








『ZUTTOあんしんポータルサイト』
のご紹介

ZUTTOあんしん事業を確実かつスムーズに展開させていく為に
関係各社専用のポータルサイトを構築しております。

ダイレクトメールの発送依頼及びそのレスポンスに対する点検依頼の状況や、
お客様との面倒なアポイントの調整、工事の進捗状況等をパソコンやスマホでリアルタイムに共有できます。

の

〈パソコン版〉
管理画面イメージ

〈スマホ版〉
管理画面イメージ

03-5541-6050TEL http://www.jerco.or.jpURL

一般社団法人 日本住宅リフォーム産業協会



ZUTTOあんしん点検
ハガキ・WEBのいずれかでお申込ください

連絡希望時間帯 平日 土・日・祝 特になし

 　　  　：　　  　　～　  　  　：　  　 午前 ・ 午後　

JERCO会員・サービス提供元

（ ）

無償点検基本プランには床下・外壁調査が含まれます。
その他点検希望箇所がございましたら記入願います。

ＪＥＲＣＯ 住宅リフォーム
事業者団体 国土交通大臣登録

第１希望

第２希望

第３希望

 午前 ・ 午後　

 午前 ・ 午後　

 午前 ・ 午後　

年 月 日

年 月 日

年 月 日

点検ご希望日時※ご希望に沿えない場合、別途調整いたします、ご了承ください。

〒

フリガナ

お名前

ご住所

電話番号

同封されているプライバシー保護シールをお貼りください。

DMツールのご紹介

住まいの無料点検サービス『ZUTTOあんしん』のご案内

一般社団法人
日本住宅リフォーム産業協会

料金後納

ゆうメール
【差出人・還付先】

VIAX
2-8-15 Yayoicho
Nakano-ku164-8677

▶封筒
封筒の窓の部分から挨拶状に印刷されている会員企
業様のロゴが見える仕様となっています。

▶返信ハガキ
点検申込みを行う返信用ハガキです。
会員企業様毎に用意します。
プライバシー保護シールも同封します。

JERCOの安心サービス｢ZUTTOあんしん｣だからできる !  

ジェルコ

当社でリフォームをされたお客様限定 !  

｢ZUTTOあんしん｣で、ずっと安心｡

のご案内

新型コロナウイルス対策実施中

国土交通大臣登録住宅リフォーム事業者団体「一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会（通称ジェルコ）」協賛

by

建 物 点 検
無料

予防対策としてスタッフの
マスク着用を実施しております

密にならないよう
注意しております

手洗い・アルコール
消毒をスタッフ一同
徹底しております

消毒液の完備を
しております

6

検温を
実施しております

ご自宅の状態を
きちんと知っていただけます

無料建物点検で無料建物点検で
築年数が経過するとシロアリ、湿気、漏水
など住宅は劣化します。
早期発見のメンテナンスを
専門家が定期的にすることで、
数十年後に大きな費用をかけることなく、
お住まいを良い状態で保つことが
可能になります！

①床下 ②外壁 ③水周り ④室内

日本住宅リフォーム産業協会（通称ジェルコ）とは全国優良企業
約500社が加盟する日本ではじめて組織された「リフォーム関連
企業」の全国組織です。安心・安全なリフォームを提供する団体
で、国土交通大臣登録を認可されている団体です。

って？

お申込み方法の詳細は同封の挨拶状をご確認ください。

ZUTTOあんしん点検ハガキ・WEB・電話、いずれかでお申込ください

同封されているプライバシー保護シールをお貼りください。
ご氏名

ご住所

電話番号

〒

フリガナ

連絡希望時間帯 平日 土・日・祝 希望なし 　　  　：　　  　　～　  　  　：　  　

 午前 ・ 午後　

第１希望日
第２希望日
第３希望日

 午前 ・ 午後　

 午前 ・ 午後　

 午前 ・ 午後　

年 月 日
年 月 日
年 月 日

点検希望日時

JERCO

JERCO会員・サービス提供元

国土交通大臣登録住宅リフォーム事業者団体

03-5541-6050
TEL

※ご希望に沿えない場合、別途調整いたします、ご了承ください。

（
）

無償点検基本プランには床下・外壁工事が含まれます。その他点検希望箇所がございましたら記入願います。

①
同封の
ハガキ

②
WEB

建物点検のお申込み方法

床下配管の水漏れ
床下木部の腐朽
シロアリ被害
害虫被害

断熱材の欠落
基礎のひび割れ

ジェルコ

▶ZUTTOあんしん紹介チラシ

▶挨拶状
挨拶状には会員企業様毎の申込みWEBサイト
に誘導するQRコードを記載します。

拝啓  皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 日頃はご愛顧いただき
誠にありがとうございます。
　この度は、弊社の入会する国土交通省大臣登録住宅リフォーム事業者団体「一般社団法人日本住
宅リフォーム産業協会（通称ジェルコ）」協賛による、住まいの無料点検サービス「ZUTTOあんしん」
のご案内をさせて頂きます。

　今回、過去に弊社でリフォームをされたお客様限定にて、住まいの無料点検サービスをご案内させて
頂きます。今のお住まいで気になっている箇所がある方や、特に問題を感じていないが念のため点検
して欲しい方等、お住まいの確認のご希望がございましたら、是非この機会に建物および床下の点検
をご検討いただければと存じます。なお、点検結果に基づき、必要なメンテナンスのアドバイスを行わ
せて頂くことはございますが、必ず工事をしないといけないということは一切ございませんので、お気軽
にお申し込みを頂ければと思います。

　点検をご希望の場合は、同封の返信ハガキまたは下記QRコードに必要事項ご記入の上、ご返信
いただきますようよろしくお願いいたします。

敬具
◯◯社
代表取締役　◯◯ ◯◯

全国47都道府県にあるJERCO会員
約500社

メーカー

住宅・リフォーム工事業

商社

サービス業等関連事業

お申込みは以下の2つの方法から!ZUTTOあんしん

日本住宅リフォーム産業協会（通称ジェルコ）とは全国優良企業約500社が加盟する日本ではじめて組織された「リフォーム関連企業」の全国組織です。
安心・安全なリフォームを提供する事業団体として、関連メーカー、商社、保険、コンサルタントなどが幅の広い分野から会員企業をサポートしています。

住まいの無料点検サービス「ZUTTOあんしん」のご案内
日頃お世話になっているお客様へ

❷WEBでお申込み

スマートフォンから

❶ハガキでお申込み

同封の
ハガキから

[点検サービス提供]

ZUTTOあんしんの建物点検サービスのお申込み方法

国土交通大臣登録住宅リフォーム事業者団体「一般社団法人日本住宅リフォーム
産業協会（通称ジェルコ）の会員企業が住まいの無料点検サービス「ZUTTOあ
んしん」を実施いたします。by

ZUTTOあんしんでは、点検結果にもとづいて適切な
タイミングと内容でお客様のお家を守るご提案をいたします。

ずっと長く
住み続けられる家を

建物点検サービスを是非ご利用ください

報告書

①同封のハガキ ②WEB 
のいずれかでお申込みください。

点検のお申込み

点検日時の決定をいたします。

お客様へ
折り返しのご連絡 所要時間は約1時間です。

点検の実施
当日、報告書をお渡しいたします。
結果のご報告

シロアリ 外壁 浴室 キッチン

こんな問題ありませんか？

少しでも気になるところがある方は

点検後は…

※報告書の画像はイメージです。

ZUTTO
あんしん

❷WEBでお申込み

スマートフォンから

❶ハガキでお申込み

同封の
ハガキから ※同封の挨拶状に記載されているQRから

お申込みページにアクセスしてください。

報告書を
お渡し
します。

ZUTTOあんしん点検ハガキ・WEBのいずれかでお申込ください

連絡希望時間帯 平日 土・日・祝 特になし 　　  　：　　  　　～　  　  　：　  　

 午前 ・ 午後　

JERCO会員・サービス提供元

（
）

無償点検基本プランには床下・外壁工事が含まれます。その他点検希望箇所がございましたら記入願います。

ＪＥＲＣＯ 住宅リフォーム事業者団体 国土交通大臣登録

第１希望
第２希望
第３希望

 午前 ・ 午後　

 午前 ・ 午後　

 午前 ・ 午後　

年 月 日
年 月 日
年 月 日

点検ご希望日時※ご希望に沿えない場合、別途調整いたします、ご了承ください。

〒

フリガナ

お名前

ご住所

電話番号

同封されているプライバシー保護シールをお貼りください。

木造住宅にとって、木材を食べ
るシロアリは大敵です。普段の
生活では見ることのない床下か
ら侵入するため、知らない間に
被害が発生することもあります。

プロによる定期的な点検と、万
が一に備えたシロアリ予防工事
が、住宅を守るためには非常に
有効です。また、点検では、床下
の湿気状況、カビや水漏れの有
無、断熱材のズレなど、様々なこ
とがわかります。快適に暮らすた
めには床下状況の改善も重要
です。

外壁塗装は、見た目の改善だけ
でなく、外壁や屋根の機能を改
善し、快適な住空間を維持する、
住まいにとって大切なメンテナン
ス工事です。

築10年以上経っている、なんと
なく汚れが目立つような気がす
る、といった症状は外壁の劣化
信号と言われ、雨漏りなどの原
因、住まいの価値の低下にもつ
ながります。

浴室にこのような症状はありま
せんか？
メンテナンスの時期かもしれま
せん。

・脱衣所の床がブカブカしている
・浴室の床や壁にヒビがある
・カビがひどい
・排水溝が流れにくい

また、今まで浴室のメンテナンス
をしたことがないと言う方も一
度、点検をおすすめいたします。

メンテナンスは自分でできるも
のと専門の会社に依頼するもの
があります。キッチンは油汚れが
多く、こまめにお手入れしていて
も、シンクの水もれ、排水溝の詰
まりなどのトラブルが起きること
があります。

調理機器やレンジフードなどの
電気設備が特に多い場所でも
あるため、問題のある個所を早
めに発見し、対処しましょう。ま
た、必要に応じて専門の会社へ
依頼することも大切です。

ダイレクトメール

DMで使用するツールはJERCO本部にて制作し準備してあります。
（別途でオリジナルチラシを同封することも可能です。）

点検申込み受付には､返信ハガキ･プライバシー保護シールの同封に加え、
挨拶状には各会員企業様専用の申込み受付サイト誘導用QRコードを記載します。

ZUTTOあんしんポータルサイトよりDM発送を承ります。
会員企業様は発送対象のOB顧客リストデータをお送りいただくだけの簡単手続きです。

❷WEBでお申込み

スマートフォンから

ZUTTOあんしん点検のお申し込みは
「ハガキ」と「WEB」から受け付けています

読込
▶▶▶

会員企業様
ロゴマーク
会社名

会員企業様
ロゴマーク
会社名 〇〇社

見本

見本


