
　Birdman Repair school　　　THJAPAN 株式会社

THJAPAN株式会社　

代表取締役の平野岳史です。

弊社では2007年から住宅リペア業を始め、海外（ロンドン・上海）での作業実績を積み、2015年
から住宅リペア技術を提供するリペアスクールを始めました。

名称は『Birdman リペアスクール』と言います。

これまで、全国各地から120名以上の方が受講されています。

リペアスクールは弊社の工房でマンツーマン指導による講座。誰にも気兼ねなく聞きたい事が聞

ける環境なので、じっくりと学んで頂けます。

受講される方々の目的は、主に以下の通りです。

受講されている方の目的

● リペア業を取り入れる事によって単価を上げたい

● 雇われ続けるよりも、将来のために起業したい

● リペア技術を教えてくれる人がいなくて困っている

傾向として受講されている方は、ハウスクリーニング業者、リフォーム業者、塗装業者、足場業

者、現場監督の方が多く受講されています。

スクールコンセプト

● 実戦で役立つリペア技術を提供

＊DIYスキルではありません。



受講時間

・10時から17時ごろ

受講人数

・基本的に１対１のプライベート受講です。

受講後の成功コメントを紹介します。

・住宅管理会社をしています。住宅管理業務にリペア業を取り入れる事に成功し、月間200
万円ほどの利益が出る様になりました。定期的に社員を平野さんのリペアスクールへ通わ

せています。

・お手伝いさんを派遣する会社をしています。派遣しているお手伝いさんが、お掃除とリペ

アが出来たらと思いリペア技術を学びました。事業はお手伝い業の時よりも月間の売上は

30%ほど上がりました。

・ハウスクリーニング業メインで仕事を行なっています。元請からリペア依頼も継続的に入

る様になり、ハウスクリーニングとリペア業でトータルの売上が150%上がりました。

・アルミサッシ取り付け業者です。ハウスメーカーとの関わりが深かった事もあり、リペア技

術を学んだ事でリペア依頼を頂く様になりました。

リペアと既存事業を通して多くの建築会社と知り合える事が出来るので、既存事業の拡大

にも繋がっています。

・東京から沖縄県宮古島市へ移住し、リペア業で新規参入しました。島内には競合がいな

いと言うこともありますが、月収80万円を売り上げ、島内で唯一のリペア職人になる事が出
来ました。

・不動産業をしています。リペア業者に頼まず、自社で物件のリペア作業が出来る様にな

り、支出が減り大変助かっています。



どんな成果が得られるのか？

● 基本的な作業工程から難易度の高い作業工程を学べる

● 作業効率化のメソッドも学べる

● 多種多様なリペア工程に対応可能な必要道具を知れる

リペアスクールでは、学んだ作業工程をいかにその時々の現場に合わせクオリティーを保ちなが

ら効率良く、どの様に作業するか？が学べます。

また海外での実績を元に、条件が悪い中での難易度の高い作業方法なども学んで頂けます。

そして15年以上、試行錯誤しながら厳選した道具もリペアスクールで提供しているので、必要に
応じた状況で的確な道具を使用して頂けます。

1時間無料リペアスクール体験実施中

リペアスクール受講を検討されている方で実際に

● どんな方が教えているのか知りたい

● 受講場所を確認したい

● きっちり教えてくれるか確認したい

● 実際に会って質問してみたい

と言う方が多いので、1時間無料のリペアスクール体験を実施しています。

質疑応答30分、技術体験30ほどになります。

お問い合わせはline、メール、お電話で宜しくお願い致します。



リペアスクールで学べる基本のこと

レギュラーコース1日/レギュラーコース2日

● 木部補修

● アルミサッシ補修

● ウレタン塗装を用いた補修方法

上記の項目から学びたい項目が選べます。

『例』

1日は木部補修、2日はアルミサッシ補修
と言う流れが多いですね。

・木部補修を学ぶ　フローリング傷、窓枠傷、木扉傷の補修が出来る様になります。新築、リ

フォーム現場で働く技術が身に付きます。

・アルミサッシ補修を学ぶ　窓枠のアルミサッシ傷、水切りへこみ、ベランダの手すり、お風呂のア

ルミ扉の補修が出来る様になります。

・ウレタン塗装を用いた補修を学ぶ　玄関扉・キッチンパネルなど、耐久性が必要な部材を補修す

る事が出来る様になります。

※1日1項目が学びやすいペースです。



技術が学べるコース紹介

鏡面リペアコース

・鏡面部材補修方法（大建ハピアフロア、キッチンパネルなど）

ウレタン塗料を用いた鏡面リペアコースはウレタン塗料の硬化・乾燥のため2日コースとなってい
ます。

大理石研磨コース

・大理石の研磨方法

石材研磨機器・研磨パットを用いて大理石の研磨方法が学べます。

プロフェッショナルコースを受講されると、大理石研磨も付属で受講可能です。単体で大理

石研磨コースを受講されるよりも多くの事が学べます。

プロフェッショナルコース5、8、10日

下記の項目から受講されたい内容が選べます。

● 木部補修

● サッシ、金物系補修

● 鏡面仕上げ補修（受講日数は2日間）

● ステンレス補修

● 外壁サイディング補修

● タイル補修方法

● エイジング補修方法

● 人造大理石の補修方法

● 大理石研磨の方法

● 現場同行1日〜2日



・木部補修を学ぶ　フローリング傷、窓枠傷、木扉の穴補修が出来る様になります。新築、

リフォーム現場で働く技術が身につきます。

・アルミサッシ補修を学ぶ　お風呂のアルミ扉、窓枠のアルミサッシ傷、水切りへこみ、ベラ

ンダの手すりの補修が出来る様になります。

・ウレタン塗装を用いた補修を学ぶ　玄関扉、キッチンパネルなど耐久性が必要な部材を、

補修する事が出来る様になります。

・鏡面仕上げ補修を学ぶ　鏡面加工されたフローリング材、扉材の補修が出来る様になり

ます。高級部材を使用されるお客様に喜ばれます。

・ステンレス補修を学ぶ　ステンレスレンジフード、ステンレスシンクの補修ができるようにな

り、キッチン周りの補修に特化出来ます。

・外壁サイディング補修を学ぶ　外壁サイディング類の補修ができます。外壁業者さんから

の補修依頼に対応する事が出来ます。

・タイル補修を学ぶ　玄関アプローチなどのタイル補修が出来る様になります。外構業者さ

んが困っている案件を助ける事が出来ます。

・エイジング補修方法を学ぶ　経年劣化した補修箇所を、古い不具合のまま補修できる様

になります。古い物をそのまま使いたいお客様の問題解決が出来ます。

・人造大理石の補修方法を学ぶ　キッチンカウンターや洗面台の傷補修が出来る様になり

ます。キッチンメーカーのお仕事に対応出来ます。



・大理石研磨補修を学ぶ　大理石フロアの艶曇りを解消することが出来ます。高級部材を

使用されるお客様の問題解決のお手伝いが出来ます。

・現場同行で学べることは、実際の作業ペース、スピード、クオリティー、作業判断が体験で

きます。プロとして働く上で必要な経験を現場同行で学べます。

各コース日数の違いは、作業方法を学ぶ時間に比例します。多くの項目を学びたい方は８

日、10日が望ましいです。

それでは実際にコーススケジュールの様子を紹介致します。

プロフェッショナルコース5日のスケジュール

5日間コースの場合は、4日間は技術講習と１日は現場同行の5日間となります。内容は受

講者の方と一緒に設計します。

スケジュールに関しまして受講者の方とスケジュールをすり合わせて日程を作成致します。

「例」

● day1  木部補修

● day2  サッシ補修

● day3 ステンレス補修・人造大理石研磨

● day4 ウレタン塗装、木部補修、サッシ補修復習

● day5 現場同行（日程は調整後、作業に入ります。）

＊5日間の受講の場合、2日または３日間の連続受講後に１ヶ月ほどのインターバルを設け

残りの受講を行います。

なぜインターバルを設けるのか？



連続受講すると学んだ事が身に付かず、もし4日連続受講した際は、初日に学んだ事を忘

れています。ですので、受講して頂いた内容をご自宅で復習、自主練する期間としてイン

ターバルを設けています。

受講時のインターバルに関して、受講者さんとコミュニケーションを取り、受講日程を決めま

す。

料金（税別）

● レギュラーコース 　　　　　  1日 45,000円　2日90,000円

● 鏡面リペアコース  　　　　　2日 120.000円

● 大理石研磨　　　　　　　　　1日 200.000円

● プロフェッショナルコース　5日 400,000円

● プロフェッショナルコース   8日 610,000円

● プロフェッショナルコース   10日 750,000円

お支払い方法

・銀行振りみ

・クレジット決済（別途４％の手数料かかります）

銀行振込、クレジット決済共に受講日の１ヶ月前に決済となります。クレジット決済は決済リンクを

メール・LINEでお送りいたします。



お申し込み方法

受講希望される方は下記の項目をLine・メール・お電話でご連絡ください。

● お名前

● 受講希望コース名と日数

● 現在の職業

● お住まいのエリア名

lineでのお問い合わせはこちらから

メール：takeshi_hirano@thjapan.com

お電話番号：08042327552（平野）

お問い合わせ後のカウンセリング

お問い合わせ頂いた後、どの様なスキルを身に付けたいか、どの様な分野でお仕事に活かした

いかをカウンセリング致します。

プロフェッショナルコースなどでは学べる技術が多岐に渡るので、どの分野のビジネスで伸ばして

行きたいのか、また、展開するビジネスエリアで、どのリペア分野の需要があるかを見極めます。

全てのリペア項目を学んで頂けますが、必要ないものは知識程度に学び、必要なリペアスキルを

確実に取り組みます。

想定よりも、スキルの習得に時間がかかる場合があるかもしれませんので、優先順位を一緒に

設計しましょう。

mailto:takeshi_hirano@thjapan.com


道具類の購入サポート

受講前に弊社で道具を揃え、材料屋さんから直接ご自宅に送って頂いています。

● 木部アルミ補修道具費用　90,000円ほど

● ウレタン塗料一式　　　　100,000円ほど

● コンプレッサー費用　　　150,000円ほど

● スプレーガン１丁費用　　15,000円〜25,000円ほど

※受講者さんによって揃える道具の個体差があるので、購入費用に差があります。

※弊社では仲介料などは頂いておりません。



受講内容

木部補修　（床・枠・建具類の補修方法）

・充填材の使い方

・艶・色スプレー缶の使用方法

・パレット上での調色方法

・色彩判断方法

・筆の動かし方

・塗料の希釈度合い

（受講期間4日　目安）

金物・アルミサッシ補修

・ポリエステルパテの使用方法

・スプレー缶のドライ・ウェット吹きの説明

・プラサフスプレー缶から仕上げまでのスプレー缶の使用手順

（受講期間1日　目安）

ウレタン塗料を用いた補修方法

・ウレタン塗料の説明（使用メーカーなど）

・ウレタン塗料を用いての調色訓練

・スプレーガンの使い方・使い分けの説明

・コンプレッサーの使い方

・家具の再塗装実習（扉を塗装）

（受講期間　1日　目安）

鏡面仕上げ補修方法（使用部材は鏡面床）

・ウレタン塗料を用いた補修方法

・傷箇所の下地処理方法

・ベース塗装方法

・クリア塗装方法

・クリア塗装後の研磨

・鏡面仕上げに必要なポリッシング手順

（受講期間2日　目安）



外壁サイディング補修方法

・ウレタン塗料を用いた補修方法

・ポリエステルパテ使用（形の成形方法）

・サイディングの塗装方法（筆とスプレーガン併用）

（受講期間　半日　目安）

人造大理石磨補修

・人造大理石の再生研磨方法

・使用器具の説明（機械・パッド類）

・磨き方の説明

（受講期間　半日　目安）

石材補修方法・石材系タイル補修方法  （鏡面仕上げは行なっていません）

・石垣補修などに用いたパテの作り方

・調色方法

（受講期間　半日　目安）

ステンレス製品・シンクの研磨方法（鏡面仕上げは行なっていません）

・使用器具の説明

・研磨方法を説明（ヘアーライン仕上げ等）

＊溶接を用いた補修方法は行っておりません。

（受講期間　半日　目安）



大理石研磨方法

・研磨器具の説明

・数種類のパッドの使用方法

・研磨方法

（受講期間　1日　目安）

現場同行

・一緒に現場で作業致します。メインで受講者の方に作業して頂きアドバイス致します。作

業する現場は、新築戸建て現場もしくはリフォーム現場などです。

現場同行で学ぶ内容は

・現場のこなし方

・補修箇所の見切り方・作業の判断スピードを養う

・実際の現場で行なっている作業方法　など。

＊他のリペアスクールの運営に携わっている方は受講不可。

受講後の無料サポート

プロフェッショナルコースを受講された方のみ、受講後の技術的サポートは無料となりま

す。また、道具に関するご相談も無料となります。

プロフェッショナルコース以外の方で、受講後の技術的アドバイスを受けたい方は、有料サ

ポート月額11000円となります。道具に関しての情報提供は無料となります。

受講後もリペア技術を習得したい方が多いので、リペア技術動画配信も有料サポートプラ

ンとして付属しています。（動画は毎月1本動画更新）



受講後の無料サポート

プロフェッショナルコース受講者

● 技術的アドバイスは無料

● 道具に関する情報提供は無料

受講後の有料サポート

費用は月額11000円税込

プロフェッショナルコース以外の受講者

● 技術的アドバイスは有料

● 道具に関する情報提供は無料

有料サポートに加入して頂きますと、技術的なアドバイスが可能です。更に毎月配信してい

るリペア動画の視聴が出来ます。

受講場所

神戸市長田区大日丘町3丁目151ホビーハウス大日01



お振込先

みなと銀行

店番 022 高倉台支店
普通1659696
THJAPAN 株式会社　（ティエイチジャパンカブシキカイシャ）

神戸信用金庫

月見山支店　

普通　口座番号 0452261
口座名義　THJAPAN株式会社　（ティーエイチジャパンカブシキカイシャ）

三井住友銀行　

板宿支店　

普通　口座番号　4739271
口座名義　THJAPAN株式会社　（ティエイチジャパンカブシキカイシャ）


