事を、うちはより安くさせていただ
きます」とささやかれたら・・・

“お値打ち感”という誘惑に逆らうことは至難の業。悪
徳営業マンは、まさにその“弱み”を狙って近づいてく
るのです。

「いや、金額だけじゃなく自社施工である点も確認し
て、アフターサービスをしっかりするよう何度も念を押
した」。そう反論する方もいます。

　しかしながら、外壁塗装の施工トラブルに遭う人の
共通点は、最終的に「金額ありきの業者選び」をして
しまっていること。これは、数多くの事例を目撃してき
た業界の人間だからこそ言えることなのです。

施工業者選びの 3つのポイント

　詐欺師まがいの悪徳営業マンを見破ることは、簡単
ではありません。彼らの目的は顧客の夢をかなえるこ
とではなく、契約を成立させること。マニュアルに従っ
て想定問答を何度も繰り返し、「こう言われた、こう切
り返す」というスキルを完璧に身につけています。

　それでは、施工業者を選ぶ際に何に注意すれば良
いのか。業界の人間が決して教えたがらない、3 つの
ポイントをお伝えしましょう。

①営業マンの人柄

　当たり前のことですが、あなたを担当する営業マン
の人柄を見ることが重要です。人の目、表情、話し方
には、必ず心の様子が表れます。誠実で、穏やかな口
調で、どんな質問に対しても丁寧な説明をしてくれる
か。しっかりと見定めましょう。なにより営業とは顧客

と業者をつなぐ最初の接点。営業マンの人間性や所作
を大切に考えていないとすれば、それだけの業者だと
判断されても仕方ありません。

②作業をする職人

　実際に作業を行う職人について知ることも大切で
す。小・中学校での図画工作の授業を思い出してくだ
さい。同じ材料を使っても、作品の完成度には大きく
差があったはずです。施工の仕上がりが、材料以外の
面に左右されるのは外壁塗装も同じこと。善良な業者
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いましょう。
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せん。

下請け施工に依存する業界構造

　外壁塗装の施工トラブルの多くは、施工前の説明内
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ことが原因。典型的な事例が、「わずか数年で塗装が
剥がれ、壁がひび割れてしまったが、施工業者と連絡
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　こうした実態を生み出している大きな要因が、下請
け施工に依存する業界構造にあります。

　さきほど、業者選びのポイントの一つに「職人を知
ること」を挙げましたが、外壁塗装業者の多くは、実
際に作業をする職人（業者）について積極的に教えよ
うとはしません。なぜなら、施工作業を開始する時期
によって職人（業者）を使い分けているからです。

　残念なことに、宣伝広告では「自社施工」と謳いな

がら、下請け業者に施工作業を外注していることは珍
しくありません。なぜ業者は自社施工と下請け施工を
使い分けているのか。

　その答えは、自社施工では利益が出せないことが多
いから。つまり、下請け施工をせざるを得ないのです。

　施工を下請け業者に外注する際、当たり前のことで
すが、支払われる金額は施主との契約金額の数分の一
に下がります。すると下請け業者は、利益を確保する
ため、安い材料を使ったり、工事を早く終わらせたり、
手を抜かざるを得なくなります。

　3 回の重ね塗りを約束しながら、ペンキ代や人件費
を浮かせるために 1 回だけで終わらせる、という契約
違反が堂々と行われているわけです。それでも、下請
け企業は利益を出すことができれば御の字。

　収支を度外視して仕事を受注する業者も数多く存在

しており、こうした業界構造のひずみが商品力（＝施工
完成度）の低下、ひいては施工トラブルの頻発を招い
ているのです。

　テレビ CM などで大々的な宣伝をしている大手業者
ほど、この下請けシステムを巧みに利用して発注金額
を抑えているのが実態です。

信頼できる業者は必ず見つかる

　技術力ではなく、宣伝が巧みで押しの強い一部の業
者だけが、仕事を独占している外壁塗装業界。「良い
仕事がしたい」と願いながら、生活のために下請け施
工に従事せざるを得ない職人が増えており、業界全体
の信用が失われつつあります。
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ではありません。彼らの目的は顧客の夢をかなえるこ
とではなく、契約を成立させること。マニュアルに従っ
て想定問答を何度も繰り返し、「こう言われた、こう切
り返す」というスキルを完璧に身につけています。

　それでは、施工業者を選ぶ際に何に注意すれば良
いのか。業界の人間が決して教えたがらない、3 つの
ポイントをお伝えしましょう。

①営業マンの人柄

　当たり前のことですが、あなたを担当する営業マン
の人柄を見ることが重要です。人の目、表情、話し方
には、必ず心の様子が表れます。誠実で、穏やかな口
調で、どんな質問に対しても丁寧な説明をしてくれる
か。しっかりと見定めましょう。なにより営業とは顧客

と業者をつなぐ最初の接点。営業マンの人間性や所作
を大切に考えていないとすれば、それだけの業者だと
判断されても仕方ありません。

②作業をする職人

　実際に作業を行う職人について知ることも大切で
す。小・中学校での図画工作の授業を思い出してくだ
さい。同じ材料を使っても、作品の完成度には大きく
差があったはずです。施工の仕上がりが、材料以外の
面に左右されるのは外壁塗装も同じこと。善良な業者
は作業員名簿を用意していることも多く、名前、職人
歴、技術力など、事前にできるだけ詳しく教えてもら
いましょう。

③過去の施工例

　外壁塗装のクオリティは「論より証拠」。業者が過去
に施工したお宅を紹介してもらい、自らの目で品質を

確認しましょう。可能であれば、施主に直接話を聞くこ
ともおすすめします。誇りを持って仕事をしている業者
は、顧客との間に築いた信頼関係があり、必ず施工例
を見学させてくれます。反対に、施工例を見せたがら
ない業者は、知られては困る仕事をしているからにほ
かならず、悪徳業者の“本性”を見破る突破口にもな
ります。

　営業マン、職人、施工例。これらは見積もり書（費
用）を眺めているだけでは確認することができません。

　そして、重要で簡単なことなのにもかかわらず、お
ろそかにしている人があまりにも多い気がしてなりま
せん。

下請け施工に依存する業界構造

　外壁塗装の施工トラブルの多くは、施工前の説明内
容と、施工後の状態や業者の対応がかけ離れてしまう
ことが原因。典型的な事例が、「わずか数年で塗装が
剥がれ、壁がひび割れてしまったが、施工業者と連絡
が取れなくなってしまった。10 年保証と言われていた
のに・・・」というものです。

　こうした実態を生み出している大きな要因が、下請
け施工に依存する業界構造にあります。

　さきほど、業者選びのポイントの一つに「職人を知
ること」を挙げましたが、外壁塗装業者の多くは、実
際に作業をする職人（業者）について積極的に教えよ
うとはしません。なぜなら、施工作業を開始する時期
によって職人（業者）を使い分けているからです。

　残念なことに、宣伝広告では「自社施工」と謳いな

がら、下請け業者に施工作業を外注していることは珍
しくありません。なぜ業者は自社施工と下請け施工を
使い分けているのか。

　その答えは、自社施工では利益が出せないことが多
いから。つまり、下請け施工をせざるを得ないのです。

　施工を下請け業者に外注する際、当たり前のことで
すが、支払われる金額は施主との契約金額の数分の一
に下がります。すると下請け業者は、利益を確保する
ため、安い材料を使ったり、工事を早く終わらせたり、
手を抜かざるを得なくなります。

　3 回の重ね塗りを約束しながら、ペンキ代や人件費
を浮かせるために 1 回だけで終わらせる、という契約
違反が堂々と行われているわけです。それでも、下請
け企業は利益を出すことができれば御の字。

　収支を度外視して仕事を受注する業者も数多く存在

しており、こうした業界構造のひずみが商品力（＝施工
完成度）の低下、ひいては施工トラブルの頻発を招い
ているのです。

　テレビ CM などで大々的な宣伝をしている大手業者
ほど、この下請けシステムを巧みに利用して発注金額
を抑えているのが実態です。

信頼できる業者は必ず見つかる

　技術力ではなく、宣伝が巧みで押しの強い一部の業
者だけが、仕事を独占している外壁塗装業界。「良い
仕事がしたい」と願いながら、生活のために下請け施
工に従事せざるを得ない職人が増えており、業界全体
の信用が失われつつあります。

　最後にあらためて問います。

あなたは大切な我が家の外壁塗装を、どの施工業
者に任せたいと思いますか？

　施工トラブルを避ける最善の方法は、仕事に誇りを
持ち、心を込めて作業をする職人（業者）を見つける
ことです。業者選びの基準はその一点に尽きます。だ
からこそ、営業マン、職人、施工例を知ることがとても
重要なのです。

　本書で紹介した 3 つのポイントを参考に、じっくりと

時間をかけて施工業者を選んでください。そうすれ
ば、あなたの気持ちに寄り添い、心のこもった仕事で
家族を笑顔にしてくれる施工業者に、必ず巡り会うこと
ができるはずです。



はじめに

　「まさか、うちに限って・・・」
　外壁塗装の施工トラブルで、悔しい思いをする人
が後を絶ちません。
　「契約前には良いことばかり言っていたけれど、いざ
契約をしたらあとは知らぬふり・・・」。なぜこのよう
なことが頻繁に起こってしまうのでしょうか？

　外壁塗装業界の現状を知れば、その原因が容易に
理解できます。あらゆる業種と同様に、長引く不況下
で、多くの外壁塗装業者は利益を上げることに苦戦し
ています。大手業者も例外ではなく、「お客さまの夢を
かなえる」、「お客さまの不満を解消する」といった本
来の使命を忘れ、売上を上げることだけが目的になっ
ている業者が少なくありません。

　なかには、借金を返済するために、どうしても目の
前の契約（売上）をまとめなければならない、といっ

た状況に追い込まれている業者もあります。

　そんな業者の頭にあるのは、自社の儲けや「どれだ
け手元にお金が残せるか」といったことばかり。もし、
あなたが見積もりを依頼する業者が、そんなことを考
えていたとしたら。そして、あなたがそれに気づけな
かったとしたら・・・想像するだけで背筋が凍ってしま
います。

　本来、外壁塗装の仕事は「お客さまの快適で豊か
な生活を支えるもの」でなければなりません。本書は
その原点に立ち返り、業界の実情を知る業者・職人
の立場から「失敗しない施工業者選び」のポイントを
お伝えします。

　最後まで読み終えたあなたは、「外壁塗装はどの業
者にお願いしても同じ。違うのは社名と見積もり金額
だけ」という考えがなくなり、正しい基準で業者を選
択できるようになっているはずです。

施工業者選びは宝くじじゃない

　外壁の塗装が必要になったとき、あなたが最初にす
るのは、広告チラシやインターネットで情報を集めるこ
とでしょう。すると、次のような宣伝文句が見つかるは
ずです。
「相談無料！ 見積もり無料！ 誠実施工！」
「外壁塗装は是非◯◯リフォームへ」
「塗り替えは地域密着◯◯ペイント」

　さて、あなたはこれらの情報をもとに、どの業者に
見積もりを依頼するでしょうか。「判断材料が少なくて
決められない」と考える人もいれば、「どの業者も大差
はないだろう」と考える人もいるでしょう。

　実はここに、失敗する人としない人との大きな“差”
があるのです。

　外壁塗装は多額の費用を要する“大きな買い物”で

す。あいまいな宣伝文句だけを判断材料にするのは、
まるで宝くじを買うようなもの。

　運よく“当たり”を引くことができれば良いのです
が、“はずれ”を引いてしまったら「だまされた！」と後
悔するだけでは済みません。

　もちろん、施工業者選びは運まかせの宝くじではあ

りません。判断基準となるいくつかのポイントを知る
ことで、失敗を防ぐことができるのです。

業界に暗躍する悪徳営業マン

　具体的に、失敗しない施工業者選びのポイントをお
伝えする前に、まず知っておいていただきたいこと。
それは、外壁塗装業界では“悪徳営業”が横行してい
るという事実です。

とても残念なことですが、業界には
①横流し営業マン
②固定給泥棒営業マン
③他社の名刺を無断使用する営業マン
④見込み客を他社に斡旋する情報提供営業マン
といった詐欺師まがいの悪徳営業マンが無数に存在し
ています。

　実例として②固定給泥棒営業マンの“悪行”を紹介
しましょう。

　何件かの見込み顧客を持った人物がいます。業者は

新規の顧客開拓に必死ですから、営業マンとして採用
します。ところが、一向に契約成立の報告が届きませ
ん。一体なぜなのか。

　理由は単純。その営業マンは見込み顧客を会社にで
はなく、直接、自分の知り合いの業者・職人に横流し
しているのです。彼が就職した目的は、固定給をもら
うことだけ。毎日、一生懸命にがんばっている“ふり”
をしますが、そもそも社員として契約を成立させる気
などないのです。

　信じられないような話ですが、こうした詐欺師まが
いの悪徳営業マンが暗躍していることは、外壁塗装業
界では誰もが知る“常識”。そして、この“裏事情”を
多くの顧客が知らないことが、なによりも恐ろしいこと
なのです。

　決して安くはない外壁塗装の費用。複数の業者の見
積もり金額を比較し、「少しでも費用を抑えたい」とい

う心理が働くのは当然のことです。そんな心理状態の
ときに、爽やかな笑顔ですり寄ってきた営業マンから

「○○社と同じ工事を、うちはより安くさせていただ
きます」とささやかれたら・・・

“お値打ち感”という誘惑に逆らうことは至難の業。悪
徳営業マンは、まさにその“弱み”を狙って近づいてく
るのです。

「いや、金額だけじゃなく自社施工である点も確認し
て、アフターサービスをしっかりするよう何度も念を押
した」。そう反論する方もいます。

　しかしながら、外壁塗装の施工トラブルに遭う人の
共通点は、最終的に「金額ありきの業者選び」をして
しまっていること。これは、数多くの事例を目撃してき
た業界の人間だからこそ言えることなのです。

施工業者選びの 3つのポイント

　詐欺師まがいの悪徳営業マンを見破ることは、簡単
ではありません。彼らの目的は顧客の夢をかなえるこ
とではなく、契約を成立させること。マニュアルに従っ
て想定問答を何度も繰り返し、「こう言われた、こう切
り返す」というスキルを完璧に身につけています。

　それでは、施工業者を選ぶ際に何に注意すれば良
いのか。業界の人間が決して教えたがらない、3 つの
ポイントをお伝えしましょう。

①営業マンの人柄

　当たり前のことですが、あなたを担当する営業マン
の人柄を見ることが重要です。人の目、表情、話し方
には、必ず心の様子が表れます。誠実で、穏やかな口
調で、どんな質問に対しても丁寧な説明をしてくれる
か。しっかりと見定めましょう。なにより営業とは顧客
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を大切に考えていないとすれば、それだけの業者だと
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は作業員名簿を用意していることも多く、名前、職人
歴、技術力など、事前にできるだけ詳しく教えてもら
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確認しましょう。可能であれば、施主に直接話を聞くこ
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は、顧客との間に築いた信頼関係があり、必ず施工例
を見学させてくれます。反対に、施工例を見せたがら
ない業者は、知られては困る仕事をしているからにほ
かならず、悪徳業者の“本性”を見破る突破口にもな
ります。

　営業マン、職人、施工例。これらは見積もり書（費
用）を眺めているだけでは確認することができません。

　そして、重要で簡単なことなのにもかかわらず、お
ろそかにしている人があまりにも多い気がしてなりま
せん。

下請け施工に依存する業界構造

　外壁塗装の施工トラブルの多くは、施工前の説明内
容と、施工後の状態や業者の対応がかけ離れてしまう
ことが原因。典型的な事例が、「わずか数年で塗装が
剥がれ、壁がひび割れてしまったが、施工業者と連絡
が取れなくなってしまった。10 年保証と言われていた
のに・・・」というものです。

　こうした実態を生み出している大きな要因が、下請
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うとはしません。なぜなら、施工作業を開始する時期
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　残念なことに、宣伝広告では「自社施工」と謳いな

がら、下請け業者に施工作業を外注していることは珍
しくありません。なぜ業者は自社施工と下請け施工を
使い分けているのか。

　その答えは、自社施工では利益が出せないことが多
いから。つまり、下請け施工をせざるを得ないのです。
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すが、支払われる金額は施主との契約金額の数分の一
に下がります。すると下請け業者は、利益を確保する
ため、安い材料を使ったり、工事を早く終わらせたり、
手を抜かざるを得なくなります。

　3 回の重ね塗りを約束しながら、ペンキ代や人件費
を浮かせるために 1 回だけで終わらせる、という契約
違反が堂々と行われているわけです。それでも、下請
け企業は利益を出すことができれば御の字。

　収支を度外視して仕事を受注する業者も数多く存在

しており、こうした業界構造のひずみが商品力（＝施工
完成度）の低下、ひいては施工トラブルの頻発を招い
ているのです。

　テレビ CM などで大々的な宣伝をしている大手業者
ほど、この下請けシステムを巧みに利用して発注金額
を抑えているのが実態です。

信頼できる業者は必ず見つかる

　技術力ではなく、宣伝が巧みで押しの強い一部の業
者だけが、仕事を独占している外壁塗装業界。「良い
仕事がしたい」と願いながら、生活のために下請け施
工に従事せざるを得ない職人が増えており、業界全体
の信用が失われつつあります。

　最後にあらためて問います。

あなたは大切な我が家の外壁塗装を、どの施工業
者に任せたいと思いますか？

　施工トラブルを避ける最善の方法は、仕事に誇りを
持ち、心を込めて作業をする職人（業者）を見つける
ことです。業者選びの基準はその一点に尽きます。だ
からこそ、営業マン、職人、施工例を知ることがとても
重要なのです。

　本書で紹介した 3 つのポイントを参考に、じっくりと

時間をかけて施工業者を選んでください。そうすれ
ば、あなたの気持ちに寄り添い、心のこもった仕事で
家族を笑顔にしてくれる施工業者に、必ず巡り会うこと
ができるはずです。
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りません。判断基準となるいくつかのポイントを知る
ことで、失敗を防ぐことができるのです。

業界に暗躍する悪徳営業マン

　具体的に、失敗しない施工業者選びのポイントをお
伝えする前に、まず知っておいていただきたいこと。
それは、外壁塗装業界では“悪徳営業”が横行してい
るという事実です。

とても残念なことですが、業界には
①横流し営業マン
②固定給泥棒営業マン
③他社の名刺を無断使用する営業マン
④見込み客を他社に斡旋する情報提供営業マン
といった詐欺師まがいの悪徳営業マンが無数に存在し
ています。

　実例として②固定給泥棒営業マンの“悪行”を紹介
しましょう。

　何件かの見込み顧客を持った人物がいます。業者は

新規の顧客開拓に必死ですから、営業マンとして採用
します。ところが、一向に契約成立の報告が届きませ
ん。一体なぜなのか。

　理由は単純。その営業マンは見込み顧客を会社にで
はなく、直接、自分の知り合いの業者・職人に横流し
しているのです。彼が就職した目的は、固定給をもら
うことだけ。毎日、一生懸命にがんばっている“ふり”
をしますが、そもそも社員として契約を成立させる気
などないのです。

　信じられないような話ですが、こうした詐欺師まが
いの悪徳営業マンが暗躍していることは、外壁塗装業
界では誰もが知る“常識”。そして、この“裏事情”を
多くの顧客が知らないことが、なによりも恐ろしいこと
なのです。

　決して安くはない外壁塗装の費用。複数の業者の見
積もり金額を比較し、「少しでも費用を抑えたい」とい

う心理が働くのは当然のことです。そんな心理状態の
ときに、爽やかな笑顔ですり寄ってきた営業マンから

「○○社と同じ工事を、うちはより安くさせていただ
きます」とささやかれたら・・・

“お値打ち感”という誘惑に逆らうことは至難の業。悪
徳営業マンは、まさにその“弱み”を狙って近づいてく
るのです。

「いや、金額だけじゃなく自社施工である点も確認し
て、アフターサービスをしっかりするよう何度も念を押
した」。そう反論する方もいます。

　しかしながら、外壁塗装の施工トラブルに遭う人の
共通点は、最終的に「金額ありきの業者選び」をして
しまっていること。これは、数多くの事例を目撃してき
た業界の人間だからこそ言えることなのです。

施工業者選びの 3つのポイント

　詐欺師まがいの悪徳営業マンを見破ることは、簡単
ではありません。彼らの目的は顧客の夢をかなえるこ
とではなく、契約を成立させること。マニュアルに従っ
て想定問答を何度も繰り返し、「こう言われた、こう切
り返す」というスキルを完璧に身につけています。

　それでは、施工業者を選ぶ際に何に注意すれば良
いのか。業界の人間が決して教えたがらない、3 つの
ポイントをお伝えしましょう。

①営業マンの人柄

　当たり前のことですが、あなたを担当する営業マン
の人柄を見ることが重要です。人の目、表情、話し方
には、必ず心の様子が表れます。誠実で、穏やかな口
調で、どんな質問に対しても丁寧な説明をしてくれる
か。しっかりと見定めましょう。なにより営業とは顧客

と業者をつなぐ最初の接点。営業マンの人間性や所作
を大切に考えていないとすれば、それだけの業者だと
判断されても仕方ありません。

②作業をする職人

　実際に作業を行う職人について知ることも大切で
す。小・中学校での図画工作の授業を思い出してくだ
さい。同じ材料を使っても、作品の完成度には大きく
差があったはずです。施工の仕上がりが、材料以外の
面に左右されるのは外壁塗装も同じこと。善良な業者
は作業員名簿を用意していることも多く、名前、職人
歴、技術力など、事前にできるだけ詳しく教えてもら
いましょう。

③過去の施工例

　外壁塗装のクオリティは「論より証拠」。業者が過去
に施工したお宅を紹介してもらい、自らの目で品質を

確認しましょう。可能であれば、施主に直接話を聞くこ
ともおすすめします。誇りを持って仕事をしている業者
は、顧客との間に築いた信頼関係があり、必ず施工例
を見学させてくれます。反対に、施工例を見せたがら
ない業者は、知られては困る仕事をしているからにほ
かならず、悪徳業者の“本性”を見破る突破口にもな
ります。

　営業マン、職人、施工例。これらは見積もり書（費
用）を眺めているだけでは確認することができません。

　そして、重要で簡単なことなのにもかかわらず、お
ろそかにしている人があまりにも多い気がしてなりま
せん。
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下請け施工に依存する業界構造

　外壁塗装の施工トラブルの多くは、施工前の説明内
容と、施工後の状態や業者の対応がかけ離れてしまう
ことが原因。典型的な事例が、「わずか数年で塗装が
剥がれ、壁がひび割れてしまったが、施工業者と連絡
が取れなくなってしまった。10 年保証と言われていた
のに・・・」というものです。

　こうした実態を生み出している大きな要因が、下請
け施工に依存する業界構造にあります。

　さきほど、業者選びのポイントの一つに「職人を知
ること」を挙げましたが、外壁塗装業者の多くは、実
際に作業をする職人（業者）について積極的に教えよ
うとはしません。なぜなら、施工作業を開始する時期
によって職人（業者）を使い分けているからです。

　残念なことに、宣伝広告では「自社施工」と謳いな

がら、下請け業者に施工作業を外注していることは珍
しくありません。なぜ業者は自社施工と下請け施工を
使い分けているのか。

　その答えは、自社施工では利益が出せないことが多
いから。つまり、下請け施工をせざるを得ないのです。

　施工を下請け業者に外注する際、当たり前のことで
すが、支払われる金額は施主との契約金額の数分の一
に下がります。すると下請け業者は、利益を確保する
ため、安い材料を使ったり、工事を早く終わらせたり、
手を抜かざるを得なくなります。

　3 回の重ね塗りを約束しながら、ペンキ代や人件費
を浮かせるために 1 回だけで終わらせる、という契約
違反が堂々と行われているわけです。それでも、下請
け企業は利益を出すことができれば御の字。

　収支を度外視して仕事を受注する業者も数多く存在

しており、こうした業界構造のひずみが商品力（＝施工
完成度）の低下、ひいては施工トラブルの頻発を招い
ているのです。

　テレビ CM などで大々的な宣伝をしている大手業者
ほど、この下請けシステムを巧みに利用して発注金額
を抑えているのが実態です。

信頼できる業者は必ず見つかる

　技術力ではなく、宣伝が巧みで押しの強い一部の業
者だけが、仕事を独占している外壁塗装業界。「良い
仕事がしたい」と願いながら、生活のために下請け施
工に従事せざるを得ない職人が増えており、業界全体
の信用が失われつつあります。

　最後にあらためて問います。

あなたは大切な我が家の外壁塗装を、どの施工業
者に任せたいと思いますか？

　施工トラブルを避ける最善の方法は、仕事に誇りを
持ち、心を込めて作業をする職人（業者）を見つける
ことです。業者選びの基準はその一点に尽きます。だ
からこそ、営業マン、職人、施工例を知ることがとても
重要なのです。

　本書で紹介した 3 つのポイントを参考に、じっくりと

時間をかけて施工業者を選んでください。そうすれ
ば、あなたの気持ちに寄り添い、心のこもった仕事で
家族を笑顔にしてくれる施工業者に、必ず巡り会うこと
ができるはずです。



はじめに

　「まさか、うちに限って・・・」
　外壁塗装の施工トラブルで、悔しい思いをする人
が後を絶ちません。
　「契約前には良いことばかり言っていたけれど、いざ
契約をしたらあとは知らぬふり・・・」。なぜこのよう
なことが頻繁に起こってしまうのでしょうか？

　外壁塗装業界の現状を知れば、その原因が容易に
理解できます。あらゆる業種と同様に、長引く不況下
で、多くの外壁塗装業者は利益を上げることに苦戦し
ています。大手業者も例外ではなく、「お客さまの夢を
かなえる」、「お客さまの不満を解消する」といった本
来の使命を忘れ、売上を上げることだけが目的になっ
ている業者が少なくありません。

　なかには、借金を返済するために、どうしても目の
前の契約（売上）をまとめなければならない、といっ

た状況に追い込まれている業者もあります。

　そんな業者の頭にあるのは、自社の儲けや「どれだ
け手元にお金が残せるか」といったことばかり。もし、
あなたが見積もりを依頼する業者が、そんなことを考
えていたとしたら。そして、あなたがそれに気づけな
かったとしたら・・・想像するだけで背筋が凍ってしま
います。

　本来、外壁塗装の仕事は「お客さまの快適で豊か
な生活を支えるもの」でなければなりません。本書は
その原点に立ち返り、業界の実情を知る業者・職人
の立場から「失敗しない施工業者選び」のポイントを
お伝えします。

　最後まで読み終えたあなたは、「外壁塗装はどの業
者にお願いしても同じ。違うのは社名と見積もり金額
だけ」という考えがなくなり、正しい基準で業者を選
択できるようになっているはずです。

施工業者選びは宝くじじゃない

　外壁の塗装が必要になったとき、あなたが最初にす
るのは、広告チラシやインターネットで情報を集めるこ
とでしょう。すると、次のような宣伝文句が見つかるは
ずです。
「相談無料！ 見積もり無料！ 誠実施工！」
「外壁塗装は是非◯◯リフォームへ」
「塗り替えは地域密着◯◯ペイント」

　さて、あなたはこれらの情報をもとに、どの業者に
見積もりを依頼するでしょうか。「判断材料が少なくて
決められない」と考える人もいれば、「どの業者も大差
はないだろう」と考える人もいるでしょう。

　実はここに、失敗する人としない人との大きな“差”
があるのです。

　外壁塗装は多額の費用を要する“大きな買い物”で

す。あいまいな宣伝文句だけを判断材料にするのは、
まるで宝くじを買うようなもの。

　運よく“当たり”を引くことができれば良いのです
が、“はずれ”を引いてしまったら「だまされた！」と後
悔するだけでは済みません。

　もちろん、施工業者選びは運まかせの宝くじではあ

りません。判断基準となるいくつかのポイントを知る
ことで、失敗を防ぐことができるのです。

業界に暗躍する悪徳営業マン

　具体的に、失敗しない施工業者選びのポイントをお
伝えする前に、まず知っておいていただきたいこと。
それは、外壁塗装業界では“悪徳営業”が横行してい
るという事実です。

とても残念なことですが、業界には
①横流し営業マン
②固定給泥棒営業マン
③他社の名刺を無断使用する営業マン
④見込み客を他社に斡旋する情報提供営業マン
といった詐欺師まがいの悪徳営業マンが無数に存在し
ています。

　実例として②固定給泥棒営業マンの“悪行”を紹介
しましょう。

　何件かの見込み顧客を持った人物がいます。業者は

新規の顧客開拓に必死ですから、営業マンとして採用
します。ところが、一向に契約成立の報告が届きませ
ん。一体なぜなのか。

　理由は単純。その営業マンは見込み顧客を会社にで
はなく、直接、自分の知り合いの業者・職人に横流し
しているのです。彼が就職した目的は、固定給をもら
うことだけ。毎日、一生懸命にがんばっている“ふり”
をしますが、そもそも社員として契約を成立させる気
などないのです。

　信じられないような話ですが、こうした詐欺師まが
いの悪徳営業マンが暗躍していることは、外壁塗装業
界では誰もが知る“常識”。そして、この“裏事情”を
多くの顧客が知らないことが、なによりも恐ろしいこと
なのです。

　決して安くはない外壁塗装の費用。複数の業者の見
積もり金額を比較し、「少しでも費用を抑えたい」とい

う心理が働くのは当然のことです。そんな心理状態の
ときに、爽やかな笑顔ですり寄ってきた営業マンから

「○○社と同じ工事を、うちはより安くさせていただ
きます」とささやかれたら・・・

“お値打ち感”という誘惑に逆らうことは至難の業。悪
徳営業マンは、まさにその“弱み”を狙って近づいてく
るのです。

「いや、金額だけじゃなく自社施工である点も確認し
て、アフターサービスをしっかりするよう何度も念を押
した」。そう反論する方もいます。

　しかしながら、外壁塗装の施工トラブルに遭う人の
共通点は、最終的に「金額ありきの業者選び」をして
しまっていること。これは、数多くの事例を目撃してき
た業界の人間だからこそ言えることなのです。

施工業者選びの 3つのポイント

　詐欺師まがいの悪徳営業マンを見破ることは、簡単
ではありません。彼らの目的は顧客の夢をかなえるこ
とではなく、契約を成立させること。マニュアルに従っ
て想定問答を何度も繰り返し、「こう言われた、こう切
り返す」というスキルを完璧に身につけています。

　それでは、施工業者を選ぶ際に何に注意すれば良
いのか。業界の人間が決して教えたがらない、3 つの
ポイントをお伝えしましょう。

①営業マンの人柄

　当たり前のことですが、あなたを担当する営業マン
の人柄を見ることが重要です。人の目、表情、話し方
には、必ず心の様子が表れます。誠実で、穏やかな口
調で、どんな質問に対しても丁寧な説明をしてくれる
か。しっかりと見定めましょう。なにより営業とは顧客

と業者をつなぐ最初の接点。営業マンの人間性や所作
を大切に考えていないとすれば、それだけの業者だと
判断されても仕方ありません。

②作業をする職人

　実際に作業を行う職人について知ることも大切で
す。小・中学校での図画工作の授業を思い出してくだ
さい。同じ材料を使っても、作品の完成度には大きく
差があったはずです。施工の仕上がりが、材料以外の
面に左右されるのは外壁塗装も同じこと。善良な業者
は作業員名簿を用意していることも多く、名前、職人
歴、技術力など、事前にできるだけ詳しく教えてもら
いましょう。

③過去の施工例

　外壁塗装のクオリティは「論より証拠」。業者が過去
に施工したお宅を紹介してもらい、自らの目で品質を

確認しましょう。可能であれば、施主に直接話を聞くこ
ともおすすめします。誇りを持って仕事をしている業者
は、顧客との間に築いた信頼関係があり、必ず施工例
を見学させてくれます。反対に、施工例を見せたがら
ない業者は、知られては困る仕事をしているからにほ
かならず、悪徳業者の“本性”を見破る突破口にもな
ります。

　営業マン、職人、施工例。これらは見積もり書（費
用）を眺めているだけでは確認することができません。

　そして、重要で簡単なことなのにもかかわらず、お
ろそかにしている人があまりにも多い気がしてなりま
せん。
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下請け施工に依存する業界構造

　外壁塗装の施工トラブルの多くは、施工前の説明内
容と、施工後の状態や業者の対応がかけ離れてしまう
ことが原因。典型的な事例が、「わずか数年で塗装が
剥がれ、壁がひび割れてしまったが、施工業者と連絡
が取れなくなってしまった。10 年保証と言われていた
のに・・・」というものです。

　こうした実態を生み出している大きな要因が、下請
け施工に依存する業界構造にあります。

　さきほど、業者選びのポイントの一つに「職人を知
ること」を挙げましたが、外壁塗装業者の多くは、実
際に作業をする職人（業者）について積極的に教えよ
うとはしません。なぜなら、施工作業を開始する時期
によって職人（業者）を使い分けているからです。

　残念なことに、宣伝広告では「自社施工」と謳いな

がら、下請け業者に施工作業を外注していることは珍
しくありません。なぜ業者は自社施工と下請け施工を
使い分けているのか。

　その答えは、自社施工では利益が出せないことが多
いから。つまり、下請け施工をせざるを得ないのです。

　施工を下請け業者に外注する際、当たり前のことで
すが、支払われる金額は施主との契約金額の数分の一
に下がります。すると下請け業者は、利益を確保する
ため、安い材料を使ったり、工事を早く終わらせたり、
手を抜かざるを得なくなります。

　3 回の重ね塗りを約束しながら、ペンキ代や人件費
を浮かせるために 1 回だけで終わらせる、という契約
違反が堂々と行われているわけです。それでも、下請
け企業は利益を出すことができれば御の字。

　収支を度外視して仕事を受注する業者も数多く存在

しており、こうした業界構造のひずみが商品力（＝施工
完成度）の低下、ひいては施工トラブルの頻発を招い
ているのです。

　テレビ CM などで大々的な宣伝をしている大手業者
ほど、この下請けシステムを巧みに利用して発注金額
を抑えているのが実態です。

信頼できる業者は必ず見つかる

　技術力ではなく、宣伝が巧みで押しの強い一部の業
者だけが、仕事を独占している外壁塗装業界。「良い
仕事がしたい」と願いながら、生活のために下請け施
工に従事せざるを得ない職人が増えており、業界全体
の信用が失われつつあります。

　最後にあらためて問います。

あなたは大切な我が家の外壁塗装を、どの施工業
者に任せたいと思いますか？

　施工トラブルを避ける最善の方法は、仕事に誇りを
持ち、心を込めて作業をする職人（業者）を見つける
ことです。業者選びの基準はその一点に尽きます。だ
からこそ、営業マン、職人、施工例を知ることがとても
重要なのです。

　本書で紹介した 3 つのポイントを参考に、じっくりと

時間をかけて施工業者を選んでください。そうすれ
ば、あなたの気持ちに寄り添い、心のこもった仕事で
家族を笑顔にしてくれる施工業者に、必ず巡り会うこと
ができるはずです。



はじめに

　「まさか、うちに限って・・・」
　外壁塗装の施工トラブルで、悔しい思いをする人
が後を絶ちません。
　「契約前には良いことばかり言っていたけれど、いざ
契約をしたらあとは知らぬふり・・・」。なぜこのよう
なことが頻繁に起こってしまうのでしょうか？

　外壁塗装業界の現状を知れば、その原因が容易に
理解できます。あらゆる業種と同様に、長引く不況下
で、多くの外壁塗装業者は利益を上げることに苦戦し
ています。大手業者も例外ではなく、「お客さまの夢を
かなえる」、「お客さまの不満を解消する」といった本
来の使命を忘れ、売上を上げることだけが目的になっ
ている業者が少なくありません。

　なかには、借金を返済するために、どうしても目の
前の契約（売上）をまとめなければならない、といっ

た状況に追い込まれている業者もあります。

　そんな業者の頭にあるのは、自社の儲けや「どれだ
け手元にお金が残せるか」といったことばかり。もし、
あなたが見積もりを依頼する業者が、そんなことを考
えていたとしたら。そして、あなたがそれに気づけな
かったとしたら・・・想像するだけで背筋が凍ってしま
います。

　本来、外壁塗装の仕事は「お客さまの快適で豊か
な生活を支えるもの」でなければなりません。本書は
その原点に立ち返り、業界の実情を知る業者・職人
の立場から「失敗しない施工業者選び」のポイントを
お伝えします。

　最後まで読み終えたあなたは、「外壁塗装はどの業
者にお願いしても同じ。違うのは社名と見積もり金額
だけ」という考えがなくなり、正しい基準で業者を選
択できるようになっているはずです。

施工業者選びは宝くじじゃない

　外壁の塗装が必要になったとき、あなたが最初にす
るのは、広告チラシやインターネットで情報を集めるこ
とでしょう。すると、次のような宣伝文句が見つかるは
ずです。
「相談無料！ 見積もり無料！ 誠実施工！」
「外壁塗装は是非◯◯リフォームへ」
「塗り替えは地域密着◯◯ペイント」

　さて、あなたはこれらの情報をもとに、どの業者に
見積もりを依頼するでしょうか。「判断材料が少なくて
決められない」と考える人もいれば、「どの業者も大差
はないだろう」と考える人もいるでしょう。

　実はここに、失敗する人としない人との大きな“差”
があるのです。

　外壁塗装は多額の費用を要する“大きな買い物”で

す。あいまいな宣伝文句だけを判断材料にするのは、
まるで宝くじを買うようなもの。

　運よく“当たり”を引くことができれば良いのです
が、“はずれ”を引いてしまったら「だまされた！」と後
悔するだけでは済みません。

　もちろん、施工業者選びは運まかせの宝くじではあ

りません。判断基準となるいくつかのポイントを知る
ことで、失敗を防ぐことができるのです。

業界に暗躍する悪徳営業マン

　具体的に、失敗しない施工業者選びのポイントをお
伝えする前に、まず知っておいていただきたいこと。
それは、外壁塗装業界では“悪徳営業”が横行してい
るという事実です。

とても残念なことですが、業界には
①横流し営業マン
②固定給泥棒営業マン
③他社の名刺を無断使用する営業マン
④見込み客を他社に斡旋する情報提供営業マン
といった詐欺師まがいの悪徳営業マンが無数に存在し
ています。

　実例として②固定給泥棒営業マンの“悪行”を紹介
しましょう。

　何件かの見込み顧客を持った人物がいます。業者は

新規の顧客開拓に必死ですから、営業マンとして採用
します。ところが、一向に契約成立の報告が届きませ
ん。一体なぜなのか。

　理由は単純。その営業マンは見込み顧客を会社にで
はなく、直接、自分の知り合いの業者・職人に横流し
しているのです。彼が就職した目的は、固定給をもら
うことだけ。毎日、一生懸命にがんばっている“ふり”
をしますが、そもそも社員として契約を成立させる気
などないのです。

　信じられないような話ですが、こうした詐欺師まが
いの悪徳営業マンが暗躍していることは、外壁塗装業
界では誰もが知る“常識”。そして、この“裏事情”を
多くの顧客が知らないことが、なによりも恐ろしいこと
なのです。

　決して安くはない外壁塗装の費用。複数の業者の見
積もり金額を比較し、「少しでも費用を抑えたい」とい

う心理が働くのは当然のことです。そんな心理状態の
ときに、爽やかな笑顔ですり寄ってきた営業マンから

「○○社と同じ工事を、うちはより安くさせていただ
きます」とささやかれたら・・・

“お値打ち感”という誘惑に逆らうことは至難の業。悪
徳営業マンは、まさにその“弱み”を狙って近づいてく
るのです。

「いや、金額だけじゃなく自社施工である点も確認し
て、アフターサービスをしっかりするよう何度も念を押
した」。そう反論する方もいます。

　しかしながら、外壁塗装の施工トラブルに遭う人の
共通点は、最終的に「金額ありきの業者選び」をして
しまっていること。これは、数多くの事例を目撃してき
た業界の人間だからこそ言えることなのです。

施工業者選びの 3つのポイント

　詐欺師まがいの悪徳営業マンを見破ることは、簡単
ではありません。彼らの目的は顧客の夢をかなえるこ
とではなく、契約を成立させること。マニュアルに従っ
て想定問答を何度も繰り返し、「こう言われた、こう切
り返す」というスキルを完璧に身につけています。

　それでは、施工業者を選ぶ際に何に注意すれば良
いのか。業界の人間が決して教えたがらない、3 つの
ポイントをお伝えしましょう。

①営業マンの人柄

　当たり前のことですが、あなたを担当する営業マン
の人柄を見ることが重要です。人の目、表情、話し方
には、必ず心の様子が表れます。誠実で、穏やかな口
調で、どんな質問に対しても丁寧な説明をしてくれる
か。しっかりと見定めましょう。なにより営業とは顧客

と業者をつなぐ最初の接点。営業マンの人間性や所作
を大切に考えていないとすれば、それだけの業者だと
判断されても仕方ありません。

②作業をする職人

　実際に作業を行う職人について知ることも大切で
す。小・中学校での図画工作の授業を思い出してくだ
さい。同じ材料を使っても、作品の完成度には大きく
差があったはずです。施工の仕上がりが、材料以外の
面に左右されるのは外壁塗装も同じこと。善良な業者
は作業員名簿を用意していることも多く、名前、職人
歴、技術力など、事前にできるだけ詳しく教えてもら
いましょう。

③過去の施工例

　外壁塗装のクオリティは「論より証拠」。業者が過去
に施工したお宅を紹介してもらい、自らの目で品質を

確認しましょう。可能であれば、施主に直接話を聞くこ
ともおすすめします。誇りを持って仕事をしている業者
は、顧客との間に築いた信頼関係があり、必ず施工例
を見学させてくれます。反対に、施工例を見せたがら
ない業者は、知られては困る仕事をしているからにほ
かならず、悪徳業者の“本性”を見破る突破口にもな
ります。

　営業マン、職人、施工例。これらは見積もり書（費
用）を眺めているだけでは確認することができません。

　そして、重要で簡単なことなのにもかかわらず、お
ろそかにしている人があまりにも多い気がしてなりま
せん。
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下請け施工に依存する業界構造

　外壁塗装の施工トラブルの多くは、施工前の説明内
容と、施工後の状態や業者の対応がかけ離れてしまう
ことが原因。典型的な事例が、「わずか数年で塗装が
剥がれ、壁がひび割れてしまったが、施工業者と連絡
が取れなくなってしまった。10 年保証と言われていた
のに・・・」というものです。

　こうした実態を生み出している大きな要因が、下請
け施工に依存する業界構造にあります。

　さきほど、業者選びのポイントの一つに「職人を知
ること」を挙げましたが、外壁塗装業者の多くは、実
際に作業をする職人（業者）について積極的に教えよ
うとはしません。なぜなら、施工作業を開始する時期
によって職人（業者）を使い分けているからです。

　残念なことに、宣伝広告では「自社施工」と謳いな

がら、下請け業者に施工作業を外注していることは珍
しくありません。なぜ業者は自社施工と下請け施工を
使い分けているのか。

　その答えは、自社施工では利益が出せないことが多
いから。つまり、下請け施工をせざるを得ないのです。

　施工を下請け業者に外注する際、当たり前のことで
すが、支払われる金額は施主との契約金額の数分の一
に下がります。すると下請け業者は、利益を確保する
ため、安い材料を使ったり、工事を早く終わらせたり、
手を抜かざるを得なくなります。

　3 回の重ね塗りを約束しながら、ペンキ代や人件費
を浮かせるために 1 回だけで終わらせる、という契約
違反が堂々と行われているわけです。それでも、下請
け企業は利益を出すことができれば御の字。

　収支を度外視して仕事を受注する業者も数多く存在

しており、こうした業界構造のひずみが商品力（＝施工
完成度）の低下、ひいては施工トラブルの頻発を招い
ているのです。

　テレビ CM などで大々的な宣伝をしている大手業者
ほど、この下請けシステムを巧みに利用して発注金額
を抑えているのが実態です。

信頼できる業者は必ず見つかる

　技術力ではなく、宣伝が巧みで押しの強い一部の業
者だけが、仕事を独占している外壁塗装業界。「良い
仕事がしたい」と願いながら、生活のために下請け施
工に従事せざるを得ない職人が増えており、業界全体
の信用が失われつつあります。

　最後にあらためて問います。

あなたは大切な我が家の外壁塗装を、どの施工業
者に任せたいと思いますか？

　施工トラブルを避ける最善の方法は、仕事に誇りを
持ち、心を込めて作業をする職人（業者）を見つける
ことです。業者選びの基準はその一点に尽きます。だ
からこそ、営業マン、職人、施工例を知ることがとても
重要なのです。

　本書で紹介した 3 つのポイントを参考に、じっくりと

時間をかけて施工業者を選んでください。そうすれ
ば、あなたの気持ちに寄り添い、心のこもった仕事で
家族を笑顔にしてくれる施工業者に、必ず巡り会うこと
ができるはずです。
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うとはしません。なぜなら、施工作業を開始する時期
によって職人（業者）を使い分けているからです。

　残念なことに、宣伝広告では「自社施工」と謳いな

がら、下請け業者に施工作業を外注していることは珍
しくありません。なぜ業者は自社施工と下請け施工を
使い分けているのか。

　その答えは、自社施工では利益が出せないことが多
いから。つまり、下請け施工をせざるを得ないのです。

　施工を下請け業者に外注する際、当たり前のことで
すが、支払われる金額は施主との契約金額の数分の一
に下がります。すると下請け業者は、利益を確保する
ため、安い材料を使ったり、工事を早く終わらせたり、
手を抜かざるを得なくなります。

　3 回の重ね塗りを約束しながら、ペンキ代や人件費
を浮かせるために 1 回だけで終わらせる、という契約
違反が堂々と行われているわけです。それでも、下請
け企業は利益を出すことができれば御の字。

　収支を度外視して仕事を受注する業者も数多く存在
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しており、こうした業界構造のひずみが商品力（＝施工
完成度）の低下、ひいては施工トラブルの頻発を招い
ているのです。

　テレビ CM などで大々的な宣伝をしている大手業者
ほど、この下請けシステムを巧みに利用して発注金額
を抑えているのが実態です。

信頼できる業者は必ず見つかる

　技術力ではなく、宣伝が巧みで押しの強い一部の業
者だけが、仕事を独占している外壁塗装業界。「良い
仕事がしたい」と願いながら、生活のために下請け施
工に従事せざるを得ない職人が増えており、業界全体
の信用が失われつつあります。

　最後にあらためて問います。

あなたは大切な我が家の外壁塗装を、どの施工業
者に任せたいと思いますか？

　施工トラブルを避ける最善の方法は、仕事に誇りを
持ち、心を込めて作業をする職人（業者）を見つける
ことです。業者選びの基準はその一点に尽きます。だ
からこそ、営業マン、職人、施工例を知ることがとても
重要なのです。

　本書で紹介した 3 つのポイントを参考に、じっくりと
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時間をかけて施工業者を選んでください。そうすれ
ば、あなたの気持ちに寄り添い、心のこもった仕事で
家族を笑顔にしてくれる施工業者に、必ず巡り会うこと
ができるはずです。


