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Ver 更新日 更新内容 更新確認者

1 1.0 2015/8 初版

2 1.1 2019/2
Web検査予約フォーム・入力画面の更新
個人情報保護方針の更新

鶴岡

3 1.2 2021/4
日程変更フォーム・サポートフォーム・Q＆A追加
予約可能な建物階数の変更

井上



この度は、ユーディーアイ確認検査株式会社（以下「UDI」）のオンライン検査予約をご利用いただき、誠に

ありがとうございます。

本書は、オンライン検査予約を初めてご利用される方のために、予約の方法などを簡単に説明したものです。

本書の内容をお読みいただき、オンライン検査予約のご利用にお役立てください。

オンライン検査予約では、UDIにて行っている各種検査のご予約をインターネット上から行えます。

ただし、下記に該当する場合はオンライン検査予約では承っておりませんので、お手数ですが

サポートフォームより又は最寄りの本支店へお問合せ下さい。

https://www.udi-kensayoyaku.co.jp/Yoyaku/Inquiry

◆パソコンや携帯電話から予約可能ですので、「いつでも」「どこからでも」
「2 4時間」検査予約ができます。
※検査希望日の4営業日前A M 1 2 ： 0 0まで、ご予約が可能です。

◆予約受付確認、検査時間の連絡を予約者様に「メール」で差し上げます。
※検査時間の連絡は、立会者様にも「メール」でお送りする事が可能です。

さらに、Speedyをご利用のお客様は・・・

★検査予約担当者様を事前にご登録頂くと、検査予定日の2週間前に「予約ご案内の
お知らせメール」が届きますので、予約忘れを防ぐ事ができます。

1 はじめに

1 - 1 オンライン検査予約の位置づけ

1 - 2 オンライン検査予約のメリット

3

★「予約ご案内のお知らせメール」内、またはSpeedy内のリンクから、オンライン検査予約
にアクセスすると、物件情報が予約ページに自動表示されますので入力の手間を省くこと
ができます。

・地階のみの物件

・基準法の検査で、弊社で確認申請を受付けていない物件

・適合証明の検査で、弊社で設計検査申請を受付していない物件

・適合証明(中古・賃貸)の検査で、弊社で確認申請を受付していない物件

・性能評価の検査で、弊社で確認申請を受付していない物件

・住宅瑕疵担保履行法の検査で、弊社で瑕疵保険申請を受付していない物件

・住宅性能証明の検査で、弊社で確認申請を受け付けしていない物件



UDIのホームページからアクセス URL：http://www.udi-co.jp

※UDIに申請をされていて、受付番号取得済みの物件であれば、どなたでもご利用い
ただけます。

* Speedyを利用して申請をされている物件で、SpeedyのID・パスワードを

取得済みのお客様のみご利用いただけます。

オンライン検査予約の入口

1

1 -3 オ ン ラ イ ン 検査予約の入口

クリッ

2 Speedy*からアクセス
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オンライン検査予約

オンライン検査予約



SpeedyのID・PWで ロ

グイン

(株) 優出愛

(株) 優出愛

(株) 優出愛

(株) 優出愛

(株) 優出愛

(株) 優出愛

(株) 優出愛

検査予約をしたい物件を選択
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オンライン検査予約の入口



※ 各物件詳細画面から、原則1棟ずつのご予約になります

※ 連棟現場で、同じ「建築主」「建築場所」「階数」「検査種別」の場合は、

同時に8棟までご予約いただけます。

(株) 優出愛
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オンライン検査予約

オンライン検査予約への

入口です。

こ

オンライン検査予約の入口



・物件の概要が分かる書類 （確認済証等）

（確認済証番号又は適合証明番号又は保険契約番号、建築地、延床面積、階数の入力が必要なため。）

・ メールアドレス
（P C又は携帯電話のアドレスで、予約確認メール・時間連絡メールの送付先を登録していただくため。）

・ ID、パスワード

（初めてオンライン検査予約をご利用で未取得の方は 3 - 1 （P 2 6へ）

【１】UDIのホームページからオンライン検査予約を利用する。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（１）TOP画面の注意事項をご確認いただき、よろしければ

「会員のお客様」ボタンをクリックしてください。

※初めてのご利用で、会員登録がまだの方は

「初めてご利用のお客様」をクリックしてください・・・・・3-1（P26）へ

※会員登録済だが、パスワードを忘れた方は

「パスワードを忘れた場合」をクリックしてください・・・・・4-2（P38 ）へ

※ ”オンライン検査予約システム利用規約について”は（P43 ）にも記載しております。
※ ”個人情報保護方針について”は（P44）にも記載しております。

予約の流れ

2 - 1 予約の前に準備していただくもの

2 -2 予約の流れ
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２ 予約手順



（2） 準備していただいたID・パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。

（3） 各種メニューの中から「検査予約」をクリックしてください。

※「会員登録内容変更」する場合は P 3 0へ

※「立会者登録」する場合は P 3 3へ

こちら をクリックしていただくと

パスワード再発行画面に移動します。4-2（P38）
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予約の流れ



（4） 検査種別、物件番号・概要、棟数を入力し、「次の画面へ進む」をクリックしてください。
※入力に関する注意事項（次ページ以降）もご一読ください。

9

予約の流れ

携帯番号SMS

検査 太郎

ユーディーアイ確認検査株式会社

００－００００－００００

０００－００００－００００

kensayoyaku@udi-co.jp

kensayoyaku@docomo.ne.jp

予約完了メール、時間連絡 メールを

お送りするメール アドレスですので、

間違いないかご確認下さい。



● 検査種類入力欄
・ 検査種類をプルダウンメニューからお選びください。

注意：フラット3 5中間は”特定工程中間検査”又は”瑕疵保険躯体検査”受検により

省略できる場合がありますので、ご確認お願いいたします。
注意：特定工程中間検査は、行政庁が指定した条件により対象から除外できる場合がござ

いますので、ご確認お願いいたします。

● 確認番号等入力欄(半角英数）
・ 確認済証交付支店をプルダウンよりお選びください。

・ 確認番号入力欄の右端の欄は「0 」を省略せずに5桁で入力下さい

・ 弊社で確認済証、適合証明を取得なしで、瑕疵保険申込のみいただいている場合は保

険契約番号を入力下さい。（弊社にお申し込みで保険契約番号取得済のものに

限ります。）

● 物件概要、立会人様入力欄
・ 建築場所を市町村名まで入力下さい。

・ 延床面積は確認済証に記載されている数値（小数点第2位まで）を入力下さい。

・ 立会人様のお名前・会社名・電話番号（なるべく携帯電話番号をお願いします）を入力下

さい。

・ 立会人様に時間連絡メールをご希望の場合は、メール/携帯メールか携帯番号ＳＭＳのい

・ ずれかにチェック入力をして下さい。

● 複数棟の予約入力欄
・ 同現場で連棟でのご予約の場合は、合計棟数をプルダウンより選択ください。

注意：同現場でも申請者名（建築主名）、検査種別、階数が違うものは連棟として

入力しないでください。

下記物件はオンライン検査予約に対応しておりません(エラーが出てしまいます)

・地階のみの物件

・基準法の検査で、弊社で確認申請を受付けていない物件

・適合証明の検査で、弊社で設計検査申請を受付していない物件

・適合証明(中古・賃貸)の検査で、弊社で確認申請を受付していない物件

・性能評価の検査で、弊社で確認申請を受付していない物件

・住宅瑕疵担保履行法の検査で、弊社で瑕疵保険申請を受付していない物件

・住宅性能証明の検査で、弊社で確認申請を受け付けしていない物件
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予約の流れ



（5） 予約日選択画面に移ります。検査可能日が表示されます。

前画面で建築基準法の検査種別を選択している場合は、画面右上の〝基準法検査”欄の基準法の

●にチェックが入っています。
基準法以外の検査のみの場合は、その他の〇にチェックを入れてください。
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予約の流れ

混雑状況 基準法完了検査など基準法が絡む検査のご予約は

「基準法」にチェックが入っています。

フラット35中間検査など基準法が絡まない検査のご予約は

「その他」にチェックが入っています。



（6） カレンダーの予約希望日をクリックし「確認画面へ」をクリックしてください。

12

予約の流れ



（7） 予約内容確認画面が表示されますので内容をご確認いただき、よろしければ「この内容で予約する」を

クリックしてください。
修正が必要な場合には「戻る」をクリックしていただくと予約内容入力画面に戻ります。

00000
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予約の流れ

登録内容が表示されます。

入力内容が表示されます。



（8） 予約完了ご案内画面が表示されますので、ご一読ください。

「会員メニューへ」をクリックすると予約作業は終了です。

登録いただいたメールアドレスに予約完了のメールが届きます。

（万一届かない場合はお手数ですがサポートフォームより検査予約センターへご連絡ください）

（9） 下記のようなメールが届きますので、内容をご確認ください。

※申請書は、検査日の4営業日前までのご提出をお願いしております。
※瑕疵保険検査、建設性能評価のみのご予約で、検査ごとの申請書がないものに関しましては、
不要です。

検査 太郎様

オンライン検査予約をご利用頂きありがとうございます。
登録内容をご確認ください。

※申請書は検査日の4営業日前までにお早めにご提出ください。

（基準法・フラット35・建設性能評価の検査の場合）
期限までに検査申請書の提出が無い場合には、予約日に検査が出来ない事があります。
※検査時間は、検査日の2営業日前にご連絡差し上げます。

【検査種類】区別

建築基準法 ：建築物
：完了検査

適合証明（フラット３５）：

：
：

：

瑕疵保険
すまい給付金
性能評価
住宅性能証明 ：

【予約内容】

検査予約日 ：2018/○○/○○

【検査物件概要】
確認済証発行支店 ：柏本部
連棟数（検査物件数） ：計１棟

確認番号１：18UDI1C建00001

建築名称

建築場所

延床面積

地上階

地下階

：
：
：
：
：

【立会者】
立会者 ：検査 太郎
会社名 ：ユーディーアイ確認検査（株）
電話番号 ：04-7168-3310
携帯番号 ：090-0000-0000
FAX番号 ：04-7168-3303
メールアドレス ：udi@udi-co.jp  

携帯メールアドレス ：udi@udi-co.jp

立会者様への時間連絡 ：希望する（メール/携帯メール）

【連絡先】
担当者名 ：検査太郎
会社名 ：ユーディーアイ確認検査（株）
電話番号 ：04-7168-3310
携帯番号 ：090-0000-0000
FAX番号 ：04-7168-3303
メールアドレス ：udi@udi-co.jp  

携帯メールアドレス ：udi@udi-co.jp

【連絡事項】

このメールは、「配信専用メールアドレス」よりお送りしております。
このメールを送信者の許可なく利用・転送・複製しないようお願いいたします。

このメールに心当たりのない場合や、
このメールについてのお問い合わせ、ご意見・ご変更等につきましては、
下記URLのサポートフォームよりご連絡いただけますようお願いいたします。

＜お問合せ先＞
〒277-0011 千葉県柏市東上町8-25常盤ビル２階
ユーディーアイ確認検査株式会社 検査予約センター
受付時間：月～土曜日 9：00～12：00、13：00～17：00（水曜、祝日を除く）
https://www.udi-kensayoyaku.co.jp/Yoyaku/Inquiry
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予約の流れ

mailto:udi@udi-co.jp
mailto:udi@udi-co.jp
mailto:udi@udi-co.jp
mailto:udi@udi-co.jp


【２】Speedyからオンライン検査予約を利用する

1 検査予約担当者（現場担当者）様の情報を登録します。（任意）

≪ご登録頂くメリット≫

★ オンライン検査予約に必要な物件情報が、自動表示されますので入力の手間を省くことができます。

★ 検査予定日*１の2週間前に「予約ご案内のお知らせメール」を、ご登録頂いた担当者様の

メールアドレスに送信いたします。

検査予約忘れを防ぐ事ができます。

*1 検査予定日は、確認申請時にご入力いただいた申請書3面1 6 ・1 7の予定年月日に
なります。

（１）「編集」ボタンを押します。

※ 担当者様の情報を保存できます。

注意： 下記画面に直接入力してしまうと、物件ごとに担当者様の情報を入力する事になりますので、必ず「参

照」ボタンから入力をお願いいたします。

（２）「参照」ボタンを押します。

15

予約の流れ

オンライン検査予約



（３）必要事項を入力し、①「新規保存」ボタンを押してください。
※「携帯電話番号」「F A X番号」「携帯メールアドレス」は、任意です。その他の項目は、 すべて入

力してください。

①「新規保存」ボタンを押すと、②「登録情報一覧」に表示が出ます。

③「選択」か、④「担当者名」を押してください。

※③「選択」を押すと、前ページ（２）の画面に選択した情報が表示されます。

※④「担当者名」を押すと、上部に情報が表示されますので、内容をご確認いただき

⑤「この情報を選択」で確定します。

≪登録情報の修正≫
③「登録情報一覧」の④「担当者名」を押し、上部に情報を表示し、修正します。
修正後、⑥「上書き保存」か①「新規保存」ボタンを必ず押してください。

≪登録情報の削除≫
②「登録情報一覧」の削除したい担当者名の右横⑦「削除」ボタンを押してください。

③ ④

①

（任意）

（任意）

（任意）

②

⑦

⑤

⑥
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予約の流れ



オンライン検査予約

（４）選択した担当者情報が表示されていることを確認の上、①「更新する」ボタンを押してください。 更新していい
か、確認メッセージが出ますので②「O K 」を押してください。

（５）検査予約担当者情報を更新すると、ご登録頂いたメールアドレスに「予約ご案内メール配信」について、メー

ルを送信いたします。

UDI
優出愛 様

検査 太郎様により、以下物件の検査予約担当者として登録されましたので
お知らせいたします。以後、以下物件の検査予約のご案内をメールにて
ご連絡させて頂きます。

【確認番号】17UDI1W建00000
【物件名】柏市東上町 1号棟

※このメールはシステムより自動送信されています。
返信は無効となりますので、ご了承ください。
この内容にお心当たりが無い方や、ご不明な点が
ございましたら 、お手数ですが下記までお問い合わせください。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
お問い合わせ先
名称 ユーディーアイ確認検査株式会社 webセンター
TEL 04-7168-3720
[電話応対時間]
平日・土曜 9:00より18:00まで
（昼休み12:00～13:00除く）
[定休日] 毎週水曜日、日曜日、祝日
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

②

①

17

予約の流れ



オンライン検査予約リンク

検査予約に関しては下記URLのサポートフォームよりお問合せください。
検査予約センター
https://www.udi-kensayoyaku.co.jp/Yoyaku/Inquiry
【電話対応時間】
平日・土曜 9：00より17：００まで(昼休み12：00～13：00除く)
定休日 毎週水曜日、日曜日、祝日
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
∞∞

※ 検査予定日*１の2週間前に「予約ご案内のお知らせメール」を、ご登録頂いた担当者様の

メールアドレスに送信いたします。検査予約忘れを防ぐ事ができます。

*1 ・・・ 検査予定日は、確認申請時にご入力いただいた申請書3面1 6 ・1 7の予定年月日に
なります。

（６）４で選択した担当者様のお名前が①「検査予約担当者」欄に表示されます。
②「オンライン検査予約」のアドレスをクリックします。

※オンライン検査予約を初めてのご利用で、会員登録がまだの方はP19へ
※会員登録済の方は、P 2 1へ

2018年 ●月△日

18

00000

予約の流れ

こちらのリンクからも検

査予約が可能です。

★新規会員登録がまだの方は、

P 1 9 （ 7 ）へ

★会員登録済の方は、P 2 1 2へ

①

②
オンライン検査予約



（７）「新規会員登録へようこそ」の画面が立ち上がり、３で入力して頂いた情報が自動で反映され表示されます

。

内容を再度ご確認いただき、「確認画面へ」をクリックします。

※修正がある場合は、ここの画面で修正してください。

・ 【必須】の項目が入力されているか確認してください。
・内容修正、退会される場合はご本人が行ってください。
・ご連絡は電話番号・メールアドレスにさせていただきます。
携帯番号・携帯メールアドレスにご連絡が必要な場合は、こちらにも入力してください。

19

予約の流れ



（８）登録内容確認画面が表示されますので、入力いただいた内容でよろしければ「登録」を、 修正が必
要な場合は「戻る」をクリックしてください。

（９）登録入力作業は終了です。
登録されたメールアドレスに、ID及びPWを送信いたしましたのでご確認ください。
（弊社ホームページからオンライン検査予約を利用する際に必要になります。） 次に「予約へ進む」

ボタンをクリックしてください。

検査予約画面に遷移します。

20

予約の流れ



2 検査予約に必要な「物件情報の確認」と、「立会者様の情報」「棟数」を入力してください。

オンライン検査予約画面が立ち上がり、Speedyに登録されている物件情報が自動表示されます。

表示内容に間違いがないか、特に「検査種別」のご確認をお願いいたします。※複数選択可

赤枠内の「立会者様の情報」「棟数」を入力し「次の画面へ進む」をクリックしてください。

※ 入力に関する注意事項（P１0 予約の流れの注意事項もご一読ください。
※ 以降の流れは、P 1 1 予約の流からと同じになります。

≪ Speedyから反映されてくる項目（6項目） ≫

1 検査種別（基準法のみ） 4 建築場所
2 確認受付支店 5 延床面積
3 確認番号 6 階数

21

予約の流れ

携帯番号SMS

検査 太郎

ユーディーアイ確認検査株式会社

００－００００－００００

０００－００００－００００

kensayoyaku@udi-co.jp

kensayoyaku@docomo.ne.jp

自動表示範囲

入力範囲
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日程変更・キャンセル

2 -3 日程変更(キャンセル)をする

1 「日程変更」ボタンをクリックして下さい。
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日程変更・キャンセル

2 検査種別、物件番号・概要、棟数を入力し、「確認画面へ」をクリックしてください。

キャンセルする検査日(必須)
変更後の検査希望日を入力してください。

・予約変更者
・立会者
・確認番号(もしくは保険契約番号等)
・建築名称
・建築場所

は必須入力となります。
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日程変更・キャンセル

3 変更内容確認画面が表示されますので内容をご確認いただき、よろしければ「この内容で送信する」を

クリックしてください。
修正が必要な場合には「戻る」をクリックしていただくと予約内容入力画面に戻ります。

入力内容が表示されます

入力内容が表示されます

入力内容が表示されます
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日程変更・キャンセル

4 日程変更送信完了ご案内画面が表示されますので、ご一読ください。

登録いただいたメールアドレスに予約完了のメールが届きます。

（万一届かない場合はお手数ですがサポートフォームより検査予約センターへご連絡ください）

5 下記のようなメールが届きますので、内容をご確認ください。

※申請書は、検査日の4営業日前までのご提出をお願いしております。
※瑕疵保険検査、建設性能評価のみのご予約で、検査ごとの申請書がないものに関しましては、
不要です。

検査 太郎様

オンライン検査予約<日程変更フォーム>をご利用頂きありがとうございます。
検査予約の変更を承りました。
登録内容をご確認ください。

※申請書は検査日の4営業日前までにお早めにご提出ください。

（基準法・フラット35・建設性能評価の検査の場合）
期限までに検査申請書の提出が無い場合には、予約日に検査が出来ない事があります。
※検査時間は、検査日の2営業日前にご連絡差し上げます。

【検査種類】区別

建築基準法 ：建築物
：完了検査

適合証明（フラット３５）：

：
：

：

瑕疵保険
すまい給付金
性能評価
住宅性能証明 ：

【予約内容】

検査予約日 ：2018/○○/○○

【検査物件概要】
確認済証発行支店 ：柏本部
連棟数（検査物件数） ：計１棟

確認番号１：18UDI1C建00000

建築名称

建築場所

延床面積

地上階

地下階

：
：
：
：
：

【立会者】
立会者 ：検査 太郎
会社名 ：ユーディーアイ確認検査（株）
電話番号 ：04-7168-3310
携帯番号 ：090-0000-0000
FAX番号 ：04-7168-3303
メールアドレス ：udi@udi-co.jp  

携帯メールアドレス ：udi@udi-co.jp

立会者様への時間連絡 ：希望する（メール/携帯メール）

【連絡先】
担当者名 ：検査 太郎
会社名 ：ユーディーアイ確認検査（株）
電話番号 ：04-7168-3310
携帯番号 ：090-0000-0000
FAX番号 ：04-7168-3303
メールアドレス ：udi@udi-co.jp  

携帯メールアドレス ：udi@udi-co.jp

【連絡事項】

このメールは、「配信専用メールアドレス」よりお送りしております。
このメールを送信者の許可なく利用・転送・複製しないようお願いいたします。

このメールに心当たりのない場合や、
このメールについてのお問い合わせ、ご意見・ご変更等につきましては、
下記URLのサポートフォームよりご連絡いただけますようお願いいたします。

＜お問合せ先＞
〒277-0011 千葉県柏市東上町8-25常盤ビル２階
ユーディーアイ確認検査株式会社 検査予約センター
受付時間：月～土曜日 9：00～12：00、13：00～17：00（水曜、祝日を除く）
https://www.udi-kensayoyaku.co.jp/Yoyaku/Inquiry

mailto:udi@udi-co.jp
mailto:udi@udi-co.jp
mailto:udi@udi-co.jp
mailto:udi@udi-co.jp


3 -1 新規会員登録

1

3 ユーザー登録 / 変更 について

26

新規会員登録

「初めてご利用の方」 をクリックしてください。
※“オンライン検査予約システムご利用規約について”は5-1(P43 )にも記載しております。
※“個人情報保護方針について”は5-2(P44)にも記載しております。
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新規会員登録

2 登録内容入力画面が表示されますので、各項目を入力し「確認画面へ」をクリックしてください。

・【必須】の項目は必ず入力してください。
・内容修正、退会される場合はご本人が行ってください。
・ご連絡は電話番号・メールアドレスにさせていただきます。
携帯番号・携帯メールアドレスにご連絡が必要な場合は、こちらにも入力してください。



4 登録内容確認画面が表示されますので、入力いただいた内容でよろしければ「この内容で登録する」を、修

正が必要な場合は「戻る」をクリックしてください。

5 登録入力作業は終了です。

「閉じる」をクリックして画面を閉じ、登録したメールアドレスに届いたメールで
ログインID及びパスワードを確認してください。

28

新規会員登録



6 下記のようなメールが届きますので、内容をご確認ください。

29

新規会員登録

検査 太郎様

オンライン検査予約をご利用頂きありがとうございます。

登録内容とログインユーザID・ログインパスワードをご確認ください。

オンライン検査予約を行うのに必要になりますので、大切に保管してください。

【登録内容】

担当者名 ：検査 太郎

フリガナ ：ユーディーアイ タロウ

会社名 ：ユーディーアイ確認検査（株）

住所 ：〒277-0011 千葉県柏市東上町8-25

電話番号 ：00-0000-0000

携帯番号 ：000-0000-0000

FAX番号 ：00-0000-0000

メールアドレス ：udi@udi-co.jp  

携帯メールアドレス：udi@udi-co.jp

【ログインID・パスワード】

ログインID ：00000000

パスワード ：00000000

このメールは、「配信専用メールアドレス」よりお送りしております。

このメールを送信者の許可なく利用・転送・複製しないようお願いいたします。
このメールに心当たりのない場合や、

このメールについてのお問い合わせ、ご意見・ご変更等につきましては、 下記

URLのサポートフォームにてご連絡いただけますようお願いいたします。

＜お問い合わせ先＞

〒277-0011 千葉県柏市東上町8-25 常盤ビル２階

ユーディーアイ確認検査株式会社 検査予約センター

受付時間：月～土曜日 9：00～12：00、13：00～17：00 （水曜、祝日を除く）

https://www.udi-kensayoyaku.co.jp/Yoyaku/Inquiry

ID・パスワードはログイン時に必要になります
ので

メールは大切に保存しておいてくだ
さい。

mailto:udi@udi-co.jp
mailto:udi@udi-co.jp


「会員のお客様」 をクリックしてください。

※ ”オンライン検査予約システムご利用規約について”は（P43）にも記載しております。

※ ”個人情報保護方針について” は（P44）にも記載しております。

3 -2 会員登録内容変更

1

2 準備していただいたID・パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。

こちら をクリックしていただくと
パスワード再発行画面に移動しますので4-2（P38）へ

会員登録内容変更

30



3 「会員登録内容変更」をクリックしてください。

4 登録内容入力画面が表示されますので、変更後の内容で入力し「確認画面へ」をクリックしてください。

31

会員登録内容変更



5 登録内容確認画面が表示されますので、入力いただいた内容でよろしければ「この内容で更新する」を、
修正が必要な場合は「戻る」をクリックしてください。

6 変更入力作業は終了です。
「会員メニューへ」をクリックして会員メニュー画面に戻り、予約を続けてください。

32

会員登録内容変更



4 - 1 立会者情報登録・変更・削除

よく入力される立会者様の情報を1 0 0人まで登録できます。

また、立会者様の情報の変更・削除を行うことができます。

登録した情報は、検査予約画面の「登録済みの立会人から入力」欄のプルダウンメニューから
選択入力することができます。

1 会員用メニューの「立会者登録」ボタンを押します。

2 新規登録の場合は、「立会者登録」ボタン、登録した情報の変更・削除は、
登録情報右横の「変更」「削除」ボタンを押します。

便利な機能

4 便利な機能

33



3 新規登録ボタンを押すと、下記の画面が表示されますので、立会者名・会社名・電話番号を

入力してください。入力が終わったら「確認画面へ」ボタンをクリックしてください
※電話番号は、検査当日連絡可能な番号の入力をお願い致します。

4 入力内容の確認をして頂き、問題なければ「この内容で登録する」ボタンを押してくださ
修正する場合は、「キャンセル」ボタンを押してください。

34

便利な機能



5 登録した情報が、「登録済み立会者」欄に表示されます。

35

便利な機能



6 検査予約入力画面の【登録済みの立会人から入力】欄で、６で登録した

立会者情報を選択してください

※事前に立会者様のご登録がない場合、この入力欄は表示されません。
検査予約の前に、ご登録をお願いいたします。

36

便利な機能



8 立会人情報入力欄に、登録した情報が表示されます。

37

便利な機能



1 「パスワードを忘れた場合はこちら。」をクリックしてください。

※初めてのご利用で、会員登録がまだの方は
「初めてご利用のお客様」をクリックしてください・・・・・3-1（P26）へ

※会員登録済だが、パスワードを忘れた方は

下部画面の「パスワードを忘れた場合」をクリックしてください。

※ ”オンライン検査予約システムご利用規約について” は5-1（P43）にも記載しております。
※ ”個人情報保護方針について” は5-2（P44 ）にも記載しております。

パスワードの再発行

4 - 2 パスワードの再発行 （ログインIDがわかる場合）

38



2 ユーザーIDを入力し、「送信」をクリックしてください。

入力作業は終了です。
登録されているメールアドレスに新しいパスワードが送信されましたのでご確認ください。

3

注意：以前のパスワードは使えなくなります。

39

パスワードの再発行
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1 「サポートフォーム」のボタンをクリックしてください。

4 - 3 サポートフォームについて

サポートフォーム
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1 問い合わせ者情報、検査物件概要、検査種別、お問合せ内容を入力してください。

お問い合わせいただいた内容に関して、
ご連絡する宛先となります。
お間違いが無いようにご入力ください。

なるべく確認番号のご入力をお願いします。
(未入力の場合、物件特定と回答にお時間がかか
ります)

お問い合わせの内容にチェックし、具体的な
内容をこちらにご入力ください。

サポートフォーム

<具体例>

・4営業日の12時を過ぎてしまったが、空いている時間で最短で検査
を入れて欲しい。必要書類全ては〇月〇日には提出します
(※上記物件の情報は必須です)

・10分ほど前に予約を入れたけどメールが届かない。
検査予約日は〇月〇日で、登録アドレスは〇〇〇＠〇〇〇
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2 問合せ内容確認のご案内画面にて入力内容の確認をし、「送信」ボタンをクリックしてください。

サポートフォーム

ご入力いただいた内容が表示されます

3 問合せ送信完了案内画面が表示されます。
※内容確認後、担当よりご連絡いたします。



5 その他

5 -1 利用規約
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個人情報保護方針

5 -2 個人情報保護方針

44
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作成 ユーディーアイ確認検査株式会社

検査予約センター

〒２７７－００１１

千葉県柏市東上町8-25 常磐ビル２F


