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これは便利！ 
  

WEB検査予約 
 

 

様々な機能 カレンダーで 
検査日 即決定 

スマホから 
予約ＯＫ 

WEB・Ｆax・Mail
を一括表示 

開始時間も 

2日前に表示 

予約日 
変更可能 

予約内容 
プリントアウト 

24時間、365日 
予約可能 

予約物件を 
一覧表示 



検査日予約確認票 

利
用
者 

安
全
協
会 

検査予約のながれ 

Fax 又は Mail 

Fax 又は Mail 

検査予約
システム 

Speedy 
Zest 

検査編成 

ホームページ 
検査時間 

検査時間 

検査日 

検査日 



検査予約の手順 

ログインＩＤとパスワードを入力して 
ログインをしてください。 

ログインをすると 
「検査予約一覧」画面 
が表示されます 

QRコードでもアクセスできます。 

https://speedy.zest.jp/kensa_kensaku.aspx


「新規登録」ボタンをクリックで 
 

「検査予約入力」画面へ移ります。 

検査予約の手順 

https://speedy.zest.jp/kensa_kensaku.aspx


検査予約の入力画面 

確認済証番号は 

｢第｣と｢号｣を外して入力
します。 

「物件検索」をクリック、 

保険番号、適合証明番号等が 

自動表示 

 

確認検査データベースと連動して
確認申請書に記載した内容が、以
下の入力欄に自動表示されます。 

https://speedy.zest.jp/kensa_yoyaku.aspx?stritemcd=


日時選択をクリックすると 
カレンダーが表示されます 

検査希望日の入力 

                 
AM 
PM 

開始時刻 

開始時間の▼をクリックして 
AM/PMのいずれかをお選びください 

 

カレンダーの○がついている日から 
検査希望日をお選びください 

https://speedy.zest.jp/kensa_yoyaku.aspx?stritemcd=


すべての項目に入力を行い、 
画面最下欄の「確認画面へ」ボタンをクリックします。 

「確認画面」で入力内容を確認し、画面最下欄

の「決定」をクリックします。 

予約内容の印刷 

「印刷」をクリックすると予約内容を印刷できます。 

https://speedy.zest.jp/kensa_yoyaku.aspx?stritemcd=


検査予約  プリントアウト 

検査予約した内容を 
「決定」欄から 
このフォーマットで 
プリントアウトできます 

建築確認検査 予約受付票 

          以下の内容で、建築工事の検査予約を受け付けました。なお、この予約とは別に検査申請が必要ですので、 

          検査機関の定めた期日までに手続きをお済ませ下さい。 

検査申込先 確認検査機関 神奈川県建築安全協会 

検査の種類 

■ 建築基準法   確認済証番号 ○○KAK建確○○○○ 

■ 瑕疵担保履行法 瑕疵担保番号 ×××× 

□ フラット３５     物件番号   

□ 住宅性能評価   物件番号   

検査内容 

建築基準法 
  

□ 中間(基礎) 
  

■ 中間(躯体） □ 完了               

瑕疵担保履行法 □ 基礎     ■ 躯体     □ 防水オプション           

フラット３５     □ 基礎     □ 中間     □ 完了     □ 竣特     

住宅性能評価   □ 基礎       □ 中間     □ 完了                 

建築物概要 

建築主   ○○○○ 

物件名   ○○○○ 

建築場所 ○○市○○区○○町 

主要用途 ○○ 

構造   ○○   階数   ○ 

延面積   ○○㎡               検査面積 ○○㎡ 

検査予約日 201×年○○月○○日(○) 

検査依頼者 ○○○○ 担当者 ○○ 電話番号 ○○-○○-○○ 

検査立会者 ○○○○   電話番号   

備考   



検査依頼者に自社名を入力して検索 
登録者自身が予約した物件が 
全て表示されます。 

予約状況の把握（検索） 

標示案件が多い場合は 

希望日の範囲を設定して 
検索してください 

この欄に表示されます 

https://speedy.zest.jp/kensa_kensaku.aspx


この欄に表示されます 

予約状況の把握（検索） 

検索条件を付さずに検索 

登録者が関わる物件を全て表示 
 
・自分で予約した物件 
 

・他の関係者が予約した物件 
 

・fax/mail予約で安協受付の物件 

代理者 設計者 
工事監理者 工事施工者 

の間の 
情報共有にも有効 

https://speedy.zest.jp/kensa_kensaku.aspx


検査予約済みの物件の中から、該当
する物件を探し 

「確認番号」をクリック 

「検査予約入力」に移動 

予約日を変更できます。 

① 予約一覧画面から 
該当する物件を選ぶ 

② 検索欄で 
「確認済証番号」を入力して  
「検索」で物件を探す 

検査予約日の変更 

https://speedy.zest.jp/kensa_kensaku.aspx


検査予約日の変更 

最下段の「編集」をクリック 

入力画面に戻ってから 

検査日選択と同じ操作 

標示された物件の 

確認番号を確かめる 

変更は 
検査日の3日前までに 

https://speedy.zest.jp/manage/kensa_yoyaku.aspx?stritemcd=834620
https://speedy.zest.jp/kensa_yoyaku.aspx?stritemcd=


検査時間・検査員の連絡 

検査日の２日前の16:00に 
 

【開始】 検査開始時間  【担当者】 検査員 
が表示されます 

「検査予約一覧」画面 
全ての予約物件を 
確認番号順に表示 

 

「検査員割当」画面 
検査日ごとに表示 

https://speedy.zest.jp/staffs_alloc.aspx


＊ 建築確認、計画変更、瑕疵担保保険、フラットなど 
   申請中の物件のＷＥＢ予約はできません。 

検査予約の注意点 

＊ 検査予約は、検査希望日の３日以上前に、お済ませ下さい。 
 
＊ 検査予約とは別に、検査申請が必要です。 
 
＊ 検査申請は、検査日の２日前の午前中までに、お済ませ下さい。 

＊ 検査予約ができるのは、利用登録者が 
  設計者、監理者、施工者、代理者のいずれかの物件です。 



ＷＥＢ検査予約の利用者登録 



 
検査予約システムをご利用される場合には 
 
予め利用者登録をお願いします。 
 
まず 下記のログインページにアクセスして下さい。 
 
 
https://speedy.zest.jp 
 

利用者登録 アクセス 

QRコードでもアクセスできます。 

ログインページが表示されたら 
「新規登録」をクリック 

https://speedy.zest.jp/


登録カテゴリーは 

検査依頼者(無償版)にチェック 
 

確認検査機関（有償版）  
確認検査機関（無償版） 
は 検査予約でご利用いただけません 

メールアドレスは、検査予約者と物件を適切に結ぶ 
大切なキーワードとなります。 

 
・既にこのシステムに登録のあるメールアドレスは 
 使用できません 
 

・メールアドレスは実在しなくても構いません 

利用者登録の入力 

登録をクリックして利用者登録終了 



利用者登録の注意点 

＊ 利用者登録を受け、安全協会でシステム上の設定を行います。 
  お急ぎの方はご連絡下さい。 

 
神奈川県建築安全協会 kensa-yoyaku@kak.or.jp  

検査課 045-212-3134 事務課 045-212-3592 
 

＊ 利用者登録を済ませたら 
  利用者登録連絡メールで安全協会にご連絡ください。  

＊ 利用者登録は、１つの法人・事業者につき１登録 
  同じ法人・事業者が複数の登録はできません。 



検査予約の手順 



検査予約の手順 

ログインＩＤとパスワードを入力して 
ログインをしてください。 

ログインをすると 
「検査予約一覧」画面 
が表示されます 

https://speedy.zest.jp/kensa_kensaku.aspx


「新規登録」ボタンをクリックで 
 

「検査予約入力」画面へ移ります。 

検査予約の手順 

https://speedy.zest.jp/kensa_kensaku.aspx


検査予約の入力画面 

https://speedy.zest.jp/kensa_yoyaku.aspx?stritemcd=


 
住宅性能評価の検査依頼は 
このシステムを利用していません 

確認済証番号は 

｢第｣と｢号｣を外して入力
します。 
 

基準法の欄に右端の「物件検索」
をクリックすると、保険番号、適
合証明番号等が自動表示されます。 
 

確認検査データベースと連動して
確認申請書に記載した内容が、以
下の入力欄に自動表示されます。 

確認番号の入力(1) 

「検査の種類」の選択 
 
検査を申し込む種類の 
□ にチェックを入れてください。 

申請中の物件は表示されません。
（建築確認,瑕疵担保保険,フラット35） 

 

従来の「検査日予約確認票」で 

検査担当にご予約ください。 



※検査予約をしようとした物件が表示されない
場合は、検査予約担当にお問い合わせください。 

確認番号の入力(2) 

物件ポップアップ 
 

“確認済証番号”の一部入力で 
複数の物件がポップアップ 
で表示されます。 
その中から該当物件を選択します。 

16KAK 建確0×○△○ 安協建設株式会社 川崎市川崎区渡田×× 神奈川県建築安全協会 

16KAK 建確0△△○× KAKハウジング 横浜市旭区希望ヶ丘○ 神奈川県建築安全協会 

16KAK 建変00××○ 横浜太郎 横浜市金沢区能見台△△ 神奈川県建築安全協会 

16KAK 建確0△××○ 川崎一郎 川崎市宮前区宮崎台×× 神奈川県建築安全協会 

16KAK 建変00××○ 藤沢湘二郎 藤沢市円行×× 神奈川県建築安全協会 

16KAK 建確0××○○ 元浜一郎 逗子市小坪△○○ 神奈川県建築安全協会 

建築場所 



検査内容の入力（基準法） 

建築基準法 
 

“中間検査”か”完了検査”を選択します。 
 
 

“中間検査”のとき、特定工程を選択します。 
 
 

＊木造の躯体検査の名称は、行政庁により異 
 なりますが、すべて「屋根工事完了時」に 
 チェックして下さい。 



検査内容の入力（瑕疵担保保険・フラット） 

瑕疵担保履行法 
 

「瑕疵担保履行法」欄の、 
“保険の種類”と”検査内容”を選択します。 
 

安全協会では、 
「まもりす」と「あんしん」を取り扱っています 

フラット35 
 

「フラット35」欄の、 
“種類”「S付き」か「S無し」か 
“検査内容”を選択します。 



物件概要の入力 

物件概要 
 

「建築場所」「構造」「建築物用途」 
確認データベースと連動して自動表示。 
内容を確認してください。 

「延床第4面」も自動表示されますが、 
表示がない場合は、 
第3面と同じ数字を入力してください。 

「地図選択」「地図クリア」の項目は 
検査依頼者の操作は不要です 

「建築場所」は 
上段：町名まで(例:○○市○○区○○町） 
下段：丁目以下(例:○丁目○番○号） 

https://speedy.zest.jp/kensa_yoyaku.aspx?stritemcd=


日時選択をクリックすると 
カレンダーが表示されます 

検査希望日の入力 

                 
AM 
PM 

開始時刻 

開始時間の▼をクリックして 
AM/PMのいずれかをお選びください 

希望時間は入力せずに 
最下欄の補足事項に記載して下さい 

 

カレンダーの○がついている日から 
検査希望日をお選びください 

https://speedy.zest.jp/kensa_yoyaku.aspx?stritemcd=


その他補足事項 
 

・備考欄としてお使いください。 
・検査担当への連絡事項も記入できます。 
・プリントアウトの時には記載内容が全て 
 印刷されます 

検査依頼者の入力 

検査依頼担当者 
 
○設計者     ○工事監理者 
○工事施工者  ○代理者 
 

○にチェックを入れると自動表示されます 
 

立会者を入力をしてください 

https://speedy.zest.jp/kensa_yoyaku.aspx?stritemcd=


すべての項目に入力を行い、 
画面最下欄の「確認画面へ」ボタンをクリックします。 

「確認画面」で入力内容を確認し、画面最下欄

の「決定」をクリックします。 

検査予約の決定 

「印刷」をクリックすると予約内容を印刷できます。 

「検査予約入力」画面に戻って修正したい場合

は「前へ戻る」をクリックしてください。 

https://speedy.zest.jp/kensa_yoyaku.aspx?stritemcd=

