
　　　宜しければプリントアウトしてご使用ください♪

様

年

屋根の種類 ・

造 階建 坪

・ 目視 ： 目で見てご確認ください。
・ 指触 ： 指や手で実際に触ってご確認ください。
・ 水湿し(みずしめし) ： 水をかけてその状態をご確認ください。

ない

ない

ない

はじく

※屋根に上ってのチェックは危険ですのでご遠慮ください。

ない

※適用のお宅はチェックしてみてください。

※適用のお宅はチェックしてみてください。

　　　　　　　  ( ご記入年月日 )

平成　　  　年 　　　月 　　　日

(建坪)

チェック部位

有限会社 田崎建装 〒343-0008　埼玉県越谷市大吉 1025-6 TEL 048-977-6405 / FAX 048-978-4665

上記の診断結果で返答の欲しいお客様・お見積依頼のお客様はお気軽に弊社にFAXもしくはご連絡ください。

　右記のどちらかにチェック☆

( 弊社からの返答方法をご記入願います )
返答の欲しいお客様

※ご記入頂きました個人情報はセルフチェックの返答及びお見積以外での使用は一切致しません。

『大切なお家を守るためのセルフチェックシート』
たまには自宅の外装でも眺めてみようかな☆

※脚立などのご利用によるケガなどは責任を負いかねますのであらかじめご了承願います。

目視

指触

目視

目視

チェック部位

目視

目視

目視

チェック部位

水湿し

指触

 □　メールで返答が欲しい

 □　電話で返答が欲しい

　　　　　　　　　　　 @

　　　　　　　－　　　　　　　－

□　お見積のご依頼□　返答が欲しい

すごく目立つ
(全体の30％以上) (ふくれて膨張している)

サビは出ていませんか？

コーキングの部分が黒ずんでいませんか？ 黒ずんでいる黒ずんではいない

　《 鉄部・鋼板 》

出ていない 少し出ている

目立つ

↑◎ベランダ・防水なども同様のチェック方法が適用できます。

　《 コーキング 》

亀裂・割れ・すき間はありますか？

弾力性はありますか？

ない 所々ある 随所にある

押して戻る 押して戻らない カチンコチンだ

コケ・藻は出てきていませんか？ 出てきている 目立つ

新築当時のまま

雨漏りはしていませんか？ しているしていない

　《 屋根 》

やけは表れていますか？
色あせはじめてる 色あせている

( 大屋根 ) ( 下屋根 )

　《 外壁 》

構造

外壁の種類

チェック方法の説明

はじきずらい 吸込む感じがする

お住い地域
都
県

区町
市村

壁面にひびは出ていませんか？

ある 目立つ

指先に軽く付く 指先にかなり付く

目視・指触

目視

目視

該当する症状に○を付けてください

ある 目立つ

出てきている 目立つ

(髪の毛レベルのひび) (つまようじ以上のひび)
ない

色あせはじめてる

新築当時のまま
つや不良・やけは表れていますか？

つやがなくなってきている

色あせている

チェック方法

チェック部位

水ははじきますか？

壁が粉状になっていませんか？

はがれ・ふくれはありませんか？

コケ・藻は出てきていませんか？

チェック項目

築年数

お名前

ふりがな

※上記作成文書ならびにデザインの著作権は(有)田崎建装が保有する。目的以外での使用を硬く禁ずる。記入例も同条件とする。



　　　☆ご記入例☆わかりやすいよう赤で記入致しました。

様

8 年

屋根の種類 ・

造 2 階建 30 坪

・ 目視 ： 目で見てご確認ください。
・ 指触 ： 指や手で実際に触ってご確認ください。
・ 水湿し(みずしめし) ： 水をかけてその状態をご確認ください。

ない

ない

ない

はじく

※屋根に上ってのチェックは危険ですのでご遠慮ください。

ない

※適用のお宅はチェックしてみてください。

※適用のお宅はチェックしてみてください。

( 弊社からの返答方法をご記入願います )  □　電話で返答が欲しい 　　　　　　　－　　　　　　　－

※ご記入頂きました個人情報はセルフチェックの返答及びお見積以外での使用は一切致しません。

有限会社 田崎建装 〒343-0008　埼玉県越谷市大吉 1025-6 TEL 048-977-6405/ FAX 048-978-4665

上記の診断結果で返答の欲しいお客様・お見積依頼のお客様はお気軽に弊社にFAXもしくはご連絡ください。

　右記のどちらかにチェック☆ □　返答が欲しい □　お見積のご依頼

返答の欲しいお客様  □　メールで返答が欲しい 　 　×××××　 @　×××××

　《 鉄部・鋼板 》チェック部位

目視 サビは出ていませんか？
出ていない 少し出ている

目立つ すごく目立つ
(全体の30％以上) (ふくれて膨張している)

目視 コーキングの部分が黒ずんでいませんか？ 黒ずんではいない 黒ずんでいる

指触 弾力性はありますか？ 押して戻る 押して戻らない カチンコチンだ

↑◎ベランダ・防水なども同様のチェック方法が適用できます。

　《 コーキング 》チェック部位

目視 亀裂・割れ・すき間はありますか？ ない 所々ある 随所にある

目視 コケ・藻は出てきていませんか？ 出てきている 目立つ

雨漏りはしていませんか？ していない している

　《 屋根 》チェック部位

目視 やけは表れていますか？
新築当時のまま

色あせはじめてる 色あせている

指触 壁が粉状になっていませんか？ 指先に軽く付く 指先にかなり付く

水湿し 水ははじきますか？ はじきずらい 吸込む感じがする

目視 コケ・藻は出てきていませんか？ 出てきている 目立つ

目視・指触 はがれ・ふくれはありませんか？ ある 目立つ

目視 壁面にひびは出ていませんか？ ない
ある 目立つ

(髪の毛レベルのひび) (つまようじ以上のひび)

チェック方法 チェック項目 該当する症状に○を付けてください

目視 つや不良・やけは表れていますか？
新築当時のまま つやがなくなってきている

色あせはじめてる 色あせている

構造 木 (建坪)

チェック方法の説明

　《 外壁 》 ※脚立などのご利用によるケガなどは責任を負いかねますのであらかじめご了承願います。チェック部位

( 大屋根 ) ( 下屋根 )

外壁の種類 サイディング コロニアル トタン

お名前 御家　　塗男 お住い地域 埼玉 越谷

築年数

『大切なお家を守るためのセルフチェックシート』
たまには自宅の外装でも眺めてみようかな☆

　　　　　　　  ( ご記入年月日 )

平成　 24 年 　7 月 　7 日

ふりがな おうち　  ぬりお
都
県

区町
市村

あくまでも《記入例》です。


