
住宅を譲渡される方へ

■ 住宅を譲渡・転売される際には、次にお住まいの方にこの冊子をお渡しください。
■ 各定期点検の詳細記録及び、各メンテナンス記録の一覧を｢住宅履歴書｣としてお渡しすることができます（当社を介さない譲渡の場合は有料となります）。
※ 転売する際の保証継続の手続きについての詳細は、保証書をご確認ください。
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［お問い合わせ］
お客様専用ダイヤル 0I20-015-046

いつまでも安心して暮らしていただくために



　当社の関係業者の名前を名乗り、ご⾃宅へ訪問し設備機器・消耗品を販売しようとする業者がいますが、当社とは

無関係です。

　なお、当社では全社員が社員証を携⾏しております。万が⼀、不審に思われる訪問のあった場合は、社員証の提

⽰をお求めになり、ご確認ください。

Contents

　これから皆さんの新しい生活が始まります！ 新しいお住まいに長く快適にお暮しいただくためには、日ごろの住まい

方やメンテナンスなどがとても重要です。

　「ゼロホーム 住まいのガイドブック」では、大切な住まいと暮らしに役立つ情報をご紹介しています。お住まいのお手

入れ方法や困ったことが発生した場合には、この冊子や各種設備機器などの取扱説明書を、まずはご確認ください。

新しい生活のスタート！ 日ごろのメンテナンスが大切です

　｢点検・修理｣には、⾼度な専⾨知識を必要とするもの、危険を伴うものがあります。ご⾃分ではできないと感じら

れましたら無理をなさらずに、当社担当部署までご相談ください。

　メーカー保証期間終了後、キッチン・バスルーム・トイレ・洗⾯所等の各種設備機器の不具合については、取扱説明

書記載の連絡先をご確認の上、直接メーカーメンテナンスまでお問い合わせください。その他の、⽞関ドア・窓・建具

等についても、緊急時はメーカーメンテナンスまで直接ご連絡ください。

不明な際は「点検・修理」をご依頼ください

　この冊子は、新築時に備え付けの各種設備機器の取扱説明書や保証書などとひとまとめにし、すぐに取り出せる場

所に大切に保管してください。

　また、点検・補修をした際には、当社よりメンテナンス記録表や点検記録表をお渡しいたします。これらも、この冊

子と⼀緒に保管しておきましょう。

　なお将来、住宅を譲渡される際には、次にお住まいの方にこの冊子をお渡しください。

点検記録をひとまとめに

　住宅はどうしても経年劣化していくものですから、本来は⾃動車の車検と同じように定期的に点検を⾏い、その都

度、補修やメンテナンスが必要です。ゼロホームでは、大切な住宅に長く快適にお住まいいただくために、入居後1年

目および10年目以降5年ごとに定期点検を⾏っています（1年目は無料、10年目以降は有料）。ご案内が届きましたら、

点検を受けてください。

　なお、10年目以降の定期点検を受けられなかった場合には、点検期日を超えた時点で、すべての保証が終了とな

りますのでご注意ください。

定期点検は必ず行って下さい
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Check! ゼロホームにお住まいの皆様へ

00
木造住宅は、木材という生きた建材を使っているため、様 な々特性があります。

また、暮らし方の工夫やお手入れによって、お住まいの快適さは大きく変わります。

これらの特性を理解し、うまくつきあっていくことが大切です。

結露を防ぐために

木造住宅の性質について

冬場、暖房器具の使用等により建物の内と外の温度差が大きくなると、窓ガラスや天井、壁等で結露が発生することがあります。また、

最上階の部屋等では、下階で温められた空気がドアのすき間等から流入しやすく、暖房器具を使用していなくても結露が発生しやすく

なります。

ゼロホームの木造建築施工は、国の定める「住宅の品質確保の促進等に関する法律（品確法）」に⽰

される技術基準（※下記注）に基づき、施工しております。しかしながら、木造住宅は木材という生き

た建材を使っていること、現場には工事完了まで延べ何百人という工事関係者が出入りする状況で

あること等により、木造住宅の性質上避けられない下記のような現象が発生する場合があります。

※
不具合の発生と構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性との相関関係を⽰すもの。ゼロホームでは、上記のような不具合事象に対し、「瑕疵が存する
可能性が低い」とされる「レベル1」の範囲（例：傾きに関しては1000ミリの範囲で3ミリまでの傾斜）での施工を目指しておりますが、納まりの都合や経年変化
等により、ごくまれに、⼀部「レベル2」（例：傾きに関しては1000ミリの範囲で6ミリまでの傾斜）の範囲となる場合がございます。

このように、普通に生活しているだけでも水蒸気は多量に放出されてしまいますので、結露を防ぐためには意識して対策をする必要

があります。まず何より大切なのは換気です。

財団法人北海道建築指導センター「気密化住宅の換気」より

注意

（1日あたり・4人家族の場合）

●料理をする ・・・・・・・・・約1.5ℓ

●洗濯機を回す ・・・・・・・約0.5ℓ

●洗濯物の室内干し ・・・約1.5ℓ

窓をあけて換気をこまめに行いましょう

全体を通して 大空間やハイルーフ、吹き抜けについて

外観やテラス、外まわり等について

クロスについて

内装材、建具について

お風呂の水を残したり、洗濯物の室内干しをしない

水槽や観葉植物も水蒸気を発生します

石油ストーブやガスファンヒーターをつけっぱなしにしない

押入れの収納には、すのこを敷きましょう

換気扇を常に回しておきましょう

加湿器を使いすぎない

外の乾燥した空気を建物内に取り入れることで、室内に溜まった
湿気を外に放出することができます。晴れた日には窓を開け、空
気を入れ替えましょう。

●美観上、目立たない程度の小さな傷・汚れ等

●柱・梁・化粧材・床材のわずかな反りやねじれ等

●2間半（4500ミリ）以上の大空間や特殊な施工部分におけるわ
ずかなたわみ

●⾼所により補修作業が困難な場所のクロスに生じるチリ切れ・
割れ・めくれ等
※足場費用が別途必要となる場合があります。

●納まり上必要なサッシ寸法の変更
※図⾯表記寸法と異なる場合があります

●外壁やタイル、コンクリート部分における小さなクラックや多少

の膨らみ・へこみ等

●テラスやバルコニーに敷いたタイルの多少の不陸やがたつき等

（日常の使用に支障のないもの）●下地のジョイント部分等におけるわずかな段差

●当社標準品以外からお選びになられた壁紙における小さなチ
リ切れ・割れ・めくれ等
※色の濃いクロスや厚みの薄いクロス、柄の大きなクロスは特にご注意
ください

●建具のわずかな反り等（日常の使用に支障のないもの）

●小さな床鳴り
※床鳴りの完全な解消は困難です（特に、床暖房設置⾯や標準外の断
熱材施工⾯等、修繕方法が限定される場合）

●床鳴り防止のための専用釘による、床⾯の多少の膨れ

水蒸気が発生する原因はできる限り排除しましょう。
お風呂の使用後は窓を開け、必ず換気扇を回しましょう。

生物の呼吸によって水蒸気が発生し、結露の原因となります。

灯油やガスを燃焼させるときに大量の水蒸気を発生させていま
す。つけっぱなしは禁物です！
また、暖房するときはできるだけ全室暖房にして、各部屋の温度
差をなくしましょう。

湿気が溜まりやすい押入れには、すのこ等を敷いて収納すること
で空気が循環し、湿気を防ぎます。また、時々押入れを開けて換
気しましょう。

ゼロホームの建物はトイレと洗⾯所に24 時間対応の換気扇を設
置し、建物内全体の換気が⾏えるように計画しております。それ
でも不十分な場合は、キッチンや浴室の換気扇も利用しましょう。

冬は乾燥しがちだからと加湿器を過度に使いすぎてはいけません。
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ゼロホームにお住まいの皆様へ序章

外構の補修についてのご理解とお願い
ゼロホームの建築する建物は、建築基準法、住宅の品質確保の促進等に関する法律（品確法）

等の基準に基づき、施工しております。⼀方で、建物本体以外のエクステリア等、外構工事に

関しましては、⼀部を除き、公的な法律に基づいた施工基準がなく、また、戸建て住宅という

特性上、外構部分はお客様の使用形態、使用方法も多岐にわたることから、明確な施工基準

を設けにくい現状があります。

軽微な不具合、機能に影響しない不具合の事例

1  土間クラック

3  タイル・敷石の割れや欠け

4  基礎まわりコンクリート部分の不具合

5  真土・砂利部分の降雨時の水溜り 6  基礎と接合している部分のすき間

2  ポーチ部の不具合

※白華（はっか）現象とは、コンクリート中に含まれる成分が雨水により分解さ
れ、表⾯に白いシミが出てくることです。
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安全・快適に暮らすためのご注意 住まいのお手入れとメンテナンス
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Check!
住まいのお手入れとメンテナンス

排水設備

トイレ

排水管は定期的な洗浄を

洗濯機用排水トラップのお手入れ 入居時や水道工事後はしばらく水を流す

屋外の排水桝のお手入れも忘れずに

止水栓の役割と使用方法 床と便器のフチ部分からの水漏れについて

ラバーカップを使って直せます

お掃除シートは一枚ずつ流す

酸性・アルカリ性洗剤の使用には注意が必要

キッチンや洗⾯化粧台、浴室等の排水管は、排水パイプ洗浄剤
等を使って定期的に掃除しましょう。排水管の詰まりや臭いの予
防になります。
詰まってしまった場合でも、少しでも水が流れていくようであれ
ば、⼀旦水がなくなるのを待って、排水パイプ洗浄剤を使うと大
抵の場合は直りま
す。万⼀、この方
法でも直らない時
は、屋外の排水桝
にゴミが詰まって
いる可能性があり
ます。その場合は、
排水桝を掃除して
ください。

泥やゴミがたまっている場合がありますので、季節毎に点検し、た
まってしまった異物を取り除きましょう。
排水桝は建物全体の排水が集まる箇所で、汚れがひどくなると⾼
圧ジェット洗浄をする必要性があります。２～３ヶ月に⼀度は掃除
するようにしましょう。

排水枡は外構の上記のような場所に設置されています

本管から引き込まれた水道は屋外にあるメーターボックス内に
ある止水栓を通り、メーターを経て配管されています。
止水栓を閉めればすべての給水を止めることができます。
また、流し台や洗⾯化粧台、トイレの下には専用止水栓があり、
その機器への給水や排水を止めることができます。

入居時や長時間水を使用しなかった場合、または近隣で水道工
事を⾏った場合は、水に油が混じったり水が濁ったりすることが
ありますので飲まないでください。
この場合、水栓をしばらく開けっ放しにしてしばらく流しておくと
水はキレイになります。

洗濯機用排水トラップは、洗濯洗剤や糸くず・髪の毛等が絡まっ
てゴミが溜まりやすい場所です。排水の流れが悪かったり、水漏
れの原因になりますので定期的に掃除を⾏ってください。
※排水トラップの取り付け不良等がありますと、水漏れの原因になります。

作業終了後は、念のため多めの水を流す等して、水漏れがないことを
確認してください。

洗濯機の排水口

最近のトイレは「節水型」が多く、少しの
水量で効率よく流すため、お掃除シート
等を使ってそのまま流すと詰まりの原因
になることがあります。そもそもお掃除
シートは、水に流すとバラバラにほぐれて流れていくといった商
品です。水に溶けるわけではありませんので、⼀度に大量のお
掃除シートを流すと詰まってしまい、水が流れないといったトラ
ブルにつながる可能性があります。

最近のトイレのタンク内部は、樹脂製やゴム製の器具を多く使用
しています。酸性・アルカリ性の洗剤や芳香洗浄剤は器具を傷め
る恐れがありますのでご注意ください。

床と便器のフチの部分（写真
の◯の部分）へは、便座まわ
りから水が垂れてくることが
あります。この部分に汚れが
溜まっている際、多くは男性
が小用を足す時の「飛び散り」
が原因です。
⼀旦汚れを拭き取り、様子を
見てください。それでも気に
なるようであれば、当社担当
部署までご連絡ください。

異物を流したり、
大量のトイレット
ペーパーやお掃除
シートを⼀度に流
すと詰まることが
あります。
万⼀、異物等が詰
まってしまった場合
は、ラバーカップなどの道具を使用して解消することができます。

使用の際は、周囲に汚水
が飛び散らないように透明の
ビニールシートの真ん中に穴
を開け、ラバーカップの柄を
通す。（写真①）。

便器の排水口に押し付け
てください。（写真②、図①）。

これで詰まりが取れたよ
うなら、バケツで水を流しス
ムーズに流れるかどうか確認
します。（図②）
いきなりタンクの水を流すと、
詰まりが取れていなかった場
合に便器から水があふれる
恐れがありますので注意しま
しょう。

ラバーカップはホームセンター等で販売していますので、ご家庭
で常備されることをお勧めします。この道具を使用しても直らな
い場合は、当社担当部署までご連絡ください。

ラバーカップ

01
毎日の生活で使う水まわりや各種設備機器は使うたびに汚れが付着し、ちょっとしたことでトラブルの原因に。

ただし、こまめに手入れしたり、正しい使い方をすれば大きなトラブルは回避できます。

家族みんなが安全で快適に暮らすために、日頃のメンテナンスをぜひ心がけましょう。

写真①

図①写真②

図②

ド ー

（ ） （ ）

排水トラップ
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安全・快適に暮らすためのご注意 住まいのお手入れとメンテナンス

使用後、温かさが
残るうちにお手入
れすることが重要
です。ふきこぼれ
た煮汁や飛び散っ
た油が熱によって
炭化し、焦げつき
汚 れ に なると清
掃が困難になりま
す。汚れたらその都度の清掃を
心掛けてください。もし、焦げつ
き汚れになってしまったら、中
性洗剤の原液を垂らしてしばら
く置き、汚れを浮き上がらせて
から拭き取ります。1回で落ちな
い場合は、何度か繰り返してください。

トッププレートが汚
れていると、鍋底
との接触が悪くな
ります。
使用するたびに布
で拭いてください。

汚れや黒ずみは、クリームクレンザーを少量垂らして布で拭き
取ってください。しつこい汚れはラップ等でこすり取ります。

フタの表⾯にはホコリが付着しやすいので、定期的に表⾯をカラ
拭きするか、掃除機でホコリを吸い取ってください。また、時々フ
タをはずして内部も掃除してください。放置したままにしておく
と、風の通りが悪くなりますのでご注意ください。

まずスイッチを切り、ファンの回転が止まったことを確認しま
す。

フタの下端にある取っ手（写真①丸印）に指をかけて、手前に
引いてはずします。

市販の換気扇用フィルタを貼ると換気扇
が汚れにくく、お掃除も簡単です。

雨水の浸入・エアコン冷媒配管の劣化等を防止するために、エ
アコン配管化粧カバーの取り付けをお勧めします。（エアコン施
工業者に相談してください）
パテ処理の場合、経年により劣化・
硬直・隙間等が生じ、雨水浸入の
原因になります。

室内のエアコン配管も露出となる場合があります。
配管カバーを取付することでキレイに納まります。

水気はフローリングの反りや
むくれ、シミの原因となります
ので、日常的に水が飛び散る
ような箇所にはマット等を敷
いて保護してください。
万⼀、水をこぼしてしまった
場合等は、速やかに水気を拭き取ってください。

ワックス不可のフローリングにワックスをかけた場合、フローリン
グの品質低下や転倒のおそれがありますのでご注意ください。

キャスター付き家具等は家具の移動時に、キャスター付き椅子
は使用時に床の表⾯を傷つけるおそれがありますのでご注意く
ださい。
耐キャスター仕様のフローリングについても、金属製や球状の
キャスターの使用は控えてください。また、キャスターに付着し
たゴミやホコリによりキズが生じる場合がありますので、定期的
に取り除いてください。

フローリングの床に直接ホットカーペットを敷くと、その熱によっ
て床材が反ってしまう場合があります。ホットカーペットを敷く場
合は、アンダーフェルト等専用の下敷きをご使用ください。また、
カーペットは敷いたままにしておくと、カビが発生する等フロー
リングの不具合の原因になります。適度にカーペットを外す等、
換気をしてください。

シンク前にキッチンマットを敷きっぱなしにすると、水はねにより湿
気を含み、フロアにカビが発生することがあります。マットは時々
はずし、十分に乾かす等、湿気がこもらないようにしてください。

床鳴りは音の程度にもよりますが、フロアーの継ぎ目部分がす
れて音が発生していることが考えられます。
これは木の性質としての調湿効果が働き、伸び縮みが生じるこ
とで、ある程度はやむを得ない現象です。商品の性能、使用上
特に問題ありません。
その他、水をこぼして長時間放置した場合や、水気の多いお手
入れをされた場合等でも起こりますので、正しいお手入れをおす
すめします。また、ワックスや表⾯コート剤の塗布、下地条件等
でも発生する場合があります。

無垢材は⾃然素材であり、呼吸し、空気中の湿気を吸収、放出
するため、若干、収縮・ねじれ・たわみ・変色等の問題が生じる場
合があります。

注意

色合いや木目が不均⼀な場合があります。

日焼けやスリッパ跡、水分付着等により変色やシミ・
色ムラが出やすい素材です。

多少の反り、すき間を生じる場合があり、床材として
使用した場合は、それが原因で床鳴りを起こすことがあ
ります。

素材により、わずかな衝撃で傷・へこみ・ささくれ等が
起こる場合があります。

室内環境により、ヤニが出たり、カビがつく場合があ
ります。

これらの事象は、無垢材の特性によるもので、やむを得
ない現象です。⾃然から生まれた製品の特徴としてご理
解いただきますようお願いします。
なお、お手入れにつきましては、ワックス塗装等の方法
がございますが、製品によりメンテナンス方法が異なり
ますので、当社担当部署までご相談ください。

調理機器 換気扇

エアコン配管

フローリング

汚れがこびりつく前にお手入れを

換気扇のお掃除は電源を落としてから

室内にも化粧カバーを

簡単お手入れ フローリングの水気は早く取り除く

キャスター付き家具や椅子は傷の原因

ホットカーペットを直接敷かない

キッチンマット

床鳴り

無垢フローリングの変化について

ワックス不可のフローリングにはワックスをかけない

室外の配管には化粧カバーの取り付けをお勧めします

トッププレートの汚れはこまめに掃除を

しつこい汚れはクリームクレンザーやラップで

ガスコンロ

IHヒーター式調理器

パテ処理されたエアコン配管 エアコン配管化粧カバー

写真①

○の部分に指をかけて

写真②

手前に引くとはずれます
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安全・快適に暮らすためのご注意 住まいのお手入れとメンテナンス

網戸に寄りかかるとレールから外れてしまうため大変危険です。
うっかり寄りかかったり、もたれたりすると転倒や転落の恐れが
ありますので、網戸には寄りかからないよう注意してください。

特に、2階以上の窓にある網戸が外れて落下してしまうと、大き
な事故につながる危険があります。お掃除の時など、網戸を取
り外したい場合は、ゆっくりと網戸を外し、手元から滑り落とさ
ないよう注意してください。

壁にモノを取り付ける場合は、壁の中の木の部分（下地）に取り
付けてください。また、下地に十分届く長さの釘やネジ（35㎜以
上）をお使いください。

カーテンレールのような荷重がかかるものは、「下地（したじ）」と呼ばれる、壁の中の「木の部分」に取り付ける必要が
あります。額縁上部にカーテンレールが取り付けられる下地（木の部分）がありますので、「 」（下記）にてご確
認の上、 で取り付けてください。

完成した住宅は、壁の中を見ることができませんが、窓のまわりにはカーテンレールを取り付けけることができる下地（木の部分）が
あります。窓のまわりの壁の中は下記のようになっています。

壁の中がイメージできたら、「下地探し」を使って、正確な下地（木の部分）の位置を確認していきます。
「下地探し」は、細い針で下地の位置を確認する道具です。ホームセンター等で購入できます。

下地（木の部分）の位置をしっかり確認したら、カーテンレールを
取り付けます。
額縁の上に付ける「正⾯付」と、額縁の下に付ける「天井付」な
ど、カーテンレールの形状にはいくつかの種類がありますので、
ご確認ください。

※間柱は455mm（もしくは、450mm）間隔で入っています。  ※「下地探し」の数値は目安です。 
※「下地探し」には針がついています。取扱いには十分ご注意ください。

耐震用のL型金物を使用する場合は、下地のあるところにしっか
りと固定してください。下地のない所に取り付けたのでは、せっ
かくの耐震用金物も役に立ちません。

下地のない場所にどうしても取り付けたい場合は、カレンダーや
小さい額縁など軽量なモノであれば壁掛け用フックで取り付け
てください。ホームセンター等で市販されている壁掛け用フック
の重量制限等をよく確認し、取り付け方法に従って取り付けてく
ださい。

⽞関ドアの鍵を紛失された場合、防犯のためにドアの錠本体を
取り替えなければなりません。保管時や小さいお子様に鍵を持
たせる場合は、紛失しないよう十分気をつけてください。

網戸 壁掛け

鍵の保管・紛失

網戸に寄りかからない 壁にモノを取り付ける場合は下地のある場所へ

耐震用金物は下地にしっかり固定

下地のない場所には壁掛け用フックで取り付け

網戸の落下に注意

鍵を紛失した場合は、錠前ごと交換

下地は標準的に455㎜間隔で入っています。メジャーで
測って下地の場所の見当をつけ、握りこぶしで軽く叩い
てください。コンコンという少し硬めの音がする場所が
下地のある場所です。

ホームセンターなどで市販されている下地探し器具を
利用する方法もあります。 ※P13参照

カーテンレールを壁に取り付けたいのですが…

市販の「下
した

地
じ

探し」を使って、下地材（壁の中の木の部分）に取付することができます

切り替えス
イッチを回し、
FREEにあわせます。

壁に垂直に当てて押してください。
※下地を発見した時に可動カバーの指し
込み目盛りを読み取ると壁材（石膏ボー
ド）の厚さがおおよそわかります。

参考：下地探し

A

耐震金物

柱または間柱

額縁
額縁

し

下地
（木の部分）

し

額縁の の あり

下地（木の部分）の ー ー の り
石膏ボード ー ー の え

！注意！

額縁の
.5cm . cm
額縁の
.5cm . cm

ー ー
（ ）ー ー

（ ）

額縁

下地
（木の部分）

5mm

下地探し

針
壁（石膏ボード） 壁（石膏ボード）

発見

額縁

手応えなし 手応えあり

下地
（木の部分）

下地
（木の部分）

約
4.5
cm

約
4.5
cm
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電気設備機器ご使用時のご注意 感電・漏電の防止

分電盤は10数回路あり、1回路の容量は2000ワットです。
ブレーカーが落ちた時は、該当する器具のコンセントを⼀旦抜い
てから、ブレーカーを「入」にしてください。
消費電力の大きいエアコンや電子レンジ等は単独の回路にして
おりますが、普通のコンセントは何ヶ所かで1回路になっており、
消費電力の大きい電気ストーブやホットカーペット等をご使用に
なられると、契約アンペアを超えてブレーカーが⾃動的に「切」
になる場合があります。

計画外の 200Ｖ機器や消費電力が 1500Ｗ・15Ａ以上の機器を
購入された場合には、専用回路と専用コンセントが必要です。
工事を伴う改良・増設は弊社担当部署にご依頼ください。

洗濯機・冷蔵庫・電子レンジ・エアコン
等のアースの取り付け指⽰のある機器
は、必ずアース線をアースターミナルに
接続してください。万⼀、漏電しても、
アースによって電気を地⾯に逃がして
いれば、感電事故を避けることができ
ます。

電気配線や電気機器が古くなり、絶縁箇所が傷んだり腐食する
と、漏電や感電の危険があります。お客様のお住まいには漏電
防止のために漏電ブレーカーを設置しておりますが、万が⼀漏
電が生じた場合は、電気機器の使用を止め、分岐用ブレーカー
を落として、弊社担当部署に連絡してください。

コンセントやプラグに付着したゴミやホコリは発火の原因です。
冷蔵庫・エアコン・パソコン他、長期間差し込んだままの使用や、
家具等に隠れたコンセント等は注意が必要です。

長時間差し込んだまま使っているプラグは年に1～2回程度抜
き、乾いた布等でホコリを拭き取ってください。

プラグが変色や変形していたら新しいコードに取り替えてくだ
さい。

長期間使用しない電化製品のコードはコンセントからはずし
てください。

設置して8～10年経つと、外側に異常がなくても内部の劣化が進
⾏していますのて、点検・交換をおすすめします。周囲温度が⾼
い場合や点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

コンセントのタコ足配線は絶対にやめてください。火災の原因に
なります。
コンセントは1ヶ所（1口、2口）あたり1500Wを超えないように使
用してください。過熱して発火の原因となる恐れがあります。ま
た、傷んだコードは漏電や発熱による火災の原因となりますの
で、取り替えてください。
コードを束ねたり、巻いたりした状態で使用するとコードが発
熱して火災の原因となりますので、伸ばした状態で使用してく
ださい。

電気設備機器
ご使用時のご注意

Ow
ne
r's

Check!
感電・漏電の防止

02
快適な生活に電気は欠かせませんが、正しい使用方法でなければ感電や漏電の恐れがあります。

長くお住まいになるほど使用される電化製品の数も増えますが、家電製品や照明器具にも寿命があります。

安全に暮らすために、電気設備機器の使用には十分注意しましょう。

アース線はアースターミナルに接続する

コンセントのホコリは発火の原因

タコ足配線は過熱・発火の恐れがある

照明器具には寿命があります

漏電時には電気機器は使用しない

分電盤の回路ブレーカーひとつの許容量は
2000W・約20A

容量の大きな機器には専用回路が必要

冬季はブレーカーを落とさない

漏電表⽰ボタン

メイン漏電ブレーカー 分岐用ブレーカー

冬季は給湯器の配管破裂防止のために、⾃動的に凍結防止ヒー
ターが作動する仕組みになっています。そのため、しばらく家を
空ける場合や長時間使用しない場合も、給湯器のブレーカーを
落としたり、電源コードをコンセントから抜かないようにしてくだ
さい。

ブレーカー

アース線

コンセント

照明器具

アース線
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お部屋がガスくさい時はガス機器の使用をやめて、慌てず窓やド
アを開けて換気をし、お近くのガス会社に連絡をしてください。
ガスの性質によって、空気より重いプロパンガスの場合は床に近
い窓を、空気より軽い都市ガスの場合は天井に近い窓を開けて
換気しましょう。
またガス漏れ箇所がわからない場合は、窓を開けた後、ガスメー
ターの所にあるメインバルブを閉めてください。その際、絶対に
火を使用せず、換気扇や電気機器のスイッチの点滅も爆発の原
因となるため注意してください。

ガス機器を使用する際は必ず換気扇を回して換気を⾏い、ガス
漏れによる危険を避けてください。さらに、窓を開けて換気を⾏
い、新鮮な空気を常に室内に取り込むようにしてください。

ガスコンロの炎が不安定な
ら、不完全燃焼を起こして
います。
バーナーの目詰まり、空気
調節の不良、また室内の酸
欠等が原因として考えられ
ます。原因を確かめ、正常
な燃焼状態に直してください。

排気口は排気熱によって加熱されています。ヤケドのおそれがあ
りますから、絶対に触れないでください。
また、周りに燃えやすいモノや熱によって変形しやすいモノを決
して置かないように心掛けてください。

給湯器の位置や間取りにより、すぐお湯が出ない場合がありま
す。洗⾯器やボウルで⼀旦受けるようにして下さい。

シャワーや洗⾯化粧台等の再使用時に、配管や給湯器内に残っ
た熱いお湯が出ることがあります。いきなり手や体にかけるとヤケ
ドするおそれがありますので、しばらく湯温の様子を見て使用する
ようにしてください。特に２ヵ所給湯の場合は、給湯器の浴室側リ
モコンを「優
先」にセットし
て お か な い
と、キッチンで
設定された⾼
温のお湯が出
るため、注意
が必要です。

やけど防止のため、吐水を始める際には必ず温度を確認の上
ご使用ください。給湯機の設定温度は、念のため毎回確認して
から使用するようにしましょう。また、シャワーヘッド等が破損
してケガややけどをする恐れがありますので、シャワーには熱湯

（60℃以上）を通さないでください。

給湯器の給気口をふさぐと不完全燃焼を起こし、大変危険です。
絶対に給気口をふさがないようにしてください。

給湯器等にはマイコン制御や防蝕装置、凍結防止ヒーターが内
蔵されています。故障の原因となりますので、外出時も絶対に
電源を切らないでください。
※長期間ご⾃宅を留守にされる場合は、水抜き等を⾏う必要があります。

取扱説明書をご覧の上、対応方法をご確認ください。

ガス機器
ご使用時のご注意

Ow
ne
r's

Check!
ガス事故の防止

03
家庭でのガス事故を防ぐためには、ガス機器を正しく使用し、換気をすることが何より大切です。

また、古いガス機器は部品が劣化し、火災や事故を起こす可能性も！

安心してガス機器を使うためにも、古くなったら早めの取り換えも検討しましょう。

給 湯・給排水機器
ご使用時のご注意

Ow
ne
r's

Check!
やけどの防止

04
家族みんなが使うバスルームや洗面所等、お湯の設定温度が高いとやけどをする可能性があります。

給湯器の温度設定は、小さなお子様やお年寄りがいらっしゃるご家庭は特にご注意ください。

また、給湯器の調子が悪かったり、ガス臭いにおいがする場合は早めに修理や交換をしましょう！

ガス事故の防止 やけどの防止

ガス機器使用時は、必ず換気を 給湯器の給気口をふさがない

使用前に温度を確認する

再使用時に熱いお湯が出ることがある

給湯器の電源は切らない

排気口に近づかない、物を置かない

お湯が出るまで時間がかかることがあります

不完全燃焼していないか？燃焼状態を確認する

ガスくさい時には換気をし、
火気・電気機器のスイッチは使用厳禁！ガスコンロ 給湯器

給湯器の浴室側リモコンイメージ
「優先」にセット
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建物外部には電気の配線及び上下水道管・ガス管が埋められて
います。これらを傷つけると感電や漏水・ガス漏れ、排水の詰まり
の恐れがありますので、植栽等で建物外部を掘る場合は埋め込
み配線・配管にご注意ください。

屋根・軒樋の修理等、⾼所（地上より２m以上）での作業は転落の
恐れがありますので、無理をせず専⾨家に相談しましょう。
屋根や軒樋の点検や修理が必要な場合は、まず当社担当部署ま
でご連絡ください。

積雪時には、屋根に積もった雪が落下するおそれがあります。
軒下には人を近寄らせないようにし、車や植木鉢等は移動させて
ください。

屋外でのご注意

Ow
ne
r's

Check! 住宅のまわりも安全に

05
毎日生活している家の中は安全に気をつけていても、案外、家のまわりの安全は見落としがち。

普段目にする機会が少ない高い所や、狭い所にも時々目を向けることが大切です。

季節や天候によって、ある日突然、危険な状況になる場合がありますので注意しましょう！

屋外でのご注意 住宅のまわりも安全に

外部埋込み配線・配管
　（電気・上下水道･ガス）

屋根・軒樋の修理

落雪

建物外部を掘る場合は埋込み配線・配管に注意 屋根・軒樋等、高所での作業は専門家に

積雪時の落雪に注意

ルーフテラスやバルコニー、窓まわ
りはお子様にとって特に危険な場所
です。小さなお子様が上に乗って転
落する恐れがありますので、踏み台
となるような物や家具、鉢植えを置
かないように十分注意してください。
ルーフテラスやバルコニー、窓際は
⼀歩誤ると転落・落下の恐れがあり
ますので、小さなお子様は特に目を離さないでください。

室外にある色の濃い床材や手摺は、直射日光を浴びると非常に
熱くなります。素手や素足で触れると、ヤケドやケガの恐れがあ
りますので、注意してください。

ルーフテラス・バルコニーはお子様の危険ゾーン

バルコニー等の排水口・オーバーフロー管にゴミや落葉等で排水
口が詰まると、大雨時に雨水が溜まり、室内及び他の部分に水
があふれ出す恐れがあります。排水口はきちんと清掃してくださ
い。清掃が難しい場合は、当社担当部署へご相談ください。有償
にて清掃を承ります。

ルーフバルコニー等の排水口、オーバーフロー管にゴミや落葉
等が詰まったことによって起きた雨漏りは、有償の補修となりま
す。落葉等のゴミの撤去はこまめに⾏ってください。

ルーフテラス・バルコニー・
　フラットルーフ

排水口に落葉やゴミを溜めない

敷地内の雨水桝・汚水桝・浄化槽のフタはきちんと閉めておいて
ください。フタが外れたり、ズレたりしている場合、思わぬ事故に
つながる危険性があります。

雨水枡・汚水桝・浄化槽

雨水枡・汚水桝・浄化槽のフタの閉め忘れに注意

直射日光で熱くなった室外の床材（ルーフテラスや
バルコニーの床等）に素手や素足で触らない
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浴室の床で滑って転倒する事故が少なくありません。特に、お年
寄りが転倒した場合は骨折をする可能性が⾼いです。水垢がつく
と滑りやすくなるため、日頃からこまめに掃除をしましょう。

小さなお子様⼀人での入浴は大変危険です。大人の方と⼀緒に
ご入浴いただき、目を離さないようにしてください。

お子様が棚板の上で遊んだりぶらさがったりすると、棚板が破損
したり脱落したりしてケガの原因となります。お子様が棚にぶら
下がったり上ったりしないよう注意してください。

階段や通路の手摺のビスは、知らないうちにゆるんでしまう可能
性があります。定期的に点検し、ゆるんでいたらビスを締め付け
て固定してください。

階段笠木の出隅部は角が鋭角なタイプがありますのでご注意く
ださい。 
※特に小さなお子様には注意が必要です。

家の中で事故発生率が⾼い階段には、割れやすい物や滑りやす
いマットなどを階段には置かないでください。
また、お子様が階段で遊ばないようにご注意いただくとともに、
お子様が小さい間は階段の昇り口と降り口に保護柵を設け、万
全の対策を施しておきましょう。

ロフトを遊び場にすると誤って転落するおそれがあります。小さ
なお子様が⼀人で昇らないようご注意ください。

お子様やお年寄り等体力のない方はケガや事故の原因となりま
すので使用には十分注意してください。はしごは制限荷重を超え
ると、湾曲・破損の原因となります。
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交通事故で亡くなる方より、家庭内事故で亡くなる人の方が多いという統計結果をご存知ですか？

お風呂場での転倒や高い所からの転落等、家庭内には思わぬリスクが潜んでいます。

小さなお子様やお年寄りがいらっしゃるご家庭は特に注意してください。

屋内での転倒・転落のご注意 家庭内事故からお子様やお年寄りを守るために

屋内での転倒・転落の
ご注意

家庭内事故からお子様やお年寄りを守るために

階段

ロフト

浴室

クローゼットや物入れ内の棚

階段に物を置かない

ロフトに一人で昇らせない

滑りやすい浴室の床は注意

小さなお子様の入浴は注意

クローゼットや物入れ内の棚にぶらさがらない

階段手摺のゆるみに注意

階段笠木の出隅部に注意

ロフトはしご、小屋裏収納用はしごの
使用は慎重に

例：ロフトはしご 例：小屋裏収納用はしご
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畳・カーペット・布団・ぬいぐるみ等、住ま
いにはダニが生息するのに適した環境
が揃っています。特に、⾼温多湿（20 ～ 
30℃の温度と60％以上の湿度）の時は、
ダニが生息、繁殖しやすいので注意が必
要です。
次の３つの点に注意してダニの発生を防
ぎましょう。

風通しを良くして、部屋の湿度が⾼くならないようにする
こまめに掃除機をかけ、ダニのエサとなるゴミを取り除く
畳の上にカーペットを敷かない（畳の吸放湿性を妨げ湿気がこ

もりダニが発生しやすくなるため）
布団やぬいぐるみ、畳等、干せるものは天気の良い日に２～３時

間日光に当てる

見た目の不快感もさることながら、菌や
ウイルス等の病原菌を媒介する可能性
もあり、衛生⾯でも害のある虫です。

ゴキブリは嗅覚が優れているので、にお
いにつられて⽞関やバルコニー、窓、小
さな隙間等、外から侵入してきます。
まずは外から侵入させないことが重要です。

日頃からこまめにキッチンを掃除し、ゴキブリが好む食べ残しや料
理クズ、汚れを溜めないようにしましょう。

殺虫剤など薬品を使用する際は、使用方法をよく読み、安全にご使
用ください。

シロアリは日本全土の土中に生息してい
ます。ゼロホームでは、シロアリ被害を
未然に防ぐために、基礎コンクリート部
分と基礎の上端部から⾼さ1mまでの木
部に溶性の薬剤（ハチクサンなど）を散布
し、同時に防腐剤を入れ防腐処理も⾏っ
ています（5年間保証付）。
人目に触れない柱や梁・土台などの木材でシロアリ（ヤマトシロア
リ、またはイエシロアリ）の蝕害は進⾏します。万⼀、シロアリが発
生した場合には、当社担当部署までご連絡ください。

シロアリは湿気の多い暗い場所を好みます。建物の周囲を物置等
で塞いでしまわないよう注意し、常に床下の換気ができる状態にし
ておきましょう。
また、建物の基礎周囲に、周囲の地盤より⾼く花壇などを設けたり、
建物まわりに盛り土をするのは避けてください。土中からシロアリ
が建物に侵入する恐れがあります。

ネズミは食べ物はもちろん、家の木部等
もかじります。衛生的にも良くありません
のでしっかり駆除することが大切です。ネ
ズミの餌となるような食べ物を出しっ放
しにしたり、流し台に残飯を残したままに
しないようにしましょう。
ネズミを駆除するためには殺鼠剤を設
置する等の方法がありますが、取り扱いには十分ご注意ください。

住宅の屋根裏等に侵入し、騒音や糞害
を及ぼすコウモリは、⼀度住み着いてし
まうとなかなか出ていかない厄介な生き
物です。
コウモリは鳥獣保護法対象の動物で、
許可なく駆除することができません。コウ
モリを発見したら、早めに専⾨業者に相
談することをお勧めします。
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住まいの主な害虫対策 害虫・害獣の予防と駆除方法

住まいの主な

害虫対策

害虫・害獣の予防と駆除方法

害虫や害獣は見た目の不快感だけではなく、衛生面での問題もあります。

さらに状況によっては大切な住まいや財産にまで被害をもたらすことがあります。

害虫や害獣の種類に合わせ、普段からの予防や対応策が必要です。

ダニ ゴキブリ

シロアリ

ネズミ

コウモリ

ダニの予防方法 ゴキブリの予防方法

シロアリ発生時は弊社へ連絡を

ネズミの予防方法

シロアリと黒アリの見分け方

コウモリを発見したら早めにご相談を

床下・換気口の通気を確保する

蟻害の例  ※2020年5月に調査したお宅の場合

シロアリの羽アリ 黒アリの羽アリ

部位

触覚 数珠状 「く」の字状

羽根 前後同じ大きさ 前の羽根が大きい

胴 くびれ無し くびれ有り

お引き渡しからちょうど10年目、防蟻の継続工事はしておられませんでした。
隣地で蟻害があり、それから2年ほどして被害が発覚したものです。

参考：住宅産業協議会「住まいと設備のメンテナンス技術ガイド」



防
災
対
策

防
災
対
策

4 5

自然災害に備え、大事な住まいと家族を守る住まいの防災対策

台風は、毎年夏から秋にかけてやって来て日本各地に大きな被
害を与えます。
しかし、台風の規模や進路はあらかじめ予想されますので、事前
に準備をすることで被害を最小限に抑えられることもあります。
ネットやテレビ・ラジオの台風情報をしっかりチェックし、前もっ
て十分な用意をしておきましょう。
停電や避難に備え、懐中電灯やろうそく、携帯ラジオ、非常用持
出袋などを用意しておきましょう。

台風が近づいて来たら

外部から風雨が逆流する恐れがあるため、給気口を閉じてくだ
さい。

落ち葉や泥が詰まっていないか確認しましょう。また雨樋の接合
部分がはずれていないか、受け金具が緩んでいないか確認して
ください。

敷地内や周辺の排水溝・排水桝、バルコニーの排水口を点検し
ましょう。バルコニーの排水口等が詰まっていると、水が溢れ、
漏水や浸水、雨漏りの原因になります。必ず落ち葉やゴミを取り
除いておきましょう。

熱感知器、煙感知器、ガス漏れ警報器等、各種警報器の定期点
検は忘れずに⾏いましょう。また、感知器の電池切れにも注意し
ましょう。
もしもの時に初期消火を⾏えるよう、すぐ使える場所に消火器を
備え、期限切れになっていないか時々確認しましょう。

てんぷらを揚げているときはガスコンロから離れない等、日常の
火の取り扱い、後始末はしっかりと⾏ってください。
また、寝タバコ等、ちょっとした不注意が火災の原因になりま
すので、日頃から火災予防の意識を家族全員で持つようにしま
しょう。

豪雨の時は下水が逆流し、トイレや浴室、洗濯機の排水口等から
水が吹き出すことがあります。ビニール袋に水を入れた「水のう」
で排水口を塞ぐことで逆流を防ぐことができる場合もあります。

強風による飛来物で、窓ガラスが割れる恐れがあります。ドア・
窓・雨戸（シャッター）の鍵をしっかりと閉め、カーテンやブライン
ドを下ろしておきましょう。

風で飛んできた物によって建具やガラスが破損することがありま
すので、窓を補強したり、カーテンを閉め、窓には近づかないよ
うにしましょう。

強風で枝が折れて建物を壊したり、電線にひっかかったりしない
よう添え木をしたり、枝を切り落としたりしておきましょう。

植木鉢やゴミ箱、物干し竿、犬小屋等、強風で飛ばされる可能性
があるものはあらかじめ屋内に片付けるか、固定してまわりに吹
き飛ばされないようにしておきましょう。
また、カーポート屋根のサポート柱をお持ちの場合は、事前に設
置しましょう。

防災対策住まいの
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08
大地震や豪雨などの自然災害は、人間の力ではくい止めることはできません。

しかし、災害による被害は、私たちの日頃の備えによって減らすことが可能です。 

自然災害に対する備えについて、日頃から家族でしっかり話し合っておきましょう。

台風・集中豪雨

台風が近づいたら事前対策を

火災

防火設備の設置・点検を忘れずに

火の取り扱いに注意

中に半分程度の水を入れて口を閉める

植木に支柱を カーポートに支え

窓を補強

煙検知器 熱感知器
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自然災害に備え、大事な住まいと家族を守る住まいの防災対策

まずは初期消火が重要です。
消火が難しい場合は、迷わずすぐに119番へ通報しましょう。

可燃物を取り除きます。ガス火災ならガスの元栓を締め、電気
火災なら電源を切ってください。 
※元栓のない箇所もあります。

ぬれたシーツや布巾をかぶせたり、毛布や布団で覆い、空気を
遮断します。冷ました後で、上から水をかけてください。

水をかけて熱を下げます。火のついた油鍋に野菜を入れるのも、
野菜の水分を利用した消火法です。天井等に燃え広がっていな
い限り、家庭でも消火できる範囲の火災といえます。また、煙や
刺激臭が多いときは、吸いこまないように低姿勢で消火してくだ
さい。
※天ぷら油によるいわゆる「天ぷら火災」では、決して消火に水を使わない
でください。油に水をかけると火は⼀気に燃え広がります。

119番へすぐ通報するとともに、大声で家族や近所の人たちに知
らせてください。また、もらい火を避けるために屋外にある可燃
物は屋内に取り込み、雨戸を閉めて飛び火や煙を防ぎましょう。

地震はいつ発生するわかりませんので、日頃の備えが大切に
なってきます。

寝室や子ども部屋にはできるだけ家具を置かないようにし、家
具を置く場合は転倒しないよう壁に固定しましょう。
また、⾼さのある家具の上に重い荷物等を置かないようにしま
しょう。地震の際に物が落ちてきてケガをすることがあります。

慌てて外に飛び出すのは危険です。落下物から身を守るために
テーブルの下等に隠れて、揺れがおさまるのを待ちましょう。
二次災害の火災を防ぐために、キッチンで火を使っている場合、そ
の場で火を消せるならすぐに消火し、離れた場所にいる場合は揺
れがおさまったら素早く火の始末をしてください。

ブロック塀のそばや狭い路地は大変危険です。
また、電柱や信号機が倒れてくる場合がありますので、十分注意し
て⾏動しましょう。

近所で火災が発生したら

初期消火の方法

日頃の備え

地震 地震が発生したら ガスが出ない

（復旧後）ガスを使いたい

収納扉があかない

震度5相当以上の地震等の非常時には、ガスメーター(マイコンメー
ター)の安全装置が作動して、ガスが止まります(表⽰ランプが赤く
点滅)。ガス漏れが発生している可能性があるため、いったん必ず
全てのガスの元栓を閉めてください。
また、 次のような場合に⾃動的にガスが遮断されます。ガス機器、
ガスの配管付近でガス臭がないかご確認ください。 
※元栓のない箇所もあります。

・震度5弱相当以上の地震の場合
・多量のガス漏れがある場合
・ガスの圧力が低下した場合
・長時間にわたるガスの使用があった場合

・窓を開け火器を使用しない
・換気扇や電気のスイッチに触らない
・ガス業者へ連絡する

次の手順で復帰させることができます。
全てのガス栓・器具栓を閉めてください。屋外の機器も忘れず

に。使っていないガス栓は閉まっていることをご確認ください。こ
の時、メーターガス栓は閉めないでください。

復帰ボタンキャップを手で左に回して外します。
復帰ボタンを止まるまで強く押し、ランプの点灯（1～3秒）を確

認したら、すぐ手を放してください。
約3分間お待ちください（この間にガス機器の消し忘れなどが

ないか確認しています）。

表⽰ランプの点灯が終わるとガスが使えます。最後に復帰ボタ
ンキャップを取り付けます。

キッチン、⽞関収納等のキャビネット類で、感知式耐震ロックがかかり
扉が開けられない場合は、ロックが取り付けられた扉の上部をカチッ
と音がするまで強く押さえることでロックが外れる場合があります。

復帰ボタン

復帰ボタン

表⽰ランプ
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自然災害に備え、大事な住まいと家族を守る住まいの防災対策

⾃宅が被災してしまった時には、安全な場所に避難し避
難生活を送ることになります。
あらかじめ家族の人数分に合わせ、非常時に持ち出す
ものをリュックサックに詰めておき、いつでもすぐに持ち
出せるようにしておきましょう。

意
もしもの時に備え、水やカップ麺、レトルト食品等、日持ち
するものを常備しておきましょう。
大規模災害発生時には「最低３日分、できれば1週間分」
の備蓄が望ましいとされています。

回路別の分岐用ブレーカーをすべて切ります。
電気機器・配線機器に人が触れていないことを確認します。
メイン漏電ブレーカーを「入」に戻します。
回路別のブレーカーを１つずつ入れます。

の作業中にメイン漏電ブレーカーが切れたら、その回路が
漏電しています。

その回路で使用している電気機器をコンセントから抜きます。
漏電している回路の分岐用ブレーカーのスイッチを切り、メイ

ン漏電ブレーカーを「入」に戻します。

以上の操作を⾏ってもメイン漏電ブレーカーが切れなければ、
電気機器の不良が考えられます。
もし、メイン漏電ブレーカーが切れた場合、その回路の分岐用ブ
レーカーを切り、それ以外を「入」にして使用していただくととも
に、当社担当部署までご連絡ください。
なお、停電した状態で出かける際は、メイン漏電ブレーカーを
切って外出する方がより安全です。

操作方法はメーカー、製品によって異なりますので、取扱説明書
をご確認ください。

停電時に電動シャッターが開けられない

水が出ない

断水・給水制限

ご⾃宅だけが断水しているのか、周辺地域も断水しているか、
水道局からの事前告知がないかをご確認ください。
断水になった場合は、水栓、水道メーターが開いていると断水
終了時に汚れた水が吹き出すことがあるため、全ての水栓を閉
め、水道メーターの元栓を閉めてください。
断水復旧時には配管にたまっていた濁った水が出てくるため、汚
れが飛散しないようにご注意ください。

断水時は使用できません。湯はり、追いだき、保温運転も使用でき
ませんが、タンク内にある水を生活用水として利用することは可能で
す。この場合、必ず本体の漏電分断器をOFFにしてください。
※飲用としてはご利用いただけません。
※これらの方法は機種により異なりますので、詳細は取扱説明書をご覧く
ださい。
※断水復旧時には濁った水が流れてきます。濁りが消えるまで水を流して
ください。

断水中は水を使用できなくなり、通常の便器洗浄ができなくなり
ます。
バケツ⼀杯（５～６L）の水を、水飛びに注意しながら⼀気に流し
込んで汚物を排出してください。最後に、便器内の水位が通常の
⾼さになるように３～４Lの水を注いでください。
※バケツの水を運ぶ時、便器へ水を流すとき等、床に水がこぼれないよう
に十分に気をつけてください。
※コンセント部分に水がかからないようにご注意ください。

また、小便をまとめて流したり、トイレットペーパー等は流さず
ゴミとして捨てるなど工夫をすることをおススメします。
詳細な操作方法については、お手数ですが取扱説明書をご参照
ください。

エコキュート・電気温水器が使用できない

トイレが流せない

停電

ご近所のお宅も停電している

自分の家だけ停電している

その地域全体での停電の可能性が⾼いため、しばらくお待ちい
ただき、電力会社の停電情報をインターネットや電話で確認して
ください。

落雷等でブレーカーが落ちてしまった場合は、どのブレーカーが
落ちたかを確認してください。

漏電表⽰ボタン

メイン漏電ブレーカー 分岐用ブレーカー



　お困りの状況が発生した際には、「住まいのガイドブック」または各種設備機器等の取扱説明書をご確認いただき、

お客様⾃身で解決できないかお試しください。

　取扱説明書は、この冊子と共に大切に保管し、いつでも取り出せるようにしておきましょう。

　「点検・修理」には、⾼度な専⾨知識を必要とするもの、危険を伴うものがあります。この冊子に記載のメンテナン

ス方法はお客様でも簡単にできるものですが、ご⾃分ではできないと感じられましたら無理をなさらずに、当社担当

部署までご相談ください。

　メーカー保証期間終了後、

　その他の、⽞関ドア・窓・建具等についても、緊急時はメーカーメンテナンスまで直接ご連絡ください。

本冊子「住まいのガイドブック」、設備等の取扱説明書を確認しましょう

memo

不明な際は「点検・修理」をご依頼ください

修理を依頼される前に

当社連絡先

株式会社ゼロ・コーポレーション カスタマー事業部

■ 京都
〒612-8449 京都市伏見区竹田西小屋ノ内町50 京都南インター展⽰場内
TEL：075-278-1223　FAX：075-612-0460

（主な担当地区／京都府、大阪府北摂地域、奈良県）

■ 尼崎
〒660-0082 兵庫県尼崎市水明町4-4 尼崎展⽰場内
TEL：06-6430-5510　FAX：06-6430-5512

（主な担当地区／阪神エリア）

お客様専用ダイヤル 0120-015-046

ゼロホームオーナーズサイトからも修理の依頼やリフォーム相談が可能です。
スマートフォンからも簡単にお問い合わせいただけます。
お急ぎでない場合などは、「ゼロコミweb！」をぜひご利用ください。
※ゼロホームオーナーズサイト「ゼロコミweb！」はゼロホームホームページ内にあります。

ゼロホームオーナーズサイト
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