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実態調査事例⑥建物診断（ITDI）・住宅調査について 

            （ホームインスペクション） 
 

 建物診断（ITDI）における不具合傾向をご紹介いたします。 

ITDIとは、主に以下の４つの建物非破壊調査・診断を行っています。 
   診断項目 
        ①雨漏り調査 
        ②結露調査 
        ③断熱材欠損調査 
        ④外壁タイル剥離調査 
   測定・観察事項 
        ①温度・湿度測定 
        ②木材の含水率測定 
        ③建物外皮・内部の目視観察・撮影 
        ④図面確認及び聞き取り調査 
   診断者の技量 
        ①赤外線サーモグラフィーを用いた診断技術 
        ②建物・外皮の構造知識（ホームインスペクター） 
        ③建材の漏水試験実施経験 
        ④実験棟及び住宅の温熱環境測定 
        ⑤雨漏り現場における原因調査 
   調査実績（中部担当） 
        １２４件  （2014.10.31現在） 

調査内容は雨漏り調査を多く行っています。 

漏水個所としては、サッシ・窓において発生して 

います。（特に、モルタル直張り工法の外壁） 
また、雨漏り調査したところ、実際は結露が 

原因だった物件もありました。 

 

次ページに調査実績を示します。 

愛知県109件、岐阜県6件、三重県5件、 

静岡県1件、大阪府2件、京都府1件 

となっています。 

住宅調査：(株)神清（かみせい） 
フリーダイヤル：0120-951-890 

ホームページ：http://www.kamisei.co.jp 

所在地：愛知県半田市・高浜市 

雨漏り調査・修理 
雨漏りホームドクター（かみせい） 
フリーダイヤル：0120-951-890 

ホームページ: 
http://www.kamisei.co.jp/amamori/ 

http://www.kamisei.co.jp/
http://www.kamisei.co.jp/amamori/
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63 愛知県名古屋市 雨漏り調査 木造 床下

愛知県愛知郡長久手町 雨漏り調査 木造 サッシ周り
愛知県日進市 雨漏り調査 木造 天井

愛知県西春日井郡清洲町 雨漏り調査 木造 サッシ上部
愛知県高浜市 雨漏り調査 木造 シャッターボックス

愛知県犬山市 雨漏り調査 木造 サッシ上部
愛知県豊田市 雨漏り調査 木造 天井

愛知県岡崎市 雨漏り調査 木造 サッシ下部
愛知県刈谷市 雨漏り調査 木造 屋根・谷部

愛知県岡崎市 雨漏り調査 木造 サッシ下部
愛知県瀬戸市 雨漏り調査 鉄骨 サッシ上部

愛知県豊橋市 雨漏り調査 木造 サッシ
愛知県豊明市 雨漏り調査 木造 サッシ周り

愛知県碧南市 雨漏り調査 木造 窓下
岐阜県各務原市 雨漏り調査 木造 窓上

愛知県知多郡阿久比町 雨漏り調査 木造 壁
愛知県豊川市 雨漏り調査 木造 壁

愛知県西春日井郡清洲町 雨漏り調査 木造 サッシ上部
岐阜県山県市 断熱材欠損調査 鉄骨

愛知県豊橋市 雨漏り調査 木造 サッシ上部
愛知県犬山市 雨漏り調査 木造 サッシ上部

愛知県名古屋市 雨漏り調査 木造 サッシ上部
岐阜県岐阜市 雨漏り調査 RC 天井

愛知県大府市 雨漏り調査 木造 南面窓上
愛知県名古屋市 雨漏り調査 鉄骨ALC造 ドアの真下

愛知県一宮市 雨漏り調査 木造 バルコニー軒先天井
愛知県名古屋市 雨漏り調査 木造 窓周り

愛知県名古屋市 雨漏り調査 木造 壁・屋根取り合い部
愛知県愛知郡長久手町 雨漏り調査 木造 棟違い部

愛知県安城市 雨漏り調査 木造 サッシ上部
愛知県名古屋市 結露調査 鉄骨ALC造 結露調査

三重県四日市市 雨漏り調査 木造 サッシ上部
愛知県知多郡東浦町 雨漏り調査 木造 天井・屋根棟違い

愛知県岡崎市 雨漏り調査 木造 店舗土間
愛知県半田市 施工確認調査 木造

岐阜県岐阜市 雨漏り調査 木造 天井・サッシ上部
京都府京都市 断熱材欠損調査 木造

愛知県名古屋市 雨漏り調査 木造 サッシ上部
愛知県名古屋市 基礎漏水確認 鉄骨ALC造 基礎

愛知県西春日井郡清洲町 雨漏り調査 木造 サッシ上部
愛知県名古屋市 雨漏り調査 木造 壁止まり

愛知県一宮市 雨漏り調査 鉄骨ALC造 ドーマー窓
愛知県日進市 雨漏り調査 木造 天井

愛知県岡崎市 雨漏り調査 RC 窓
愛知県高浜市 雨漏り調査 鉄骨ALC造 天井

三重県いなべ市 雨漏り調査 木造 天井
愛知県一宮市 雨漏り調査 木造 通し柱

愛知県日進市 雨漏り調査 木造 サッシ上部
愛知県一宮市 雨漏り調査 木造 天井・壁

静岡県浜名郡 雨漏り調査 マンション サンルーム
愛知県名古屋市 雨漏り調査 木造 サッシ

大阪府茨木市 雨漏り調査 木造 サッシ上部
愛知県豊橋市 雨漏り調査 木造 サッシ

愛知県岡崎市 雨漏り調査 木造 サッシ上部
愛知県名古屋市 雨漏り調査 木造 玄関

愛知県高浜市 雨漏り調査 木造 天井
愛知県高浜市 雨漏り調査 鉄骨ALC造 天井

愛知県大府市 雨漏り調査 鉄骨 天井
愛知県みよし市 雨漏り調査 木造 天井

愛知県豊明市 雨漏り調査 鉄骨ALC造 天井・床
愛知県日進市 雨漏り調査 RC 壁

大阪府寝屋川市 雨漏り調査 木造 サッシ上部
愛知県幡豆郡吉良町 雨漏り調査 木造 天井

調査実績（ITDI）中部担当 2014/10/31現在
住所 内容 構造 不具合個所
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愛知県知立市 雨漏り調査 木造 窓周り
愛知県高浜市 雨漏り調査 RC 窓周り

愛知県宝飯郡音羽町 雨漏り調査 木造 サッシ上部
愛知県日進市 雨漏り調査 木造 床

愛知県名古屋市 雨漏り調査 鉄骨ALC造 サッシ周り
愛知県一宮市 雨漏り調査 木造 サッシ周り

愛知県知多郡美浜町 雨漏り調査 木造 サッシ上部
愛知県岡崎市 雨漏り調査 木造 サッシ周り

愛知県宝飯郡音羽町 雨漏り調査 木造 サッシ上部
愛知県豊橋市 雨漏り調査 木造 サッシ

愛知県名古屋市 雨漏り調査 木造 サッシ上部
愛知県豊明市 雨漏り調査 鉄骨造 天井

愛知県名古屋市 雨漏り調査 木造 バルコニー
三重県三重郡旭町菰野町 雨漏り調査 木造 天井

愛知県弥富市 雨漏り調査 木造 窓周り
愛知県高浜市 雨漏り調査 RC 窓上部

愛知県高浜市 雨漏り調査 鉄骨ALC造 床
愛知県高浜市 雨漏り調査 鉄骨ALC造 天井

愛知県名古屋市 雨漏り調査 木造 サッシ上部
愛知県岡崎市 雨漏り調査 木造 サッシ上部

愛知県大府市 雨漏り調査 木造 サッシ上部
愛知県大府市 雨漏り調査 木造 サッシ上部

愛知県瀬戸市 雨漏り調査 木造 窓周り
愛知県日進市 雨漏り調査 木造 窓周り

三重県三重郡旭町 雨漏り調査 木造 サッシ周り
三重県四日市市 雨漏り調査 木造 サッシ周り

愛知県蒲郡市 雨漏り調査 木造 サッシ周り
愛知県蒲郡市 雨漏り調査 木造 サッシ周り

愛知県名古屋市 雨漏り調査 木造 サッシ周り
愛知県豊橋市 雨漏り調査 木造 サッシ

愛知県名古屋市 雨漏り調査 木造 玄関
愛知県岡崎市 雨漏り調査 木造 バルコニー

愛知県岡崎市 雨漏り調査 木造 サッシ周り
岐阜県岐阜市 結露調査 木造 小屋裏

愛知県犬山市 結露調査 木造 コンセントボックス
愛知県高浜市 雨漏り調査 鉄骨ALC造 天井

愛知県名古屋市 雨漏り調査 木造 サッシ上部
愛知県名古屋市 雨漏り調査 鉄骨ALC造 サッシ周り

愛知県安城市 雨漏り調査 木造 バルコニー
愛知県安城市 雨漏り調査 木造 バルコニー

愛知県名古屋市 外壁タイル剥離調査 RC 外壁
愛知県名古屋市 雨漏り調査 木造 サッシ周り

愛知県高浜市 雨漏り調査 木造 シャッターボックス
愛知県蒲郡市 雨漏り調査 木造 サッシ周り

愛知県岡崎市 雨漏り調査 木造 バルコニー笠木
愛知県西尾市 結露調査 木造 小屋裏

愛知県瀬戸市 雨漏り調査 木造 サッシ周り
愛知県岡崎市 雨漏り調査 木造 窓

岐阜県可児市 雨漏り調査 木造 サッシ下部
愛知県知多郡美浜町 雨漏り調査 木造 サッシ上部

愛知県丹羽郡扶桑町 雨漏り調査 木造 バルコニー笠木
愛知県春日井市 雨漏り調査 木造 バルコニー笠木

愛知県安城市 雨漏り調査 木造 トイレの窓
愛知県海部郡大治町 雨漏り調査 RC 壁

愛知県名古屋市 雨漏り調査 木造 サッシ周り
愛知県豊橋市 雨漏り調査 木造 サッシ

愛知県高浜市 雨漏り調査 鉄骨ALC造 サッシ
愛知県名古屋市 雨漏り調査 木造 窓上

愛知県蒲郡市 雨漏り調査 木造 サッシ上部
愛知県高浜市 雨漏り調査 木造 シャッターボックス

愛知県大府市 雨漏り調査 木造 サッシ


