
リフォームチェックシート 

簡易的なリフォーム診断ができます。気になる部分をチェック！印刷してご利用下さい。必要に応じて、現

地調査・御見積りをいたします！ 

 

玄関チェックリスト 

部位 チ ェ ッ ク 項 目 不良

[０１] きちんと開閉しますか？  

[０２] ノブはゆるんでいませんか？  

[０３] カギは入りますか？  
ドア部位 

[０４] カギは掛かりますか？  

[０５] ヒビが入っていませんか？  

[０６] ひどく汚れていませんか？  床 

[０７] 上がりかまちは傷んでいませんか？  

[０８] 雨漏りはしませんか？  

[０９] ひどく汚れていませんか？  

[１０] 傷が付いたり欠けたりしていませんか？  
天   井 

[１１] 玄関照明は正常に点灯しますか？  

[１２] ひどく汚れていませんか？  
壁 

[１３] 傷が付いたり欠けたりしていませんか？  

[１４] 玄関の外灯は正常に点灯しますか？  

[１５] 呼び鈴は鳴りますか？  付属機器 

[１６] 玄関収納は傷んでいませんか？  

 



エクステリアチェックシート 

部位 チ ェ ッ ク 項 目 不良

[０１] きちんと開閉しますか？  

[０２] 呼び鈴は鳴りますか？  門扉 

[０３] ドアフォンは正常に動きますか？  

[０４] 屋根は雨漏りしていませんか？  

[０５] 支柱はさびていませんか？  駐車場 

[０６] 土台はヒビわれていませんか？  

[０７] さびていませんか？  

[０８] 塗装がはげていませんか？  フェンス 

[０９] 折れ曲がったりしていませんか？  

[１０] コンクリートがヒビわれていませんか？  

[１１] 内部の鉄筋が出てきていませんか？  ブロック 

[１２] 風や雨で角が欠けていませんか？  

その他 [１３] 家部分との見た目（色・古さ）のバランスはいいですか？  

 



内装チェックリスト 

部位 チ ェ ッ ク 項 目 不良

[０１] ひどく汚れていませんか？  

[０２] 穴が開いたり破れたりしていませんか？  

[０３] きちんと閉まりますか？  

ふすま・障子 

[０４] すき間風は入ってきませんか？  

[０５] ひどく汚れていませんか？  
畳・カーペット 

[０６] 傷が付いたり欠けたりしていませんか？  

[０７] ひどく汚れていませんか？  

[０８] 傷が付いたり欠けたりしていませんか？  

フローリング 

クッションフロアー 

フロアータイル 
[０９] 踏んだらベコベコしませんか？  

[１０] ひどく汚れていませんか？  
網戸 

[１１] 穴が開いたり破れたりしていませんか？  

[１２] タバコで変色していませんか？  

[１３] ヒビわれていませんか？  天井 

[１４] 雨漏りしませんか？  

[１５] タバコで変色していませんか？  

[１６] ヒビわれていませんか？  壁 

[１７] 傷が付いたり欠けたりしていませんか？  

 



キッチンチェックリスト 

部位 チ ェ ッ ク 項 目 不良

[０１] 水漏れはありませんか？  

[０２] ひび割れたり欠けたりしている部分はありませんか？  

[０３] キャビネットの扉は壊れていませんか？  

[０４] キャビネットの内部が腐っていませんか？  

[０５] 異臭がしませんか？  

[０６] 金具部分が錆びていませんか？  

[０７] 照明は正常に点灯しますか？  

[０８] 物はきちんと収納されていますか？  

[０９] 踏加熱機器は故障していませんか？  

キッチン 

[１０] 換気扇等は壊れていませんか？  

床 [１１] 傷が付いたり欠けたりしていませんか？  

 [１２] ひどく汚れたりしていませんか？  

 [１３] 傷が付いたり欠けたりしていませんか？  

 [１４] ひどく汚れたりしていませんか？  

 [１５] クロスが剥がれていませんか？  

 [１６] 巾木・廻り縁は破損していませんか？  

 [１７] 傷が付いたり欠けたりしていませんか？  

 [１８] ひどく汚れたりしていませんか？  

 [１９] ドア枠は腐っていませんか？  

 [２０] きちんと閉まりますか？  

 [２１] 照明器具は古くありませんか？  

 [２２] スイッチやコンセントは正常ですか？  

 



浴室チェックリスト 

部位 チ ェ ッ ク 項 目 不良

[０１] 傷や水漏れはありませんか？  

[０２] サビなどの汚れはありませんか？  浴槽 

[０３] 浴槽と壁に隙間はありませんか？  

[０４] 排水のつまりはないですか？  

[０５] 排水の目皿が壊れていませんか？  

[０６] 土間にヒビが入っていませんか？  

排水（床） 

[０７] 土間のタイルと壁に隙間はありませんか？  

[０８] タイルのひび割れはありませんか？  

壁・天井 

[０９] カビが生えていませんか？  

[１０] 水漏れはないですか？  
水栓 

[１１] 金具は錆びていませんか？  

[１２] ドア・枠は腐っていませんか？  
ドア・窓 

[１３] きちんと閉まりますか？  

[１４] 換気扇やタオル掛け・鏡などは壊れていませんか？  

[１５] 照明器具は古くないですか？  

[１６] スイッチやコンセントは正常ですか？  

付属機器 

[１７] 物はきちんと収納できていますか？  

 



トイレチェックリスト 

部位 チ ェ ッ ク 項 目 不良

[０１] 水漏れはないですか？  

[０２] ひび割れたり欠けたりしている部分はありませんか？  

[０３] 変色や取れない汚れはありませんか？  

[０４] 異臭がしませんか？  

[０５] 水はきちんと流れていますか？  

便所・タンク 

[０６] 金具は錆びていませんか？  

[０７] 傷が付いたり欠けたりしていませんか？  
床 

[０８] ひどく汚れていませんか？  

[０９] 傷が付いたり欠けたりしませんか？  

[１０] ひどく汚れていませんか？  

[１１] クロスが剥がれていませんか？  

壁･天井 

[１２] 巾木・廻り縁は破損していませんか？  

[１３] 換気扇やペーパーホルダー等は壊れていませんか？  

[１４] 照明器具は古くありませんか？  

[１５] スイッチやコンセントは正常ですか？  

付属機器 

[１６] 物はきちんと収納されていますか？  

 



洗面所チェックリスト 

部位 チ ェ ッ ク 項 目 不良

[０１] 水漏れはありませんか？  

[０２] ひび割れたり欠けたりしている部分はありませんか？  

[０３] キャビネットの扉は壊れていませんか？  

[０４] キャビネットの内部が腐っていませんか？  

[０５] 異臭がしませんか？  

[０６] 排水が詰まっていませんか？  

[０７] 金具部分が錆びていませんか？  

[０８] 照明は正常に点灯しますか？  

[０９] スイッチやコンセントは正常ですか？  

洗面・化粧台 

[１０] 歯ブラシ・コップなどはきちんと収納されていますか？  

[１１] 傷が付いたり欠けたりしていませんか？  
床 

[１２] ひどく汚れたりしていませんか？  

[１３] 傷が付いたり欠けたりしていませんか？  

[１４] ひどく汚れたりしていませんか？  

[１５] クロスが剥がれていませんか？  

壁･天井 

[１６] 巾木・廻り縁は破損していませんか？  

[１７] 傷が付いたり欠けたりしていませんか？  
ドア･窓 

[１８] きちんと閉まりますか？  

[１９] 傷が付いたり欠けたりしてませんか？  

[２０] 照明器具は古くなっていませんか？  

[２１] スイッチやコンセントは正常ですか？  

付属機器 

[２２] 物はきちんと収納されていますか？  

 



外装・外壁チェックリスト 

部位 チ ェ ッ ク 項 目 不良

[０１] カビなどでひどく汚れていませんか？  

[０２] サビなどの雨筋汚れはありませんか？  

[０３] ひび割れはありませんか？  

外装 

[０４] 防水効果が低下していませんか？  

[０５] 浮き・フクレ・はがれはありませんか？  

[０６] サビなどは発生していませんか？  

[０７] 腐っていませんか？  

[０８] 塗装がはげていませんか？  

木部・鉄部 

[０９] 建築構造上が著しく失われている箇所がありますか？  

[１０] 木製軒裏がはがれていませんか？  

[１１] 水漏れ跡はありませんか？  軒裏 

[１２] 下地材ま見えていませんか？  

[１３] 色あせた感じはありませんか？  

[１４] サビはありませんか？  雨戸・戸袋 

[１５] 開閉は上手にいきますか？  

[１６] カビはありませんか？  

[１７] サビはありませんか？  

[１８] 変色はありませんか？  

屋根 

[１９] はがれ・浮き等はありませんか？  

 


