
【平成３１年３月２８日からの仕様変更について】①取引状況の設定項目が変わります(賃貸物件のみ)

3月28日
変 更

取引状況

公開中

書面による入居申し込みあり

商談中

貸主都合で一時紹介停止中

重要：３月２８日より「書面による入居申し込みあり」を設定している物件は自動的に公開中として取り扱います。

紹介に応じれない状態の場合は、取引状況を「商談中・申込あり」へ変更してください。

変更方法：会員専用トップページ→物件メンテナンスページ→物件一覧→取引状況変更

※売買は変更ありません。

ふれんず一般公開画面

取引状況

公開中

書面による入居申し込みあり

商談中・申込あり

貸主都合で一時紹介停止中

賃貸の取引状況から「書面による入居申込みあり」がなくなります。また、「商談中」は「商談中・申込あり」と表示されます。

廃 止

登 録 画 面

書面による入居申込みあり

公開中となります。

が外れ、

が外れ、

公開中となります。

3月28日
変 更

3月28日
変 更
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②取引状況設定後の一般公開サイトでの検索結果一覧の表示が変わります(賃貸物件の場合)

書
面
申
込
あ
り

「書面申込あり」コメント付きで検索結果一覧に表示されています。
“詳細を見る”をクリックすると詳細画面が見れます。（背景色はなし）

３月２８日以降は公開中物件になります。
“詳細を見る”をクリックすると詳細画面が表示されます。

公

開

中

3月28日
変 更

平成３１年３月２８日より変わります。

一般公開サイトは非表示

「ただいま商談中です」コメント付で検索結果一覧に表示されています。
“詳細を見る”をクリックしても物件の詳細は見れません。（背景色はグレー）

一般公開サイトは検索結果一覧に表示されなくなります。
会員専用サイトは表示されます。

商

談

中

商

談

中

3月28日
変 更

一
時
紹
介
停
止
中

「一時紹介停止中」コメント付で検索結果一覧に表示されています。
“詳細を見る”をクリックしても物件の詳細は見れません。（背景色はグレー）

一般公開サイトは非表示

一般公開サイトは検索結果一覧に表示されなくなります。
会員専用サイトは表示されます。

一
時
紹
介
停
止
中

3月28日
変 更

・取引状況が「公開中」の物件については変更ありません。
・取引状況を設定した物件については、ふれんずのみ表示がなされます。

西日本レインズ及び他の提携サイトへ公開されている物件につきましては、各サイトの運用基準・規約等を遵守して公開して頂きますよう宜しくお願いいたします。



③取引状況設定後の一般公開サイトでの検索結果一覧の表示が変わります(売買物件の場合)

一般公開サイトは非表示

「ただいま商談中です」コメント付で検索結果一覧に表示されています。
“詳細を見る”をクリックしても物件の詳細は見れません。（背景色はグレー）

一般公開サイトは検索結果一覧に表示されなくなります。
会員専用サイトは表示されます。

商

談

中

商

談

中

3月28日
変 更

書
面
申
込
あ
り

「書面申込あり」コメント付きで検索結果一覧に表示されています。
“詳細を見る”をクリックすると詳細画面が見れます。（背景色はなし）

「書面申込あり」コメント付で検索結果一覧に表示されます。
“詳細を見る”をクリックすると詳細画面が表示されます。（背景色はグレー）書

面
申
込
あ
り

一
時
紹
介
停
止
中

「一時紹介停止中」コメント付で検索結果一覧に表示されています。
“詳細を見る”をクリックしても物件の詳細は見れません。（背景色はグレー）

一般公開サイトは非表示

一般公開サイトは検索結果一覧に表示されなくなります。
会員専用サイトは表示されます。

一
時
紹
介
停
止
中

3月28日
変 更

3月28日
変 更

平成３１年３月２８日より変わります。

・取引状況が「公開中」の物件については変更ありません。
・取引状況を設定した物件については、ふれんず及び西日本レインズにおいてのみ表示がなされます。※西日本レインズは専任媒介・専属専任媒介に限ります。

他の提携サイトへ公開されている物件につきましては、各サイトの運用基準・規約等を遵守して公開して頂きますよう宜しくお願いいたします。



④一般公開の絞り込み項目に“建物構造”を追加します。

検索条件に

“建物構造”が追加されます。

ふれんず一般公開画面

平成３１年３月２８日より変わります。



⑤事業用賃貸物件の登録項目で“居抜き”が追加されます。

■ 公開先

■ 物件種目・所在地・交通・小中学校

■ 賃料・条件等・出店業種条件等

・取引態様・報酬形態

■ 建物・土地に関する項目

■ 画像・シータ・物件資料

■ 周辺環境

■ その他・設備等

■ セールスポイント・備考・担当者

■ 特集

■ 管理情報

・右メニューに“出店業種条件等”が追加されます。クリックすると入力項目が表示されます。

「相談」はふれんずのみ表示され、

他の公開先には表示されません。

前テナントの業種を登録できます。

例）中華料理店、居酒屋、美容室 等

“出店業種条件等”が追加

登 録 画 面

ふれんず一般公開画面

一般公開画面の表示形式

検索条件にも

“居抜き”が追加されます。

平成３１年３月２８日より変わります。
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