
ゼロホーム注文建築用

布客様満足度アンケートにご協力ください
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Q4: ゼロホームについておたすねします。

a: 計画開始からお弘涙しまでの流れは営業の説明通りでしたか。

とても満足 満 とても不満
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［足 どちらでもない F満 とても不漑

Q: 喜言ノれ卜言戸言竺二~の多さ

b:aでお選びいただいた理由を含み、特に決め手となったポイントを教えてください。
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c: ゼロホーム以外に最終候補にあがったハウスメーカー様をよろしければ教えてください。
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Q2: 建築されたお住まいについておたすねします。

a: お住まい全体の満足度はいかがですか。

とてY満足 石三~ ~ 足 どちら下もない や研閥 とてY不満

b: お選びになった各設備機器（キッチン、お風呂など）について、満足度はいかがですか。

とても満足 足 どちらでもない 団満 とても不満

c: ご計画の上でもテをも重視された点、こだわった点があれば教えてください。
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d: 特によかった点があればお書きください。

｝虚 1やース万心 偽ヽ\~~ ~ i,如溌を¥.-'¥.疇叫

d: 特に悪かっだ点、こうすればよかったという点があればお書きください。
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Q3: ゼロホームスタッフ、 各店舗や展示場の印象や対応についておたすねします。

a: 担当させていただいた営業の対応はいかがでしたか？

一 iま1平 足 呼 茫足 どちら下もない 吋不満 とてt不満

b: 現場監督や設計、メンテナンス担当、店舗、お電話での対応等、営業以外のスタッフの対応

c: 上記評個の理由、 ／お気づきの点やご意見、ご要望等がありましたら同でもお書きください。
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バ＇ろン ダ ~q' '寸. ,{~-{; 負に、／って 1 り3Q5'J・""'族やお知り合いから住宅（建築や購入など）のご相談があった時、

a: ゼ ホームをご忍介いただけますか。

自信をもって紹介する 口候補の1つとして紹介する

口わからない 口紹介しない

b: その理由を簡単にお教えください。
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参考アンケート

今後の参考とするため、下記のアンケートにもご協力をよろしくお願いいたします。

■ゼロホームの広告で、印象に残ったものがあれば教えてください （いくつでも）

gテレビCM □映画館CM □MOOK本「住宅読本」 「安心•安全の家づくり」

ロパンフレットや写真集 □折込チラシ □新聞掲載の広告 □看板や現地広告

□その他（具体的に

■ゼロホームのホームページをご罠いただいたことがありますかつ Jある ）口ない

※印象に残っているページや内容があれば教えてください

●ゼロホームの開催するイベン トに参加されたことがありますか？ ロある ＼
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とても樅足 どちらでもない

※具体的なイベン ト名、印象に残っていることやコーナーがあれば教えてください

コ不満

ド満 とても不満

■上記のようなゼロホームの広告やホームページ、イベント等について、印象に残っている

ことやお気づきの点、ご意見やご感想があれば、何でもお書きください

d: 上記ゼロホームスダすヲく各后舗も痕示場等について、お気づきの点があればお書きください。
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ご協力ありがとうございました



ゼロホーム注文建築用

ホ客横満足度アンケートにご協力ください
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Q1 : ゼロホームを選ばれた理由についておたすねします。 (. Jll: 抑

a: 理由となったポイントにOEOをつけてくだ ＼（いくつでも可）。

亨 • 構造 ・ デザインカ ・ ~苔j).1亘五).選択肢の多さ

営業 ・ 保証 ・ アフター対応 ・ スピード ・ 会社の健全性

その他（具体的に

b:aでお選びいただいた理由を含み、特に決め手となったポイントを教えてください。

／匹いい言砂紹い蓼叶力ヘ遠心恙i
c: ゼロホーム以外に最終候補にあがっだハウスメーカー様をよろしければ教えてください。

Q2: 建築されたお住まいについておたすねします。

a: お住まい全体の満足度はいかがですか。

亨 ほ1乎i足 や甲足 どちら了もない や命 満 とてヤ不滴

b: お選びになった各設備機器（キッチン、お風呂など）について、 満足度はいかがですか。

デ I坦戸 翌足 どちら下もない や叩満 とて↑和満

c: ご計画の上でもっとも重視された点、こだわった点があれば教えてください。

揖几臼虹翌
d: 特によかった点があればお書きください。

淋羞2._-t江
d: 特に悪かった点、こうすればよかったという点があればお書きください。

拷しこなし
Q3: ゼロホームスタッフ、各店舗や展示罵の印象や対応についておたすねします。

a: 担当させていただいた営業の対応はいかがでしたか？

こ ほ1平i足 や勺商足 どちら下もない や命満 とてヤ不滴

b: 現場監督や設計、メンテナンス担当、店舗、お電話での対応等、営業以外のスタッフの対応

はいかがでしたか？

こ ほぼ日 や足 どちら下もない や叩涸 とてヤ不滴

c: 店舗や展示場、モデルハウスの印象はいかがでしたか？

~ Iま1乎罰足 や甲 足 どちら下もない や平 満 とてヤ不満

d: 上記ゼロホームスタッフ、 各店舗や展示場等について、お気づきの点があればお書きください。
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Q4: ゼロホームについておたすねします。

a: 計画開始からお引渡しまでの流れは営業の説明通りでしたか。

とて臼満足 ＜云五~ や甲足 どちら「もない や勺不満 とてY不滴

b: ゼロホーム全体についての評価はいかがですか。

~ Iま1苧匡 や叩 どちら下もない や守満 とてl不満

c: 上記評価の理由、お気づきの点やご意見、ご要望等がありましたら伺でもお書きください。

和い合守へ吋プ、娑努も、"iぷさ李平，

Q5: 今後、ご家族やお知り合いから住宅（建築や購入など）のご相談があった時、

a: ゼロホームをご紹介いただけますか。

豆自信をもって紹介する 口候補の1つとして紹介する

口わからない 口紹介しない

b: その理由を簡単にお教えください。

か心賣炉臼ゞわ孔匂 [c こと、五門,~足
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参考アンケート

今後の参考とするため、下記のアンケートにもご協力をよろしくお願いいたします。

■ゼロホームの広告で、印象に残ったものがあれば教えてください （いくつでも）

紛 レビCM □映画館CM □ MOOK本「住宅読本」「安心•安全の家づくり」
□パンフレットや写真集 口折込チラシ □新聞掲載の広告 円合板や現地広告

□その他（具体的に

■ゼロホームのホームページをご覧いだだいたことがありますか? ~ ちる 口ない

※印象に残っているページや内容があれば教えてください

を1"'""',-ウ1、

■ゼロホームの開催するイベントに参加されたことがありますか? ~ ある 口ない

※具体的なイベント名、印象に残っていることやコーナーがあれば教えてください
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■上記のようなゼロホームの広告やホームページ、イベント等について、印象に残っている

ことやお気づきの点、ご意見やご感想があれば、同でもお書きください

ご協力ありがとうございました



ゼロホーム注文建築用

ホ客様満足度アンケートにご協力ください
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Q4: ゼロホームについておたすねします。

a: 計画開始からお引渡しまでの流れは営業の説明通りでしたか。

@足 ほ1乎眉足 や叩足 どちらrもない や命満 とてt不満

b: ゼロホーム全体についての評価はいかがですか。

心1 足 ほ1苧i足 や呼蘭足 どちらTもない や甲iilli とてt不満

c: 上記評価の理由、お気づきの点やご意見、ご要望等がありましたら同でもお書きください。

Q1 : ゼロホームを選ばれた理由についておたすねします。

a: 理由となったポイントに0印をつけてください（いくつでも可）。

亨 • 構造 ・ デザインカ ・ 技術カ ・ 提案カ ・ 選択肢の多さ

‘業 ・ 保証 ・ アフター対応 ・ スピード ・ 会社の健全性

その他（具体的に ） 

b:aでお選びいただいた理由を含み、特に決め手となったポイントを教えてください。

秤哨展公の邸訪淋あ｀）．条匹り{'.0-...。

c: ゼロホーム以外に最終候補にあがったハウスメーカー様をよろしければ教えてください。

Q2: 建築されたお住まいについておたすねします。

a: お住まい全体の満足度はいかがですか。

勺足 ほ叩 や足 どちら了もない や守 液 とて｝不満

b: お選びになった各設備機器（キッチン、お風呂など）について、満足度はいかがですか。

さ足 ほ1乎貴足 や甲 足 どちらTもない や守 満 とてヤ不満

c: ご計画の上でもっとも重視された点、こだわっだ点があれば教えてください。

如旬＾知，ゎ召橋 /¥-.7りバ1.

d: 特によかった点があればお書きください。

d: 特に悪かった点、こうすればよかったという点があればお書きください。

痘瓜^彗if叶碍：
Q3: ゼロホームスタッフ、 各店舗や展示混の印象や対応についておだすねします。

a: 担当させていただいた営業の対応はいかがでしたか？

巴 i諏戸 名足 どちら了もない や平 満 とて｝不満

b: 現揚監督や設計、メンテナンス担当、店舗、お電話での対応等、営業以外のスタッフの対応

はいかがでしだか？

心足 ほ甲鯉~ や足 どちら下もない や勺不滴 とて｝不満

c: 店舗や展示場、 モデルハウスの印象はいかがでしたか？

匹足 ほ1乎筒足 や甲足 どちらTもない や吋頭 とて｝不瀦

d: 上記ゼロホームスタッフ、各店舗や展示場等について、お気づきの点があればお書きください。

Q 5: 今後、ご家族やお知り合いから住宅（建築や購入など）のご相談があった時、

a: ゼロホームをご紹介いただけますか。

□自信をもって紹介する 凹候補の1つとして紹介する

口わからない 口紹介しない

b: その理由を簡単にお教えください。
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参考アンケート

今後の参考とするため、下記のアンケートにもご協力をよろしくお願いいたします。

■ゼロホームの広告で、印象に残ったものがあれば教えてください（いくつでも）

呼レビCM □映画館CM □MOOK本「住宅読本」「安心 •安全の家づくり」
□パンフレットや写真集 □折込チラシ □新聞掲載の広告 □看板や現地広告

□その他（具体的に

■ゼロホームのホームページをご覧いただいたことがありますか？ 口ある 回丘ぃ
※印象に残っているページや内容があれば教えてく ださい

■ゼロホームの開催するイベントに参加されたことがありますか？ 口ある 口ない

※具体的なイベント名、印象に残っていることやコーナーがあれば教えてください

■上記のようなゼロホームの広告やホームページ、イベント等について、印象に残っている

ことやお気づきの点、ご意見やご感想があれば、何でもお書きください

ご協力ありがとうございました



ゼロホーム注文建築用

布客様満足度アンケートにご協力ください
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Q:',''言色翌三翌三ここ可）。5・ 構造 ・デザインカ ・技術カ ・提案カ ・選択肢の多さ

= . 保証 ・アフター対応 ・スピード ・ €亘□五~
その他（具体的に

b:aでお選びいただいた理由を含み、特に決め手となったポイントを教えてください。

如吼）こ｀砂が以カー碍選択i辛噂：
c: ゼロホーム以外に振終候補にあがっだハウスメーカー様をよろしければ教えてください。

とてャ満足 迫I引墾ジ ゃ亨足 どちら下もない や勺不涸 とて｝不満

b: お選びになっだ各設備機器（キッチン、お風呂など）について、満定度はいかがですか。

とてv満足 ~ や甲足 どちら下もない や勺不満 とてt不満

c: ご計画の上でもっとも重視された点、こだわった点があれば教えてください。

外度・如日）・狐恥・荻辱・ 綱噸汀
d: 特によかった点があればお書きください。

噂叡/lo斗vJ-〉仰所叩噂翫臼心互．
d: 特に悪かった点、こうすればよかったという点があればお書きください。

9遵鰭叫畷暑い噸釦品
Q3: ゼロホームスタッフ、 各店舗や展示場の印象や対応についておたすねします。

a: 担当させていただいた営業の対応はいかがでしたか？

とてv滴足 @ ゃ勺荷足 どちら下もない や咽 満 とてY不満

b: 現場監督や設計｀メンテナンス担当、店舗、お電話での対廊等、営業以外のスタッフの対応

はいかがでしたか？

とて炉液足 ~ や呼罪 叫 杯 砂 ゃ攣油 丘 ｝積

c: 店舗や展示場、モデルハウスの印象はいかがでしたか？

とてt満足 i元ら〉 ゃ平足 どちら了もない や攣 涸 とてY不満

d: 上記ゼロホームスタッフ、各店舗や展示揚等について、お気づきの点があればお匹きください。

ヌ弘71啄臼に11文要な [2心芦豆tv.... 

砂恥砂翠望も闊,,汀B,,)考位＇戸）汀。

Q4: ゼロホームについておたすねします。

a: 計画開始からお引渡しまでの流れは営業の説明通りでしたか。

とてt満足 ~ や甲足 どちら了もない や攣満 とてt不満

b: ゼロホーム全体についての評価はいかがですか。

とてt満足 G五~ や甲足 どちらrもない や汗頭 とて＇碩

c: 上記評価の理由、お気づきの点やご意見、ご要望等がありましたら伺でもお書きください。

Q5: 今後、ご家族やお知り合いから住宅（建築や購入など）のご相談があった時、

a: ゼロホームをご紹介いただけますか。

口自信をもって紹介する 切侯補の 1つとして紹介する

ロわからない 口紹介しない

b: その理由を簡単にお教えください。

屹叫も｀いに好祁｀似託ぬ立相認り恥i,r• • l<JM叶賃シ“
嘉堺浜匂心吟ばしP冦厨汀

参考アンケート

今後の参考とするため、下記のアンケートにもご協力をよろしくお願いいたします。

■ゼロホームの広告で、 ED象に残っだものがあれば教えてください（いくつでも）

切 レビCM □映画館CM (JMOOK本 「住宅読本」 「安心 •安全の家づくり 」
□パンフレットや写真集 口折込チラシ u薪聞掲載の広告 □看板や現地広告

□その他（具体的に

■ゼロホームのホームページをご覧いただいたことがありますか？ 口ある 匝ない

※印象に残っているページや内容があれば教えてください

■ゼロホームの開催するイベントに参加されたことがありますか？ 口ある 口ない

※具体的なイベン ト名、印象に残っていることやコーナーがあれば教えてく ださい

もギ・,しI¥rh厄＇『心亨攣 ，・コ2.-サート

■上記のようなゼロホームの広告やホームページ、イベント等について、印象に残っている

ことやお気づきの点、ご意見やご感想があれば、何でもお書きください

ご協力ありがとうございました
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お客横満足度アンケートにご協力ください Q4: ゼロホームについておたすねします。

口 2 0 1 7 年 >?月一
a: 計画開始からお弓 I~までの流れは営業の説明通りでしたか。

とてv満足 ほ円筒／ や勺尚足 どちら「もない や勺不満

b: ゼロホーム全体にコ＼ての評価はいかがですか。

とても演足 lJ足 呵裔足 どちらでもない

とて｝不満

k満 とても不満

c: 上記評価の理由、お気づきの点やご意見、ご要望等がありましたら何でもお書きください。

Q1 : ゼロホームを選ばれた理由についておたすねします。

a: 理由となったポイントにOEPをつけてください（いくつでも可）。

価格 ・構造・ デザインカ ・技術カ ・提案カ ・選択肢の多さ

営業 ・保証 ・ アフター対応 ・スピード ・会社の健全性

釘泊（具体的に 名o.•i-1 r ク., o, •• {') ) 
b:aでお選びいただいた理由を含み、特に決め手となったポイントを教えてください。

加巴
c: ゼロホーム以外に最終候補にあがっだハウスメーカー様をよろしければ教えてください。

<{J---v 

Q2: 建築されたお住まいについておたすねします。

a: お住まい全体の満足度はいかがですか。

とてャ満足 1屯己竺 や芍菌足 どちら了もない や命満 とてヤ不満

b: お選びになった各設備機器（キッチン、お風呂など）について、 満足度はいかがですか。

とてヤ満足 ほ1節 ゃ甲足 どちら「もない や叩涸 とてY不満

c: ご計画の上でもっとも重視された点、こだわった点があれば教えてください。

如が印杖」で‘ 閏団）l祠全じ` ぅ知…八1:::...0,い。

d: 特によかった点があればお書きください。

閏髄） ゎヽ ぽ^11-・:危屯直')¥バゎ1:::---:..L. 0 

d: 特に悪かった点、こうすればよかったという点があればお書きください。

Q3: ゼ〇ホームスタッフ、各店舗や展示煽の印象や対応についておたすねします。

a: 担当させていただいた営業の対応はいかがでしたか？

とてド満足 ほ1秤固足 や嗜足 どちら下もない や勺不満 とてヤ不満

b: 現場監督や設計、メンテナンス担当、店舗、お電話での対応等、営業以外のスタッフの対応

はいかがでしたか？

とてv滴足 ほ1呼箇足 衣i足 どちら下もない や勺不満 とて｝不液

c: 店舗や展示場、モデルハウスの)ED象はいかがでしたか？

ハ
とてド満足 ほ1乎周足 や勺商足 どちら了もない や勺不満 とてY不満

d: 上記ゼロホームスタッフ、各店舗や展示場等について、お気づきの点があればお書きください。

Q5: 今後、ご家族やお知り合いから住宅（建築や購入など）のご相談があった時、

a: ゼロホームをご紹介いただけますか。

口自信をもって紹介する 口候補の 1つとして紹介する

口わからない 口紹介しない

b: その理由を闇単にお教えください。

位 1·~&i ヽし｀・シ衡足 r'('Z'( 咽う ~'l'\

参考アンケート

今後の参考とするため、下記のアンケー トにもご協力をよろしくお願いいたします。

■ゼ□ホームの広告で、印象に残ったものがあれば教えてください（いくつでも）
L t:i'TレビCM 口映画館CM □ MOOK本「住宅読本」 「安心•安全の家づくり」

□パンフレットや写真集 口折込チラシ □新聞掲載の広告 □看板や現地広告

呈その他（具体的に "'o:-Tハ'7--

■ゼロホームのホームページをご覧いただいたことがありますか？ 口ある 内ない

※印象に残っているページや内容があれば教えてください

■ゼロホームの開催するイベントに参加されたことがありますか？ ロある ＼
 し

／
なEl
 ※具体的なイベント名、 印象に残っていることやコーナーがあれば教えてください

■上記のようなゼロホームの広告やホームページ、イベント等について、印象に残っている

ことやお気づきの点、ご意見やご感想があれば、伺でもお書きください

ご協力ありがとうございました



ゼロホーム注文建築用

お客饉満足度アンケートにこ協力ください

口 -2 0 1 7 年 7 月 谷面蓬之し 1

Q4: ゼロホームについておたすねします。

a: 計画開始からお引渡しまでの流れは営業の説明通りでしたか。

とてャ満足 一~ や甲足 どちら了もない や甲満 とて,,不満

b: ゼロホーム全体についての評価はいかがですか。

とてい満足 和箪湧 や甲足 どちら下もない や勺不満 とてY不満

c: 上記評価の理由、お気づきの点やご意見ご要望等がありましたら伺でもお書きください。

Q1 : ゼ〇ホームを選ばれた理由についておたすねします。

a塁となったI イントに0印をつけてください（いくつでも可）。- ~ - デザインカ ・技術カ ・年・選択肢の多さ

営業 ・ 証 ・ アフター対応 ・ スピード ・ 会社の健全性

その他（具体的に

b:aでお選びいただいた理由を含み、特に決め手となったポイントを教えてください。

ィり絡
c: ゼロホーム以外に最終候補にあがっだハウスメーカー様をよろしければ教えてください。

し如珀祖'lli..lllJ~~呼l転~ffll-Q2  

a: お住まい全体の満足度はいかがですか。｀ ほぼ匹 や足 どちら下もない や勺不満 とてヤ不満

b: お選びになっだ各設備機器（キッチン、お風呂など）について、満足度はいかがですか。｀ ほぽf商足 や叩 どちら下もない や叩満 とて｝不満

c: ご計画の上でもっとも重視された点、こだわっだ点があれば教えてください。

雑未、二坦業 lz..厄環旦見凶¥...--z.."粕取')を Lを．
d: 特によかった点があればお書きください。

加ヽ 救良か'.Jt- 庭彗，駐翰ス(\~—1、〈バ1/iJ疇）か‘厨打
d: 特に悪かった点、こうすればよかったという点があればお書きください。

組車易炉尺井が裔くてヽ）ツバ砂訳—狂勾応虹\ -fl..d-t.-/J'浪ヵ滋

Q3: ゼ〇ホームスタッフ、各店舗や展示場の印象や対応についておたすねします。

a: 担当させていだだいた営業の対応はいかがでしたか？

直1足 ほぽ戸足 や甲 足 どちら了もない や守滴 とてヤ不満

b: 現場監督や設計、メンテナンス担当、店舗、お電話での対応等、営業以外のスタッフの対応

はいかがでしたか？

｀ 足 ほぼ戸 呵蘭足 どちら下もない や叩 渾 とて↑不満

c: 店舗や展示場、 モデルハウスの印象はいかがでしだか？

と＠ ほ1平i足 や芍貰足 どちら下もない や命 涸 とて｝不滴

d: 上記ゼロホームスタッフ、 各店舗や展示揚等について、お気づきの点があればお書きください。

Q5: 今後、ご家族やお知り合いから住宅（建築や購入など）のご相談があった時、

a: ゼロホームをご紹介いただけますか。

切自信をもって紹介する 口候補の1つとして紹介する

口わからない 口紹介しない

b: その理由を問単にお教えください。

＼ワフも徳籾J嘩lュ気応 Lて J戻滋o'

参考アンケート

今後の参考とするため、 下記のアンケー トにもご協力をよろしくお願いいたします。

■ゼロホームの広告で、印象に残ったものがあれば教えてください（いくつでも）

“テレビCM □映画館CM □ MOOK本 「住宅読本」 「安心 •安全の家づくり」
砂 ンフ レットや写真集 口折込チラシ □新聞掲載の広告 “看板や現地広告

□その他（具体的に

■ゼロホームのホームページをご覧いただいたことがありますか？ 口ある 回なぃ
※印象に残っているページや内容があれば教えてください

■ゼロホームの開催するイベン トに参加されたことがありますか？ 口ある 区ない

※具体的なイベン ト名、印象に残っていることやコーナーがあれば教えてください

■上記のようなゼロホームの広告やホームページ、イベン ト等について、印象に残っている

ことやお気づきの点、ご意見やご感想があれば、何でもお書きください

ご協力ありがとうございました



ゼロホーム注文建築用

お客様満足度アンケートにご協力ください

2 0 1 7 年 f 月 1担当宮莱 1 斥.7.,_ t. I... 

Q1 : ゼロホームを選ばれた理由についておたすねします。

a: 理由となったポイントにOEDをつけてください（いくつでも可）。

霞・構造 ・ デザインカ ・ 技術カ ・ 提案カ ・選択肢の多さ

・ 保証 ・ アフター対応 ・ スピード ・ 会社の健全性

その他（具体的に ） 

b:aでお選びいただいた理由を含み、特に決め手となったポイントを教えてください。

拉音営 t 以a 対『~-
c: ゼロホーム以外に最終候補にあがったハウスメーカー様をよろしければ教えてください。

Q2: 建築されたお住まいについておたすねします。

a: お住まい全体の満足度はいかがですか。

とて~i商足 @ ゃ亨 足 どちらTもない や勺不滴 とて｝不満

b: お選びになった各設備機器（キッチン、お風呂など）について、満足度はいかがですか。

とてや満足 €五沙 ゃ叩足 どちら下もない や守満 とて}不満

c: ご計画の上でもっとも重視されだ点、こだわっだ点があれば教えてください。

I隋応舗."'閑贔） ヒ駐阜スペースぅ確氏

d: 特によかった点があればお書きください。

牛を J.-t-'c..イレt-1,・1しコニー

d: 特に悪かった点、こうすればよかったという点があればお書きください。

毛り砂志を大そく和tt'Jh', た
Q3: ゼロホームスタッフ、各店舗や展示混の印象や対応についておたすねします。

a: 担当させていただいた営業の対応はいかがでしたか？

亭 ほぼ戸足 や叩足 どちらTもない や勺不滴 とてヤ不満

b: 現場監督や設計、メンテナンス担当、店舗、お電話での対応等、営業以外のスタッフの対応

はいかがでしたか7

€ ほぽ戸足 や芍荷足 どちら了もない や守満 とてヤ不滴

c: 店舗や展示場、モデルハウスの印象はいかがでしたか？

とてャ満足 返亘!) ゃ叩 足 どちら「もない や＼環 とて｝不満

d: 上記ゼロホームスタッフ、各店舗や展示揚等について、お気づきの点があればお書きください。

常笈さし 、現吻監慧なと人 I-;.IJ 特,~ だいたと息、 1;. 

Q 4: ゼロホームについておたすねします。

a: 計画開始からお引渡しまでの流れは営業の説明通りでしたか。

とてャ満足 €五己 ゃ喰足 どちらrもない や 平満 とて↑不満

b: ゼロホーム全体についての評価はいかがですか。

とてv満足 €五五i) や甲足 どちら下もない や勺不満 とて｝不演

c: 上記評価の理由、お気づきの点やご意見、ご要望等がありましたら伺でもお書きください。

ばし (I("'マ吋'-t...¥'古＇），使 1-:.り·~z こうす叫'e..-6', f:..'(_ 
児．う tt, 太Jh'"_現在パt,tた五I:ー ~-;:'t z ,, Jみ

Q5: 今後、ご家族やお知り合いから住宅（建築や購入など）のご相談があった時、

a: ゼロホームをご紹介いただけますか。

也自信をもって紹介する 口候補の1つと して紹介する

口わからない 口紹介しない

b: その理由を簡単にお教えください。

担うしt<-hf:..7-タ.,7 .. ち々 ¢ 対応か''c.マしじら‘，た各

いい果、病応＾，、く家 t如 J争1-t・で・!た為 ．
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

参考アンケート

今後の参考とするため、下記のアンケー トにもご協力をよろしくお願いいたします。

■ゼロホームの広告で、 ED象に残ったものがあれば教えてください （いくつでも）

防レビCM □映画館CM □ MOOK本 「住宅読本」 「安心•安全の家づくり」

砂ペンフレットや写真集 口折込チラシ □新聞掲載の広告 □看板や現地広告

□その他 （具体的に

■ゼロホームのホームページをご覧いただいたことがありますか？ セある 口ない

※印象に残っているページや内容があれば教えてください

朽I"-t・) j t (. ・

■ゼロホームの開催するイベントに参加されたことがありますか？ 口ある 巴ない

※具体的なイベント名、印象に残っていることやコーナーがあれば教えてください

■上記のようなゼロホームの広告やホームページ、イベント等について、印象に残っている

ことやお気づきの点、ご意見やご感想があれば、伺でもお書きください

ご協力ありがとうございました



ゼロホーム注文建築用

ホ客様満足度アンケートにご協力ください

お名前 お電話番号

ご住所

お引渡し月 2 0 1 7 年 了 月 担当営業2 0 1 7 年了 月 ニ浮手奇瓜一
Q1 : ゼロホームを選ばれた理由についておたすねします。

a: 理由となっ戸ハイントに〇印をつけてください（いくつでも可）。

喜 -~- デザインカ ・ 技術カ ・ 提案カ ・ 選択肢の多さ

・ 保証 ・<:t. こ乞三祠 ・ スピード ・ 会社の健全性

その他 （具体的に

b:aでお選びいただいた理由を含み、特に決め手となったポイントを教えてください。

碍噂、、ぶ印怜いi~バ訊応出噂、オ］
c: ゼロホーム以外に最終候補にあがったハウスメーカー様をよろしければ教えてください。

Q2: 建築されたお住まいについておたすねします。

a: お住まい全体の満足度はいかがですか。

とて｝満足 狂叩g ゃ芍腐足 どちら下もない や勺不満 とて｝不満

b: お選びになった各設備機器（キッチン、お風呂など）について、満足度はいかがですか。

とてャ満足 屯呑B ゃ甲足 どちらrもない や吋不満 とてY不満

c: ご計画の上でもっとも重視されだ点、こだわった点があれば教えてください。

I', Iヽ')77 1/ー尺訊％噸叫0¥只 、、い麟罰
d: 特によかった点があればお書きください。 鬼ぇて

d: 特に悪かっだ点、 こうすればよかったという点があればお書きください。

、1 炉ト炉パ召:¥,, ,}14 l-. 喝¥-介和1足）す＂訟ふ 、＼そ屈喜麟が和

Q3: ゼロホームスタッフ、各店舗や展示滉の印象や対応についておたすねします。 7 ヽ 、
q: なが fて吋

a: 担当させていただいた営業の対応はいかがでしたか？
了i、:・,,.. 

和、も睛¥/¥
とて炉液足 ほ1苧足 や平足 どちら下もない や勺不満 とて↑不満 イ入ほし

b: 現場監督や設計、メンテプンス担当、店舗、お電話での対応等、営業以外のスタッフの対応

はいかがでしたか？

とて~j商足 @ー や甲足 どちら了もない や勺不液 とて｝不満

c: 店舗や展示場、モデルハウスの印象はいかがでしだか？

とてv満足 ほ1乎盲足 や勺荷足 どちら了もない や勺不満 とて｝不満

d: 上記ゼロホームスタッフ、各店舗や展示場等について、お気づきの点があればお書きください。

Q4: ゼロホームについておたすねします。

a: 計画開始からお引渡しまでの流れは営業の説明通りでしたか。

とて,,満足 ほぼ戸足 ~ どちらrもない や勺不満 とて↑不満

b: ゼロホーム全体についての評価はいかがですか。

とてt満足 1却后枷： や甲足 どちらTもない や勺不満 とてt不禍

c: 上記評価の理由、お気づきの点やご意見、ご要望等がありましたら伺でもお書きください。

Q5: 今後、ご家族やお知り合いから住宅（建築や購入など）のご相談があった時、

a: ゼロホームをご紹介いただけますか。

？信をもって紹介する 口候補の1つとして紹介する

わからない 口紹介しない

b: その理由を簡単にお教えください。

参考アンケート

今後の参考とするため、 下記のアンケー トにもご協力をよろしくお願いいたします。

■ゼロホームの広告で、印象に残ったものがあれば教えてください（いくつでも）

炉レビCM □映画館CM □ MOOK本「住宅読本」「安心•安全の家づくり」
□パンフレットや写真集 豆折込チラシ □新聞掲載の広告 □看板や現地広告

□その他 （具体的に ） 

■ゼロホームのホームページをご覧いただいたことがありますか？ 口ある 口ない

※印象に残っているページや内容があれば教えてください

■ゼロホームの開催するイベントに参加されたことがありますか？ 口ある 位ない

※具体的なイベン ト名、印象に残っていることやコーナーがあれば教えてください

■上記のようなゼロホームの広告やホームページ、イベン ト等について、印象に残っている

ことやお気づきの点、ご意見やご感想があれば、何でもお書きください

ご協力ありがとうございました



ゼロホーム注文建築用

布客様満足度アンケートにご協力ください

口I 2 o 1 7 年 8月“
 

I .x:. 野

Q4: ゼロホームについておたすねします。

a: 計画開始からお引渡しまでの流れは営業の説明通りでしたか。

とてャ満足 ほぽ戸足 や~ どちら了もない や勺不満 とてt不満

b: ゼロホーム全体についての評価はいかがですか。

とてい満足 ほ1苧匡 ~ どちら下もない や汗ド満 とて｝不満

c: 上記評価の理由、お気づきの点やご意見、ご要望等がありましたら何でもお書きください。

Q1 : ゼロホームを選ばれた理由についておたすねします。

a: 理由となったポイントにOEDをつけてください（いくつでも可）。

縁 • ~ • デザインカ ・ 技術カ ・ 提案カ ・ 選択肢の多さ

営業 ・ 保証 ・ アフター対応 ・ スピード ・ 会社の健全性

その他（具体的に

b:aでお選びいただいた理由を含み、特に決め手となったポイントを教えてください。

c: ゼロホーム以外に最終候補にあがったハウスメーカー様をよろしければ教えてください。

Q2: 建築されたお住まいについておたすねします。

a: お住まい全体の満足度はいかがですか。

とてv満足 ほ1弁周足 ~ どちら下もない や守滴 とて＇不満

b: お選びになった各設備機器（キッチン、お風呂など）について、満足度はいかがですか。

とてャ満足 国@さ や甲足 どちらrもない や勺不満 とて｝不満

c: ご計画の上でもっとも重視された点、こだわった点があれば教えてください。

d: 特によかった点があればお書きください。

d: 特に悪かった点、こうすればよかったという点があればお書きください。

Q3: ゼロホームスタッフ、各店舗や展示還の印象や対応についておたすねします。

a: 担当させていただいた営業の対応はいかがでしたか？

とてャ満足 ほ所足 や芍商足 どちら了もない や勺不滴 とてヤ不満

b: 現場監督や設計、メンテナンス担当、店舗、お電話での対応等、営業以外のスタッフの対応

はいかがでしたか？

とてv満足 ほiff卵 ゃ芍商足 どちら下もない や勺不満 とてヤ不満

c: 店舗や展示揚、モデルハウスの印象はいかがでしだか？

とてヤ液足 ほ1乎釘 ゃ叩足 どちら下もない や守涸 とてヤ不満

d: 上記ゼロホームスタッフ、 各店舗や展示場等について、お気づきの点があればお書きください。

Q5: 今後、ご家族やお知り合いから住宅（建築や購入など）のご相談があった時、

a: ゼロホームをご紹介いただけますか。

口自信をもって紹介する 口候補の 1つとして紹介する

図わからない 口紹介しない

b: その理由を商単にお教えください。

参考アンケート

今後の参考とするため、下記のアンケートにもご協力をよろしくお願いいたします。

■ゼロホームの広告で、ED象に残ったものがあれば教えてください（いくつでも）

litテレビCM □映画館CM □ MOOK本 「住宅読本」「安心•安全の家づくり」

□パンフレットや写真集 口折込チラシ □新聞掲載の広告 □看板や現地広告

□その他（具体的に

■ゼ□ホームのホームページをご覧いだだいたことがありますか? ~ ぁる 口ない

※印象に残っているページや内容があれば教えてください

■ゼロホームの開催するイベントに参加されたことがありますか? E'.liある 口ない

※具体的なイベント名、印象に残っていることやコーナーがあれば教えてください

■上記のようなゼロホームの広告やホームページ、イベント等について、印象に残っている

ことやお気づきの点、ご意見やご感想があれば、何でもお書きください

ご協力ありがとうございました



ゼロホーム注文建築用

布客饉満足度アンケートにご協力ください

口I 2~ 1~ 年ざ月-rJ,.;f±, I 

Q4: ゼロホームについておたすねします。

a: 計画開始からお引渡しまでの流れは営業の説明通りでしたか。

とてY満足 f~ ゃ甲足 どちら「もない や甲滴 とてt不満

b: ゼロホーム全体についての評価はいかがですか。

とてt満足 ほ~ ゃ平足 どちらTもない や甲 満 とてヤ不満

c: 上記評価の理由、お気づきの点やご意見、ご要望等がありましたら何でもお書きください。

Q1 ; ゼロホームを選ばれた理由についておたすねします。

a: 理由となったポイントにOEPをつけてください（いくつでも可）。

価格 ・ 構造・ デザインカ ・ 技術カ ・ 提案カ ・ 選択肢の多さ

営業 ・ 保証 ・ アフター対応 ・ スピード ・ 会社の健全性

その他（具体的に 伏 の知ル介

b:aでお選びいただいた理由を含み、特に決め手となったポイントを教えてください。

c: ゼロホーム以外に霰終候補にあがったハウスメーカー様をよろしければ教えてください。

Q2: 建築されたお住まいについておたすねします。

a: お住まい全体の満足度はいかがですか。

とてv満足 ほ日郎＇ や甲足 どちら下もない や守満 とてY不満

b: お選びになった各設備機器（キッチン、お風呂など）について、満足度はいかがですか。

と@ ほI乎i足 や甲 足 どちら「もない や命満 とてt不満

c: ご計画の上でもっとも重視された点、こだわった点があれば教えてください。

d: 特によかった点があればお書きください。

d: 特に悪かった点、こうすればよかったという点があればお書きください。

Q3: ゼロホームスタッフ、各店舗や展示滉の印象や対応についておたすねします。

a: 担当させていただいた営業の対応はいかがでしたか？

と~足 ほぼ戸 や足 どちらTもない や勺不満 とて｝不満

b: 現揚監督や設計、メンテプンス担当、 店舗、お電話での対応等、営業以外のスタッフの対応

はいかがでしたか？

と臼足 ほぽ戸足 や甲足 どちら下もない や汗環 とてャ不滴

c: 店舗や展示場、モデルハウスの印象はいかがでしたか？

予足 ほ1乎盲足 や叩 どちらrもない や守満 とてY不満

d: 上記ゼロホームスタッフ、各店舗や展示場等について、お気づきの点があればお書きください。

Q5: 今後、ご家族やお知り合いから住宅（建築や購入など）のご相談があった時、

a: ゼ塁 ―ムをご紹介いただけますか。

自信をもって紹介する 口候補の1つとして紹介する

口わからない 口紹介しない

b: その理由を簡単にお教えください。

参考アンケート

今後の参考とするため、 下記のアンケー トにもご協力をよろしくお願いいたします。

■ゼロホームの広告で、印象に残ったものがあれば教えてください（いくつでも）

丑レビCM □映画館CM □ MOOK本「住宅読本」 「安心•安全の家づくり」
ロバンフレットや写真集 □折込チラシ □新聞掲載の広告 □看板や現地広告

□その他（具体的に

■ゼロホームのホームページをご覧いただいだことがありますか？ 曲~ □ない

※印象に残っているページや内容があれば教えてください

■ゼロホームの開催するイベントに参加されたことがありますかつ 口ある 玉ぃ
※具体的なイベン ト名、印象に残っていることやコーナーがあれば教えてください

■上記のようなゼロホームの広告やホームページ、イベント等について、印象に残っている

ことやお気づきの点、ご意見やご感想があれば、何でもお書きください

ご協力ありがとうございました



ゼロホーム注文建築用

布客饉満足度アンケートにご協力ください

口 2 0 1 7 年 7月=
 

Q1 : ゼロホームを選ばれた理由についておたすねします。

a ◎と？ご万臼戸＇プ汀:~(し・\(~~:可）・0 選択肢の多さ

呂業 ・ 保証 ・ アフター対応 ・ スピード ・ 会社の健全性

その他（具体的に

b:aでお選びいただいた理由を含み、特に決め手となったポイントを教えてください。

c: ゼロホーム以外に最終候補にあがったハウスメーカー様をよろしければ教えてください。

Q4: ゼロホームについておたすねします。

a: 計画開始からお引渡しまでの流れは営業の説8月通りでしたか。

とてヤ満足 ~ や甲足 どちら了もない や守満 とてt不満
b: ゼロホーム全体に ＼ての評価はいかがですか。

とて＼＇満足 ~ 呵費足 どちら下もない 吋直 とて｝不満

c: 上記評価の理由、お気づきの点やご意見、ご要望等がありましたら伺でもお書きください。

0~ 虎パ釦bスに
しわが ~-f-L IIて．直せな、と言崎た．

・じし人がおを託 .'Cu知切息兌一つな9。 I烈埠兎P
七知ふ炉

Q5: 今後、ご家族やお知り合いから住宅（建築や購入など）のご相談が< ¥ I iz,'/z; きがボ／R 
a: ゼロホームをご紹介いただけますか。

口自信をもって紹介する ど、補の1つとして紹介する

口わからない 口紹介しない

b: その理由を簡単にお教えください。

Q2: 建築されたお住まいについておたすねします。

a: お住まい全体の満足度はいかがですか。

とてド満足 i平 や平足 どちら了もない や攣満 とてヤ不満

b: お選びになった各設備機器（キッチン、お風呂など）について、満足度はいかがですかc

とてャ満足 戸 や甲足 どちら下もない や吋不満 とてt不満
c: ご計画の上でもっとも重視された点、こだわった点があれば教えてください。

・/-d1砂褥c..

d ,'特二、竺；があればあ書きください。 rり芯りに？
d: 特に悪かった点、こうすればよかったという点があればお書きください。

ゎ知のコ辺，l,I-人立昆 裟品に力~1..れ~-

Q3: ゼロホームスタッフ、各店舗や展示場の印象や対応についておたすねします。

a: 担当させていただし泣こ営業の対応はいかがでしたか？

とても満足 足 どちらでもない 洞 とても不満

b: 現揚監督や設計、メンテナンス担当、店舗、お電話での対応等、営業以外のスタッフの対応

はいかがでしたかつ

とてい満足 ~ ゃ足 どちら了もない や攣満 とてY不満

C :~~ ロ示場、こ，:'ウスニばい力ご亡‘つ呵ミ満 とて↑不満

d: 上記ゼロホームスタッフ、各店舗や展示揚等について、お気づきの点があればお書きください。

参考アンケート

今後の参考とするため、 下記のアンケートにもご協力をよろしくお願いいたします。

・: 交―ムの広告で、印象に残ったものがあれば教えてください（いくつでも）

プレビCM □映画館CM □ MOOK本 「住宅読本」「安心 •安全の家づくり」

□パンフ レットや写真集 □折込チラシ □新聞掲載の広告 □看板や現地広告

ロその他（具体的に

●ゼロホームのホームページをご覧いただいたことがありますか? 'i2ある 口ない

※印象に残っているページや内容があれば教えてく ださい

■ゼロホームの開催するイベントに参加されたことがありますか7 1!21らる 口ない

※具体的なイベント名、印象に残っていることやコーナーがあれば教えてください

■上記のようなゼロホームの広告やホームページ、イベント等について、印象に残っている

ことやお気づきの点、ご意見やご感想があれば、伺でもお書きください

ご協力ありがとうございました



ゼロホーム注文建築用

ホ客饉満足度アンケートにご協力ください

口 -I 2 o 1 7 年 7月 9 I ~ :::::r済
Q1 : ゼロホームを選ばれた理由についておたすねします。

a: 理由となったポイントに〇印をつけてください（いくつでも可）。

晒 ・疇 ・ デザインカ. ~ 匿"Ii>・ 提案カ ・ 選択肢の多さ

営業 ・ 保証 ・ アフター対応 ・ スピード ・ 社ユ亙~
その他 （具体的に

b:aでお選びいただいた理由を含み、 特に決め手となったポイントを教えてください。

1)/匈苔ィ西柘(J社 II°和2ン7..)が•一乳 I灼‘屯 。
c: ゼロホーム以外に最終候補にあがったハウスメーカー様をよろしければ教えてください。

Q2: 建築されたお住まいについておたすねします。

a: お住まい全体の満足度はいかがですか。

とてャ満足 ほぽ戸 ~ 五~ どちら下もない や命 満 とて｝不満

b: お選びになった各設備機器（キッチン、 お風呂など）について、満足度はいかがですか。

とてャ満足 ほぼ戸足 や甲足 ~ 五正五ジ ゃ叩満 とてt不満

c: ご計画の上でもっとも重視された点、 こだわっだ点があれば教えてく1{1'。
f~t雌：訊すり恥住和i. '~乞認瑾噂イ:l/; lきしI~が:.-L , 

d: 特によかった点があればお書きください。1り各稔埒）：：／分績 ．委祁竺わ溶‘言 I7-な外べI)::t, 

.. 

d: 特に悪かった点、こうすればよかったという点があればお書きください。

虹J-J:i!~,,さなか't.n'1'.・i積蜘心l..)弓Lを作べて和11-,:・
Q 3塔 船 名公スタ王が 盈髯儡扁翻溢謡紐っ紐羞すねします。

a: 担当させていただいた営業の対応はいかがでしたか？

とてド滴足 ほぽ戸足 や芍酋足 〔了~了こう や勺不満 とてヤ不満

b: 現揚監督や設計、メンテナンス担当、店舗、お電話での対応等、営業以外のスタッフの対応

はいかがでしたか？

とてい満足 ほぽ戸足 や甲足 0: こ~ ゃ命満 とてヤ栢酋

c: 店舗や展示場、モデルハウスの印象はいかがでしたか？

とてv満足 ほ'"I荷足 や甲足 Ctこ〗;;;う ゃ攣満 とてl不満

d: 上記ゼロホームスタッフ、各店舗や展示場等について、お気づきの点があればお書きください。

Q4: ゼロホームについておたすねします。

a: 計画開始からお引渡しまでの流れは営業の説明通りでしだか。

とてャ満足 ほ1乎篇足 や甲足 （こ~ぎ） や命滴 とて↑不満

b: ゼロホーム全体についての評価はいかがですか。

とてャ満足 ほ1乎肩足 や甲足 （巳三~う ゃ平満 とてl不満

c: 上記評価の理由、お気づきの点やご意見、ご要望等がありましたら伺でもお書きください。

” 託 ） 了、A和）1/這知唸咋うが．彦l、に I~籾罰這恥臼切杯
疇の打譴ぶり元喜印バ）註，t印噂咋吋誓）を
饂ヰ這や（吃知雌の形ー街紐噂＠国叩嗚‘と恥鱈:,,

Q5: 今後、ご家族やお知り合いから住宅（建築や購入など）のご相談があった時、
孔

a: ゼロホームをご紹介いただけますか。

口自信をもって紹介する 由候補の 1つとして紹介する

ロわからない 口紹介しない

b: その理由を簡単にお教えください。

1,-J,t,, ー に疇叫臼吟今瑞叶み炉叫lレ'Ll'(f_ _ 

セ叶-、Jを指名をぶいで ．勺：でセ＂ワす、-ム 1孔恥託捻丑?•. 芯 1)')-z

竺 I.¥'.'.嘔~-tr·虹遭·~麗'.}~)_~達竺う ,!)_~~釦ーlJ心.__1-釦_-rJうち衿

参考アンケート
lちうi,-:zl~ 喝"~いも11.1。

今後の参考とするため、下記のアンケー トにもご協力をよろしくお願いいたします。

■ゼロホームの広告で、印象に残ったものがあれば教えてください （いくつでも）

防 レビ CM □映画館CM □ MOOK本「住宅読本」「安心•安全の家づく り」

□パンフレットや写真集 口折込チラシ □新聞掲載の広告 古看板や現地広告

□その他（具体的に

■ゼロホームのホームページをご覧いだだいたことがありますか？ 口ある 占ない

※印象に残っているページや内容があれば教えてください

■ゼロホームの開催するイベントに参加されたことがありますか? r:lJ. 虎る 口ない

※具体的なイベン ト名、印象に残っていることやコーナーがあれば教えてください

■上記のようなゼロホームの広告やホームページ、イベント等について、印象に残っている

ことやお気づきの点、ご意見やご感想があれば、伺でもお書きください

ご協力ありがとうございました



ゼロホーム注文建築用

ホ客横満足度アンケートにこ協力ください

Q2: 建築されたお住まし＼についておたすねします。

a: お住まい全体の9足叫古いかがですか。

とても満足 渡 とても不満

とても満足 足 どちらでもない や勺不満 とても不満

c: ご計画の上でもっとも重視された点、こだわった点があれば教えてください。

閉厨） l 内~\士一,.念か丁サィン
d: 特によかった点があればお書きください。

届，．
夕て屯冬℃いもtてもぼ泣訳＇ィ主¢-f-·~ ずL..I

d: 特に悪かった点、こうすればよかったという点があればお書きください。

六も幻＝ う少遠 F厨）入屯Lj,,.,l~民が平
Q3: ゼロホームスタッフ、各店舗や展示場の印象や対応についておたすねします。

a: 担当さ迂ていただいだ営業の対応はいかがでしたかつ

足 どちらでもない 渡 とても不満

b: 現場監督や設計、メンテナンス担当、店舗、お電話での対応等、営業以外のスタッフの対応

は心rした二:ぃ …荷足 どちら「もない 吋頭 とて｝不満

c: 店舗又嘩示場、モデルハウスの印象はいかがでしたか？

額 とても不滴

d: 上ia1在］ホームスタッフ、各店舗や展示場等について、お気づきの点があればお書きください。

応焚壱差ご噂瓦区もでッl--ホームビ賎t冦＇可

Q4: ゼロホームについておたすねします。

＼‘らお引渡しまでの流れは営業の説明通りでしたか。

足 どちらでもない 満 とても不満

b: ゼロホーム全体についての評価はいかがですか。

足 どちらでもない 満 とても不満

c: 誌詞評価の理由、お気づきの点やご意見、ご要望等がありましたら何でもお書きください。

Q5: 今後、ご家族やお知り合いから住宅（建築や購入など）のご相談があった時、

a: ゼロホームをご紹介いただけますか。

、をもって紹介する 口候補の 1つとして紹介する

ロわからない 口紹介しない

b: その理由を蘭単にお教えください。

詈荏ユ這・、iエゑが豆も丁寧□観⇔だ＇っ在も,;-------------- -—• 一 ・ 一 • 一 ・ 一 • 一 ・ 一 • 一• 一 ・ ー ・ ー ・ ＿＿ ．＿ ．＿＿．ー ・ー ．＿＿ ． ー・ー ・一 ・ ー ・ 一 ・ 一 • 一 ・ 一 • 一・ ・

参考アンケート

今後の参考とするため、下記のアンケートにもご協力をよろしくお願いいたします。

・言 ―ムの広告で、ED象に残ったものがあれば教えてください（いくつでも）

レビ CM D映画館CM □MOOK本「住宅読本」「安心•安全の家づくり 」

□パンフレットや写真集 口折込チラシ □新聞掲載の広告 □看板や現地広告

□その他（具体的に

■ゼロホームのホームページをご覧いだだいだことがありますか？ 口ある ~, 

※印象に残っているページや内容があれば教えてください

■ゼロホームの開催するイベントに参加されたことがありますか？ 匹氏る 口ない

※具体的なイベント名、印象に残っていることやコーナーがあれば教えてください

しSJ"(;)デサットが信約0)1心豆咋平レ
■上記のようなゼロホームの広告やホームページ、イベント等について、印象に残っている

ことやお気づきの点、ご意見やご感想があれば、何でもお書きください

と誌素翫ば｀ぷ宮を追冦T曼さ窓加 Lてばす、

ご協力ありがとうございました



ゼロホーム注文建築用

布客様満足庫アンケートにご協力ください

三
I 2 o 1 7 年 3 月-谷て J..; I 

Q4: ゼロホームについておたすねします。

a: 計画開始からお引渡しまでの流れは営業の説明通りでしたか。

~ I呵 貨足 名戸 どちら了もない や呼国 とて｝不潰

b: ゼロホーム全体についての評価はいかがですか。

とてt満足 ,<i_; ピ;> や足 どちら「もない や守滴 とてt不満

c: 上記評価の理由、お気づきの点やご意見、ご要望等がありましたら何でもお書きください。

Q1: ゼロホームを選ばれた理由についておたすねします。

a: 理由となったポイントに0印をつけてください （いくつでも可）。

蝉 ・構造 ・ デザインカ ・技術カ・提案カ ・選択肢の多さ

0 ・ 保証 ・ アフター対応 ・ スピード ・ 会社の健全性

その他（具体的に ） 

b:aでお選びいただいた理由を含み、特に決め手となったポイントを教えてください。

信伝レ槌彦姿柔パ立・圧

c: ゼロホーム以外に最終候補にあがったハウスメーカー様をよろしければ教えてください。

Q2: 建築されたお住まいについておたすねします。

a: お住まい全体の満足度はいかがですか。

とてド満足 0五F ゃ 庸足 どちら了もない や勺不満 とてヤ不満

b: お選びになった各設備機器（キッチン、お風呂など）について、満足度はいかがですか。

屯iv 田和 や足 どちら下もない や守 満 とてャ不満

c: ご計画の上でもっとも重視された点、こだわった点があれば教えてください。

閉iり
d: 特によかっだ点があればお書きください。

Jr} 1.'.i 1,J._偽ぷ入ふ1"-fこ

d: 特に悪かった点、こうすればよかったという点があればお書きください。

'Jレ

Q3: ゼロホームスタッフ、 各店舗や展示場の印象や対郎についておたすねします。

a: 担当させていただいた営業の対応はいかがでしだか？

とごゼ衿 i諏 戸足 や甲足 どちら了もない や守 満 とてY不満

b: 現場監督や設計、メンテナンス担当、店舗、お霜話での対応等、営業以外のスタッフの対応

はいかがでしたか？

とて＂満足 ほ！平i足 ぐり賞~ どちら了もない や勺不満 とてヤ不漬

c: 店舗や展示揚、モデルハウスの印象はいかがでしたか？

とて位満足 児'f心 ゃ叩足 どちら了もない や命満 とてY不瀾

d: 上記ゼロホームスタッフ、 各店舗や展示場等について、お気づきの点があればお書きください。

ん的の紅，1、JfJb I本kvt 1介 し、 • 各1--し1 ほし 、`

Q 5: 今後、ご家族やお知り合いから住宅（建築や購入など）のご相談があった時、

a: ゼロホームをご紹介いただけますか。

凶自信をもって紹介する 口候補の 1つとして紹介する

□わからない 口紹介しない

b: その理由を簡単にお教えください。

柊哲 o恣笈 CJ):J(, ゞ bゞ 、1屯・sレ 11)',f:... 

参考アンケート

今後の参考とするため、下記のアンケートにもご協力をよろしくお願いいたします。

■ゼロホームの広告で、印象に残ったものがあれば教えてください （いくつでも）

ロテレビCM め映画館CM □ MOOK本 「住宅読本」「安心•安全の家づくり」
□パンフ レットや写真集 □折込チラシ □新聞掲載の広告 □看板や現地広告

□その他 （具体的に

■ゼロホームのホームページをご覧いただいだことがありますか？ 口ある 凶ない

※印象に残っているページや内容があれば教えてください

■ゼロホームの開催するイベントに参加されたことがありますか？ □ある 図ない

※具体的なイベント名、印象に残っていることやコーナーがあれば教えてください

■上記のようなゼロホームの広告やホームページ、イベン ト等について、印象に残っている

ことやお気づきの点、ご意見やご感想があれば、何でもお書きください

ご協力ありがとうございました



ゼロホーム注文建築用

布客饉満足度アンケートにご協力ください

口 一I 2 o 1 7 年？月 汀、多V I 

Q4: ゼロホームについておたすねします。

a: 計画開始からお引渡しまでの流れは営業の説明通りでしたか。

可 満足 己り や甲 足 どちらrもない 吋不満 とてl不満

b: ゼロホーム全体につ＼ての評価はいかがですか。

とてt満足 ら り 足 吋黄足 どちら下もない 呵不満 とてl不満

c: 上記評価の理由、 ‘気づきの点やご意見、ご要望等がありましたら伺でもお書きください。

Q1 : ゼ〇ホームを選ばれた理由についておたすねします。

a: となったポイントにOEDをつけてください （いくつでも可）。c;-構造 ・ デザインカ ・ 技術カ ・ 提案カ ・ ‘ の多さ

：の他亨こ ・ アフター対応 ・ スピート・~
b:aでお選 ＼ただいた理由を含み、特に決め手となったポイントを教えてください。

砂摺屈 9応多も多いt
c: ゼロホーム以外に最終候補にあがっだハウスメーカー様をよろしければ教えてください。

Q2: 建築されたお住まいについておたすねします。

a: お住まい全体の満足度はいかがですか。

とても満足 涸 とても不満

とても液足 1足 どちらでもない やや不滴 とても不満

c: ご計画の上でもっ

d: 特によかった点があればお書きください。

色 ¥1\、い (_'l 尻ーバいにい~(咋）
d: 特に悪かった点こうすればよかったという点があればお書きください。

侶名f彪の臼心‘‘凡八う硝し1 〖岱，（介又叩砂）
Q3: ゼロホームスタッフ、各店舗や展示場の印象や対応についておたすねします。

＼
 

足 どちらでもない

液 とても不満

叫↑足 どちらでもない

Q5: 今後、ご家族やお知り合いから住宅（建築や購入など）のご相談があった時、

a: ゼロホームをご紹介いだだけま'

口自信をもって紹介する 候補の 1つとして紹介する

口わからない 口紹介しない

b: その理由を簡単にお教えください。

名ゲ／、レ（し，ゎ摩多 '1-、以刀‘の参幻ギサ~名召的

りパ／ぅ闘［ふIげみのげ‘ノ‘噂札：ィ心り。

~tf p'り
し 国咳杞冷f'J.心払賛）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

参考アンケート

今後の参考とするため、 下記のアンケートにもご協力をよろしくお願いいたします。

■Jホームの広告で、印象に残ったものがあれば教えてください （いくつでも）

テレビ CM □映画館CM □ MOOK本「住宅読本」「安心•安全の家づくり」

□パンフレットや写真集 □折込チラシ ロ新聞掲載の広告 □看板や現地広告

□その他（具体的に

■ゼロホームのホームページをご覧いだだいだことがありますか？

※印象に残っているページや内容があれば教えてください

函 □ない

嶺 とてゃ不拶

■ゼロホームの開催するイベントに参加されたことがありますか？ 邸；る 口ない

※具体的なイベント名、印象に残っていることやコーナーがあれば教えてください

lわI:::,-, .. 7'J舒1象11--

洞 とても不満

d: 上記ゼロホームスタッフ、各店舗や展示場等について、お気づきの点があればお書きください。

℃ I~ り加喝-L1-- テi バf~ o

■上記のようなゼロホームの広告やホームページ、イベント等について、印象に残っている

ことやお気づきの点、ご意見やご感想があれば、伺でもお書きください

ぃ□7~'l/>? か覧州は1息げ化0

噸：✓峨レ伶） ＿ 各夏化0
ご協力ありがとうございました



ゼロホーム注文建築用

ホ客横満足度アンケートにこ協力ください

：
 

I 2 o 1 7 年 7 月=
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Q4: ゼロホームについておたすねします。

a: 計画開始からお引渡しまでの流れは営業の説明通りでしたか。

とて,,満足 ほ·~顧 や亨足 どちら「もない や勺不満 とて↑不涸

I 父 ~tし

b: ゼロホーム全体についての評価はいかがですか。

とて杞満足 1ま箪足 や呼貨足 どちら了もない や勺不満 とてt不満

c: 上記評価の理由、お気づきの点やご意見、ご要望等がありましたら伺でもお書きください。

Q1 : ゼロホームを選ばれた理由についておたすねします。

a: 理由となったポイントにOEPをつけてください（いくつでも可）。

蘊 • m]i ・ デ茫¢ンカ ・ @ヵ ・ 提案カ ・ 選択肢の多さ

'g ・ 保証・ アフター対応 ・ スピード ・ ム
、ーノ

＝社の健全性

その他（具体的に

b:aでお選びいただいた理由を含み、特に決め手となっだポイントを教えてください。

虹. ~ 虹柘、社、;=Lt診と匁臼拉歪且¥L)狐彦印口籾いI》.::J
c: ゼロホーム以外に最終候補にあがったハウスメーカー様をよろしければ教えてください。

Q2: 建築されたお住まいについておたすねします。

a: お住まい全体の満足度はいかがですか。

とてャ満足 ほ目紅 ゃ甲足 どちらTもない や勺不満 とてヤ不満

b: お選びになった各設備機器（キッチン、お風呂など）について、満足度はいかがですか。

とて⑲足 ほ1苧足 や甲足 どちら下もない や勺不満 とて卜不満

c: ご計画の上でもっとも重視された点、こだわった点があれば教えてください。

d: 特によかった点があればお書きください。

吉1い埠ス^ ゞ-1-ずャ直、えなf麻3
)I'I Ji/~ 、,

d: 特に悪かった点、こうすればよかっだという点があればお書きください。

Q5: 今後｀ご家族やお知り合いから住宅（建築や購入など）のご相談があった時、

a: ゼロホームをご紹介いただけますか。

0自信をもって紹介する 田候補の1つとして紹介する

0わからない 0紹介しない

b: その理由を簡単にお教えください。

知茂「ヽ とヽふvtk1ぷ

ぷ吃、

参考アンケート

今後の参考とするため、 下記のアンケートにもご協力をよろしくお願いいたします。

■ゼロホームの広告で、印象に残ったものがあれば教えてください（いくつでも）

ロテレビCM □映画館CM □ MOOK本 「住宅読本」 「安心・安全の家づくり」

並ゞンフレットや写真集 □折込チラシ 因新聞掲載の広告 □看板や現地広告

□その他（具体的に

Q3: ゼロホームスタッフ、各店舗や展示陽の印象や対応についておたすねします。

a: 担当させていただいた営業の対応はいかがでしたか？

とてド満足 ほ拿足 や勺商足 どちら下もない や勺不満 とて｝不漉

b: 現場監督や設計、メンテナンス担当、店舗、お電話での対応等、営業以外のスタッフの対応

はいかがでしたか？

とてヤ満足 ほ1乎篇足 や§釦 どちら下もない や勺不涸 とて↑不満

c: 店舗や展示場、モデルハウスの印象はいかがでしだか？

とて9為足 ほ1乎篇足 や甲足 どちら下もない や勺不満 とて↑不満

d: 上記ゼロホームスタッフ、各店舗や展示揚等について、お気づきの点があればお書きください。

■ゼロホームのホームページをこ覧いただいたことがありますか? g-ある 口ない

※印象に残っているページや内容があれば教えてください

■ゼロホームの開催するイベントに参加されたことがありますか？ 〇ある Qない

※具体的なイベント名、印象に残っていることやコーナーがあれば教えてください

■上記のようなゼロホームの広告やホームページ、イベント等について、印象に残っている

ことやお気づきの点、ご意見やご感想があれば、伺でもお己きください

ご協力ありがとうございました




