
 2017年8月発生分（2017年12月11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 2003年10月30日
メーカー

メンテナンス
シャワーヘッドからの水漏れ －

お客様へメーカーフリーダイヤルをお伝
え、直接連絡して頂く

2017年8月31日

京都市北区 2007年8月17日 １０年点検
10年点検を申し込みしたいがどのよう
な手続きをすれ良いのか問い合わせ

－
当社から点検のご案内を発送したばか
りのタイミングの為、少しお待ち頂く

2017年8月31日

京都市山科区 2007年8月6日 100年住宅 お客様連絡 10年点検についての質問 －
構造保証について、点検内容のご説
明、ご検討されます。

2017年8月31日

大阪市西淀川区 2016年7月22日 100年住宅 改装 アルミ格子追加工事 －
9/14現場調査、9/23見積書提出、9/25
工事受注、10/17工事完了

2017年10月17日

京都市右京区 2017年3月7日 100年住宅 改装 ルーフテラスに照明器具設置の検討 －
見積もり提出　　工事依頼　スポットライ
ト設置　9/15完了

2017年9月15日

京都市南区 2017年8月28日 100年住宅 改装
玄関ドアとインターホン親機を連動させ
たい

－ 金額が合わずキャンセル 2017年8月31日

西宮市 2017年8月25日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
カップボード可動棚のダボ穴にさせない
箇所がある

製品不良 Ｍ
メーカーが現地にて穴あけ是正作業し
完了

2017年9月30日

京都市東山区 2006年7月25日
メーカー

メンテナンス
ウォシュレット作動不良 経年 －

状況確認・メーカーメンテナンス手配
（8/29）・部品交換対応（8/30）

2017年8月30日

京都市東山区 2006年7月25日 修繕(有償) トイレドア閉まらない（2階トイレ） 経年 －
状況確認、ラッチ作動不良交換有償対
応（8/29）

2017年8月29日

向日市 2007年10月23日 お客様連絡 洗面室の換気扇が外れた カバーを外すのに無理に力を加えた － カバーの外し方を教える 2017年8月31日

大阪市平野区 2014年8月28日 100年住宅 修繕(無償)
1階脱衣場の引戸を開け閉めする時戸
袋の薄壁と擦る

石膏ボートの固定不足による Ｂ 9/1現場調査、9/23修繕工事実施完了 2017年10月3日

大阪市平野区 2014年8月28日 100年住宅 お客様連絡 階段室と3階居室のクロスが浮いてる － 木造住宅の特性を説明、理解いただく 2017年9月1日

京都市北区 2016年9月29日 100年住宅 改装
カーポート及びテラス屋根を追加設置
できないか問い合わせ

－
打ち合わせの日程についてお客様へ連
絡しましたところ、今回見送りされるとの
事でした

2017年9月2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8月発生分（2017年12月11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7月14日 100年住宅 １年点検
外壁コーキングに隙間（壁表面上での
ことで中に水は入らない）

コーキングの押さえ方が甘かった Ａ
修繕予定　日程調整中　連絡なかなか
つながらず（10/8)　名刺投函10/16

京都市右京区 2016年7月14日 100年住宅 １年点検 電気引き込み部カバーの外れ Ａ はめ直して処理 2017年9月4日

西宮市 2017年2月28日 100年住宅 お客様連絡
2階洗面所の開戸が枠に干渉し調整で
きない

お客様にて調整するもできなかった Ａ 丁番調整 2017年8月29日

西宮市 2017年2月28日 100年住宅 お客様連絡 玄関扉が強風で止まらない 風が強い際 －
180°開きが可能なプランでクローザー
固定は仮で強風時は固定できないこと
を説明

2017年8月29日

神戸市垂水区 2017年8月31日 100年住宅 改装 玄関可動棚追加見積もり依頼 追加で欲しい － 納品完了 2017年9月8日

京都市左京区 2002年2月5日 お客様連絡
玄関扉の塗装が浮き上がって、亀裂が
入っている

－
8/28　電話にて状況の確認　修繕方法
のご案内にて完了

2017年8月28日

京都市北区 2008年7月10日 修繕(有償)
ルーフテラスに防犯の為の柵のようなも
のができないか相談

－
有刺鉄線設置の見積書提出　お客様
検討中　9/25依頼なし

2017年9月25日

京都市左京区 2007年4月27日 修繕(有償) ガス給湯器交換工事の見積依頼 10年経過したので交換を検討 － 9/4御依頼有　9/14工事完了 2017年9月14日

京都市右京区 2007年6月21日 修繕(有償) 必要工事　外壁の笠木コーキング工事 10年点検による － 見積もり提出　依頼なし 2017年10月7日

京都市右京区 2007年6月21日 修繕(有償) 必要工事　火災報知器設置 10年点検による － 見積もり提出　依頼なし 2017年10月17日

京都市右京区 2007年6月21日 修繕(有償) 推奨工事　ＦＲＰ防水修繕工事 10年点検による － 見積もり提出　依頼なし 2017年10月17日

京都市右京区 2007年6月21日 修繕(有償) 推奨工事　金物締め直し工事 10年点検による － 見積もり提出　依頼なし 2017年10月17日

京都市右京区 2007年6月21日 修繕(有償)
推奨工事　スカイウィンドウパッキン交
換

10年点検による － 見積もり提出　依頼なし 2017年10月17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8月発生分（2017年12月11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 2007年6月21日 修繕(有償) 推奨工事　屋根瓦コーキング工事 10年点検による － 見積もり提出　依頼なし 2017年10月17日

京都市右京区 2007年6月21日 修繕(有償) 推奨工事　防蟻工事 10年点検による － 見積もり提出　依頼なし 2017年10月17日

京都市左京区 2008年1月31日 修繕(有償) 玄関の鍵が抜けなくなってしまった シリンダー内部に泥が入ってしまった －
8/28現地確認　鍵をさすと抜けなくなっ
てしまうため、シリンダー交換の見積書
を8/28FAX済　御依頼なし

2017年10月1日

神戸市長田区 2013年10月31日 100年住宅 お客様連絡 手摺りの外し方を知りたい － 電話にて説明完了 2017年8月28日

京都市左京区 2012年9月14日 100年住宅 修繕(有償)
２Fリビング入り口扉が枠に干渉し、開
閉がしにくい

－
9/4訪問予定　9/3お客様にて調整し、
良くなったという連絡がありキャンセル

2017年9月3日

向日市 2013年12月21日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
シャワーが止まらない サーモシャット式シャワーの不具合 － メーカーにて部材交換 2017年8月31日

向日市 2013年12月21日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
浴室乾燥機のフィルター清掃の点滅が
消えない

フィルターを掃除しても消えない － メーカーにてメンテナンス 2017年8月31日

京都市北区 2014年12月7日 100年住宅 修繕(有償)
内装ドアを閉めると枠と干渉するので丁
番の調整方法を教えてほしい

－ メンテナンスブックを参考にして頂く 2017年8月28日

京都市南区 2017年7月28日 100年住宅 お客様連絡
キッチンカウンターのコンセントがめり
込んだ

器具留めの爪の掛かりが甘かった Ａ コンセント取り換えにて完了 2017年8月31日

久世郡久御山町 2016年7月9日 100年住宅 １年点検 内装建具ガタツキ、戸車外れ Ａ 調整、再取り付け 2017年8月28日

久世郡久御山町 2016年7月9日 100年住宅 １年点検 クロスジョイント隙、膨れ ボードジョイント部分 Ａ
業者にて簡易補修　クロス膨れ残有
（10/3再訪問）訪問時異常なし、手直し
完了

2017年10月3日

京都市上京区 2017年4月7日 100年住宅 改装 1階東面和室の窓の外に庇をつけたい －
見積もり打ち合わせ8/28　9/2見積もり
メール済　保留につき一旦完了

2017年10月2日

京都市左京区 2017年7月14日 100年住宅 改装 カーポート・伸縮門扉の見積依頼 －
カーポート工事のみ受注　11/2工事開
始　11/4完了

2017年12月4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8月発生分（2017年12月11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 2002年6月25日 修繕(有償)
風呂蓋注文依頼。サイズ違いでも良い
のでデッキ水栓を避ける事ができる蓋
がないか相談

－
同サイズの蓋のご提供が可能な為、
8/29に見積書提出し受注。9/2蓋のお
届け完了。

2017年9月2日

京都市右京区 2009年11月24日 100年住宅 修繕(有償) 排水についての相談 配管洗浄の依頼　9/12工事完了 － 現地確認 2017年9月15日

京都市上京区 2010年7月5日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
エコキュートのリモコンにエラー表示が
出る

－ メーカー修理受付先をご案内 2017年8月27日

京都市南区 2011年5月30日 100年住宅 改装
手動ｼｬｯﾀｰを電動ｼｬｯﾀｰへ変更した場
合の見積依頼

－ 概算費用のご説明、ご検討されます。 2017年9月4日

京都市北区 2016年2月26日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
浴室リモコンの液晶の不具合 Ｍ

メーカーメンテナンスに直接連絡してい
ただくように説明

2017年8月27日

京都市右京区 2016年5月9日 100年住宅 １年点検 戸襖の反り　8/28確認 －
現地確認　9/1引き上げ　9/14復旧完
了

2017年9月14日

京都市右京区 2016年8月26日 100年住宅 改装 キッチンの天井照明の見積もり依頼 － 見積もり提出済9/2　依頼なし 2017年9月22日

京都市伏見区 2016年7月15日 100年住宅 １年点検 内装建具丁番ビスの緩み － 丁番ビス増し締め調整 2017年8月27日

尼崎市 2016年8月9日 100年住宅 １年点検 クロスチリキレ、ジョイント隙間 － ボンドコークにて手直し 2017年8月27日

西宮市 2016年8月25日 100年住宅 １年点検 3階洋室クロスちりきれ、入隅よじれ 木造住宅の特性 Ａ 業者同行にて手直し完了 2017年9月12日

西宮市 2016年8月25日 100年住宅 １年点検 各室給気口フィルターの汚れ 忘れていた － 清掃指導 2017年8月27日

西宮市 2016年8月25日 100年住宅 １年点検 2階洋室鍵向き間違い 施工時の間違い Ａ 是正 2017年8月27日

西宮市 2016年8月25日 100年住宅 １年点検 洗濯機排水トラップ内の汚れ 忘れていた － 清掃説明 2017年8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8月発生分（2017年12月11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

西宮市 2016年8月25日 100年住宅 １年点検
ポーチ人感センサー感知エリアを広げ
たい

感知しにくい － エリアマスク取り外し 2017年8月27日

西宮市 2016年8月25日 100年住宅 １年点検 リビング引きとに隙間ができる 使用による Ａ 戸車調整 2017年8月27日

神戸市須磨区 2017年7月6日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
3階居室の掃き出しサッシガラスにヒビ
割れ

割れ状況から熱割れと思われる Ｍ メーカーにて交換（無償） 2017年9月26日

京都市左京区 2002年3月29日 修繕(有償) 排水管洗浄依頼の受付 －
見積書提出し受注　団地内3件同日施
工予定　9/24 工事完了

2017年9月24日

神戸市須磨区 2006年9月14日 修繕(有償)
階段の照明が点かなくなった、ほたるス
イッチの点かない

電球切れと思われる －
電球切れの可能性があるので交換して
いただくよう説明

2017年8月26日

西宮市 2007年4月19日 修繕(有償) 必要工事　コーキング工事 10年点検により －
手摺り笠木、破風板ジョイントコーキン
グ打ち替え、8/26提出、工事の依頼は
ありませんでした

2017年10月6日

西宮市 2007年4月19日 修繕(有償) 必要工事　防水工事 10年点検により －
バルコニーFRP防水トップ塗替え、8/26
提出、工事の依頼はありませんでした

2017年10月6日

西宮市 2007年4月19日 修繕(有償) 必要工事　火災警報器 10年点検により －
居室、階段室火災警報器取り付け、
8/26提出、工事の依頼はありませんで
した

2017年10月6日

西宮市 2007年4月19日 修繕(有償) 推奨工事　防蟻工事 10年点検により －
防蟻工事、8/26提出、工事の依頼はあ
りませんでした

2017年10月6日

西宮市 2007年4月19日 修繕(有償) 推奨工事　床下金物増し締め 10年点検により －
床下金物増し締め、8/26提出、工事の
依頼はありませんでした

2017年10月6日

西宮市 2007年4月19日 修繕(有償) 推奨工事　配管洗浄工事 10年点検により －
配管洗浄工事、8/26提出、工事の依頼
はありませんでした

2017年10月6日

京都市伏見区 2007年7月13日 修繕(有償) ｷｯﾁﾝｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ水栓取替見積依頼 － 9/8見積提出、10/7依頼なし 2017年10月7日

京都市伏見区 2007年7月13日 修繕(有償) 土の部分をコンクリートにしたい － 9/8見積提出、10/7依頼なし 2017年10月7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8月発生分（2017年12月11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 2008年4月16日 修繕(有償) 屋根材ひび割れ補修の見積り依頼 － 8/28 見積書提出　9/4 補修実施完了 2017年9月4日

京都市北区 2008年4月16日 お客様連絡
【再発】ルーフテラスアルミ笠木にズレ
がある

Ａ
アルミ笠木の調整の上、一部ビスにて
固定処置

2017年8月26日

京都市西京区 2013年3月22日 100年住宅 改装 室内物干しとTVボード検討 － 特に依頼なし 2017年10月7日

神戸市長田区 2016年7月21日 100年住宅 １年点検 2階洋室（北）建具上にクロス膨れ 木造住宅の特性 －
ボードジョイントで構造上の問題ではな
いことを説明

2017年8月26日

神戸市長田区 2016年7月21日 100年住宅 １年点検
洗濯機排水トラップを清掃したことが無
い

忘れていた － 清掃方法説明 2017年8月26日

神戸市長田区 2016年7月21日 100年住宅 １年点検 玄関扉開閉時に引っ掛かりがある 下部ラッチがかたい Ａ シルコンスプレー塗布 2017年8月26日

神戸市長田区 2016年7月21日 100年住宅 １年点検 浴室扉ピポッド上が外れる 設定不良 Ａ
固定になっていなかったため固定なお
し

2017年8月26日

京都市北区 2016年7月28日 100年住宅 改装
外部に目隠し兼侵入防止の為のフェン
スと門扉を設置したい

－
9/19 メーカーと現地打ち合わせ　9/28
見積書提出　お客様検討中　11/4 依
頼なし

2017年11月4日

京都市北区 2016年7月28日 100年住宅 改装 2F腰窓上に庇を設置できないか相談 －
高所作業車もしくは足場設置が必要と
なり概算費用の説明をしましたところ見
送りとなりました

2017年9月10日

京都市北区 2016年7月28日 100年住宅 １年点検 各引き戸の動きがわるい時がある Ａ 戸車の調整 2017年9月10日

京都市北区 2016年7月28日 100年住宅 １年点検 各所クロスちり切れ等の隙間がある Ａ 補修実施 2017年9月10日

京都市北区 2016年7月28日 100年住宅 １年点検 排水マスの汚れを確認 － 清掃指導 2017年9月10日

京都市北区 2016年7月28日 100年住宅 改装 玄関収納追加の見積り依頼 － 見積書提出し受注　10/7 工事完了 2017年10月7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8月発生分（2017年12月11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6月5日 100年住宅 １年点検 換気乾燥機のフィルターの汚れ 知らなかった － 清掃方法説明 2017年8月26日

尼崎市 2016年6月5日 100年住宅 １年点検 階段室壁に横スジが入っている 下地ボードのジョイント部 － 構造上問題ないことをご説明 2017年8月26日

尼崎市 2016年6月5日 100年住宅 １年点検 1階トイレ開戸が枠に干渉している 使用による Ａ 丁番にて調整 2017年8月26日

尼崎市 2016年6月5日 100年住宅 １年点検 洗濯機排水トラップの清掃をしていない 知らなかった － 清掃方法説明 2017年8月26日

大阪市住之江区 2016年8月25日 100年住宅 １年点検 バルコニーのセラミックパネルが割れた － 自社にて交換 2017年8月26日

大阪市住之江区 2016年8月25日 100年住宅 １年点検 3階居室クロスの捲れ － 自社にて手直し完了 2017年8月26日

京都市中京区 2017年9月4日 100年住宅 改装 玄関収納追加工事の依頼 － 9/4御依頼有　9/15工事完了 2017年9月15日

京都市中京区 2017年9月4日 100年住宅 改装 神棚設置工事の依頼 － 9/15工事完了 2017年9月15日

京都市北区 2008年5月30日 修繕(有償)
テレビコンセントが壁の中に入り込んで
しまった

－
コンセントに破損がある為、9/5器具交
換の見積書提出　お客様検討中　依頼
なし（10/5）

2017年10月5日

京都市山科区 2011年3月24日 100年住宅 修繕(有償) 内装建具の修繕依頼 お客様原因により凹んだ － 8/31見積提出、10/2依頼なし 2017年10月2日

大阪市西淀川区 2015年7月24日 100年住宅 修繕(有償)
1階リビング引き戸ドアクローザーの故
障

－
8/25見積書提出、工事の依頼はありま
せんでした

2017年10月1日

京都市左京区 2016年7月22日 100年住宅 １年点検 フラットルーフのFRPのひび割れ Ａ 9/14下地の調査・FRP施工完了 2017年9月17日

京都市左京区 2016年7月22日 100年住宅 １年点検 クロスチリ切れ Ａ 8/25コーキング処理にて完了 2017年8月25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8月発生分（2017年12月11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 2017年7月21日 100年住宅 改装 カーポート設置依頼 － 施工完了 2017年9月11日

高槻市 2017年7月27日 100年住宅 お客様連絡 建具の傷や調整方法相談 － 現地にて修繕方法や調整方法をご説明 2017年8月26日

亀岡市 2017年4月14日 100年住宅 お客様連絡 開き戸が調整できない Ａ 丁番調整にて完了 2017年8月26日

亀岡市 2017年4月14日 100年住宅 改装 リビングに収納が欲しい －
依頼なし　様子を見て必要なら再度連
絡するとの事

2017年8月26日

京都市南区 2017年6月29日 100年住宅 お客様連絡
玄関の人感センサーが消えない時があ
る

－ 人感センサーの仕組みを説明 2017年8月25日

京都市南区 2017年6月29日 100年住宅 お客様連絡 リビングダウンライトの色が違う － 症状が出ないため様子を見ていただく 2017年8月25日

京都市南区 2017年8月25日 100年住宅 お客様連絡 樋から水が漏れている ドレンからの蹴りだし配管が短い Ａ 業者にて修繕8/26 2017年8月26日

神戸市垂水区 2017年8月31日 100年住宅 改装 ロフト落下防止パイプ見積もり依頼 落下防止 － 見積もり提出するも今回は保留 2017年9月1日

京都市左京区 2002年2月28日
メーカー

メンテナンス
浴室換気扇が壊れて動かなくなった 経年による機器の劣化と思われる －

メーカーメンテナンスの連絡先を紹介
し、製品番号と合わせて連絡をして頂く
ように説明。

2017年8月24日

京都市下京区 2003年5月8日 修繕(有償) リビング開き戸が閉まらない 経年 － 丁番取り換え 2017年8月24日

京都市左京区 2008年8月7日
メーカー

メンテナンス
食洗器の電源を入れるとブレーカーが
落ちる

－
メーカーメンテナンス　ヒーター取替に
て完了

2017年8月25日

大阪市此花区 2013年11月1日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
機能門柱の表札にシミが出来た 雨が内部に浸入した可能性が高い Ｍ

メーカーへ確認依頼、表札交換にて対
応

2017年9月6日

神戸市長田区 2015年7月14日 100年住宅 １年点検 洗濯機排水トラップ内の汚れ 使用による汚れ － 清掃説明 2017年8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8月発生分（2017年12月11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 2015年7月14日 100年住宅 １年点検 2階トイレ扉が枠に干渉する 使用による Ａ 丁番にて調整 2017年8月24日

京都市左京区 2015年11月27日 100年住宅 改装
洗面所内へ棚を追加設置したいが、ど
のような配置及び商品があるのか知り
たい。

－
具体的内容をヒアリングし、見積もり郵
送済み。9/29発注書面確認し、10/29
工事完了

2017年11月7日

尼崎市 2016年6月5日 100年住宅 １年点検 1年点検の日程の依頼 － 8/26（土）点検完了 2017年8月26日

大阪市此花区 2017年2月21日
100年住宅

G仕様
メーカー

メンテナンス
インターホンが時々反応しない Ｍ

訪問時に異常はなかったが、念のため
にメーカーにて本体基盤、室外子機交
換を実施

2017年8月16日

西宮市 2017年8月22日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
玄関扉リモコンキーの設定ができない、
2個の内1個ができない

部材不良 Ｍ 交換用リモコンキー送付 2017年8月31日

箕面市 2017年5月21日 100年住宅 お客様連絡 畳の浮き 反り及び、部材の膨れ Ａ 9/1畳業者にて手直し交換対応 2017年9月1日

箕面市 2017年5月21日 100年住宅 お客様連絡
内装引き戸部材(ドアクローザー）の音
が気になる

Ａ 調整にて解消 2017年8月26日

箕面市 2017年5月21日 100年住宅 お客様連絡 リビングの網戸が閉まり切らない Ａ 戸車調整にて是正 2017年8月26日

京都市中京区 2017年7月6日 100年住宅 改装 タオル掛けの追加見積もり依頼 － 見積もり提出　依頼なし 2017年9月10日

京都市伏見区 2017年7月24日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
横スライドロール網戸が外れてきた。 －

8/25現地訪問、ﾒｰｶｰﾒﾝﾃﾅﾝｽ依頼、
9/6ﾒｰｶｰ現地確認、9/19網戸交換完了

2017年9月19日

大阪市東住吉区 2017年7月28日 100年住宅 お客様連絡 玄関回り外壁の傷が目立つ Ａ
9/14現場訪問、自社にてタッチアップ処
理

2017年9月14日

大阪市東住吉区 2017年7月28日 100年住宅 お客様連絡 カップポートのボンドコークが切れた Ａ 9/14現場訪問、ボンドコークにて手直し 2017年9月14日

宇治市 2016年3月25日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
TVボード建具ガタツキ（隙）メーカー確
認依頼

Ｍ
メーカーメンテ手配（8/24）メーカー状況
確認、調整（9/8・9/11）

2017年9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8月発生分（2017年12月11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 2005年3月15日
メーカー

メンテナンス
階段手摺受け材の破損の問い合わせ －

リコール対象品のため、フリーダイヤル
をお伝えし対応して頂く

2017年8月22日

京都市上京区 2009年10月22日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
2階引き戸枠（1箇所）と1～２階の階段
の蹴込の化粧シートが浮いてきている

枠はシート貼、階段蹴込部は板増し張
り

Ｍ
状況確認　メーカー判断にて対応
10/4修繕

2017年10月4日

北葛城郡王寺町 2014年3月2日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
UBシャワーヘッド止水on.offボタン作動
不良

Ｍ
メーカーメンテナンス手配（8/22）・部材
交換対応（8/26）

2017年8月26日

京都市北区 2017年9月13日 100年住宅 改装 玄関収納追加依頼 － 9/11 工事完了 2017年9月11日

京都市南区 2017年8月28日 100年住宅 改装 カップボード設置依頼 － 9/16施工完了 2017年9月16日

京都市南区 2017年6月19日 100年住宅 お客様連絡 和室開き戸の戸当たりが外れた Ａ 専用ボンドにて再固定 2017年8月22日

京都市右京区 2016年6月27日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
風呂リモコンの液晶の不具合 Ｍ メーカーメンテナンス　取替て処理 2017年8月23日

京都市左京区 2016年7月29日 100年住宅 １年点検 1年点検の受付 － 9/3点検完了 2017年9月3日

大阪市旭区 2017年4月6日 100年住宅 お客様連絡 機能門柱の照明が消えない －
明暗センサを荷物で隠していたため、
誤作動が発生

2017年8月22日

神戸市東灘区 2016年7月29日 100年住宅 １年点検 2階洋室の扉の固定ができない 取り付け時確認不足の可能性あり Ａ 床付戸当た高さ調整 2017年8月22日

箕面市 2017年3月10日 100年住宅 お客様連絡 カップボードの扉が歪んでいる Ａ 扉調整にて是正 2017年8月22日

箕面市 2017年3月10日 100年住宅 お客様連絡 洗面化粧台の扉が歪んでいる Ａ 扉調整にて是正 2017年8月22日

箕面市 2017年3月10日 100年住宅 お客様連絡
リビングの引き戸が、戸尻にてゆっくり
閉まらない事がある

Ａ 部材調整、及び戸車調整にて解消 2017年8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



 2017年8月発生分（2017年12月11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 2002年5月13日 修繕(有償) 浴室折戸交換工事　お客様ご依頼工事 15年点検 －
見積書提出　受注　9/28 折戸交換実
施　11/9 下枠パッキン交換にて完了

2017年11月14日

京都市北区 2002年5月13日 修繕(有償) 火災報知器設置工事　必要工事 15年点検 －
見積書提出　お客様検討中　8/21 見
送り

2017年8月21日

京都市北区 2002年5月13日 修繕(有償) 防蟻工事　推奨工事 15年点検 － 見積書提出　受注　9/28 工事完了 2017年9月28日

京都市北区 2002年5月13日 修繕(有償) 小屋裏金物締め直し工事　推奨工事 15年点検 － 見積書提出　受注　9/28 工事完了 2017年9月28日

京都市北区 2002年5月13日 修繕(有償) 床下金物締め直し工事　推奨工事 15年点検 － 見積書提出　受注　9/28 工事完了 2017年9月28日

京都市北区 2002年5月13日 修繕(有償) 雨水マス補修工事　推奨工事 15年点検 －
見積書提出　受注　9/28,10/19 工事予
定が天候不良の為、11/9へ変更し完了

2017年11月14日

京都市北区 2002年5月13日 修繕(有償) 外壁コーキング工事　必要工事 15年点検 －
見積書提出　受注　9/28,10/19 工事予
定が天候不良の為、11/9へ変更し完了

2017年11月14日

宇治市 2007年11月16日 100年住宅 修繕(有償) インターホン子機移動相談 使用勝手が悪い －
概算金額、移動方法提案、お客様検討
（8/24）・インターホン新設見積り提出
（9/2）・工事依頼無し（10/2）

2017年10月2日

京都市伏見区 2009年9月15日 100年住宅 修繕(有償) 外壁修繕依頼
南側隣家の2階出窓の障子が落下し、
外壁を傷めた。

－
8/21現地訪問、9/2見積提出、9/18受
注、9/25ｻﾝﾌﾟﾙお届け、10/12近隣挨
拶、10/25着工、11/2請求書郵送

2017年11月9日

京都市山科区 2012年10月23日 100年住宅 お客様連絡
外構ビリ石に水が沸いてきた箇所の修
繕相談。

－
湧き水部はお客様にてビリ石を敷かれ
ます。

2017年8月27日

京都市西京区 2016年6月23日 100年住宅 改装 カーポート設置依頼 － 9/3現調　9/19見積送付　依頼なし 2017年10月23日

大阪市淀川区 2016年12月23日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
電動のスカイウィンドがリモコンに反応
しない

Ｍ
メーカーへメンテナンス、リモコン再設
定にて対応完了

2017年8月31日

大阪市淀川区 2016年12月23日 100年住宅 お客様連絡
リビング吹き抜け部（2階火打ち梁上）の
クロスが浮いて来た

クロスノリの接着不良 Ａ 9/8ハシゴ作業にて手直し完了 2017年9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8月発生分（2017年12月11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 2017年6月13日 100年住宅 お客様連絡
ダイニングに天井付けのファンを設置し
たい

－ 天井強度の説明 2017年8月21日

京都市中京区 2017年7月4日 100年住宅 修繕(有償)
洗面所のクロスの修繕依頼　（洗濯機
設置時に傷つけた業者からの依頼）

－
見積もり提出済8/25　業者より依頼9/8
10/7工事完了

2017年10月7日

京都市南区 2007年6月5日 修繕(有償) 推奨工事　床下金物増し締め － 見積提出　依頼なし 2017年9月18日

京都市南区 2007年6月5日 修繕(有償) 推奨工事　排水管洗浄工事 － 見積提出　依頼なし 2017年9月18日

京都市南区 2007年6月5日 修繕(有償) 推奨工事　天井点検口設置工事 － 見積提出　依頼なし 2017年9月18日

摂津市 2016年8月29日 100年住宅 １年点検 1階クローゼット扉にキズ Ａ 補修費用お伝え、一回考えるとのこと 2017年8月20日

摂津市 2016年8月29日 100年住宅 １年点検 玄関ドアのしまりが悪い Ａ クローザー調整にて解消 2017年8月20日

大阪市西淀川区 2016年7月29日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
玄関ドアの連動ラッチが引っ掛かる 部品の不具合 Ｍ

メーカーメンテナンスを依頼、ラッチ交
換にて対応

2017年9月3日

京都市西京区 2016年7月12日 100年住宅 お客様連絡 樋が越境していないか問い合わせ
普通ブロックと境界ラインをお客様がご
理解されていない

－ 越境していないと説明 2017年8月21日

京都市西京区 2016年7月12日 100年住宅 １年点検 テラスサッシ下ビス頭コーキング忘れ Ａ 施工完了 2017年8月20日

亀岡市 2017年4月14日 100年住宅 お客様連絡 開き戸が擦れる Ａ
メンテナンスブックにて調整していただく
よう説明

2017年8月20日

長岡京市 2017年6月30日 100年住宅 お客様連絡
リビングTV配線用の空配管に配線が通
らない

空配管の口が曲がっているとのこと －
現状通しているとのことで１年点検まで
様子を見ていただく

2017年8月20日

京都市山科区 2007年7月17日 修繕(有償) 外構土間汚れ洗い方法相談 経年 －
業者相談提案待ち（8/19）・概算金額お
伝え、お客様連絡待ち（8/27）・工事依
頼無し（9/26）

2017年9月26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8月発生分（2017年12月11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 2012年12月21日 100年住宅 お客様連絡
玄関ポーチ照明器具の電球交換方法
を教えてほしい

－ 交換方法のご説明にて完了 2017年8月19日

神戸市長田区 2016年7月15日 100年住宅 １年点検 廊下、2階寝室クロスちりきれ 木造住宅の特性 Ａ ボンドコーキング充填 2017年8月19日

神戸市長田区 2016年7月15日 100年住宅 １年点検 玄関扉が閉まりきらない Ａ
下部ラッチ調整及びシリコンスプレー塗
布

2017年8月19日

神戸市長田区 2016年7月15日 100年住宅 １年点検 洗濯機排水トラップ内に汚れあり 清掃を忘れていた － 清掃方法説明 2017年8月19日

神戸市長田区 2016年7月15日 100年住宅 改装 玄関収納追加施工依頼 入居時から検討してきたが漸く決まった － 取り付け完了 2017年9月2日

大阪市西淀川区 2016年7月25日 100年住宅 改装 2階クローゼット棚板追加 －
9/1見積提出、工事の依頼はありませ
んでした

2017年10月6日

大阪市西淀川区 2016年7月25日 100年住宅 改装 カーポート追加工事 －
8/28メーカー現場調査、9/1見積提出、
工事の依頼はありませんでした

2017年10月6日

大阪市西淀川区 2016年7月25日 100年住宅 １年点検 クロスに浮き － 木造住宅の特性を説明、理解頂く 2017年8月19日

京都市左京区 2017年8月21日 100年住宅 改装 玄関収納設置依頼 － 8/19受付　9/8工事完了 2017年9月8日

京都市右京区 2016年11月15日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
風呂リモコンの液晶の不具合 Ｍ メーカーメンテナンス　取替にて処理 2017年8月21日

川西市 2015年12月25日 100年住宅 お客様連絡
散水栓BOX内に水がたまり抜けない、
水漏れではないか

ホース接続部材の不良 Ａ
ホース接続部からの水漏れ確認しご説
明

2017年8月22日

京都市左京区 2017年7月24日 100年住宅 お客様連絡 プリーツスクリーンがうまく作動しない － 問題なし 2017年8月21日

京都市左京区 2017年7月24日 100年住宅 お客様連絡 換気扇が作動しない？ －
確認するが問題なし　　様子見ていただ
き問題あれば連絡いただく

2017年8月21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8月発生分（2017年12月11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 2017年8月18日 100年住宅 お客様連絡 和室木枠のささくれとシミ － サンドペーパーにて修繕 2017年8月20日

京都市南区 2017年8月18日 100年住宅 お客様連絡 和室押入れから釘が出ている
裏から留めるビスが少し表面に見えて
いた

Ａ 補修完了 2017年9月1日

京都市中京区 2017年5月26日 100年住宅 改装 3階バルコニーにテラス屋根設置希望 －
9/5現地にて製品説明　10/10再度、郵
送にて書類で商品説明　今回は御依頼
なし

2017年11月12日

神戸市須磨区 2017年5月25日 100年住宅 お客様連絡 洗濯機より水漏れし床面が濡れた 洗濯機の故障 － 選択パンなど追加設置のご相談 2017年8月19日

神戸市須磨区 2017年5月25日 100年住宅 改装 2階バルコニーにテラス追加依頼 雨天対策 － 工事完了 2017年9月28日

神戸市須磨区 2017年5月25日 100年住宅 改装
西側境界に勝手口扉を追加取り付けし
たい

防犯のため － 工事完了 2017年9月28日

大阪市淀川区 2016年8月5日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
キッチンのカランにシミ（サビ？） Ｍ

メーカーメンテナンス依頼、カラン交換
にて対応

2017年9月1日

大阪市淀川区 2016年8月5日 100年住宅 １年点検 洗濯物干し金物が外れる － 8/25再固定にて手直し完了 2017年8月25日

大阪市淀川区 2016年8月5日 100年住宅 １年点検 階段室のクロスに浮き － 8/25手直し完了 2017年8月25日

神戸市東灘区 2017年6月30日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
降雨時に玄関庇より雨が落ちてくる 製品不具合と思われる Ｍ

メーカーメンテナンス、ポリカ周辺シー
ル処理にて様子見ていただく

2017年9月14日

京都市南区 2007年6月5日 修繕(有償) 必要工事　コーキング工事 － 見積提出　依頼なし 2017年9月18日

京都市南区 2007年6月5日 修繕(有償) 必要工事　防水工事 － 見積提出　依頼なし 2017年9月18日

京都市南区 2007年6月5日 修繕(有償) 必要工事　火災報知器設置 － 見積提出　依頼なし 2017年9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8月発生分（2017年12月11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 2007年6月5日 修繕(有償) 推奨工事　スカイウィンドウメンテナンス － 見積提出　依頼なし 2017年9月18日

京都市南区 2007年6月5日 修繕(有償) 推奨工事　防蟻工事 － 見積提出　依頼なし 2017年9月18日

京都市北区 2008年7月10日 修繕(有償) 屋根材ひび割れ補修の見積り依頼 － 8/19 見積書提出　8/28 補修完了 2017年8月28日

京都市西京区 2011年7月26日 100年住宅 お客様連絡 TVの映りが悪い
推測：ブースターと引き込み線の接続部
から被覆内を伝い浸水

－
アンテナ業者に問い合わせていただく
よう説明

2017年8月20日

宇治市 2014年3月29日 100年住宅 修繕(無償) 外壁ガス管固定アングル錆 Ａ アングル交換対応 2017年8月18日

京都市上京区 2016年3月30日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
浴室の給湯機リモコンの表示が一部で
ない（表示される文字の一部が欠ける）

製造時の不具合と思われる Ｍ
メーカーメンテナンスの連絡先を紹介
し、対応完了

2017年8月18日

京都市伏見区 2016年7月15日 100年住宅 １年点検 1年点検依頼 － 8/27　1年点検実施 2017年8月27日

京都市伏見区 2016年2月26日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
給湯器のリモコン(浴室)の液晶が上半
分しか映らない

－
ﾒｰｶｰﾒﾝﾃﾅﾝｽ依頼、8/23リモコン取替
完了

2017年8月23日

向日市 2017年6月27日 100年住宅 お客様連絡 外構(駐車スペース)コンクリート色むら － コンクリートの特性を説明 2017年8月21日

向日市 2017年6月27日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
浴室サウナが使えなくなった －

メーカーにてメンナンスも症状が出ず様
子見

2017年8月31日

向日市 2017年6月27日 100年住宅 改装 ガラス表札交換依頼 － 9/11交換完了 2017年9月11日

京都市南区 2016年7月1日 100年住宅 １年点検 クロスの膨れ Ａ コーク処理、ローラー押えにて完了 2017年8月18日

京都市北区 2017年6月30日 100年住宅 お客様連絡
お客様立会い時に指摘をした外壁の手
直しが進んでいない

指摘とは別の箇所の手直しをしてしまっ
ていた

Ａ 9/5 手直し実施し完了 2017年9月5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8月発生分（2017年12月11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

京都市中京区 2017年5月19日 100年住宅 改装 手摺工事の依頼 － 取り付け完了　8/28 2017年9月1日

高槻市 2017年7月27日 100年住宅 お客様連絡 食洗機が少し出ている Ａ
機械面材と引き出し面材の調整にて解
消

2017年8月18日

京都市下京区 2017年6月1日 100年住宅 改装
フェンスとブロック塀との間を目隠しした
い

－ 9/7施工完了 2017年9月7日

京都市下京区 2001年9月27日 お客様連絡
壁内で雨漏りしているのでは、確認依
頼（UB・階段近辺）

太陽光配線伝い板金他に雨しずくの落
下反響音

Ａ
状況聞き取り調査、原因と思われる箇
所特定説明様子見（8/17）

2017年8月17日

京都市北区 2002年10月21日
メーカー

メンテナンス
トイレタンクに水がたまらず、手洗いの
水も出てこなくなった

－
メーカー修理受付先のフリーダイヤルを
ご案内

2017年8月17日

京都市中京区 2005年12月5日
メーカー

メンテナンス
キッチン水栓のレバーが固い －

8/17メーカーメンテナンス依頼　8/18
メーカー対応にて完了

2017年8月18日

京都市右京区 2007年12月7日 修繕(有償)
火災報知器の電池がなくなり警告音が
消せない(2階洋室ﾊｲﾙｰﾌ)

－
8/17報知器交換工事見積書提出し受
注　9/5工事完了

2017年9月5日

神戸市東灘区 2009年10月9日 修繕(有償) 冷蔵庫搬入業者が階段に傷をつけた 搬入業者の不注意 － 8/18現地確認、リペア作業にて完了 2017年9月2日

京都市中京区 2012年8月28日 100年住宅 修繕(有償) 排水の詰まり －
配管洗浄を提案したが、今回はご自身
で処理された

2017年8月18日

京都市北区 2012年12月25日 100年住宅 改装
玄関ドアのスペアーキーについて問い
合わせ

－ スペアーキー代行店の案内 2017年8月17日

高槻市 2013年12月19日 100年住宅 お客様連絡 畳の劣化がひどい － 現地にて説明対応 2017年8月17日

高槻市 2013年12月19日 100年住宅 お客様連絡 羽蟻が出てきた － 電話にて対応説明 2017年8月17日

京都市北区 2016年1月25日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
浴室の給湯機リモコンで液晶時表示が
一部欠けている箇所がある

製造時の不具合と思われる Ｍ
メーカーメンテナンスとして、大阪ガスの
連絡先を紹介して対応完了

2017年8月17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8月発生分（2017年12月11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 2016年1月25日 100年住宅 お客様連絡
２F床が掃除をしても湿度が高いのかべ
た付くように思う

周辺に緑が多く、山が近いので天候に
よっては周辺空気の湿度が高い可能性
がある事を説明。

－
周辺の空気環境の影響も考えられるの
で、エアコンのドライを使用して頂くな
ど、対策の説明にて了承

2017年8月17日

京都市北区 2016年1月25日 100年住宅 お客様連絡
１Fリビングで床鳴りがまれにする時が
ある

木材の収縮による可能性を説明。 －
木造住宅の特殊性を説明し、季節の変
わり目や湿度の影響により起こり得るこ
とを説明し、了承

2017年8月17日

京都市北区 2016年1月25日 100年住宅 お客様連絡
建物周囲へ門扉などを取り付けたいの
で相談にのってもらえるのか。

裏庭への防犯上に有効な方法として、
取り付けしたいとの事

－
見積もり作成は無料で行うこと、プラン
など詳細が決まってからの金額提示に
なる事を説明。

2017年8月17日

神戸市長田区 2015年7月14日 100年住宅 １年点検 1年点検申し込み － 8/24（木）点検完了 2017年8月24日

大阪市西淀川区 2016年7月25日 100年住宅 １年点検 1年点検 － 8/19（土）点検実施 2017年8月19日

京都市北区 2015年5月22日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
浴室給湯リモコンの表示に不具合があ
る

Ｍ 8/19 リモコン交換 2017年8月19日

京都市左京区 2017年8月21日 100年住宅 改装 ブロックフェンス設置依頼 －
9/1見積書提出　別フェンスでの依頼
9/19見積書提出済

2017年10月21日

京都市下京区 2015年9月25日 100年住宅 お客様連絡 ２階リビング床鳴り(床暖パネル部)
木材の乾燥収縮等　（床暖パネルが絡
んでいる可能性大）

－
様子を見ていただく　木材の特性と修繕
費用が多額になることを説明

2017年8月17日

京都市北区 2016年8月18日 100年住宅 １年点検
ルーフテラスのタイルにひび割れがあ
る

不明 Ａ 9/8 交換完了 2017年9月8日

京都市北区 2016年8月18日 100年住宅 １年点検
外部の風が強い際、戸襖がガタガタと
動く時がある

－
居室の壁面給気口を閉めて頂き、様子
を見て頂く

2017年8月24日

京都市北区 2016年8月18日 100年住宅 １年点検 排水管内に汚れを確認 入居から一度も掃除をされていない － 清掃指導 2017年8月24日

京都市北区 2016年8月18日 100年住宅 １年点検
各所クロスのちり切れや筋状の膨れが
ある

木造の特性（石膏ボード継目でのパテ
の浮き）

Ａ 補修処理 2017年8月24日

京都市北区 2016年8月18日 100年住宅 １年点検
リビングの床に付いたえぐれ傷の補修
方法の相談

－
専門業者による補修を提案し概算費用
を説明、今回見送り。

2017年8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8月発生分（2017年12月11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 2016年8月18日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
玄関ドアのハンドルを押さなくともドアが
開く

1年点検(外部ハンドルに引っ掛けてあ
る虫除けフックの加減で常時ハンドル
が引いた状態になっていた)

Ｍ
8/24メーカーメンテナンス依頼　9/2メー
カー対応　製品の不具合はなくお客様
の使用方法の問題

2017年9月2日

京都市北区 2016年8月18日 100年住宅 １年点検 階段できしみがある 木下地の収縮 Ａ
微細なきしみの為、木造の特性をご理
解頂く

2017年9月8日

京都市南区 2016年7月13日 100年住宅 １年点検 1年点検受付 － 9/16点検完了 2017年9月16日

京都市南区 2017年7月28日 100年住宅 お客様連絡 引戸の隙間が気になる － モヘヤの説明にて完了 2017年8月17日

神戸市東灘区 2016年7月29日 100年住宅 １年点検 1年点検申し込み － 8/22（火）点検完了 2017年8月22日

神戸市東灘区 2016年7月29日 100年住宅 １年点検 換気乾燥機フィルターの汚れ フィルターの存在を知らなかった － 清掃説明 2017年8月22日

神戸市東灘区 2016年7月29日 100年住宅 １年点検 洗濯機排水トラップ汚れ 忘れていた － 清掃説明 2017年8月22日

神戸市東灘区 2016年7月29日 100年住宅 １年点検 1年点検時床下点検できず
タンスなど点検口の上に置いてあり移
動できず

－
防蟻工事の際は点検できるようにして
いただけるよう説明

2017年8月22日

京都市北区 2017年6月22日
100年住宅

G仕様
お客様連絡

勝手口から蟻が入るのがなんとかなら
ないか相談

－
市販の蟻の駆除用の製品を使用してい
ただくよう説明

2017年8月17日

箕面市 2017年5月30日 100年住宅 お客様連絡
玄関上の下屋根から雨水が垂れてくる
との事

Ａ
大屋根の樋を、下屋根で受けない形状
かつ、バルコニー排水を単独排水の手
直し修繕

2017年10月26日

京都市伏見区 2017年6月27日
100年住宅

G仕様
お客様連絡 壁の入隅にクロスの隙間ができてきた 下地の乾燥収縮 Ａ

8/19コーク処理、処理方法と木造住宅
の特性を説明にて完了

2017年8月19日

尼崎市 2017年7月6日 100年住宅 お客様連絡 浴槽の排水の流れが悪い －
排水桝及び各所点検するも異常みられ
ず、様子見ていただく

2017年8月17日

京都市山科区 1995年7月10日
メーカー

メンテナンス
玄関ドアクローザーが外れた為、修繕
依頼。

経年 －
8/17ﾒｰｶｰﾒﾝﾃﾅﾝｽ依頼、8/25再依頼、
8/27現地訪問、ﾒｰｶｰﾒﾝﾃﾅﾝｽ連絡先お
伝えし完了

2017年8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8月発生分（2017年12月11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 2016年7月22日 100年住宅 １年点検 1年点検受付 － 8/31（木）実施完了 2017年8月31日

京都市下京区 2003年5月26日 修繕(有償) 浴槽蓋の取替見積依頼。 経年 －
8/19商品欠品中、10/2供給可能になっ
た為見積提出、10/13受注、10/26納品
完了

2017年10月26日

長岡京市 2009年4月16日 お客様連絡 お湯が出なくなった －
メーカーの修理サービスの連絡先を説
明

2017年8月8日

京都市右京区 2012年4月20日 100年住宅 修繕(有償) 防蟻工事の依頼 － 　8/29工事完了 2017年8月31日

京都市右京区 2016年8月26日 100年住宅 １年点検 2階洋室扉が枠に干渉 Ａ 丁番調整にて処理 2017年8月27日

京都市右京区 2016年8月26日 100年住宅 １年点検 洗面所引き戸の鍵がかからない Ａ 受け側の金具調整 2017年8月27日

京都市右京区 2016年8月26日 100年住宅 １年点検 防臭桝の汚れ －
お客様にて定期的にお手入れしていた
だくよう説明

2017年8月27日

京都市北区 2017年7月7日 100年住宅 お客様連絡
色付きクロスの傷の補修方法について
相談

－
色の近いものでの補修方法となる旨説
明

2017年8月29日

宇治市 2016年3月25日 100年住宅 お客様連絡 テレビボード建具干渉 Ａ 状況確認、丁番調整処理 2017年8月17日

京都市南区 2017年7月28日 100年住宅 お客様連絡 階段クロスが破れている －
引っ越し後につき他社原因の可能性を
説明し有償説明→依頼なし

2017年8月8日

京都市南区 2017年7月28日 100年住宅 お客様連絡 階段クロスに黒い汚れ Ａ 拭き取りにて完了 2017年8月8日

京都市南区 2017年7月28日 100年住宅 お客様連絡 蹴込み板と段板に傷 －
引っ越し後につき他社原因の可能性を
説明　他社に問い合わせるとのこと

2017年8月8日

京都市南区 2017年7月28日 100年住宅 お客様連絡 段板膨れ
段板を止めるビスがMDFを押して隆起
していた様子

Ａ 補修完了 2017年9月1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8月発生分（2017年12月11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 2016年7月1日 100年住宅 １年点検 1年点検依頼 － 8/18　1年点検実施 2017年8月18日

箕面市 2016年8月22日 100年住宅 １年点検 リビングのクロス汚れ ノリの浮き上がり Ａ ふき取り除去 2017年8月18日

箕面市 2016年8月22日 100年住宅 １年点検 玄関収納のミラー扉の吊元変更相談 －
説明対応（部品の交換他、メーカーによ
るリペア方法など）

2017年8月20日

箕面市 2016年8月22日 100年住宅 １年点検 2F洋室にて、降雨の際音が気になる 恐らく、滴による落水音 －
様子見の説明にて、発生時の状況確認
を依頼、9/19落水個所へ緩衝材取り付
け対応

2017年9月19日

京都市中京区 2017年7月4日 100年住宅 お客様連絡
洗濯機搬入の際に業者がクロスを傷つ
けてしまった

洗濯機配送業者起因 － 概算金額をお伝えし完了 2017年8月8日

高槻市 2017年7月27日 100年住宅 お客様連絡 階段の汚れがどうしてもとれない Ａ 清掃除去にて是正 2017年8月18日

神戸市長田区 2017年6月30日
100年住宅

G仕様
メーカー

メンテナンス
玄関ドアの本キーの内の１本がうまく回
らない

Ｍ メーカーへメンテナンス、8/24訪問完了 2017年8月24日

東大阪市 2017年5月26日 100年住宅 お客様連絡 郵便ポストの暗証番号を教えてほしい － 現場訪問時に説明 2017年8月8日

尼崎市 2017年6月27日 100年住宅 お客様連絡 給湯器リモコン追加工事 －
8/19見積書提出、8/20工事受注、8/31
工事完了

2017年8月31日

京都市北区 2002年6月10日 修繕(有償) 防水工事　必要工事 15年点検による －
見積書提出　受注　10/9 エアコン室外
機取り外し、防水作業実施、10/11 エア
コン室外機復旧にて完了

2017年10月11日

京都市北区 2002年6月10日 修繕(有償) 火災報知器工事　必要工事 15年点検による －
見積書提出　お客様検討中　8/7 見送
り

2017年8月7日

京都市北区 2002年6月10日 修繕(有償) 小屋裏金物締め直し工事　推奨工事 15年点検による － 見積書提出　受注　10/9 工事完了 2017年10月9日

京都市北区 2002年6月10日 修繕(有償) 床下金物締め直し工事　推奨工事 15年点検による － 見積書提出　受注　10/9 工事完了 2017年10月9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8月発生分（2017年12月11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 2002年6月10日 修繕(有償) 樋簡易清掃　推奨工事 15年点検による －
見積書提出　受注　10/9 簡易清掃完
了

2017年10月9日

京都市北区 2002年6月10日 修繕(有償) 外壁コーキング工事　必要工事 15年点検による － 見積書提出　受注　10/9 工事完了 2017年10月9日

京都市北区 2002年6月10日 修繕(有償) 防蟻工事　推奨工事 15年点検による － 見積書提出　受注　10/10 工事完了 2017年10月10日

京都市下京区 2003年3月27日 修繕(有償)
雨漏り（2階ファミリールーム天井）修繕
見積り依頼

経年 －
状況確認、ルーフテラス改修工事見積
り郵送（8/8）・お客様からの連絡待ち、
依頼無（9/8）

2017年9月8日

京都市下京区 2003年5月26日 修繕(有償)
洗面室のドアが傾いて調整できない
為、修繕依頼。

経年 － 丁番交換にて完了。 2017年8月8日

加古川市 2007年12月18日 お客様連絡
電気温水器にエラーが出てメーカーに
連絡したところ住宅会社に確認するよう
言われた

保証の有無の確認 －
保証期間終了の為メーカー有償メンテ
ナンスとなることを説明

2017年8月7日

宇治市 2007年11月16日 100年住宅 修繕(有償) シャッター作動不良（1階） シャッター引っ掛かり有 －
メーカーメンテ手配（8/8）メーカー応急
調整（8/12）・メーカー見積り修繕提案
（8/22）・修繕工事（9/2）

2017年9月2日

京都市伏見区 2009年4月24日 100年住宅 修繕(有償) 玄関の鍵が閉めにくくなってきた。 経年 －
8/8鍵穴ｽﾌﾟﾚｰにて応急処置、ﾒｰｶｰ連
絡先お伝えにて完了。

2017年8月8日

木津川市 2012年3月30日 100年住宅 お客様連絡 バルコニー防水シート確認依頼 台風（強風時）等による吹上 Ａ
訪問日時調整中（8/7）・状況確認（9/1）
不具合無、様子見

2017年9月1日

大阪市此花区 2017年7月25日 100年住宅 お客様連絡 2階バルコニーにハチの巣が出来た － 害虫駆除業者紹介、費用概算お伝え 2017年8月7日

京都市北区 2014年3月7日 100年住宅 修繕(有償) キッチン床下点検口の枠破損の相談 － 8/17 部材交換 2017年8月17日

長岡京市 2016年8月8日
100年住宅

G仕様
１年点検 1年点検受付 － 9/2　点検完了 2017年9月2日

長岡京市 2016年8月8日
100年住宅

G仕様
１年点検 クロスジョイント浮き Ａ ジョイント補修 2017年9月2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8月発生分（2017年12月11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

長岡京市 2016年8月8日
100年住宅

G仕様
１年点検 1階シャッター雨戸の動きが重い ホコリ等 Ａ シリコンスプレーにて解消 2017年9月2日

茨木市 2016年7月21日 100年住宅 １年点検 2Fトイレ扉の擦れ Ａ 丁番調整 2017年8月19日

東大阪市 2017年5月26日 100年住宅 お客様連絡 ドアストッパーが効かない － 製品に異常はなく、調整方法を説明 2017年8月8日

京都市上京区 2017年7月7日 100年住宅 お客様連絡 2階トイレの扉が枠に干渉 Ａ 丁番調整にて対応済 2017年8月7日

京都市左京区 2008年12月19日 修繕(有償)
水道メーターが回り漏水の疑いがある
と相談

経年劣化 －
8/6及び8/19調査。水道メーターボック
ス内の配管で水漏れを確認し水道局へ
相談して頂くよう説明

2017年8月19日

京都市北区 2009年10月22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青い画面になっ
て映らない

－
メーカーメンテナンス　9/2基盤交換に
て完了

2017年9月2日

宇治市 2017年7月13日
100年住宅

G仕様
改装 表札を取付したい。 －

8/6お客様連絡済、8/8見積提出、8/22
ﾚｲｱｳﾄお届け、8/25発注済、10/3納品

2017年10月5日

八幡市 2016年12月15日 100年住宅 お客様連絡 雨天時（1階和室）雨音が気になる 反響音 Ａ
状況確認　電気引き込み線からの雨し
ずく落下（シャッターBOX・水切り）問題
なし

2017年8月6日

大阪市西淀川区 2017年6月30日 100年住宅 お客様連絡 植栽スペースを撤去してもらえるか
リビングエアコン室外機が隣地に越境
するかもしれないと言われ、植栽スペー
スに室外機を置くことを検討

－
当社ではできないことをご説明する
（TEL対応）

2017年8月6日

高槻市 2017年8月18日
100年住宅

G仕様
改装 表札の見積依頼 － 8/8見積ポスト投函、9/8依頼なし 2017年9月8日

大阪市淀川区 2017年5月12日 100年住宅 お客様連絡 2階の部屋に小さな蟻が入ってくる 自然界の蟻 － 殺虫剤を散布して様子見ていただく 2017年8月6日

京都市北区 2004年9月14日 修繕(有償)
建物裏側に設置したテラス屋根の関係
で直上2Fリビングのエアコン取替えが
難しい為、相談の受付

他社施工のテラス屋根 － 施工された方へ相談して頂く 2017年8月5日

京都市北区 2007年6月15日 修繕(有償) 防水工事　必要工事 10年点検による －
見積書提出　8/26 受注
9/23,10/7,10/21 天候不良の為、11/4
へ変更へ完了

2017年11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8月発生分（2017年12月11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 2007年6月15日 修繕(有償) 排水管洗浄工事　推奨工事 10年点検による －
見積書提出　お客様検討中　8/26 見
送り

2017年8月26日

京都市北区 2007年6月15日 修繕(有償) 床下金物締め直し工事　推奨工事 10年点検による －
見積書提出　お客様検討中　8/26 見
送り

2017年8月26日

京都市北区 2007年6月15日 修繕(有償) 防蟻工事　推奨工事 10年点検による －
見積書提出　お客様検討中　8/26 見
送り

2017年8月26日

京都市北区 2007年6月15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 －
見積書提出　8/26 受注　9/23 報知器
設置完了

2017年9月23日

京都市北区 2007年6月15日 修繕(無償) サイディングに一部浮きがある 10年点検による － 補修処理 2017年9月23日

京都市北区 2007年6月15日 修繕(有償) 外壁コーキング工事　必要工事 10年点検による －
見積書提出　8/26 受注　9/23 工事完
了

2017年9月23日

京都市北区 2007年6月15日 修繕(有償) 屋根工事　必要工事 10年点検による －
見積書提出　8/26 受注
9/23,10/7,10/21 天候不良の為、11/4
へ変更し完了

2017年11月6日

神戸市須磨区 2006年12月19日 改装
2階寝室サッシに内窓設置見積もり依
頼

－
8/5　10年点検報告時見積提出、依頼
無し

2017年9月5日

神戸市須磨区 2006年12月19日 修繕(有償)
外壁コーキングの劣化（バルコニー笠
木取合、給気口）

－ 修繕見積提出、依頼無し 2017年9月5日

神戸市須磨区 2006年12月19日 修繕(有償)
火災報知器が設置されていない箇所が
ある

－ 見積提出、依頼無し 2017年9月5日

神戸市須磨区 2006年12月19日 修繕(有償) 防蟻工事保証期間切れ － 再施工見積提出、依頼無し 2017年9月5日

神戸市須磨区 2006年12月19日 修繕(有償) 排水管内の汚れ － 高圧洗浄工事見積提出、依頼無し 2017年9月5日

神戸市須磨区 2006年12月19日 修繕(有償) FRP防水表面の劣化 経年によるもの － トップコート再塗装見積提出、依頼無し 2017年9月5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8月発生分（2017年12月11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 2009年7月31日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
IHコンロが使えなくなった。 －

8/5現地訪問確認、ﾒｰｶｰﾒﾝﾃﾅﾝｽ手
配、8/9ﾒｰｶｰﾒﾝﾃﾅﾝｽ制御基板、ﾄｯﾌﾟﾌﾟ
ﾚｰﾄ、天面操作基盤交換

2017年8月9日

神戸市長田区 2016年7月21日 100年住宅 １年点検 1年点検申し込み － 8/26（土）点検完了 2017年8月26日

京都市北区 2016年7月11日 100年住宅 １年点検 2階掃き出し窓の開閉が重い Ａ 調整し処理 2017年8月17日

京都市北区 2016年7月11日 100年住宅 １年点検 1階トイレの丁番調整 －
お客様ご自身でされて、ビス頭をつぶし
たが、そのままで使用される

2017年8月17日

京都市南区 2017年8月3日 100年住宅 お客様連絡
床付けの戸当たり金具が外れてしまっ
た

お客様により床付けマグネット部が破
損

－ 簡易的に再取付 2017年8月5日

京都市南区 2017年8月3日 100年住宅 改装 テラス屋根設置依頼 － 9/11見積書提出　依頼なし 2017年10月23日

大阪市淀川区 2016年7月15日 100年住宅 １年点検 建具のガタツキ Ａ ストライク調整にて対応 2017年8月5日

神戸市灘区 2016年7月29日 100年住宅 １年点検 1年点検申し込み － 8/21（月）点検完了 2017年8月21日

神戸市灘区 2016年7月29日 100年住宅 １年点検 ポストの鍵が無い 決済時にお渡ししたか確認できず Ａ メーカー依頼中、お届けにて完了 2017年9月18日

神戸市灘区 2016年7月29日 100年住宅 改装
ポーチダウンライトを人感タイプに交換
見積もり依頼

夜間暗い － 交換完了 2017年10月5日

神戸市須磨区 2017年8月18日 100年住宅 改装
火災報知器追加設置の依頼（1階洋室
×2）

－ 追加取付完了 2017年8月7日

京都市左京区 2003年7月23日 お客様連絡
クロスのジョイントが目立つので点検し
てほしい

石膏ボードのジョイント部分にてひび割
れ

－ 8/4現地し、状況の説明にて完了 2017年8月4日

京都市下京区 2009年3月31日 100年住宅 修繕(有償) 洗面台の排水網の問い合わせ － 8/25お渡し 2017年8月25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8月発生分（2017年12月11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 2011年4月21日 100年住宅 修繕(有償)
キッチンシンク下で水漏れがある事に
気がついたと相談

お客様原因（排水口の掃除の際、強く
配管を触りすぎないようにして頂く）

－ シンクと排水管を締め付け直し 2017年8月4日

西宮市 2011年5月28日 100年住宅 修繕(有償)
隣地パーキング車両がぶつかりフェン
スブロックが破損した

駐車車両がぶつかり破損 － 工事完了 2017年10月30日

高槻市 2012年4月20日 100年住宅 修繕(有償) 防蟻工事依頼 － 8/4業者依頼　8/25施工完了 2017年8月25日

城陽市 2014年4月17日 100年住宅 お客様連絡 水道メーター確認依頼 Ａ
状況確認、お客様より連絡水道局対応
（8/4）

2017年8月5日

京都市北区 2017年6月16日 100年住宅 お客様連絡
リビングのドアの動きが悪い　枠が扉に
干渉

調整が甘かった Ａ 丁番の調整にて、復旧 2017年8月4日

高槻市 2016年7月15日
100年住宅

G仕様
１年点検 1年点検依頼 － 9/1実施済み 2017年9月1日

箕面市 2017年3月10日 100年住宅 修繕(有償) 建具枠補修依頼 お客様手配のAC業者の施工ミスによる － 8/22 施工完了 2017年8月22日

京都市北区 2002年7月15日 １５年点検 15年点検の受付 －
9/12 天候不良により延期。10/20 点検
実施　報告書作成中

京都市伏見区 2008年9月28日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
食洗機の作動不良。 －

8/3ﾒｰｶｰﾒﾝﾃﾅﾝｽ依頼、8/4ﾒｰｶｰﾒﾝﾃﾅ
ﾝｽ　部材交換完了。

2017年8月4日

京都市北区 2011年3月29日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
浴室テレビの画面が映らないようになっ
た（音は正常）

－
8/3 メーカーメンテナンスへ依頼　8/7
メーカーにて部品交換を実施完了

2017年8月7日

大阪市西淀川区 2016年7月1日 100年住宅 １年点検 1年点検 － 9/4（月）実施完了 2017年9月4日

摂津市 2016年8月29日 100年住宅 １年点検 1年点検 － 8/20（日）点検実施 2017年8月20日

京都市左京区 2016年7月22日 100年住宅 １年点検 1年点検の受付 － 8/25点検完了 2017年8月25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8月発生分（2017年12月11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 2016年7月28日 100年住宅 改装 炭モルタルの色移りで汚くなる － 金額お伝え　依頼なし 2017年9月25日

京都市南区 2016年7月28日 100年住宅 １年点検 1年点検受付 － 9/2点検完了 2017年9月2日

京都市南区 2016年7月28日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
浴室機能の作動不良 Ｍ メーカーにてメンテナンス 2017年9月20日

京都市右京区 2017年7月28日 100年住宅 お客様連絡
１F洋室のエアコン設置について、推奨
位置は南面だが、西面に設置してもよ
いのか？

南面は内機スペースが狭く、西面が良
いと家電業者が説明したとの事。

－
南面は、耐力面材を採用しており、西面
は筋交いの為、欠損など十分な配慮が
必要になる事を説明済み

2017年8月3日

箕面市 2016年8月23日 100年住宅 １年点検 各所でクロスチリキレ・割れ Ａ クロス業者にて補修 2017年8月22日

箕面市 2016年8月23日 100年住宅 １年点検 1年点検依頼 － 8/22実施済み 2017年8月22日

宇治市 2016年8月29日
100年住宅

G仕様
１年点検 1年点検 － 点検実施 2017年8月4日

宇治市 2016年8月29日
100年住宅

G仕様
１年点検 内装建具ガタツキ Ａ ラッチ受部調整 2017年8月4日

宇治市 2016年8月29日
100年住宅

G仕様
１年点検 玄関扉ドアクローザガタツキ Ａ 固定ネジ増締め 2017年8月4日

久世郡久御山町 2016年7月9日 100年住宅 １年点検 1年点検（8/28） － 点検実施 2017年8月28日

西宮市 2016年8月25日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
天窓が開かなくなった 部品不良 Ｍ

メーカー同行調査、開閉部材不良にて
交換

2017年8月10日

京都市左京区 2017年3月24日 100年住宅 お客様連絡
1階ﾄｲﾚの手洗い器排水トラップより水
漏れ

お客様起因 －
8/3訪問　排水トラップの固定の確認と
排水の確認実施

2017年8月4日

大阪市淀川区 2016年8月5日 100年住宅 １年点検 1年点検 － 8/19（土）実施完了 2017年8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8月発生分（2017年12月11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

高槻市 2017年7月14日 100年住宅
メーカー

メンテナンス
玄関扉の 終の掛かりを、もう少し緩や
かに調整してほしい

－ メーカーにてドアクローザ調整対応 2017年8月19日

京都市北区 2000年6月2日 修繕(有償)
内装扉の調整について　扉が擦るのは
調整か故障かどちらか

経年によるビスの緩み － 丁番調整にて対応済 2017年8月1日

京都市北区 2006年7月19日 修繕(有償)
再度見送りしていた修繕工事の依頼
（必要工事　防水工事）

10年点検 －
8/1 受注　9/7 天候不良により9/21へ
変更し完了

2017年9月21日

京都市北区 2006年7月19日 修繕(有償)
再度見送りしていた修繕工事の依頼
（必要工事　外壁工事）

10年点検 － 8/1 受注　9/7 工事完了 2017年9月7日

京都市北区 2006年7月19日 修繕(有償)
見送りしていた門柱明暗センサ器具の
交換依頼

－ 8/1 受注　9/7 器具交換完了 2017年9月7日

京都市北区 2016年8月4日 100年住宅 １年点検
玄関ドアの鍵に引っかかりがある（上部
側）

Ａ カマ錠受け側金具の位置調整 2017年8月29日

京都市北区 2016年8月4日 100年住宅 １年点検 各内装ドアの点検 Ａ 各丁番の調整 2017年8月29日

京都市北区 2016年8月4日 100年住宅 １年点検
ルーフテラスの床タイルにガタツキがあ
る

Ａ タイル下のクッション材の調整 2017年8月29日

京都市北区 2016年8月4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8月29日

京都市北区 2016年8月4日 100年住宅 １年点検 ロール網戸の脱線を確認 Ａ 復旧処理 2017年8月29日

京都市左京区 2016年7月29日 100年住宅 １年点検 排水桝の汚れ －
排水桝を定期的にお手入れしていただ
くように説明

2017年8月29日

大阪市西淀川区 2016年7月29日 100年住宅 １年点検 1年点検 － 8/20（日）実施完了 2017年8月20日

京都市北区 2017年7月24日 100年住宅 改装
2F洋室の間仕切り壁を引違いドアにし
たい

－
8/8 見積書提出　お客様検討中　9/5
依頼なし

2017年9月5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8月発生分（2017年12月11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8月9日 100年住宅 １年点検 1年点検 － 8/27（日）実施完了 2017年8月27日

大阪市淀川区 2016年7月15日 100年住宅 １年点検 1年点検 － 8/5（土）実施完了 2017年8月5日

西宮市 2016年7月29日 100年住宅 １年点検 1年点検申し込み － 9/5（火）点検完了 2017年9月5日

西宮市 2016年7月29日 100年住宅 １年点検
2階洋室横引ロール網戸を閉めた時斜
めになる

端に手をかけ動かしたことが原因の可
能性

－ 点検するも特に異常無し 2017年9月5日

西宮市 2016年7月29日 100年住宅 １年点検
2階洋室引戸が閉まりきらない、へんな
音がする

ラクラクローズ作動不良 Ａ
扉を一旦はずしラクラクローズ作動確
認、カバー変形部分除去

2017年9月5日

西宮市 2016年7月29日 100年住宅 １年点検 各室給気口フィルター汚れ － 清掃説明 2017年9月5日

箕面市 2017年5月30日 100年住宅 お客様連絡 仏間襖の桟が外れてしまう Ａ 建具業者にて手直し 2017年8月19日

京都市北区 1995年7月3日 修繕(有償)
シャワーホースが破損したので修理依
頼の受付

経年劣化 － ホースの交換 2017年8月4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


