
年　　　月　　　日

有限会社PAGE1
鶴ヶ島市藤金851-2
TEL　049-298-3443

備考

アフターサービス基準書

総則
１、売主（有限会社PAGE1）は買主に対し、本アフターサービス基準に基づいてアフターサービスを行いま
　　す。
２、アフターサービス期間の起算日は、弊社からの建物引渡し日よりアフターサービス事項の部位毎に記載さ
　　れた期間までとします。
３、買主はアフターサービス事項に該当する現象が発生した場合、すみやかに売主に通知するものとします。
　　売主は通知された事項に対し、その補修の責を負います。
４、確認された現象が、本アフターサービス基準に該当するか否かの認定および補修方法は、売主が現地調査
　　（目視や動作確認等の簡易調査）により、専門的・経験的見地より総合的に判断し決定・実施します。
５、補修の内容
（１）補修とは、建物引き渡し時の設計・仕様・材質等に従って、性能・機能を現状あるいは実用上支障のな
　　　い状態に回復する補修・取替え工事になります。
（２）補修の工事対象には、アフターサービス対象現象の原因となった箇所のほか、対象現象により建物に生
　　　じた被害部分を含みます。但し二次被害は除きます。（家具・調度品など）
（３）前項の規定にかかわらず、建物の部品・設備などのモデルチェンジ等の理由により対象現象の発生前と
　　　同様の補修ができない場合は、同等の別部品による補修・取替えにより対応いたします。補修・取替に
　　　より周辺部材と色の違いが出る場合がありますが容認事項とさせていただきます。

共通免責事項
次に該当する事項については、保証期間内においても保証が免責となります。
・地震、噴火、洪水、津波、台風、暴風雨及び豪雨等の自然現象に起因するもの。
・近隣の土木工事等の影響による予見困難な引渡し後の地盤の変動及び土砂崩れ等に起因するもの。
・火災、落雷、爆発、暴動及び労働争議等の偶然または外来の事由によるもの。
・設計時に予見しなかった重量物の設置等住宅の著しく不適切な使用または維持管理に起因するもの。
・通常想定されうる住宅の自然の劣化に起因するもの。
・注文者から提供された材料の性質または与えられた指示若しくは指図に起因するもの。
・注文者または第三者の故意、過失等に起因するもの。
・当該住宅の増築及び改築の工事または住宅引渡し後の設備及び機器等の取り付けに起因するもの。
・植物の根等の成長及び小動物の害に起因する損傷及び機能不能に起因するもの。
・社会通念上、補修の必要性を認めない程度の音・振動・臭い等の現象および、近隣の土木工事、または重量
　車輌の通行等による振動が起因するもの。
・一定期間以上居住者がない状況があった場合。
・敷地内の埋設物については一般生活を営む上で支障が無いもの。

・第三者に転売した場合など、所有者が変更となった場合。
・打ち合わせや補修等にご協力を頂けない場合など信頼関係が喪失した場合。

留意事項
〇売主は、本アフターサービス基準によって売買契約上に定める瑕疵担保責任を免れるものではありません。
〇本アフターサービスを履行するにあたり、関係各社へ個人情報を提供する場合があります。
〇本アフターサービス基準書は、新築戸建住宅の分譲及び新築住宅の請負を前提として作成されています。
　また、戸建て住宅全般に共通するよう作成されていますのでご購入される住宅に該当しない事項も記載があ
　りますので予めご了承ください。

物件所在地 引渡日

発行日　　　　　　年　　月　　日

担当者
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外部建具
玄関扉、勝手口扉、サッ
シ、網戸、窓枠、戸袋

反り、変形、建付け不良、作動不良
施錠不能、部品の故障

作動に影響を及ぼさない反り、変退
色。暴風雨、豪雨などによる建具から
の一時的な雨水の浸入
ガラスの破損（熱割れも含む）

2年

外部金物
面格子、換気口、外部付属

部品等
変形、破損、取り付け不良 2年 標準以上の積雪に起因するもの

排水不良、亀裂、破損
タイル石等の仕上材のはがれ、割れ

強度上または機能上影響のない亀裂、
過度の暖房によるもの
重量物設置に起因するもの
照明による陰影

天井 変形、剥離、割れの著しいもの

変退色
巾３mm以下の亀裂、隙間、段差
製造メーカーの定めによる

2年変形、取付け不良、作動不良門扉・塀・フェンス

カーポート・アプローチ
ポーチ・テラス

2年

強度上、機能上支障のない変形、割
れ。機能上支障のない亀裂、はがれ
巾３mm以下の目地切れ

外壁
変形、割れの著しいもの
シーリングの亀裂・はがれ

１年

基礎
基礎仕上げ材

モルタル仕上げ材の剥離損傷
床下換気孔等の脱落または破損

2年
巾3mm以下の亀裂
白華現象

2年
白華現象
巾3mm以下の亀裂、隙間、段差

標準以上の積雪に起因するもの
摩耗や衝撃による傷・剥離・ひび

外部手すり・笠木 変形、破損、取り付け不良 2年
標準以上の積雪に起因するもの
摩耗や衝撃による傷・剥離・ひび

外部塗装 はがれ、錆・亀裂の著しいもの １年
白華現象
摩耗や衝撃による傷・剥離・ひび

バルコニー

長期保証の対象

※「住宅の品質確保促進等に関する法律」で構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分の瑕疵担保責任
は引渡日から10年となります。

構造耐力上主要な部分 基礎・床・梁・柱・壁・外壁・屋根

雨水の侵入を防止する部分
屋根・外壁又は外壁の開口部に設ける戸・枠その他の建具

雨水を排水するため設ける配管のうち住宅の屋根・外壁の内部又は屋内の部分

免責事項
□木材の乾燥・湿気による収縮に起因するもの　□構造上影響がない亀裂・木やせ

□材質的な収縮に起因する構造上差し支えない亀裂・すき間

□屋内への雨漏りに限ります（ビルトインガレージは外部です）　　□台風、暴風
雨等の強風時の外壁開口部（窓、換気口等）からの一時的な漏水　　□枯れ葉等の
異物の詰まりによるもの　　□家具、調度品等の汚損（二次被害）　　□シーリン
グ等の防水性能の劣化　　□敷地内の冠水等による基礎内の浸水

免責事項

短期保証の対象

※構造躯体以外／下地、仕上げ、付属部品、設備、その他
保証期間は各項目により異なります下記保証期間をご確認ください。

対象部位・設備 現象

2年

期間 適用除外

屋根 破損、はがれ、ずれ、脱落
標準以上の積雪に起因するもの
陶器瓦の表面の細かいひび割れ

2年

材料の変質、変形、反り、割れ、隙間 2年

保証の範囲と期間①

雨どい
標準以上の積雪、凍結、落葉等の異物
の詰まりによるもの

軒裏 破損、はがれ、錆、滲み 2年 塗装部分は1年6ヶ月

脱落、破損、排水不良、垂れ下がり



内壁 2年
強度上または機能上影響のない亀裂お
よび、過度の暖房によるもの
重量物設置に起因するもの

内床・階段
過度の重量物設置に起因するもの　過
度の暖房によるもの
機能上差し支えのないもの
３mm以下の隙間
照明による陰影

内装仕上げ材
クロス壁紙

仕上げ材の剥離、浮き、チリ切れ等の
著しいもの

電気設備
分電盤
配線

スイッチ、コンセント
照明器具・インターホン等

破損、作動不良、取付け不調、結線不
調、照明器具は1年

2年

蛍光灯・電球（LED含む）、電池等
の消耗品
電力等供給会社の責任によるもの
製造メーカーの定めによる

給排気設備
換気扇・換気口・レンジ
フード・24時間換気

破損、作動不良、取付け不調 １年 製造メーカーの定めによる

雑工事（内部）
造り付け家具、手摺等

凍結による水漏れ、破損、異物のつま
りによる排水不良、パッキング等消耗
部品による作動不良
水道の供給主体もしくは製造メーカー
の定めによる
ウォーターハンマー・排水音
浄化槽については管理業者との保守管
理契約を結ばないもの
重量物（2トン以上）の荷重によるも
の
維持管理が不適切な場合
製造メーカーの定めによる

2年

2年

破損、水漏れ、作動不良、排水不良、
取付け不調、給水栓は1年

破損、水漏れ、作動不良、排水不良

給排水設備
給水管
給水栓

排水管・トラップ

雑工事（外部）
濡れ縁、外部階段等

材料の変質、変形、反り、割れ、隙
間、ゆるみの著しいもの

内部仕上げ材
塗装

塗装のはがれ、亀裂の著しいもの １年 軽微な塗装面の変退色、白華

内部建具
木製ドア、和室建具等、建
具枠等および付属部品

反り、変形、建付け不良、作動不良
部品の故障

2年
作動に影響を及ぼさない反り、変退色
襖紙、障子紙は点検時のみ
過度の暖房によるもの

現象 期間 適用除外

内部仕上げ材
タイル

タイルの割れ、はがれ 2年 3mm以下の目地切れ

2年

材質の変質または変形、反り、割れ、
隙間、きしみ、浮き、床鳴りの著しい
もの

下地材の反り、仕上げ材の変形、剥
離、割れの著しいもの

ガス設備
ガス配管、ガス栓、給湯器

等

破損、水漏れ、作動不良、取付け不
調、給湯器器具は1年

2年
電球、電池、パッキング等の消耗品お
よび凍結扱いの不備
製造メーカーの定めによる

短期保証の対象

※構造躯体以外／下地、仕上げ、付属部品、設備、その他
保証期間は各項目により異なります下記保証期間をご確認ください。

2年

木部の乾燥収縮による、機能上差し支
えのない反り、ひび割れ、変退色
過度の重量物設置に起因するもの
標準以上の積雪に起因するもの

合併浄化槽

対象部位・設備

厨房設備
キッチン設備等

破損、水漏れ、作動不良、排水不良、
取付け不調

１年

凍結による水漏れ、破損、異物のつま
りによる排水不良、パッキング等消耗
部品による作動不良
製造メーカーの定めによる

保証の範囲と期間②

衛生設備
洗面化粧台、便器等

破損、水漏れ、作動不良、排水不良、
取付け不調

１年

凍結による水漏れ、破損、異物のつま
りによる排水不良、パッキング等消耗
部品による作動不良
製造メーカーの定めによる
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その他（特殊施工の保証）

その他の設備機器 破損、作動不良、取付け不調など １年
製造メーカーの定めがある場合
使用上の不注意および維持管理不十分
に起因するもの

浴室設備
ユニットバス等

破損、水漏れ、作動不良、排水不良、
取付け不調、漏水

2年
異物のつまりによるもの
製造メーカーの定めによる

冷暖房設備
床暖房設備共

配管・配線・機器
製造メーカーの定めによる

主要構造部以外のコンク
リート部分

タイル・煉瓦・石等の仕上
げ材

モルタル塗りの亀裂、破損
タイル、煉瓦、石等の仕上げ材のはが

れ、割れ
2年

巾3mm以下の亀裂
巾3mm以下の目地切れ
白華現象
コンクリート鏝むらおよび色むら
駐車場土間

１年
埋戻しや盛土等による軽微なもの
周囲の土地と同程度の排水状態

崩壊
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防蟻

ヤマトシロアリの発生による構造躯体
および木材の食害、損傷
※防蟻処理を行った部分のみ
※右記期間は現場塗布工事日起算

5年

シロアリ保証書による保証条件等に該
当しない場合
家具、調度品から発生したもの
外来種による食害

盛土・整地・埋戻し
著しい沈下、陥没など
敷地内の著しい浸水

亀裂、隙間、段差
白華現象

破損、結線不良、作動不良、排水不
良、取付け不調、設備機器は1年

石積・擁壁

保証の範囲と期間③

短期保証の対象

※構造躯体以外／下地、仕上げ、付属部品、設備、その他
保証期間は各項目により異なります下記保証期間をご確認ください。

対象部位・設備 現象 期間 適用除外

2年

2年


