
 2017年4月発生分（2017年7月9日更新）

物件所在地 お引渡し日 建物仕様 受付種類 内容 原因 ランク 処理内容 完了日

向日市 2004年11月16日 修繕(有償) 排水桝蓋が割れたので修繕依頼 －
4/28見積提出、5/11材料納品にて完
了。

2017年5月11日

京都市北区 2006年2月23日 修繕(有償)
屋根材にズレがあると近隣より言われ
た

屋根にアンテナがある為、踏み割れの
様子

－
4/28 屋根材の割れを確認し応急的な
補修を実施。5/6 見積書提出　5/16 補
修実施完了

2017年5月16日

京都市伏見区 2007年2月6日 修繕(有償) 外壁修繕工事 －
4/28見積もり提出済み　5/19受注　6/5
工事完了

2017年6月9日

京都市伏見区 2007年2月6日 修繕(有償) 防蟻工事 － 4/28見積もり提出済み　ご依頼無し 2017年5月20日

京都市伏見区 2007年2月6日 修繕(有償) 金物増し締め工事 － 4/28見積もり提出済み　ご依頼無し 2017年5月20日

京都市伏見区 2007年2月6日 修繕(有償) FRP修繕工事 －
4/28見積もり提出済み　5/19受注
5/27工事完了

2017年5月27日

京都市伏見区 2007年2月6日 修繕(有償) 配管洗浄工事 －
4/28見積もり提出済み　5/19受注　6/5
工事完了

2017年6月5日

京都市南区 2007年6月5日 お客様連絡 建具確認依頼（2階引戸） Ａ 戸車調整 2017年4月28日

八幡市 2011年8月24日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
インターホンの液晶が映らない。 －

4/28ﾒｰｶｰﾒﾝﾃﾅﾝｽ依頼、5/9機器交換
完了。

2017年5月9日

京都市右京区 2012年3月19日 100年住宅 お客様連絡 防蟻工事のお問い合わせ －
工事内容、保証内容と金額などの説明
御依頼の際はハガキを送っていただく

2017年4月28日

高槻市 2012年4月20日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
ペアガラス内の結露 Ｍ メーカーメンテナンス手配（ガラス交換） 2017年5月18日

伊丹市 2016年3月22日 100年住宅 お客様連絡
1年点検の期限に間に合わないかどう
すればいいか

忘れていた様子 －
日程調整可能な旨お伝えし、申し込み
葉書を投函していただくよう案内する

2017年4月28日

豊中市 2016年5月23日 100年住宅 お客様連絡
ポストが逆に付いている、外構土間に
ひび割れ

－
お客様の外構工事が、当社に依頼され
た施工ではないことをお伝え（TEL対
応）

2017年4月28日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。 株式会社ゼロ・コーポレーション



 2017年4月発生分（2017年7月9日更新）

物件所在地 お引渡し日 建物仕様 受付種類 内容 原因 ランク 処理内容 完了日

豊中市 2016年5月23日 100年住宅 お客様連絡
下地探しにて確認した位置（玄関）に、
犬用のゲートを付けたいが問題ないか

60ミリのビスを使っていいか心配だった －
下地がある位置であれば問題無いこと
を説明（TEL説明）

2017年4月28日

大阪市旭区 2017年4月6日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
浴室の水栓が緩い（温度調整） Ｍ

メーカーメンテナンス、現場訪問し部品
調整にて対応

2017年5月11日

京都市右京区 2002年3月8日 修繕(有償)
外構で水たまりができる部分の修繕に
ついて

－
現地確認　見積もり5/16投函　今回は
見送り

2017年5月23日

京都市南区 2007年3月23日 １０年点検 10年点検受付 － 報告完了 2017年7月4日

大阪市此花区 2016年3月24日 100年住宅 修繕(有償) 階段前ロールスクリーン取り付け工事 －
5/15見積書提出、工事の依頼はありま
せんでした

2017年6月15日

大阪市此花区 2016年3月24日 100年住宅 修繕(有償) 2階居室障子交換工事見積もり依頼 －
5/11工事概算提出、工事の依頼はあり
ませんでした

2017年6月15日

長岡京市 2016年12月8日 100年住宅 お客様連絡 2階廊下に換気扇を取付けたい －
4/27現地訪問、5/13見積提出、5/18ｷｬ
ﾝｾﾙ連絡、今回は見送られます。

2017年5月18日

京都市左京区 2001年4月10日 修繕(有償) 1F水切り上の外壁の一部がはがれた。
各種点検を受けておられず、経年によ
るものと思われる

－
4/28　見積書の郵送済み　工事受注
し、6/10（土）工事完了

2017年6月20日

京都市左京区 2002年3月29日 １５年点検 15年点検について、実施希望の受付 － 6/1点検実施　報告書作成中

京都市左京区 2008年8月7日 修繕(有償) 床暖房リモコンの故障 －
修繕の見積もり依頼　ガス業者対応に
て修繕完了

2017年5月2日

京都市東山区 2007年4月25日 １０年点検 10年点検依頼 －
事前点検5/20、本点検実施6/3、
7/8(土)報告予定

枚方市 2013年7月9日 100年住宅 お客様連絡 ハナミズキの剪定方法が知りたい － 造園業者の見解を電話にてお伝え 2017年5月8日

枚方市 2013年7月9日 100年住宅 お客様連絡 ベンドキャップがぐらつく シールが切れグラつく様子 Ａ 5/12業者にてシール打ち直し手直し 2017年5月12日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。 株式会社ゼロ・コーポレーション
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物件所在地 お引渡し日 建物仕様 受付種類 内容 原因 ランク 処理内容 完了日

枚方市 2013年7月9日 100年住宅 修繕(有償) 擁壁上のフェンスが足りない －
5/11見積もり提出済み　7/1時点で連
絡無し

2017年7月1日

京都市右京区 2017年3月7日 100年住宅 修繕(有償) 機能門柱の照明を消したい － 明暗センサーの線を外す 2017年4月25日

向日市 2016年3月12日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
浴室リモコンの表示が半分映らない Ｍ 業者にて交換対応 2017年4月26日

城陽市 2017年4月28日 100年住宅 お客様連絡 手直し無し － 2017年4月25日

京都市左京区 1994年6月25日 修繕(有償)
大屋根のケラバ瓦から小さな瓦のかけ
らが落ちてくる

ケラバ瓦の側面と下部が凍て割れで欠
片が落下する。

－
瓦業者同行にて調査を終え、見積書の
提出し、工事の受注。6/2施工完了

2017年6月13日

神戸市兵庫区 2002年4月25日 修繕(有償) 1階トイレ扉のラッチがぐらつく 経年使用 － 交換 2017年4月24日

西宮市 2007年3月9日 お客様連絡 10年点検についてのお問い合わせ － 費用などについてご説明 2017年4月24日

京都市左京区 2008年5月23日 お客様連絡
落雪により屋根材が割れているとのこと
で点検依頼

－
2階トイレ北の下屋にて瓦2枚割れを確
認　工事受注　7/8工事予定

神戸市兵庫区 2007年3月26日 お客様連絡
10年点検の案内が来ていたが期限が
過ぎてしまったが点検可能か（4/20期
限）

－ 1ケ月程度は可能とご案内する 2017年4月24日

京都市東山区 2009年6月18日
メーカー

メンテナンス
混合水栓水漏れ(TOTO製) － メーカー対応　シャワーエルボ交換 2017年4月27日

京都市東山区 2009年6月18日
メーカー

メンテナンス
キッチン水栓水漏れ　ホースに垂れて
下部収納部に水害

－ メーカー対応　シャワーホース交換 2017年4月27日

大阪市此花区 2016年3月24日 100年住宅 １年点検 はなみずきを撤去したい －
植栽について説明し、工事に関しては
お断り

2017年4月27日

大阪市此花区 2016年3月24日 100年住宅 １年点検 キッチンから異臭がする －
施工上に異常はなく、蓋などを利用して
頂く様説明

2017年4月27日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。 株式会社ゼロ・コーポレーション



 2017年4月発生分（2017年7月9日更新）

物件所在地 お引渡し日 建物仕様 受付種類 内容 原因 ランク 処理内容 完了日

大阪市此花区 2016年3月24日 100年住宅 １年点検 ドアに傷が付いた、直したい －
補修概算お伝え、一回相談するとのこ
と

2017年4月27日

大阪市此花区 2016年3月24日 100年住宅 １年点検 建具のガタツキ － 丁番調整にて対応 2017年4月27日

大阪市此花区 2016年3月24日 100年住宅 １年点検 １年点検受付 － 4/27点検実施 2017年4月27日

大阪市此花区 2016年3月24日 100年住宅 １年点検 2階居室アミ戸の締りが悪い Ｍ
メーカーメンテナンス依頼、網戸調整に
て完了

2017年5月16日

京都市北区 2015年5月22日 100年住宅 改装 カーポートを設置したい －
4/24現地打ち合わせ 4/27メーカーと打
ち合わせ 5/13見積書提出 5/26プラン
変更依頼あり 6/6 見積書提出

京都市南区 2015年12月3日 100年住宅 お客様連絡 境界プレートの位置がずれている。 －
境界プレート取付は当社でない為、取
付された業者へ依頼していただける様
ご説明。

2017年4月25日

京都市南区 2015年12月3日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
床暖房使用時極端に暖かくなり、その
後暖かくならない。

－
4/25現地訪問、ｴﾗｰ履歴もなく、現象再
現できず、正常に作動の為様子を見て
いただく

2017年4月25日

京都市南区 2015年12月3日 100年住宅 お客様連絡
トイレの便器がずれているので確認し
て欲しい。

－
4/25現地訪問確認、4/27ご主人様へ
無償対応できないことを再度ご説明に
て完了。

2017年4月27日

京都市南区 2015年12月3日 100年住宅 お客様連絡
階段の補修した塗装の色が違うので確
認して欲しい。

－
4/25現地訪問確認、4/27ご主人様へ
無償対応できないことのご説明にて完
了。

2017年4月27日

京都市西京区 2016年6月1日 100年住宅 お客様連絡
洗面室引き戸を閉めた時に隙間があ
く。

建具のコマがレールより外れている。 Ａ 建具調整方法のご説明。 2017年4月24日

京都市伏見区 2017年4月21日 100年住宅 お客様連絡
１F洋室のシャッター雨戸が閉まりきらな
い

Ａ 5/24 業者にて部材交換 2017年5月24日

高島市 2017年4月8日 100年住宅 お客様連絡
勝手口のサッシビスが抜けている箇所
がある

Ａ
メーカーへビスを取り寄せて取り付け予
定

2017年5月11日

高島市 2017年4月8日 100年住宅 お客様連絡
クロスの補修箇所が目立つので、もう少
し何とかならないか

Ａ 再度補修にて対応完了 2017年5月11日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。 株式会社ゼロ・コーポレーション



 2017年4月発生分（2017年7月9日更新）

物件所在地 お引渡し日 建物仕様 受付種類 内容 原因 ランク 処理内容 完了日

高島市 2017年4月8日 100年住宅 お客様連絡
1段目の階段蹴込板見返しに隙間があ
る

Ａ 部分補修にて対応完了 2017年5月11日

向日市 2004年11月16日 修繕(有償)
スカイウインドウロールスクリーン固定
プレートビス浮き

固定ネジ浮き －
見積もり提出（4/23）修繕依頼、ビス固
定（5/9）

2017年5月9日

京都市山科区 2017年2月21日 100年住宅 お客様連絡 テレビボード（フロート施工）壁面隙 重み Ａ 状況確認、再固定処理 2017年4月26日

京都市右京区 2002年3月25日 １５年点検 15年点検の依頼 － 5/25　点検完了　報告書準備中

京都市北区 2004年12月20日 お客様連絡
団地内で機能門柱用照明他配線が越
境して配線されている

建築時に境界ポイントがわかりにくく、
誤った配線をした様子。

－
外部の結線ボックスより門柱までの配
線をやり変えて、延長し手直し完了。

2017年4月24日

京都市南区 2009年9月18日 100年住宅 お客様連絡 洗面片引戸作動不良 外れ Ａ 戸車外れ、再取り付け処理 2017年4月22日

京都市北区 2010年10月7日 100年住宅
メーカー

メンテナンス

ガスメンテ会社から浴室暖房が誤作動
により電源OFFでも作動する事はない
か確認してほしいと言われた

頻繁に長時間微量のガスが使用状態と
なりガスメーターに警告表示が出る

Ｍ
4/28 メーカーにて調査を実施したところ
機器基盤不良の様子がある為、基盤を
交換

2017年4月28日

大阪市此花区 2016年3月31日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
クローゼット扉の吊り金物が破損 Ｍ

5/13メーカー訪問、6/17（土）扉交換に
て対応完了

2017年4月17日

大阪市西淀川区 2016年3月14日 100年住宅 １年点検 植栽が枯れた －
5/10ころ植え替えにて対応予定だった
が、お客様よりキャンセルの連絡

2017年5月11日

大阪市西淀川区 2016年3月14日 100年住宅 １年点検 1階トイレ網戸の閉まりが悪い Ｍ
メーカーメンテナンス依頼、5/10部品調
整し、対応完了

2017年5月11日

大阪市西淀川区 2016年3月14日 100年住宅 １年点検 3階居室のカギが掛かり難い Ａ ラッチ部シリコン塗布にて処理 2017年4月22日

大阪市西淀川区 2016年3月14日 100年住宅 １年点検 建具のガタツキ Ａ 丁番調整にて対応 2017年4月22日

尼崎市 2014年11月28日 100年住宅 お客様連絡 外部排水掃除口から汚水が漏れる
掃除口配管内でオーバーフローしたと
思われる

Ａ 通気無し蓋に交換し様子見ていただく 2017年4月27日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。 株式会社ゼロ・コーポレーション



 2017年4月発生分（2017年7月9日更新）

物件所在地 お引渡し日 建物仕様 受付種類 内容 原因 ランク 処理内容 完了日

尼崎市 2016年2月9日 100年住宅 １年点検 1年点検申し込み － 点検完了 2017年5月16日

京都市上京区 2000年12月8日 修繕(有償)
金属サイディングのコーナー部の修理
の依頼

－
雨漏り修繕と一緒におこなう予定
7/13、18、29で予定

京都市伏見区 2003年3月24日 修繕(有償) 洗面化粧台の水栓より漏水 － 水道業者へ直接修繕依頼 2017年5月21日

京都市北区 2007年5月31日 修繕(有償) 玄関扉のビスが抜けた － ビス締め直して様子をみていただく 2017年4月21日

京都市右京区 2010年9月17日 100年住宅 修繕(有償) 玄関片引き戸の扉が外れた 開閉の際に強く動かし過ぎた － 元に戻し調整確認 2017年4月21日

京都市伏見区 2011年12月13日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
天井収納用階段の側板が折れた －

メーカーにて5/2交換修繕　報告書待ち
6/26メーカー来社　7月中旬に現状確
認して終了予定

京都市左京区 2017年2月24日 100年住宅 お客様連絡 雨水桝が外れて、砂利が落ちていく －
4/25業者にて雨水桝接続部分の固定
にて完了

2017年4月25日

三木市 2017年3月28日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
1階東面縦すべ地まどの水抜きカバー
が付いていない

不明 Ｍ メーカーにて取り付け 2017年4月26日

京都市伏見区 2017年3月30日 100年住宅 お客様連絡
和室南側窓のプリーツスクリーンの金
具が噛み合わない

Ａ 吊金具交換にて対応 2017年4月28日

京都市伏見区 2017年3月30日 100年住宅 お客様連絡
和室のシャッター雨戸が、巻き上がった
際斜めになる

Ａ まき直し等の調整対応 2017年4月28日

京都市伏見区 2017年3月30日 100年住宅 お客様連絡 玄関扉の閉まり際の音、調整依頼 Ａ ドアクローザ調整 2017年4月28日

京都市伏見区 2017年3月30日 100年住宅 改装 玄関扉への網戸設置見積もり依頼 Ａ
4/28現地調査　5/16見積もり提出済み
6/3施工するも商品不良有り、6/16完了

2017年6月16日

京都市左京区 2002年3月29日 改装 戸襖の開き勝手を変えたい － 6/11 見積書提出　受注　6/19 完了 2017年6月19日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。 株式会社ゼロ・コーポレーション



 2017年4月発生分（2017年7月9日更新）

物件所在地 お引渡し日 建物仕様 受付種類 内容 原因 ランク 処理内容 完了日

京都市左京区 2002年3月29日 修繕(有償)
ウッドデッキ撤去処分の見積り依頼受
付

10年点検による － 6/11 見積書提出し受注　6/19 完了 2017年6月19日

京都市北区 2003年8月22日 修繕(有償) 防水工事の見積依頼 －
受注するが、雨水侵入箇所の確認中
工事は梅雨明けしてからの予定

京都市北区 2003年8月22日 修繕(有償) 天井点検口設置工事の見積依頼 －
4/20見積書提出　5/13受注　5/22天井
点検口設置にて完了

宇治市 2005年11月15日 お客様連絡
階段手摺ブラケット破損（リコール同等
品）

部材不具合 Ｍ 部材交換対応（4/21） 2017年4月21日

宇治市 2005年11月15日 修繕(有償) 内装建具ラッチ交換（LDK） 経年 － 部材交換対応（4/21） 2017年4月21日

宇治市 2005年6月15日 修繕(有償) 破風の欠け、補修依頼 － 状況確認、簡易補修（4/21） 2017年4月21日

京都市山科区 2007年3月30日 修繕(有償) 火災警報器誤作動 経年 －
バッテリー取り外し、交換見積り提出
（4/21）・お客様連絡待ち、依頼無
（5/18）

2017年5月18日

京都市北区 2006年11月24日 修繕(有償) 火災警報器がピッピッと鳴りだした －
10年経過しており寿命と判断。取替え
の提案し保留。

2017年4月20日

京都市伏見区 2007年3月1日
メーカー

メンテナンス
ルーフテラスのタイル割れ Ｍ

メーカーリコール対応　6/27・28にて増
し張り修繕完了

2017年6月28日

京都市中京区 2007年12月13日 修繕(有償) 洗面台の排水管が外れて水漏れ 今後は点検していただく － 接続直して処理 2017年4月20日

京都市左京区 2007年10月30日 100年住宅 修繕(有償) 玄関鍵を交換したい 鍵を無くしたので、交換したいとの事 － シリンダーのみ交換済み 2017年5月1日

京都市中京区 2010年10月22日 100年住宅 修繕(有償) 畳の表替えの依頼 － 5/8引き上げ、5/10復旧完了 2017年5月18日

亀岡市 2010年10月19日 100年住宅 修繕(有償) キッチンシンクが割れた － キッチン天板シンクごと交換　6/8受注

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。 株式会社ゼロ・コーポレーション



 2017年4月発生分（2017年7月9日更新）

物件所在地 お引渡し日 建物仕様 受付種類 内容 原因 ランク 処理内容 完了日

京都市東山区 2014年3月31日 100年住宅 改装 簾取り付け相談 －
簾取付け相談、簾業者に相談確認され
お客様からの連絡待ち（4/25.5/26）・自
社簡易作業（7/4）

2017年7月4日

京都市東山区 2014年3月31日 100年住宅 修繕(有償) 照明器具交換再検討 漏電により器具破損 －
照明器具交換再検討、お客様連絡待ち
（5/26）・照明器具交換依頼（6/29）

2017年6月29日

高槻市 2015年2月23日 100年住宅 改装 内窓設置見積もり依頼 － 4/25見積もり提出済　ご依頼無し 2017年5月13日

京都市北区 2014年3月29日 100年住宅 修繕(有償) 洗面所床下点検口の枠が割れている Ａ 部分交換いて対応完了 2017年4月24日

京都市北区 2017年3月7日 100年住宅 お客様連絡
洋室ドアのマグネット戸当たりが反応し
ない

Ａ 戸当たりの調整 2017年4月20日

京都市左京区 2014年11月10日 100年住宅 お客様連絡
電動昇降水切りが、勝手に音がして上
がっていく。

機器内部での故障と思われる Ｍ
メーカーメンテナンスの対応を依頼し、
部材交換済み

2017年5月15日

向日市 2015年2月10日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
トイレ本体の電源が点かない Ｍ メーカーへ依頼　部品交換 2017年4月24日

向日市 2015年2月10日 100年住宅 お客様連絡 浴室にネジがある －
カウンターのネジであることが判明した
との事

2017年4月21日

大阪市住吉区 2015年10月14日 100年住宅 お客様連絡 水道工事についてのお問い合わせ
水道局から鉛管撤去工事の案内が来
た

－
新築の物件では鉛管を使用しないこと
を電話にてご説明

2017年4月20日

宇治市 2016年3月1日 100年住宅 １年点検 クロスちり切れ Ａ ボンドコーク処理 2017年4月24日

宇治市 2016年3月1日 100年住宅 １年点検 1年点検（4/24） － 点検済 2017年4月24日

宇治市 2016年3月1日 100年住宅 １年点検 玄関扉ドアクローザー 緩み Ａ 固定ネジ増締め 2017年4月24日

京都市伏見区 2017年4月20日 100年住宅 改装 玄関収納設置依頼 － 5/12設置完了 2017年5月12日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。 株式会社ゼロ・コーポレーション



 2017年4月発生分（2017年7月9日更新）

物件所在地 お引渡し日 建物仕様 受付種類 内容 原因 ランク 処理内容 完了日

宇治市 2016年10月7日 100年住宅 お客様連絡 洗濯混合栓（給水、給湯）出が弱い － 洗濯ホース交換し様子見 2017年4月20日

三木市 2017年3月28日 100年住宅 お客様連絡 電気引き込み支持点をかえたい
道路面に支持金物があり外観上気に入
らない

－
電気設備会社にて引き込み支持金物
位置変更作業実施

2017年4月21日

尼崎市 2017年3月14日 100年住宅 お客様連絡
バルコニー目隠しの高さが依頼してい
たより高い

確認不足 Ａ 加工し再取り付けにて完了 2017年5月19日

宇治市 1995年2月23日 改装 建具張替え工事 経年 －
状況確認、見積り手配中（4/28）・見積
り提出（5/6・5/22）・襖張替工事依頼
（5/29引上げ・6/2納品）

2017年6月2日

宇治市 1995年2月23日 改装 畳入れ替え工事 経年 －
状況確認、見積もり手配中（4/28）・見
積もり提出（5/6）・工事依頼無（5/25）

2017年5月25日

神戸市兵庫区 2006年4月14日 修繕(有償) 屋根材クラック補修工事 －
板金抑え、コーキング処理、5/27工事
完了

2017年5月27日

京都市左京区 2001年8月20日 修繕(有償) 排水管の洗浄をしたい。
経年による汚れの蓄積により、流れが
悪くなっている

－ 見積書を提出し、作業の受注。 2017年5月1日

京都市左京区 2006年3月20日 お客様連絡
4/17の雨でスカイウィンドウより雨漏り
発生

製品製造時の不具合と判断 Ｍ
検証し、スカイウィンドウ本体より水漏
れを確認。6/5交換するも不具合があり
再度交換の予定　6/26再連絡済

京都市北区 2008年4月16日 修繕(有償)
2Fハイルーフ天井や壁クロスにひび割
れやクロスの浮きがあると相談

－ 補修と張替えの提案するも今回見送り 2017年4月18日

京都市北区 2008年4月16日 修繕(有償) ルーフテラスアルミ笠木にズレがある 明確な原因不明 － アルミ笠木の調整 2017年4月18日

高槻市 2011年7月29日 100年住宅 修繕(無償) 浴室の扉が空き難い ゴミ詰まり － 調整にて解消 2017年4月20日

京都市山科区 2011年10月20日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
トイレ洗浄時異音がする －

メーカーメンテナンス手配（4/18）・部品
交換対応（4/24）

2017年4月24日

京都市左京区 2017年3月13日 100年住宅 お客様連絡
3F北側洋室へエアコン設置について相
談受付。

高所であり、出入りできる窓が小さく、
室外機の搬入をどうすれば良いかと相
談

－
設置方法について、数種類の方法を提
案し、了承。

2017年4月18日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。 株式会社ゼロ・コーポレーション



 2017年4月発生分（2017年7月9日更新）

物件所在地 お引渡し日 建物仕様 受付種類 内容 原因 ランク 処理内容 完了日

京都市左京区 2017年3月13日 100年住宅 お客様連絡 和室出入り口扉の小口に傷がある 施工時のわずかな取り付け不具合 Ａ
ラッチ受けのビスが斜めに付いており、
ビスを真っすぐ止め直して対応。

2017年4月18日

京都市左京区 2017年3月13日 100年住宅 お客様連絡
２F襖本体の枠に割れがあり、服が引っ
掛かった。

製品は本当の木材を使用しており、どう
しても木材の特性として生じ得ることを
説明済み。

Ａ
触って確認するも、段差やささくれなど
無し。現状でボンド接着など不要と説明

2017年4月18日

京都市北区 2006年7月14日 修繕(有償)
キッチンシンク下で水漏れの様子があ
ると相談

－
排水管内に汚れの様子がある為、4/21
排水管洗浄の見積書提出　お客様検
討中　5/22 依頼なし

2017年5月22日

京都市北区 2006年7月14日 修繕(有償)
サイディングひび割れ補修の見積り依
頼

－
4/17 現地確認　4/21 見積書提出　お
客様検討中　5/22 依頼なし

2017年5月22日

京都市東山区 2009年12月10日 修繕(有償) 外壁修繕工事 車両による事故 －
状況確認　見積もり提出（4/28）修繕工
事依頼（6/16着工）

2017年6月20日

京都市右京区 2012年3月2日 100年住宅 修繕(有償) ＬＤＫにワックスを検討 － 現地確認し、今回は見送り 2017年4月22日

京都市右京区 2012年3月2日 100年住宅 改装 2階の窓に雨戸を検討 －
現地確認し見積もり　工事依頼有(5/6)
5/29工事完了

2017年5月8日

尼崎市 2014年2月14日 100年住宅 お客様連絡 ポーチタイルにひび割れができた
部分的な空隙はあるものの全面の浮き
ではない

－ 様子見ていただく 2017年4月17日

京都市北区 2017年1月27日 100年住宅 改装
以前見送っていた玄関収納設置を検討
したい

－ 4/18 見積書提出　5/20 工事完了 2017年5月20日

大阪市西淀川区 2015年5月28日 100年住宅 お客様連絡 浴槽の表面が捲れた －
4/22訪問、5/27メーカー同行にて確
認、7/8メーカー負担にて浴槽交換予定

大阪市西淀川区 2016年3月7日 100年住宅 １年点検 クロスのチリキレ、ジョイント隙 Ａ 5/20手直し完了 2017年5月20日

大阪市西淀川区 2016年3月7日 100年住宅 １年点検
ガス給湯器リモコンの液晶が時々消え
る

製品の不備 Ｍ
メーカーメンテナンス、部品交換にて完
了

2017年4月24日

大阪市西淀川区 2015年12月17日 100年住宅 お客様連絡
キッチンの引き出しがちゃんと閉まらな
い

Ｍ
メーカーへメンテナンスを依頼、5/7訪
問し、調整にて対応完了

2017年5月8日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。 株式会社ゼロ・コーポレーション



 2017年4月発生分（2017年7月9日更新）

物件所在地 お引渡し日 建物仕様 受付種類 内容 原因 ランク 処理内容 完了日

大阪市西淀川区 2015年12月17日 100年住宅 お客様連絡 ハンガーパイプを付け直したい －
施工方法説明、ビスアンカーなどを提
案

2017年4月16日

大阪市西淀川区 2015年12月17日 100年住宅 お客様連絡 階段の踏み面に隙間ができた － 木造住宅の特性を説明 2017年4月16日

大阪市西淀川区 2017年3月27日 100年住宅 お客様連絡 キッチンシンク用水切り見積もり依頼 －
4/28見積書提出、工事の依頼はありま
せんでした

2017年5月29日

京都市北区 2001年4月10日 お客様連絡
【再発】以前改装したリビングのコンセン
トが通電しなくなった

以前実施した改装工事範囲外の部品
の為、経年劣化による

－
4/15 4/18 4/26調査実施、外部コンセ
ントBOX内の配線結線部品の故障の可
能性を確認し改修を実施

2017年4月26日

京都市北区 2017年3月7日 100年住宅 改装
ルーフテラスに壁付けの竿掛け追加の
見積り依頼

－
壁下地の関係でお客様ご希望箇所へ
の設置が難しく、また費用面で見送り

2017年4月15日

吹田市 2016年3月4日 100年住宅 １年点検 建具のガタツキ Ａ 丁番調整にて対応 2017年4月15日

京都市上京区 2016年3月1日 100年住宅 １年点検
トイレのクッションフロアーの隙間が気
になる（敷居との取り合い）

Ａ 補修実施 2017年5月27日

京都市上京区 2016年3月1日 100年住宅 １年点検
防水上の置き型のタイルにガタツキが
ある

パッキンのズレ Ａ タイル下のパッキン調整 2017年5月16日

京都市上京区 2016年3月1日 100年住宅 １年点検
建物裏側の踏み台に各所ひび割れが
ある

躯体と施工基準が異なる外構では今回
のような現象は避けられない

－ 外構の説明 2017年5月16日

京都市上京区 2016年3月1日 100年住宅 １年点検 クロスのちり切れ Ａ 補修実施 2017年5月16日

京都市上京区 2016年3月1日 100年住宅 １年点検 玄関ドアが閉まりにくい時がある Ａ 防火ラッチの位置調整 2017年5月16日

京都市上京区 2016年3月1日 100年住宅 １年点検 排水桝内の汚れを確認 － 定期的な清掃の必要性を説明 2017年5月16日

京都市左京区 2017年4月17日 100年住宅 改装 キッチン水切バスケット商品依頼 －
4/18見積提出、受注、5/11商品納品完
了

2017年5月11日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。 株式会社ゼロ・コーポレーション



 2017年4月発生分（2017年7月9日更新）

物件所在地 お引渡し日 建物仕様 受付種類 内容 原因 ランク 処理内容 完了日

京都市山科区 1999年8月27日
メーカー

メンテナンス
浴槽シャワーフック（スライド）固定不良 経年 －

メーカーメンテナンス手配（4/14）・部品
手配中、お客様宅へ部品郵送対応

2017年4月27日

京都市北区 2002年3月20日 １５年点検 15年点検の受付 － 点検報告書の通り 2017年7月1日

西宮市 2007年10月18日 お客様連絡 エコキュートについてのお問い合わせ － 水量などをご案内、品番をお伝え 2017年4月14日

京都市右京区 2010年1月22日 100年住宅 修繕(有償) こうもり除けの機械の取り付けの依頼 － 今回は見送り 2017年4月23日

京都市伏見区 2011年7月6日 100年住宅 お客様連絡 トイレ流れない お子様原因 Ａ 訪問前に解消したと連絡有 2017年4月14日

枚方市 2012年10月26日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
浴室TVが映らない －

メーカーメンテナンス手配　モニター交
換

2017年4月27日

京都市右京区 2017年3月24日 100年住宅 改装
機能門柱移設、門扉新設検討→ポール
のみ検討中

－
4/22打ち合わせ　お客様から5/18、
5/26再度依頼　再度依頼有で、6/26見
積もり後、保留連絡7/4

2017年7月4日

京都市右京区 2017年3月24日 100年住宅 お客様連絡
光ケーブルテレビ会社が引き込みから
LANﾒｲﾝへの配管がないと言っている為
確認依頼

電気業者の確認不足。 －
現地訪問確認、空配管設置されてお
り、電気業者の確認不足

2017年4月14日

城陽市 2016年3月14日 100年住宅 １年点検 クロスちり切れ Ａ ボンドコーク処理 2017年4月24日

城陽市 2016年3月14日 100年住宅 １年点検 1年点検（4/24PM1：00） － 点検済 2017年4月24日

城陽市 2016年3月14日 100年住宅 １年点検 内装建具ガタツキ Ａ ラッチ受部、丁番調整 2017年4月24日

相楽郡精華町 2016年3月18日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
建具作動不良（3枚連動引違い） 調整不足 Ｍ

メーカーメンテナンス手配（4/14）・調整
処理

2017年4月21日

京都市上京区 2017年2月28日 100年住宅 お客様連絡
隣の屋根に雨が落ちて音が煩いと言わ
れている

－ TVアンテナ線の位置の調整にて完了 2017年4月14日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。 株式会社ゼロ・コーポレーション



 2017年4月発生分（2017年7月9日更新）

物件所在地 お引渡し日 建物仕様 受付種類 内容 原因 ランク 処理内容 完了日

箕面市 2017年3月10日 100年住宅 お客様連絡 １F階段天井のクロスのり残り Ａ ふき取り処理 2017年4月14日

箕面市 2017年3月10日 100年住宅 お客様連絡 出隅のコーナー材の型が気になる Ａ 当社仕様説明 2017年4月14日

箕面市 2017年3月10日 100年住宅 お客様連絡 階段内、補修塗料の付着 Ａ ふき取りにて除去 2017年4月14日

箕面市 2017年3月10日 100年住宅 お客様連絡 ジョイントBOXが閉まり切らない
ケーブルテレビの保安器が、BOX内に
仕込まれている事が要因

－
ジョイントBOXのサイズアップにて交換
対応

2017年4月20日

京都市左京区 2004年12月7日 改装
２Fトイレの壁に誤って穴をあけたので
直したい

誤って他社が壁に開口を設けてしま
い、その補修工事の実施。

－
ボード補修及びクロス張替えの見積もり
提出し、工事を受注し完了

2017年4月27日

京都市下京区 2003年7月17日 修繕(有償) 内装建具閉まらない － 丁番調整 2017年4月13日

西宮市 2007年3月27日 １０年点検 10年点検受付 －
4/18事前訪問、4/28点検実施、7/2報
告完了

2017年7月2日

宇治市 2009年3月16日
メーカー

メンテナンス
キッチン水栓水漏れ 経年 －

メーカーメンテナンス手配（4/13）・部品
交換対応（4/17）

2017年4月17日

神戸市須磨区 2010年12月6日 100年住宅 お客様連絡
サイディングが部分的に変色している
部分がある（以前と同じ状況）

施工時タッチアップ材が経年により変色
したものと思われる

Ａ 現地確認、業者にて拭き取りにて完了 2017年5月20日

尼崎市 2015年3月5日 100年住宅 お客様連絡 床鳴りの現場確認 木下地の伸縮による －
訪問時症状が見られず、再度様子見て
頂く

2017年4月28日

京都市伏見区 2016年3月17日 100年住宅 １年点検 1年点検受付 － 4/16　完了 2017年4月16日

京都市伏見区 2016年3月17日 100年住宅 １年点検 2階洋室の扉がガタガタうるさい Ａ 開き戸ラッチ受け調整 2017年4月16日

京都市右京区 2016年3月28日 100年住宅 １年点検
ベランダ壁付け集水桝から水があふれ
る

工事中のごみ Ａ ゴミ詰まり　取り除き処理 2017年4月24日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。 株式会社ゼロ・コーポレーション



 2017年4月発生分（2017年7月9日更新）

物件所在地 お引渡し日 建物仕様 受付種類 内容 原因 ランク 処理内容 完了日

京都市右京区 2016年3月28日 100年住宅 １年点検 階段側板の小口がめくれてきた Ａ 手直しし完了 2017年4月24日

京都市右京区 2016年3月28日 100年住宅 １年点検 タイルの割れ Ａ 交換し完了 2017年4月24日

豊中市 2017年4月17日 100年住宅 お客様連絡 浄水器用配線工事 － 4/17完了 2017年4月17日

京都市下京区 2017年1月18日 100年住宅 お客様連絡 リビングダウンライトの点滅
炊飯器を普通コンセントに接続されてい
た

－
営業スタッフ対応　専用コンセントに炊
飯器をつなぐと異常なし

2017年4月17日

京都市山科区 2017年3月3日 100年住宅 お客様連絡 キッチン床下点検口付近で音鳴り Ａ 木造住宅の特性説明、鋼製束調整 2017年4月15日

尼崎市 2017年3月14日 100年住宅 お客様連絡 クロスちりきれ、浮き確認依頼 木造住宅の特性 Ａ ボンドコーキング充填 2017年4月20日

尼崎市 2017年3月14日 100年住宅 お客様連絡 洗面所で下水のにおいがする パッキンに隙間があった Ａ 排水管接続部パッキン調整 2017年4月20日

神戸市兵庫区 2002年4月25日 １５年点検 15年点検申し込み － 報告書類提出完了 2017年6月3日

京都市北区 2003年8月22日 修繕(有償) 雨漏り補修の受付 －
コーキング劣化箇所のコーキング施工
にて完了

2017年4月20日

京都市南区 2003年12月8日 修繕(有償) 1階リビングサッシから雨漏れの疑い コーキング切れの可能性 －
依頼なし　4/13外壁コーキング見積提
出

2017年5月13日

京都市左京区 2007年1月29日 修繕(有償) 必要工事　ｺｰｷﾝｸﾞ工事 10年点検による － 4/11見積提出、5/11依頼なし 2017年5月11日

京都市左京区 2007年1月29日 修繕(有償) 必要工事　排水管洗浄工事 10年点検による － 4/11見積提出、5/11依頼なし 2017年5月11日

京都市左京区 2007年1月29日 修繕(有償) 必要工事　防水工事 10年点検による － 4/11見積提出、5/11依頼なし 2017年5月11日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。 株式会社ゼロ・コーポレーション



 2017年4月発生分（2017年7月9日更新）

物件所在地 お引渡し日 建物仕様 受付種類 内容 原因 ランク 処理内容 完了日

京都市左京区 2007年1月29日 修繕(有償) 必要工事　火災報知機設置 10年点検による － 4/11見積提出、5/11依頼なし 2017年5月11日

京都市左京区 2007年1月29日 修繕(有償) 推奨工事　防蟻工事 10年点検による － 4/11見積提出、5/11依頼なし 2017年5月11日

京都市左京区 2007年1月29日 修繕(有償) 推奨工事　金物締め直し工事(床下) 10年点検による － 4/11見積提出、5/11依頼なし 2017年5月11日

京都市左京区 2007年1月29日 修繕(有償)
推奨工事　天井点検口設置工事(2箇
所)

10年点検による － 4/11見積提出、5/11依頼なし 2017年5月11日

京都市左京区 2007年1月29日 修繕(有償) ドア敷居取り合い部材の割れ交換依頼 経年劣化 － 4/13見積提出、5/13依頼なし 2017年5月13日

京都市右京区 2007年12月6日 修繕(有償)
1階テラス屋根の材料が外れた為修繕
依頼

－
4/14現地訪問、4/18メーカー下見、
4/25工事受注、5/11工事完了

2017年5月15日

京都市左京区 2007年4月27日 １０年点検 10年点検の受付 －
5/13事前点検　5/25本点検実施　報告
書作成中

京都市伏見区 2008年10月28日 100年住宅 修繕(有償)
玄関扉センサーキ-（ポケットキー）追加
見積もり依頼（2個）

故障経年 －
見積もり手配中（4/11）・見積もり提出、
部材発注依頼納品（4/18）

2017年4月18日

京都市北区 2012年1月27日 100年住宅 改装 室内物干しを設置したい －
4/23 現地打ち合わせ　4/25 見積書提
出　4/7 受注　5/11 設置完了

2017年5月11日

大阪市西淀川区 2016年3月3日 100年住宅 １年点検 建具のガタツキ Ａ 自社にて調整 2017年4月11日

京都市伏見区 2016年4月19日 100年住宅 お客様連絡 収納棚ドアストップの接着材剥がれ Ａ 調整および、部材説明に完了 2017年4月17日

京都市上京区 2017年4月7日
100年住宅

G仕様
お客様連絡 カーテンレール取付方法の相談 － メンテナンスブックを参考にして頂く 2017年4月11日

京都市上京区 2017年4月7日
100年住宅

G仕様
お客様連絡 表札取付の相談 －

門柱に同梱されている専用ネームシー
ルを貼って頂く

2017年4月11日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。 株式会社ゼロ・コーポレーション



 2017年4月発生分（2017年7月9日更新）

物件所在地 お引渡し日 建物仕様 受付種類 内容 原因 ランク 処理内容 完了日

京都市上京区 2017年4月7日
100年住宅

G仕様
お客様連絡

降雨の際、基礎上の水切り板金継手よ
り水が垂れるが雨漏りなのか相談

板金を直角に折り曲げている出隅部や
継手箇所にかかる雨が板金裏側の返し
部分に伝う

－
板金裏側の返し部分での雨伝いによる
もので雨漏りではない

2017年4月11日

京都市左京区 2017年3月13日 100年住宅 お客様連絡
外部土間ガレージ内の基礎立ち上がり
と土間タイルに水が湧いてくるような箇
所がある

－
状況より結露の可能性があり、説明に
て了承

2017年4月18日

京都市左京区 2017年3月13日 100年住宅 お客様連絡 和室の畳にカビが生えてきた
どうしても、新しい井草は湿度を吸収し
やすいので起こりうることを説明。

－
寝室として使用されており、換気や湿度
管理をして頂くように説明。

2017年4月18日

大阪市西淀川区 2017年3月27日 100年住宅 お客様連絡 伸縮門扉のカギが回らない お客様使用上によるもの －
製品に異常はなく、カギがしっかり掛
かってないことにより発生

2017年4月16日

京都市北区 2005年4月11日 修繕(有償) 開きドア・ラッチの不具合 経年による部材劣化による破損 － ラッチ部材の交換済み 2017年4月10日

神戸市須磨区 2006年2月7日 お客様連絡 保証書が見当たらない － 見つかり次第連絡いただくよう説明 2017年4月10日

神戸市須磨区 2006年2月7日 修繕(有償) 防蟻工事保証期間切れ 10年点検による － 工事完了 2017年6月22日

神戸市須磨区 2006年2月7日 修繕(有償) 配管内の汚れ 10年点検による － 洗浄にて完了 2017年6月22日

神戸市須磨区 2006年2月7日 修繕(有償) FRP防水トップコートの劣化 10年点検による － トップコート再塗装 2017年6月22日

神戸市須磨区 2006年2月7日 修繕(有償) 屋根スレートひび割れ 10年点検による －
修繕見積提出、板金差し込みのうえ
コーキング

2017年6月23日

神戸市須磨区 2006年2月7日 修繕(有償)
サイディングの浮き及びクラック、コーキ
ング切れ

10年点検による － 修繕見積提出、工事完了 2017年6月23日

神戸市須磨区 2006年2月7日 修繕(有償) 火災警報器が設置されていない 10年点検による － 設置完了 2017年6月23日

京都市右京区 2009年11月30日 100年住宅 修繕(有償) 洗面所のパイプファンの故障 － 4/22交換済 2017年4月24日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。 株式会社ゼロ・コーポレーション



 2017年4月発生分（2017年7月9日更新）

物件所在地 お引渡し日 建物仕様 受付種類 内容 原因 ランク 処理内容 完了日

京都市北区 2011年11月21日 100年住宅 修繕(有償) 防蟻工事の依頼 保証が切れの為 － 日程調整の上、対応　5/13工事 2017年5月16日

大阪市此花区 2016年3月31日 100年住宅 １年点検 1年点検 － 4/22（土）点検実施 2017年4月22日

京都市西京区 2016年3月3日 100年住宅 １年点検 縦樋部材不足 Ｍ 施工完了 2017年5月12日

京都市西京区 2016年3月3日 100年住宅 １年点検 1年点検受付 － 4/16　完了 2017年4月16日

京都市西京区 2016年3月3日 100年住宅 １年点検 クロスちり切れ － コーク補修 2017年4月16日

京都市西京区 2016年3月3日 100年住宅 １年点検 タイルガタツキ － 調整にて完了 2017年4月16日

神戸市長田区 2016年3月10日 100年住宅 １年点検
扉の開閉時に少しキーキーと異音がす
る

ラッチでの異音 Ａ シリコン油にて注入し改善する 2017年4月10日

神戸市長田区 2016年3月10日 100年住宅 １年点検 １階洋室の給気口フィルター汚れ確認 埃の詰まり －
お客様に定期清掃をして頂くように説明
する

2017年4月10日

京都市伏見区 2016年3月1日 100年住宅 １年点検 2階洋室9　床鳴り Ａ
クロス手直し時に再確認→5/12症状出
ず　様子を見ていただく

2017年6月6日

京都市伏見区 2016年3月1日 100年住宅 １年点検 1年点検受付 － 4/15　完了 2017年4月15日

京都市伏見区 2016年3月1日 100年住宅 １年点検 玄関SIC引き戸閉まりが悪い Ａ 調整にて完了 2017年4月15日

京都市伏見区 2016年3月1日 100年住宅 １年点検
リビング引き戸ドアクローザーが機能し
ない

Ａ 調整にて完了 2017年4月15日

京都市伏見区 2016年3月1日 100年住宅 １年点検 階段手摺ぐらつき Ａ 締め直しにて完了 2017年4月15日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。 株式会社ゼロ・コーポレーション



 2017年4月発生分（2017年7月9日更新）

物件所在地 お引渡し日 建物仕様 受付種類 内容 原因 ランク 処理内容 完了日

京都市伏見区 2016年3月1日 100年住宅 １年点検
キッチン上げ下げ窓が勝手に落ちてく
る

Ａ 調整にて完了 2017年4月15日

京都市伏見区 2016年3月1日 100年住宅 １年点検 2階洋室6ACL　3枚引き戸が閉まらない Ａ メーカーにて調整 2017年5月12日

京都市伏見区 2016年3月1日 100年住宅 １年点検
2階洋室引戸・洗面室引戸　ドアクロー
ザーの浮き

Ａ メーカーにて部材交換 2017年5月12日

京都市伏見区 2016年3月1日 100年住宅 １年点検 外構門扉の取っ手ぐらつき Ａ メーカーにてストライク部拡張 2017年5月12日

京都市伏見区 2016年3月1日 100年住宅 １年点検 クロスちり切れ・ジョイント Ａ 補修完了 2017年5月12日

京都市南区 2007年4月26日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
エコキュート不具合（ブレーカー落ち・お
湯張りセンサ作動不良）

経年 －
メーカーメンテナンス手配（4/9）部品交
換（4/14）

2017年4月14日

高槻市 2016年12月22日 100年住宅 お客様連絡
2階シーリングファンを取り付けたい（ハ
イルーフ）

－ 下地追加必要説明（電話対応） 2017年4月9日

神戸市須磨区 2001年11月1日 修繕(有償) 排水管内の汚れ 経年使用によるもの － 高圧洗浄見積提出、依頼無し 2017年4月11日

神戸市須磨区 2001年11月1日 修繕(有償) 防蟻保証期間切れ － 再工事完了 2017年5月20日

神戸市須磨区 2001年11月1日 修繕(有償) 床下アンカーボルトの緩み 建年によるもの － 増し締め完了 2017年5月20日

神戸市須磨区 2001年11月1日 修繕(有償) 建具枠戸当の破損 経年使用によるもの － 交換部材にて完了 2017年5月20日

神戸市須磨区 2001年11月1日 修繕(有償) コーキング劣化による隙間 経年劣化 －
工事完了（部分補修）、エアコンパテ部
共

2017年5月23日

京都市左京区 2008年6月27日 修繕(有償) 必要工事　配管洗浄工事 その他点検による － 見積もり提出　依頼なし 2017年5月8日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。 株式会社ゼロ・コーポレーション



 2017年4月発生分（2017年7月9日更新）

物件所在地 お引渡し日 建物仕様 受付種類 内容 原因 ランク 処理内容 完了日

京都市左京区 2008年6月27日 修繕(有償)
必要工事　コーキング工事　外壁ひび、
コーキング切れ部

その他点検による － 見積もり提出　依頼なし 2017年5月8日

京都市左京区 2008年6月27日 修繕(有償) 推奨工事　樋清掃工事 その他点検による － 見積もり提出　依頼なし 2017年5月8日

京都市左京区 2008年6月27日 修繕(有償) 推奨工事　防蟻工事 その他点検による － 見積もり提出　依頼なし 2017年5月8日

京都市左京区 2008年6月27日 修繕(有償) 推奨工事　金物締め直し工事 その他点検による － 見積もり提出　依頼なし 2017年5月8日

京都市左京区 2008年6月27日 修繕(有償) 推奨工事　天井点検口設置工事 その他点検による － 見積もり提出　依頼なし 2017年5月8日

京都市左京区 2008年6月27日 修繕(有償) ご依頼工事　2階扉交換工事 その他点検による － 見積もり提出　依頼なし 2017年5月8日

京都市左京区 2008年6月27日
メーカー

メンテナンス
タイルの表面の剥離 その他点検による －

メーカー連絡先の説明　お客様に直接
連絡していただく

2017年4月8日

京都市左京区 2008年6月27日
メーカー

メンテナンス
屋根材の表面のひび その他点検による －

メーカー連絡先の説明　お客様に直接
連絡していただく

2017年4月8日

京都市右京区 2007年12月10日 修繕(有償) ＴＶアンテナ線が垂れてきている
落雪の際に大屋根から一緒に落ちてき
た

－ 下屋よりまき直して処理 2017年4月13日

長岡京市 2010年9月24日 100年住宅 お客様連絡 玄関ドアの掛かりが悪い 経年 －
鍵本体のご相談により、ご自身で鍵メー
カーに連絡していただく

2017年4月8日

京都市左京区 2011年9月13日 100年住宅 修繕(有償)
廊下からの引戸が開閉時に仮固定部
が簡単にはずれる

開けたままの際にぶつかり、調整が
狂った様子。

－
建具の調整をし、仮固定の正常を確
認。

2017年4月8日

京都市左京区 2014年11月10日 100年住宅 修繕(有償) 落雪で樋の一部が壊れたので直したい － 見積もり提出済み 2017年6月6日

神戸市須磨区 2017年3月31日
100年住宅

G仕様
メーカー

メンテナンス
フードのコーナーカバーが1箇所付いて
いない

施工時の忘れ Ｍ
メーカー手配、4/18現地お届けにて完
了

2017年4月18日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。 株式会社ゼロ・コーポレーション



 2017年4月発生分（2017年7月9日更新）

物件所在地 お引渡し日 建物仕様 受付種類 内容 原因 ランク 処理内容 完了日

京都市左京区 2016年11月21日 100年住宅 お客様連絡
キッチン吊戸上の天井と幕板の隙間が
目立つ

Ａ ボンドコークにて補修 2017年4月9日

神戸市中央区 2017年3月30日 100年住宅 お客様連絡
玄関扉の閉まり方が早く、振動が気に
なる

ラッチングアクション － ドアクローザーにて調整 2017年4月9日

神戸市中央区 2017年3月30日 100年住宅 お客様連絡
ガス給湯器の時刻設定方法がわからな
い

ガス開栓時に業者がしていかなかった Ａ 設定 2017年4月9日

京都市上京区 2017年3月28日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
トイレの側面カバーの部材不具合 Ｍ

4/10メーカーメンテナンス依頼済　4/12
対応完了

2017年4月12日

神戸市東灘区 2003年1月24日 修繕(有償)
給湯器の故障、交換工事の見積もり依
頼

－
4/10見積書提出、工事の依頼はありま
せんでした

2017年5月10日

京都市北区 2011年1月25日 100年住宅 修繕(有償)
浴室シャワーヘッドの根元より水漏れが
ある

－
ご自身でシャワーヘッドとホースの接続
し直しをされて様子をみられる

2017年4月7日

京都市北区 2017年2月10日 100年住宅 お客様連絡 床材のお手入れ方法の相談 －
乾拭きが基本となり頑固な汚れの場合
はかたく絞った雑巾にて拭き取り清掃を
して頂く

2017年4月7日

京都市北区 2017年2月10日 100年住宅 お客様連絡 浴槽の湯量調整の仕方がわからない － リモコン操作の説明 2017年4月7日

相楽郡精華町 2016年3月18日 100年住宅 １年点検 1年点検 － 点検済（4/14） 2017年4月14日

相楽郡精華町 2016年3月18日 100年住宅 １年点検 クロスちり切れ（各所） Ａ ボンドコーク処理 2017年4月14日

相楽郡精華町 2016年3月18日 100年住宅 １年点検 内装建具ガタツキ Ａ ラッチ受部調整 2017年4月14日

相楽郡精華町 2016年3月18日 100年住宅 １年点検 サッシ鍵のかかりが悪い Ａ クレセント調整 2017年4月14日

宇治市 2016年3月25日 100年住宅 １年点検 1年点検（4/23） － 点検済 2017年4月23日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。 株式会社ゼロ・コーポレーション



 2017年4月発生分（2017年7月9日更新）

物件所在地 お引渡し日 建物仕様 受付種類 内容 原因 ランク 処理内容 完了日

宇治市 2016年3月25日 100年住宅 １年点検 クロスちり切れ Ａ ボンドコーク処理 2017年4月23日

宇治市 2016年3月25日 100年住宅 １年点検 内装建具ガタツキ Ａ ラッチ受部調整、丁番固定ネジ増締め 2017年4月23日

宇治市 2016年3月25日 100年住宅 １年点検 網戸隙 Ａ 調整処理 2017年4月23日

大津市 2016年12月8日 100年住宅 お客様連絡 洗濯機水栓より水漏れの疑いがある 給水ホース本体の不具合と判断。 －
洗濯機の給水ホース本体の樹脂部より
漏れを確認し、購入店へ交換等を依頼
して頂くよう説明し了承

2017年4月7日

京都市南区 2002年1月25日 修繕(有償) 開き戸が床に擦る 経年 － 丁番交換 2017年4月6日

京都市下京区 2002年3月19日 １５年点検 15年点検受付 － 7/7報告　5/15 2017年7月7日

京都市北区 2006年10月16日 修繕(有償)
一旦保留扱いとなっていた推奨工事
床下金物締め直し工事

－ 4/14 受注　5/12 工事完了 2017年5月12日

京都市北区 2006年10月16日 修繕(有償)
一旦保留扱いとなっていた必要工事
火災警報器設置工事

－ 4/14 受注　5/11 警報器設置 2017年5月11日

京都市北区 2006年10月16日 修繕(有償)
一旦保留扱いとなっていた推奨工事
スカイウィンドウメンテナンス工事

－ 4/14 受注　5/12 工事完了 2017年5月12日

京都市北区 2006年10月16日 修繕(有償)
一旦保留扱いとなっていた必要工事
コーキング工事

－ 4/14 受注　5/12 工事完了 2017年5月12日

京都市左京区 2011年1月21日 100年住宅 改装
リビングの床をペット用に張り替えたい
ので見積もりが欲しい

－
施工方法や仕上げ材について、案内済
み。改めて先方より連絡があり、今回は
見送るとの事

2017年6月2日

京都市左京区 2011年1月21日 100年住宅 お客様連絡
リビングの床に不陸があるように思うの
でメンテナンスをしたい

床暖房範囲でわずかに床材同士の隙
間や、突き上げ等で椅子を置かれた際
にガタつく箇所がある。

－
木材の特性で床暖房の影響で多少収
縮する事を説明、了承。

2017年4月15日

京都市左京区 2011年1月21日 100年住宅 修繕(有償)
外部の壁上部よりテレビ線が垂れ下
がってきたので直したい

BS用配線が落雪で垂れ下がってきた － TV線を巻き上げて結束済み 2017年4月15日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。 株式会社ゼロ・コーポレーション



 2017年4月発生分（2017年7月9日更新）

物件所在地 お引渡し日 建物仕様 受付種類 内容 原因 ランク 処理内容 完了日

尼崎市 2012年7月10日 100年住宅 お客様連絡
浴室を使用していないのに夕方音がす
る

機器の正常な作動 －
ドライアンドミストのメンテナンス作動音
で正常なものであることを説明

2014年4月6日

尼崎市 2013年12月17日 100年住宅 お客様連絡
玄関扉のシリンダー交換についてのご
相談

鍵を落とされ翌日見つかったが防犯上
心配

－
サッシメーカー又は鍵メーカーへの依頼
となること概算費用について説明

2017年4月6日

吹田市 2016年3月4日 100年住宅 １年点検 １年点検 － 4/15（土）点検実施完了 2017年4月15日

京都市北区 2016年10月17日 100年住宅 改装
アプローチ土間に貼られている石の販
売をしてほしい

－
4/6 見積書提出　4/10 再見積書提出
5/8 依頼なし

2017年5月8日

大阪市西淀川区 2016年3月7日 100年住宅 １年点検 1年点検 － 4/15（土）実施完了 2017年4月17日

尼崎市 2017年3月31日 100年住宅 改装
ダウンライトの調光器のリモコンを追加
したい

追加希望 －
見積提出するも、ネット購入が安価な為
キャンセル

2017年4月8日

京都市南区 2017年3月17日 100年住宅 改装 室内物干しユニット設置依頼 －
依頼なし　4/12見積提出(営業スタッフ
へ渡す)

2017年5月12日

京都市北区 1994年12月9日 お客様連絡
屋根材にアスベストを含んでいるか知り
たい

他社で屋根材やり替えを検討されてお
り既存屋根の処分が発生する為、問い
合わせを受付

－
年代的にアスベストを含んでいる可能
性が高い事を説明

2017年4月6日

京都市左京区 2000年5月15日 修繕(有償) 玄関の鍵が開閉時に空回りする －
バックセットの交換が必要なため、交換
見積もりの提出し、工事の受注し、交換
完了

2017年4月17日

京都市北区 2006年11月8日 修繕(有償) 天井点検口設置工事　推奨工事 10年点検による － 点検口の設置完了 2017年5月27日

京都市北区 2006年11月8日 修繕(有償) 金物締め直し工事　推奨工事 10年点検による － 締め直し作業完了 2017年5月27日

京都市北区 2006年11月8日 修繕(有償) 防蟻工事　推奨工事 10年点検による － 防蟻工事完了 2017年5月27日

京都市北区 2006年11月8日 修繕(有償) 火災報知器設置工事　必要工事 10年点検による － 報知器設置完了 2017年5月27日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。 株式会社ゼロ・コーポレーション



 2017年4月発生分（2017年7月9日更新）

物件所在地 お引渡し日 建物仕様 受付種類 内容 原因 ランク 処理内容 完了日

京都市北区 2006年11月8日 修繕(有償) 防水工事　必要工事 10年点検による － トップコート上塗り完了 2017年5月27日

京都市北区 2006年11月8日 修繕(有償) 排水管洗浄工事　必要工事 10年点検による － 洗浄作業完了 2017年5月27日

京都市北区 2006年11月8日 修繕(有償) コーキング工事　必要工事 10年点検による － コーキング打ち替え完了 2017年5月27日

京都市北区 2006年11月8日 修繕(有償) 屋根工事　必要工事 10年点検による －
板金コーキングの劣化箇所及び釘頭に
コーキング補修実施

2017年5月27日

京都市北区 2006年11月8日 修繕(無償) 床下火打ち金物の抜け 10年点検による － 手直し実施 2017年5月27日

大津市 2010年7月26日 100年住宅 お客様連絡
ＴＶの移りが悪くなったので、配線につ
いての質問

－
分配器が浴室の天井裏にあることとア
ンテナの位置を電気業者に確認してい
ただくよう説明

2017年4月4日

京都市北区 2016年3月28日 100年住宅 １年点検
夏場の天井裏大空間収納の熱気につ
いて相談

－
エアコン設置がされていない為、換気の
対応となる旨説明

2017年4月27日

京都市北区 2016年3月28日 100年住宅 １年点検 内装ドアの鍵座に傾きがある Ａ 調整 2017年4月27日

京都市北区 2016年3月28日 100年住宅 １年点検 排水マス内に汚れを確認 － 定期的な清掃の必要性を説明 2017年4月27日

大阪市淀川区 2015年2月24日 100年住宅 修繕(有償) 2階居室のドアクローザーが作動しない － 部品交換にて対応、当日完了 2017年4月7日

京都市下京区 2016年3月5日 100年住宅 １年点検 1年点検受付 － 4/16　完了 2017年4月16日

京都市下京区 2016年3月5日 100年住宅 １年点検 バルコニーの流れが悪い － 樋清掃にて完了 2017年4月16日

京都市南区 2015年12月3日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
浴室シャンプー台ガタツキ・シャワー
ヘッド固定不具合

Ｍ
メーカーメンテナンス手配（4/4）・メー
カー再訪問、部品交換対応（4/27）

2017年4月27日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。 株式会社ゼロ・コーポレーション



 2017年4月発生分（2017年7月9日更新）

物件所在地 お引渡し日 建物仕様 受付種類 内容 原因 ランク 処理内容 完了日

京都市南区 2015年12月3日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
玄関扉パッキン破れ －

メーカーメンテナンス手配（4/4）・メー
カーより金額提示、お客様連絡待ち
（4/7）依頼無（5/8）

2017年5月8日

京都市上京区 2016年3月30日 100年住宅 １年点検
浴室折戸のロックがあまく簡単に折戸
がひらく

Ａ 調整 2017年4月9日

京都市上京区 2016年3月30日 100年住宅 １年点検 クロスちり切れ Ａ 補修 2017年4月9日

京都市上京区 2016年3月30日 100年住宅 １年点検 洗面所ドアの戸当たりのゴムが外れた Ａ 取付直し 2017年4月9日

京都市上京区 2016年3月30日 100年住宅 １年点検 3F窓の結露がひどいと相談 共働きで換気不十分の様子 －
湿度調整に注意して頂き、換気の必要
性を説明

2017年4月9日

京都市上京区 2016年3月30日 100年住宅 １年点検 排水管内の汚れを確認 － 定期的な清掃の必要性を説明 2017年4月9日

京都市西京区 2016年6月1日 100年住宅 お客様連絡 床下点検口取っ手の外れ ねじの緩み。 Ａ 4/24現地訪問、ねじ増し締め。 2017年4月24日

京都市西京区 2016年6月1日 100年住宅 お客様連絡 玄関ドアが閉まり難い Ａ
4/24現地訪問、異常なし、受け部の調
整にて完了。

2017年4月24日

京都市伏見区 2016年3月15日 100年住宅 １年点検 和室戸襖の反り Ａ 建具業者にて4/21回収、5/1納品 2017年5月1日

京都市伏見区 2016年3月15日 100年住宅 １年点検 一年点検依頼 － 点検実施 2017年4月13日

京都市上京区 2017年3月28日 100年住宅 改装 サイクルポート・フェンス・門扉設置工事 － 4/24工事完了 2017年4月24日

京都市左京区 2000年5月15日 修繕(有償) 玄関ドアの鍵が開けられなくなった 経年による動作不良と思われる －
シリンダー部及びバックセット内を分解
清掃して解消。

2017年4月3日

京都市左京区 2002年3月1日 １５年点検 15年点検の受付 － 4/17点検実施　6/3報告完了 2017年6月3日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。 株式会社ゼロ・コーポレーション



 2017年4月発生分（2017年7月9日更新）

物件所在地 お引渡し日 建物仕様 受付種類 内容 原因 ランク 処理内容 完了日

京都市左京区 2007年4月26日 修繕(有償)
ルーフテラスのタイル下から踏むと溜
まった水が出てくる

－ 5/19工事完了 2017年5月23日

京都市北区 2008年7月10日 修繕(有償) トイレ改装の見積り依頼
トイレ洗浄後、タンクへの給水でボコボ
コと音がなる経年劣化がある為、改装
を検討された

－
4/8 便器交換の見積書提出　4/17 プラ
ン変更の見積書提出　4/21 受注　5/18
着工　5/19 完了

2017年5月19日

京都市伏見区 2007年3月1日 １０年点検 10年点検依頼 － 4/20実施　5/30報告書提出 2017年5月30日

京都市伏見区 2011年7月6日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
浴室暖房が効かない －

メーカーメンテナンス依頼　給水電磁弁
の交換

2017年4月5日

久世郡久御山町 2012年4月5日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
浴室暖房が動かない － メーカー対応　ヒーター組品取り換え 2017年4月10日

京都市左京区 2013年3月28日 100年住宅 お客様連絡 玄関ドアの調整依頼受付。 －
出張費のみ負担戴きたい旨説明し、必
要な場合は改めて連絡するとの事

2017年4月3日

神戸市長田区 2014年3月25日 100年住宅 お客様連絡
キッチン換気扇フードから煙が漏れてい
る

換気扇作動時にフードカバー吸気口か
らの空気の流れ

－
換気扇からの漏れは無く異常無いこと
を説明

2017年4月6日

京都市右京区 2016年3月28日 100年住宅 １年点検 洗面所の引き戸が外れやすい Ａ 調整し処理 2017年4月17日

京都市中京区 2016年2月26日 100年住宅 改装
3階の廊下の神棚用コンセントの位置
の変更

－ 見積もり提出済　一旦完了 2017年5月8日

京都市上京区 2017年4月7日 00年住宅G仕様 改装 門扉追加工事の依頼 － 4/4下見　営業より見積提出済 2017年5月8日

京都市北区 2001年4月10日 お客様連絡 TVが昨日から映らなくなった。 －

通信会社を変更をされた時に、TV契約
をされていなかった。現在の契約会社
にてTV契約していただくか、別にTVア
ンテナを設置するのか検討いただくよう
ご提案

2017年4月2日

向日市 2007年2月22日 修繕(有償) 必要工事　屋根外壁工事 10年点検による － 依頼なし　見積提出 2017年5月6日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。 株式会社ゼロ・コーポレーション



 2017年4月発生分（2017年7月9日更新）

物件所在地 お引渡し日 建物仕様 受付種類 内容 原因 ランク 処理内容 完了日

向日市 2007年2月22日 修繕(有償) 必要工事　コーキング工事 10年点検による － 依頼なし　見積提出 2017年5月6日

向日市 2007年2月22日 修繕(有償) 必要工事　排水管洗浄工事 10年点検による － 依頼なし　見積提出 2017年5月6日

向日市 2007年2月22日 修繕(有償) 必要工事　火災報知器設置 10年点検による － 依頼なし　見積提出 2017年5月6日

向日市 2007年2月22日 修繕(有償) 推奨工事　防蟻工事 10年点検による － 依頼なし　見積提出 2017年5月6日

向日市 2007年2月22日 修繕(有償) 推奨工事　床下金物増し締め 10年点検による － 依頼なし　見積提出 2017年5月6日

向日市 2007年2月22日 修繕(有償) 推奨工事　天井点検口設置工事 10年点検による － 依頼なし　見積提出 2017年5月6日

京都市左京区 2007年4月27日 お客様連絡
10年点検申し込みについて、購入時が
共有名義なので共有名義で振り込まな
いとダメなのかと問い合わせ

－ 名義の取り扱いについて紹介済み 2017年4月2日

四條畷市 2009年3月5日 100年住宅 修繕(有償) キッチン排水が匂う －
4/17 現地確認しジェット洗浄の見積も
り提出　ご依頼無し

2017年5月16日

尼崎市 2010年9月13日 100年住宅 修繕(有償) 2階のクローゼット扉が閉まらない 経年による吊り金物の損傷 － 4/6見積書提出、4/21工事完了 2017年4月21日

2013年11月15日 100年住宅 修繕(有償) 和室下引き出しの取っ手が外れた
隣の引き出しが干渉した事で、外れた
模様

－
化粧面材の再固定にて修繕するも、再
発　4/21部材回収し、5/23復旧

2017年5月23日

京都市東山区 2015年4月24日 100年住宅 お客様連絡 洗濯機排水の流れが悪い － 排水口清掃方法説明 2017年4月2日

京都市伏見区 2016年3月1日 100年住宅 １年点検 1年点検依頼 － 点検実施 2017年4月16日

京都市伏見区 2016年3月1日 100年住宅 １年点検 各所でクロスチリキレ Ａ ボンドコーク補修 2017年4月16日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。 株式会社ゼロ・コーポレーション



 2017年4月発生分（2017年7月9日更新）

物件所在地 お引渡し日 建物仕様 受付種類 内容 原因 ランク 処理内容 完了日

京都市伏見区 2016年3月1日 100年住宅 １年点検 リビングの開き扉が勝手に開く Ａ 調整にて解消 2017年4月16日

大阪市此花区 2017年2月1日 100年住宅 改装 テラス屋根追加工事 － 4/3　お客様よりキャンセルの連絡 2017年4月3日

神戸市須磨区 2001年11月12日 修繕(有償) サイディング浮き、コーキングの切れ 経年劣化 － 修繕見積り提出、依頼無し 2017年5月8日

神戸市須磨区 2001年11月12日 修繕(有償) 防蟻保証期間切れ － 再工事見積り提出、依頼無し 2017年5月8日

神戸市須磨区 2001年11月12日 修繕(有償) 床下金物の緩み 経年による － 修繕見積り提出、依頼無し 2017年5月8日

神戸市須磨区 2001年11月12日 修繕(有償) 排水管内の汚れ 経年による汚れ － 高圧洗浄見積り提出、依頼無し 2017年5月8日

神戸市須磨区 2001年11月12日 お客様連絡 耐火仕様について教えてほしい 保険会社から調べてほしいと言われた －
準耐火などではないことをご説明（建確
写し確認）

2017年4月1日

神戸市須磨区 2001年11月12日 お客様連絡 建物保証書が見当たらない － 15年点検記載できず 2017年4月1日

京都市左京区 2002年3月29日 １５年点検 15年点検の受付 － 点検報告書の通り 2017年6月11日

京都市中京区 2005年12月5日 修繕(有償)
車で車庫の壁にあった明暗センサー破
損させたので、修繕したい

－ 修繕4/14済 2017年4月21日

京都市北区 2012年5月17日 100年住宅 修繕(有償) テラスの水栓から水が出なくなった
あまり使用されていない水栓の為、パッ
キン固着が考えられる

－
パッキンの固着と思われバルブを開け
た状態で軽く水栓を叩いて頂く

2017年4月1日

京都市右京区 2010年4月6日 100年住宅 修繕(有償)
キッチンの排水が悪く排水後にゴボゴ
ボ音がするようになった

－
外部排水管内の清掃をして頂く。改善さ
れない場合は専門業者による排水管洗
浄をご検討頂く。

2017年4月1日

神戸市長田区 2013年7月19日 100年住宅 お客様連絡 門柱照明が点灯しなくなった 電球切れ Ａ 手持ち電球に交換し点灯を確認 2017年4月8日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。 株式会社ゼロ・コーポレーション



 2017年4月発生分（2017年7月9日更新）

物件所在地 お引渡し日 建物仕様 受付種類 内容 原因 ランク 処理内容 完了日

神戸市長田区 2013年7月19日 100年住宅 お客様連絡 キッチン吊戸上に隙間ができた 木造住宅の特性 －
天井クロス取り合いでのちりきれで問題
ないことを説明

2017年4月8日

神戸市長田区 2013年7月19日 100年住宅 お客様連絡 和室襖の引手が外れた
固定用の細釘が変形しており施工時の
不備の可能性あり

Ａ 再固定し確認 2017年4月8日

京都市北区 2017年3月7日 100年住宅 改装
勝手口とルーフテラスに外灯を設置し
たい

－
4/7 見積書提出　4/13 プラン変更の見
積書提出　4/15 受注　4/20 工事完了

2017年4月20日

京都市北区 2017年3月7日 100年住宅 改装 ガレージに人感照明を設置したい －
4/7 見積書提出　4/13 プラン変更の見
積書提出　4/15 受注　4/20 工事完了

2017年4月20日

京都市北区 2017年3月7日 100年住宅 改装
玄関ポーチの外部ダウンライトを人感
型へ変更したい

－
4/7 見積書提出　4/13 プラン変更の見
積書提出　4/15 受注　4/20 工事完了

2017年4月20日

京都市北区 2017年3月7日 100年住宅 改装
玄関ホールのダウンライトを人感型へ
変更したい

－
4/7 見積書提出　 4/13 プラン変更の
見積書提出　4/15 受注　4/20工事完
了

2017年4月20日

大阪市西淀川区 2016年3月14日 100年住宅 １年点検 1年点検 － 4/22（土）点検実施済み 2017年4月22日

京都市左京区 2017年2月24日 100年住宅 改装 神棚設置見積依頼 － 4/10見積提出済、5/11依頼なし 2017年5月11日

京都市伏見区 2016年3月19日 100年住宅 １年点検 1年点検依頼 － 点検実施 2017年4月22日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。 株式会社ゼロ・コーポレーション


