
　 　

《ご注意》

検査希望日・予約内容の変更・キャンセルは弊社（検査課）までお電話にてご連絡下さい。

FAXでのご予約はWEB上ではご確認いただけませんので、ご了承下さい。

株式会社　ビルディング　ナビゲーション確認評価機構（検査課）

TEL：03-5979-9910　FAX：03-5391-3380　URL：http://www.bnv.jp/

WEB検査予約システムのご案内

《　WEB検査予約の流れ　》

2019年6月3日より、WEB検査予約システムが運用開始となります。

　※上記日付まではこれまで通りFAXでのご予約となります。

BNV

初めてご利用の方 ユーザー登録完了されている方

弊社ＨＰ「WEB検査予

約システム」より

「ログインはこちら」

をクリックします。

新規で登録される方は

こちらをクリックしま

す。

同意事項に同意頂き、

ユーザー情報を入力す

ると登録完了です。

ご登録いただきました

メールアドレス・パスワードでログインします。

検査予約

検査希望日・物件情報・検査内容などを入力します。

①【申し込み内容確認メール】

ご予約頂きました物件について自動配信メールが届きます

②【受理メール】

検査申込内容確認後、弊社から受理メールが届きます。

※「申請書類のご提出」と「手数料振り込み期限」は、

検査予定日の弊社4営業日前です。

③【検査日時確定メール】

検査予定日の弊社３営業日前（夕方）までに検査日時確定

のメールが届きます。

・確認済証番号

・交付日

・延べ面積

の入力が必要となります

ので、お手元に確認済証

をご用意下さい。

ＷＥＢからのご予約を

お待ちしております！！



WEB検査予約システム　予約マニュアル

目次

P.2～ 新規ユーザー登録

P.5～ 登録情報の変更

P.7 マイページ

P.8～ 検査予約

P.14 よくあるご質問

＜お問い合わせ先＞

株式会社ビルディングナビゲーション確認評価機構
検査課 TEL：03-5979-9910

FAX：03-5391-3380

●予約の前にご準備ください。  
 

・物件情報（確認済証等） 
  ※BNVで確認を申請している場合、下記を入力することで、物件情報の一部が反映されます。  

    確認済証番号  
    確認済証交付日  
    延べ面積  

 
・ユーザー登録情報（E-mail 、 パスワード）  
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新規ユーザー登録
新規登録の流れです。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1） ログイン画面からユーザー登録をしてください。

2） 同意事項をご確認ください。
同意していただける場合は「同意する」にチェックを入れ、「次へ」ボタンから進んでください。
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3） ユーザー情報を入力し、「確認」ボタンで進んでください。

4） 登録内容に間違いがなければ、「登録」ボタンで登録を完了してください。
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5） 登録が完了いたしました。
「ログイン画面へ」ボタンを押し、ログイン画面からログインしてください。
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登録情報の変更
ユーザー登録情報の変更の流れです。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1） 「ユーザー情報変更」ボタンより変更ページに移動できます。
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2） 変更があった場合は速やかに変更をお願いいたします。

3） 変更内容に間違いがなければ、「登録」ボタンを押し、登録を完了してください。

-6-



マイページ
検査予約システムのトップページです。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

① 弊社の問い合わせ先です。
「お問い合わせ」ボタンを押すと、メーラーが起動します。

② メニューバーより各ページに移動できます。
（常に表示されています。）

・マイページ … こちらのページです。
・検査予約 … 検査の予約ができます。
・予約検索 … ご予約いただいた物件を検索できます。

※ご本人様が予約された物件のみ
・ユーザー情報変更 … ご登録いただいているユーザー情報を変更できます。

パスワードもこちらから変更可能です。
・ログアウト … ログアウトし、ログイン画面に移動します。

③ 検査予約の流れです。

④ 注意事項です。
「ご注意文を非表示/表示」を押すことで、ご注意の表示/非表示を切り替えられます。

⑤ 各ページに移動できます。
各ページについては上記②をご参照ください。

⑥ 予約をいただいている最新10件のみ表示されます。
表示されていない物件は「予約検索」より検索してください。

⑦ 「詳細」ボタンを押すと、該当物件の予約内容が表示されます。
※内容の変更はできません。

⑤ 

④ 

⑥ 
⑦ 
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検査予約
検査予約の流れです。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1） 「検査予約」ボタンより予約ページに移動できます。

2） 検査希望日、希望時間帯を選び、「次へ」ボタンを押してください。
※混雑状況により、日付が選択できない場合がございます。

「検査予約」より予約が

行えます。 

「検査予約」より予約が
行えます。 

日付をクリックするとカレンダー
が表示されるので、希望日を選択
してください。 
※予約可能日のみ選択できます。 

ご希望の時間帯を選択してください。 
※時間の指定はお受けできません。 
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3） 弊社の確認済証をお持ちの方は左側からご入力いただきますと、物件情報の一部が自動入力されます。
弊社の確認済証をお持ちでない方（他機関や行政で確認申請を下ろされている方）は、右側から入力してください。

（数字は半角入力）
①検査対象 ・・・ 「建築物」「工作物」「昇降機」「併願」を選択してください。

予約に必要な項目が変わります。

②N番号 ・・・ 西東京支店発行物件の場合、選択してください。（例：BNV確済18N-1号）

③H番号 ・・・ 計画変更物件の場合、選択してください。（例：BNV確済19-10H号）
交付日が新しい確認番号をご利用ください。
※計画変更が1回の場合、「H」が付いた確認番号を、
　 計画変更が2回の場合、「H2」が付いた確認番号をご利用ください。

④元号の選択 ・・・ 平成または令和を選択してください。
※令和元年の場合、半角で「1」年と入力してください。

⑤延べ面積 ・・・ 工作物、昇降機は入力不要です。
①で「工作物」「昇降機」を選択すると入力箇所がなくなります。

弊社で確認申請を 
受けた場合はこちら 
※進めない場合は右側

他機関の物件や
物件情報がない
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4） 検査内容をご入力ください。

「BNV確認番号をお持ちの方」から予約した
場合、下記が自動で反映されます。 
・確認済証番号 
・地名地番 
・住居表示 
・延べ面積 
・物件名 

検査対象が延べ面積でない場合が
ありますのでご注意ください。
（※をご参照ください。） 
 
（例） 
・中間検査の対象が最下階や2階
以下の場合 
・工区分けがある場合 

「検査予約者」はログインされている
ユーザー情報が反映されます。 
「検査書類担当者」「立会者」が同じ場
合は 
「検査予約者をコピー」または「検査書
類担当者をコピー」ボタンを押すと内容
がコピーされます。 

不備があった場合、ページ上部に
不備の内容が表示されます。 

＜入力例1＞ 
 
基準法中間検査(屋根)の場合… 
①検査種別の「□ 確認検査【基準法】」に 

 チェックを入れます。 

②確認検査【基準法】の検査工程を横軸で見ていただき、 

 「○ 屋根・軸組(木)」にチェックを入れます。 

① ② 
①→②の順でチェックを入れてください。 

 ※①でチェックを入れた検査種別のみ、 

   検査の工程を選ぶことができます。 

＜入力例2＞ 
 
瑕疵保険(基礎)の場合… 
①検査種別の「□ 瑕疵保険」と 

 「○ 住宅あんしん（任意の保険会社※）」に 

 チェックを入れます。 

 ※JIOの場合、Yで始まる受理番号もご入力下さい。 

②瑕疵保険の検査工程を横軸で見ていただき、 

 「○ 基礎配筋」にチェックを入れます。 

 

弊社で検査を受けない場合（自主検査・他機関検査等）

は選択不要です。 
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5） 地名地番を元に表示しているため、場所が違う場合がございます。
正しい現場の位置に修正してください。

中心のピンは固定されて
います。地図自体をずら
して、現場の位置に移動
させてください。 
 
※こちらのページでは地
図の更新および検索がで
きません。戻るボタンか
ら検査予約画面に戻って
いただき、地名地番を変
更していただくと、地図
が更新されます。 
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６） 予約内容に間違いがなければ「登録」ボタンを押し、予約を完了してください。
予約が完了するとメールが送信されます。

登録すると「検査予約者」「検査
書類担当者」「立会者」宛に予約
完了のメールが送信されます。 
※同一のアドレスの場合は1通のみ
送信されます。 
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7） 連棟現場の場合にご利用ください。
情報の一部を引き継いで予約することができます。

連棟現場や同一の検査内容の場合にご利用ください。 

下記内容がコピーされます。 
・物件情報 

 （「BNV確認番号をお持ちでない方」から入力する場合） 
・検査内容 
・予約者、検査書類担当者、立会者の情報 
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よくあるご質問
解決しない場合は検査課（TEL：03-5979-9910）までご連絡ください。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

① 希望日が選択できない。
・・・ 4営業日以内または混雑状況により締め切っている場合がございます。（土日祝は休業日となります。）

1週間以上の余裕を持ってご予約ください。

② 時間指定はできる？
・・・ 午前か午後のご希望のみとなります。

混雑状況により変更をお願いする場合がございますが、予めご了承ください。

③ 「BNV確認番号をお持ちの方」から予約ができない。
・・・ 下記をご確認ください。

・入力内容に間違いはございませんか？
・数字は半角で入力していますか？

上記に当てはまらない場合・・・
　物件データがない可能性があります。
　お手数ですが「BNV確認番号をお持ちでない方」からご予約ください。

④ 予約締切、書類提出期限等は？
・・・ ・検査予約　…　検査希望日を含まず7営業日前まで

・書類提出　…　検査希望日を含まず4営業日前まで
・振込期限　…　検査希望日を含まず4営業日前まで
・検査日時確定　…　検査希望日を含まず3営業日前（夕方）

＜参考＞

⑤ 予約内容（希望日時、検査内容等）を変更したい。
・・・ 予約システム内からの変更はできません。

お電話にて直接検査課までご連絡ください。
※希望日等の変更による二重の予約はご遠慮ください。

⑥ 間違えて予約したのでキャンセルしたい。
・・・ システム内からの変更はできません。

お電話にて直接検査課までご連絡ください。

⑦ 予約に必要な物件情報が不足しているため教えてほしい。
・・・ なりすまし対策の為、お答えすることはできません。

⑧ FAXで検査予約をした物件の予約内容を、WEB検査予約システムで確認したい。
・・・ FAXでいただいたものはFAXでのやりとりとなりますので、予約システム上でご確認いただくことは

できません。
なお予約システムから予約いただいた場合には、メールでの返信のみとなりFAXはお送り致しません。
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