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「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」に基づく
契約書・重要事項説明書の策定について

令和 3年 6月に「賃貸住宅の管理業務等の適正

化に関する法律」（以下、「賃貸住宅管理業法」）が

施行されたことに伴い、法第 13条「管理受託契約

の締結前の書面の交付」及び法第 14条「管理委託

契約の締結時の書面の交付」に定めるとおり、賃貸

住宅管理業者は、管理受託契約を締結する前と締結

時には、必要な事項を記載した書面を交付して説明

しなければなりません。

そこで、賃貸市場整備委員会（浜田真委員長）では、

福岡県宅建協会で策定している「建物賃貸借・代理

管理委託契約書」（以下、旧契約書）をベースに「建

物賃貸管理委託契約書」（以下、新契約書）として

改定し、重要事項説明書を新たに策定しました。今

回は、その内容の変更点及び注意点を説明します。

建物賃貸管理委託契約書
■新契約書策定の目的

賃貸住宅管理業法第 2 条 2 項では、「賃貸住宅の維持
保全を行う業務」と「維持保全と併せて、賃貸住宅の
賃料、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務」
のみを「管理業務」と位置付けていますが、それ以外
の契約管理業務や物的管理業務も、本来は賃貸住宅の
管理業務に含まれるものと理解されています。

従って、新契約書では、法律の定める「管理業務」
に限定せず、広く契約管理業務や物的管理業務全般を
対象に、双方の合意により選択した業務を、賃貸人か
ら管理業者に委託するものとしています。

■新契約書への追加項目
賃貸住宅管理業法において下記内容が義務付けられ

たため、新契約書に新たな項目や条文を設けています。

◦�賃貸住宅管理業法　第14条「管理受託契約の締結時

の書面の交付」

賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結したとき
は、管理受託契約の相手方に対し、確定した契約条件
を当事者同士で確認できるよう、相手方に対し、遅滞
なく、必要な事項を記載した書面を交付しなければな
りません。契約締結前に交付する書面（重要事項説明書）
とは別で、締結時に新たな書面の交付が必要です。

締結時書面において必要な記載項目

①管理業務の対象となる賃貸住宅
②管理業務の実施方法
③契約期間に関する事項
④報酬に関する事項
⑤�契約の更新または解除に関する定めがあるときは、
その内容

⑥�管理受託契約を締結する賃貸住宅管理業者の商号、
名称又は氏名及び住所並びに登録年月日、登録番号

⑦�管理業務の内容
⑧�管理業務の一部の再委託に関する定めがあると
きは、その内容

⑨�責任及び免責に関する内容があるときは、その内容
⑩�法第 20条「委託者への定期報告」の規定による
委託者への報告に関する事項

⑪�賃貸住宅の入居者に対する周知に関する事項

◦�賃貸住宅管理業法　第15条「再委託の禁止」

　（新契約書第8条）

賃貸住宅管理業務の再委託が禁止されており、委託
者から受けた物件の管理は委託を受けた賃貸住宅管理
業者しか行うことができません。管理受託契約に管理
業務の一部の再委託に関する定めがあるときは、一部
の再委託を行うことはできますが、自らで再委託先の
指導監督を行わず、すべての管理業務を他者に再委託
すること、又は、管理業務を複数の者に分割して再委
託して自ら管理業務を一切行わないことは、本条に違
反します。

◦�賃貸住宅管理業法　第16条「分別管理」

　（新契約書第16条）

賃貸住宅管理業者は、管理受託契約に基づく管理業
務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭を、
整然と管理する方法により、自己の固有の財産及び管
理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、
敷金、共益費その他の金銭と分別して管理しなければ
なりません。

◦�賃貸住宅管理業法　第20条「委託者への定期報告」

　（新契約書第18条）

賃貸住宅管理業者は、管理業務の実施状況その他の
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国土交通省令で定める事項について、定期的に委託者
へ報告しなければなりません。委託者への報告を行う
ときは、1 年を超えない期間ごとに、及び管理受託契約
の期間の満了後遅滞なく、以下の事項を記載した管理
業務報告書を作成し、委託者に交付して説明する必要
があります。

報告すべき事項

①報告の対象となる期間
②管理業務の実施状況
③�管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの
苦情の発生状況及び対応状況

なお、報告は以下の方法に基づいて行う必要があり
ます。

書面及び下記の電磁的方法

①�電子メールを利用して必要な事項を交付する方法
②�ウェブサイト上に表示された記載事項を委託者
がダウンロードする方法

③�賃貸住宅管理業者が設置する委託者専用のインタ
ーネットのページ上で記載事項を閲覧させる方法

④CD－ ROM等の記録メディアを送付する方法

◦�賃貸住宅管理業法　第21条「秘密を守る義務」

　（新契約書第32条）

契約期間や賃貸住宅管理業の継続の是非にかかわら
ず、賃貸住宅管理業者は業務上得た情報を他に漏らし
てはいけません。

なお、秘密保持義務が課される「従業者」とは、賃
貸住宅管理業者の指揮命令に服しその業務に従事する
者をいい、再委託契約に基づき賃貸住宅管理業務の一
部の再委託を受ける者など賃貸住宅管理業者と直接雇
用関係にない者も含まれます。

■収入印紙の貼付
業務委託契約は、大別すると「請負契約」と「委任

契約」に分けられます。「請負契約」は、当事者の一方（請
負人）がある仕事を完成させることを約束し、相手方（注
文者）がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを
約束する契約で、業務の完成を目的としています。一
方で、「委任契約」は、業務を処理することそのものが
契約内容であり、業務の遂行を目的としています。

なお、業務委託契約の内容により、印紙税の対象と
なる課税文書に該当する場合があり、請負についての
契約書は印紙税額一覧表の第 2 号文書「請負に関する
契約書」に該当するため、収入印紙の貼付が必要にな

ります。
そこで、上記のことをふまえ、業務の遂行を目的と

している管理委託契約であっても、その契約の中で再
委託を行う場合、再委託の内容が機械保守や清掃など
の役務の提供のように無形な結果を目的とする「請負
契約」であれば課税文書に該当するため、頭書に収入
印紙貼付欄を設けています。

■委託者の事前承諾を要しない乙の立替費用の金額
委託者には、賃貸住宅管理業者が立替えた費用を償

還する義務がありますが、立替費用がかさむと委託者
の負担が重くなることから、原則、事前に委託者の承
諾を得ることとする旨を定めています。しかし、軽微
な修繕等の少額の費用についてその都度事前承諾を求
めることは双方にとって煩雑であることから、1 ヶ月当
たりの指定する金額を超えない場合は、委託者の事前
承諾を要しないこととしました。

建物賃貸管理委託契約　重要事項説明書
■重要事項説明書について

賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようと
するときは、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の
オーナー（専門的知識及び経験を有する者を除く。）に
対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託
契約の内容及びその履行に関する事項について、書面
を交付して説明しなければなりません。

法第 13 条に基づく説明（重要事項説明）は、業務管
理者によって行われることが必須ではありませんが、
業務管理者又は一定の実務経験を有する者など専門的
な知識及び経験を有する者が行うことが推奨されてい
ます。

なお、管理受託契約重要事項説明は、オーナーから
委託を受けようとする賃貸住宅管理業者自らが行う必
要があることに留意してください。また、管理受託契
約重要事項説明については、オーナーが契約内容を十
分に理解した上で契約を締結できるよう、説明から契
約締結までに 1 週間程度の期間をおくことが望ましい
としており、管理受託契約を委託しようとする者が契
約締結の判断を行うまでに十分な時間をとることが推
奨されています。

1
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賃貸住宅管理業登録制度における
業務管理者移行・指定講習について

賃貸住宅における良好な居住環境の安定的な確保を
図るため、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法
律」が令和 3年 6月 15 日に施行されました。法施行
に伴い、管理戸数 200 戸以上の管理業者には以下の項
目が新たに義務化され、法施行以降は未登録の状態で
あっても登録業者とみなされます。そのため、登録完
了までの間にも行為規則や罰則が適用されますのでご
注意ください。

⑴�賃貸住宅管理業の登録：委託を受けて賃貸住宅管理業
務（賃貸住宅の維持保全・金銭の管理）を行う者につ
いて、国土交通省の登録を義務付け
　※管理戸数が 200 戸未満の事業者は任意
⑵�賃貸住宅管理業者の業務における義務付け：業務管理
者の配置、管理受託契約締結前の重要事項の説明、財
産の分別管理、定期報告

なお、施行から 1 年間（令和 3 年 6 月 15 日～令和 4 年
6 月 14 日）は経過措置期間が設けられており、期間終了
までに登録申請が必要です。

本法施行で設置が義務付けられた「業務管理者」の役
割は、業務の管理及び監督する事務を行うことです。賃貸
住宅管理業を営む登録事業者に対して事業所・営業所ごと
に、業務管理者 1 名以上の設置が義務付けられています。

そこで、この業務管理者になる要件を満たすために大
きな 4 つのルートが設けられました。

なお、①と②のルートを経た賃貸不動産経営管理士は、
法体系に基づく国家資格となります。

①の移行講習については、法施行から 1 年間の経過措
置期間中が受講期限となっており、本講習を経過措置期
間終了までに修了しない場合、法体系に基づく国家資格
とならず、業務管理者になることができませんので必ず
受講してください。

また、令和 2 年度までの賃貸不動産経営管理士試験に
合格し、未登録の方は、経過措置期間中に登録と移行講習
を修了する必要があり、過去に登録済みで更新していない
方は、経過措置期間中に更新手続きと移行講習を修了する
必要があります。なお、本法における賃貸住
宅管理業者の登録制度へ業務管理者として
申請する場合は、別途手続きを行ってくださ
い。（詳細は国土交通省へご確認ください。）

①�令和2年度までの賃貸不動産経営管理士試験に合格、登録さ
れた方が業務管理者移行講習（以下、「移行講習」）を受講する。

②�令和 3年度（本年度は 11月 21 日実施予定）以降の賃
貸不動産経営管理士試験に合格、登録する。

③�現在、宅地建物取引士を取得されている方が賃貸住宅
管理業業務管理者講習（以下、「指定講習」）を受講する。

④�令和 3年度（本年度は10月17日実施予定）以降の宅地
建物取引士資格試験に合格、登録し、指定講習を受講する。
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令和 3 年 10 月 8 日に国交省より、「宅地建物取引業者
による人の死の告知に関するガイドライン」が公表され
ました。本ガイドラインは、過去に人の死が生じた居住
用不動産の取引に際して、宅建業者がとるべき対応に関
し、宅建業法上負うべき義務の解釈について、現時点で
一般的に妥当と考えられるものについて整理されており、
宅建業者の調査の対象や方法及び人の死の告知に関し、
宅建業者が告げなくてよい場合等について明記されてい
ます。なお、詳細につきましては、会員サイトのお知ら
せよりご確認ください。
https://member.f-takken.com/（会員個別の ID・PWが
必要です。）
■宅建業者による人の死の告知に関するガイドライン概要

①対象とする事案及び不動産の範囲
本ガイドラインにおいては、取引の対象となる不動産

において生じた人の死に関する事案かつ居住用不動産（※
集合住宅の場合、対象不動産及び日常生活において通常
使用する必要があり、住み心地に影響のある共用部分）
を取扱うことととしています。
②調査の対象・方法

宅建業者が媒介を行う場合、売主・貸主に対し、告知
書等に過去に生じた事案についての記載を求めることに
より、媒介活動に伴う通常の情報収集としての調査義務
を果たしたものとなります。ただし、売主・貸主からの

人材育成委員会（秋山伸也委員長）は、業者講習会
を 10月 1日からのWEB配信ならびに、10月 4日か
ら10月19日までの間に県下4会場にて開催しました。

昨年に引き続き、WEB 動画視聴による講習と、新型コ
ロナウイルス感染症対策を講じた会場での同映像視聴に
よる講習が並行して実施されました。

各会場とも、加藤龍雄会長が開会の挨拶を行い、その
中で、昨年 8 月 28 日より重要事項説明時に義務づけられ
た水害ハザードマップの有無やハザードマップ上の対象
物件の所在地の説明について再確認していただくよう呼
びかけました。

今回の講習では、まず連絡事項として「アスベスト調査・
がけ地近接等住宅移転事業について」「賃貸住宅管理業登
録申請について」「『4 機構共通レインズ』システムへの移

告知がない場合であっても、人の死に関する事案の存在
を疑う事情があるときは、売主・貸主に確認する必要が
あるとしています。
③告知について

原則としては、宅建業者は、人の死に関する事案が取
引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる
場合には、告げなければならないとしながらも、裁判例
等を踏まえて、可能な範囲で、現時点で宅建業者による
告知の範囲として妥当と考えられる一般的な基準が下記
の通り示されました。

④留意事項
告げる際には、氏名、年齢、住所、家族構成や具体的

な死の態様、発見状況等を告げる必要はなく、また、買主・
借主に事案の存在を告げる際には、後日のトラブル防止
の観点から書面の交付等によることが望ましいとされて
います。

行について」「福岡県 働き方改革地域実践事業について」
の 4 点が行政・本会担当者より説明されました。

続いての人権研修では、福岡県の担当官が宅地建物取
引と人権について、差別は過去のものではなく現在も起
こっている問題であることが述べられました。

本講習では、涼風法律事務所の熊谷則一弁護士が、「賃
貸住宅管理業法の概要（～賃貸住宅管理業登録を中心に
～）、売買・賃貸借をめぐる最近の裁判事例」と題して、
前半は今年 6 月 15 日に施行された賃貸住宅の管理業務等
の適正化に関する法律に関して管理業登録を中心に、後
半は令和元年度以降の最近の裁判事例を抜粋して、解説
されました。

業者講習会の WEB 受講は、11 月 19 日までに福岡県宅
建協会ホームページ内「動画視聴ページ」にて動画を 100
％視聴すると、業者講習会を受講済となります。

宅建業者による人の死の告知に関する宅建業者による人の死の告知に関する
ガイドラインが公表されました！ガイドラインが公表されました！

賃貸借契約 売買契約
①自然死・日常生活の中での
不慮の死(転倒事故・誤嚥等)
（特殊清掃等が行われた場合は除
く。）

原則:告げなくてよい 原則:告げなくてよい

②他殺・自死
・特殊清掃等が行われた自然死
や日常生活の中での不慮の死等

事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から
概ね3年間が経過した後は告げなくてよい※1
概ね3年間が経過していなければ、相手方の判断に
重要な影響を及ぼすと考えられる場合は告げる必要あり

相手方の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる
場合は告げる必要あり

③隣接住戸・日常生活において
通常使用しない集合住宅の共用
部分で発生した②の死

原則:告げなくてよい※1

※ 告げなくてよいとされた場合でも事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は告げる必要がある。

人の死の発覚から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主に
おいて把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等は告げる必要がある。

告げる場合は、事案の発生時期（特殊清掃等が行われた場合は発覚時期）、場所、死因及び特殊清掃等が行われた場合はその旨を告げる。

、
を実施
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（1）移行時の注意点について
西日本レインズは、令和 3年 12 月 25 日

（土）20 時に完全停止します。西日本レイ
ンズへの登録、証明書の発行は必ずこの時
間までに行ってください。移行後は、移行
前に登録、成約、変更及び削除を行ったす
べての物件の証明書が一切発行できません。
また、移行期間の 12 月 25 日 20 時～ 1月 6日 7時の期間は休業日数として扱うこととします。
そのため、システム停止中の日数は、専属専任媒介契約（5日以内）、専任媒介契約（7日以内）
の登録義務期間に含まれません。

（2）物件登録時の注意点について
現在、ふれんずに登録した物件はリアルタイムで西日本レインズに反映されますが、統合後
は 1日に 7回、ふれんずからレインズに物件転送を行うFTP連携（データ転送）に変更されま
す。そのため、レインズへの物件情報反映はタイムラグが生じることとなります。基本的にタ
イムラグは最大 2時間程度ですが、19 時 30 分以降に登録した場合は翌日反映となります。
また、登録証明書を取得するには、ふれんずにて物件登録後、レインズシステムにログイン
して発行するように変更されます。その結果、登録証明書の取得にもタイムラグが生じること
となります。
例えば、8時にふれんずに物件登録した場合、レインズに反映されるのは、10 時以降となり
ます。10 時以降、レインズに物件情報が反映されたことを確認して、レインズにログインし、
登録証明書を発行します。〔表 1参照〕
なお、レインズシステムへのログイン ID・パスワードは、ふれんず IDの頭に 4040 を付けま
す（パスワードはふれんずパスワードと同様です）。FAX会員の場合は、会員サイト「自社情報」
のログイン IDをご確認ください。

【表 1】※目安の時間です。また、登録内容にエラーが発生した場合等は予定時刻に反
映されませんので、ご了承ください。

必ず
ご確認
ください

レインズ統合に伴う
     主な　　　　　　　　について主な　　　　　　　　注意点主な　　　　　　　　主な　　　　　　　　変更点

前号にて、令和4年 1月 6日より 4つの指定流通機構（レインズ）が1つのシステムを
共同利用（以下、4機構共通レインズシステムという。）することとなった旨をご案内し、
一部変更点についてお伝えしました。今号では、さらに詳細な移行期間中の注意点や一部機
能等についてお知らせします。
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（3）レインズ機能の廃止について
下記レインズの機能は、4機構共通レインズシステムでは利用できなくなります。なお、①
～③の機能については、ふれんず BtoB サイトで変わらずご利用いただけますので、ぜひご活
用ください。
①マッチングお知らせメール機能　　　④日報の FAX配信機能
②CSVダウンロード機能　　　　　　　⑤登録証明書の FAX配信機能
③流通図面作成機能

※�④⑤の FAX配信機能の廃止に伴い、現在BizFAX をご利用の方は、ご自身で解約の手続きを
行っていただく必要があります。解約の手続きについては、協会会員サイトをご確認ください。

https://member.f-takken.com/top-news-detail?id=1788（会員個別の ID・パスワードが必要です。）

（4）ふれんず公開先画面の変更について
現在、ふれんずにて公開先を設定する際、自動的に「レインズ公開」のチェックが入ってい
ますが、統合後は、チェックが外れた状態になります。そのため、レインズにも登録したい場
合は、ご自身で「レインズに公開する」にチェックしてください。（取引態様で、売買の専任媒
介・専属専任媒介契約を選んだ場合は、自動的にチェックが入ります）

（5）問合せ先の変更について
ふれんずの問合せ窓口等が下記の通り変更になります。

●（公社）西日本不動産流通機構　TEL：082－ 568－ 5850
〈問合せ内容〉　⃝レインズ証明書再発行�　⃝レインズに対するご意見・質問・要望等

その他の詳細な変更点については、会員専用サイトをご確認ください。
https://member.f-takken.com/top-news-detail?id=1827（会員個別の ID・パスワードが必要です。）

レインズ統合に関する問合せ （公社）西日本不動産流通機構　TEL：082－568－5850

※現在の番号（092－833－6031）は
　令和3年12月28日までご利用いただけます。

 　　　　　　　　BizFAX サービスセンター　TEL：0120－161－011問い合わせ先
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（株）福岡県不動産会館研修部会（南博文部長）は、
令和 3年度第 2回実務セミナーとして、『すぐに役立
つ！不動産の徹底調査実務�―不動産調査手法・応用編
―』を開催し、合計 83名が受講しました。

今回のセミナーは、4 月に配信を行った基礎編に引き続
き、新型コロナウイルス感染防止対策として、会場での
セミナー開催を見合わせ、WEB 配信（1 ヶ月間の期間限
定配信）で開催しました。

本セミナーは、物件調査のパイオニアでもある（株）
こくえい不動産調査代表の和田周氏を講師に招き、解説
していただきました。和田氏は、不動産調査における法
務局・役所調査の必要なポイントや条例調査・法改正事
項などについて、多くの調査項目がある役所調査を最も
効率よく行う方法や、地域のローカルルールである条例
の考え方など、実際の事例を交え分かりやすく解説され
ました。WEB 配信でのセミナーについては、受講者から
は「受講のタイミングを業務との調整を図りながら決め
られるので WEB セミナーが便利です。」や「開業したば

踏切道改良促進法等の一部を改正する法律による道路法
の改正及び踏切道改良促進法の改正に伴い、宅地建物取引
業法施行令が改正されたことにより、令和 3 年 9 月 25 日
より重要事項説明事項に追加されることとなりました。

また、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のため
の長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正
する法律の施行が、令和 4 年 2 月下旬に予定されておりま
すので、本件についても全宅連・福岡県宅建協会書式では、
重要事項説明事項に追加されます。施行されるまでの間は、
本項目は説明事項に該当しませんので説明不要ですが、施
行日以後は説明する必要がありますので、ご留意ください。

なお、福岡県宅建協会における対応としては、ふれん
ずらくらく契約書（売買版・賃貸版）についてはアップ
デートにて対応しています。また、紙書式については次
回増刷分より改訂を予定していますが、リリースまでの
間に現行の重要事項説明書書式を利用する場合は、会員
サイトより追加書式をダウンロードいただき該当箇所に
貼り付けてご対応ください。詳細につきましては、会員
サイトのお知らせよりご確認ください。

かりで、実務に関する勉強の機会を模索していました。
今回のセミナーを早速調査に生かしていきます。」など非
常に有意義であった旨の回答が多く見られました。

研修部会では、引き続き会員の皆さまの業務にお役立
ていただける WEB 配信セミナーを予定しています。次回
セミナーでは、不動産専門メディア「イクラ不動産」を
運営するイクラ（株）の木村圭志氏をお招きし、売り物
件の受託を増やす営業手法について 11 月末頃に WEB 配
信を行うこととしています。

https://member.f-takken.com/（会員個別の ID・PW が
必要です。）
【売買・交換用】　※赤字が今回の改正により追加されました。

第2回 不動産実務セミナーを開催
（株）福岡県不動産会館

令和 3 年 度 効率よい法務局・役所調査のポイントを学ぶ

踏切道改良促進法に係る説明項目の追加に関する
重要事項説明書の更新等について
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宅建協会は宅地建物取引業の適正な運営を確保する
とともに、宅地建物取引業及び地域社会の健全な発展
に寄与することを目的のひとつとしています。

この度、福岡県警察より福岡県暴力団排除条例第 6
章第 19 条、第 20 条に規定する「不動産の譲渡等をし
ようとする者の講ずべき措置等」を遵守していただく
よう依頼がありました。

現在、福岡県警察では、暴力団に対する検挙活動や
資金源対策等、総合的な対策をより一層強力に推進し
ているとのことです。

そこで会員の皆様におかれましては、暴力団排除条
例や、暴力団事務所として使用しないことの誓約が盛
り込まれた本会作成の契約書等を是非ご活用いただ

き、お取引された不動産が暴力団事務所として使用さ
れることがないよう、改めて徹底していただきますよ
うお願い申し上げます。

なお、今回のご案内は新たにご対応が必要となるも
のではなく、既に遵守していただいているものを再度
徹底していただくようお願いするものです。

また、暴力団事務所が新規に開設されている等の情
報を入手された際は、下記までご連絡くださいますよ
うお願い申し上げます。

　令和3年 8月 1日に消費生活製品安全法施行令
が一部改正されたことに伴い、同法に規定する「特
定保守製品」について変更等がありました。これ
により、全宅連、福岡県宅建協会が策定する不動
産売買契約に係る「付帯設備表」の一部改訂が行
われています。なお、らくらく契約書はアップデ
ートにて対応しています。
　各書式の改訂内容については、会員サイトより
ご確認ください。

消費者生活製品安全法施行令一部改正に係る　　　　「付帯設備表」　の

一部改訂について   

再徹底について
の

「不動産の譲渡等を
  　しようとする者の講ずべき措置等」

福岡県
暴力団排除条例

第６章
に規定する

福岡県警察組織犯罪対策課　暴力団排除企画係
TEL：092－ 641－ 4141【内線 4599】

（会員個別の ID・PWが必要になります。）
【全宅連書式の変更について】
https://member.f-takken.com/top-news-detail?id=1739
【福岡県不動産会館書式の変更について】
https://member.f-takken.com/top-news-detail?id=1747

消費生活製品安全法における「特定保守製品」とは
経年劣化による重大製品事故の発生の恐れが高い製

品を特定保守製品として指定し、所有者情報をメーカー
が把握することで、点検が必要な時期に、メーカーが所
有者に点検時期を通知、所有者が点検を受ける制度です。

消費生活製品安全法施行令改正の概要
「特定保守製品」として指定

されてきた 9 製品（①屋内式ガ
ス瞬間湯沸器（都市ガス用）、
②屋内式ガス瞬間湯沸器（LP
ガス用）、③石油給湯器、④屋
内式ガスふろがま（都市ガス

用）、⑤屋内式ガスふろがま（LP ガス用）、⑥石油ふ
ろがま、⑦ビルトイン式電気食器洗機、⑧密閉燃焼式
石油温風暖房機、⑨浴室用電気乾燥機）のうち、③石
油給湯機と⑥石油ふろがまを除く 7 製品について、特
定保守製品の指定から除外されました。

ただし、除外された 7 製品のうち公布の日から起算
して一年を経過する日までに点検期間の始期が到来す
る製品（経過措置対象製品）については、引き続き、
法に基づく点検実施を行う経過措置が設けられていま
す。（付則 2 条）
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会員の皆様には、平素より当社業務にご高配賜り
厚く御礼申し上げます。
さて、2022 年版『不動産手帳�2022』が完成し

ました。会員の皆様には、今号に同封して、1冊ず
つ無償にてお送りしています。更にご入用な方には
1冊 770 円（税込）で販売します。
販売は、当社商品販売コーナーもしくは支部等で

も販売いたしますが、FAX でのご注文も承ってお
ります。また、ネットショッピング（https://www.
f-takken.com/shopping/）でもご購入頂けます。
なお、注文販売でコレクト便（代引き）をご利用

の場合、送料（※注文 1 件につき、1,100 円。
11,000 円以上のご購入は送料無料とさせて頂きま
す。）が必要となります。

2022年版不動産手帳販売開始のお知らせ

全宅連では平成 28年度より顧問弁護士による電
話法律相談を開始し、平成 30年度より不動産契約
書及び重要事項説明書式に付随する内容について、
相談員による無料電話相談を実施しており、全国の
宅建協会会員の皆様から様々な問合せ、ご相談が寄
せられております。
その中からよくあるご質問等について全宅連顧問

弁護士の深沢綜合法律事務所及び株式会社ときそう
の不動産鑑定士吉野荘平氏監修のもと、Q＆ A形
式にまとめて会員の皆様向けに書籍として発刊され
ることとなりました。
下記に本書で解説されている質問内容を一部抜粋

しておりますが、本書では重要事項説明・売買契約・
賃貸借契約ごとにテーマを分けて、特に問い合わせ
の多い質問について分かりやすく解説しています。
会員の皆様におかれましては、日ごろの業務の一

助となるべく参考資料としてご活用ください。

【Q&A で解説されている質問（抜粋）】
〈重要事項説明〉

●�場所によって幅員が異なる場合、どのように記載
すればよいですか。

●�土地建物の売買で建物価格を 0円として売買契約
をしても問題ないでしょうか。また、0円とする
場合の注意点等あれば教えてください。

〈売買契約〉

●�隣地所有者が不明等で境界確定ができない場合は
どうしたらよいですか。

●�抵当権が設定されていて、残代金の支払いをもっ
て抹消する場合、注意することはありますか。

〈賃貸借契約〉

●�連帯保証人を 2名立てる場合、極度額は合計を記
載すればよいですか。それぞれ設定しないといけ
ないのでしょうか。

なお、Q＆ Aについてはあくまで一例であり、一
般的な質問に対しての回答としています。また現行
の法令を基に作成をしていますが、今後関係法令が
改正されることにより、回答が一部変更となる場合
もありますのであらかじめご了承ください。
本書は、不動産会館 1階商品販売コーナーにおい

て、11月 25 日より 1冊 500 円（税込）で販売を
予定しています
ので、この機会に
是非お買い求め
ください。
また、会員の皆

様には、こちらの
Q＆ A（本書）を
今号に同封して、
1冊ずつ無償にて
お送りさせてい
ただきます。

（株）福岡県不動産会館

（株）福岡県不動産会館販売開始のお知らせ
「重要事項説明・売買契約・賃貸借契約に係るQ＆A」

第 547 号　　2021 年（令和 3 年）11 月 15 日　 宅建ふくおか　 （昭和 54 年 10 月 11 日 第 3 種郵便物認可）



入 会 者 一 覧 表 期間 : R03.08.01 〜 R03.9.30

支部名 免許証番号 商号・名称 代表者 所在地 TEL FAX 入会日
東部支部 （01） 19726 ㈲須藤友規工務店 須藤　浩之 福岡県福岡市東区八田 2-22-18 092-691-4661 092-691-4685 R3.08.10
東部支部 （01） 19788 ㈱くりえいと 安成　信次 福岡県宗像市くりえいと 2-3-1 0940-38-8100 0940-38-8101 R3.09.16

博多支部 （05） 14254 ㈱ルーム
福岡営業所 新久田　清人 福岡県福岡市博多区山王 1-10-11-

211 092-233-1260 092-481-9696 R3.09.07

博多支部 （01） 19684 フォルトゥナ㈱ 孫　暁頴 福岡県福岡市博多区祇園町 1-40
大樹生命福岡祇園ビル 9階 092-262-3328 092-262-3338 R3.08.10

博多支部 （01） 19693 西武不動産九州㈱ 池田　義昭 福岡県福岡市博多区中呉服町3-10-2F 092-710-6333 092-710-6332 R3.08.10
博多支部 （01） 19702 ㈱ T．M．G． 松本　龍憲 福岡県福岡市博多区諸岡 5-7-6 092-501-5360 092-501-5360 R3.08.10
博多支部 （01） 19738 ㈱ホクエイ 木村　満 福岡県福岡市博多区住吉 3-15-5 092-263-7914 092-263-7914 R3.08.10

博多支部 （01） 19739 ㈱福葉 堺　勇人 福岡県福岡市博多区住吉3-9-1-412
カワイアーバンビルⅡ 092-409-3787 092-409-3787 R3.09.07

博多支部 （01） 19760 ㈱エクセルプラン 荒木　秀夫 福岡県福岡市博多区吉塚 2-3-24-208 092-611-7720 092-611-7730 R3.08.17
博多支部 （01） 19763 ㈱ぼっくり屋 花田　勇人 福岡県福岡市博多区住吉 3-14-1 092-281-1611 092-281-1612 R3.08.17

博多支部 （01） 19770 RoomLabo 生津　博道 福岡県福岡市博多区博多駅前 4-16-6
オフィスニューガイア博多駅前No.50　209 号 092-409-9227 092-409-9228 R3.08.26

博多支部 （01） 19771 ㈱幸上不動産 川上　眞幸 福岡県福岡市博多区吉塚 3-31-69
MixHAKATA1-B 092-624-3710 092-624-3713 R3.09.07

中央支部 （04）
大臣 6857 タマホーム㈱

九州地区本部 二禮木　豊 福岡県福岡市中央区渡辺通 5-2-25 092-739-0800 092-739-0804 R3.09.07

中央支部 （01）
大臣 9975 オールハウス㈱

福岡支店 原田　尚明 福岡県福岡市中央区今泉 1-18-24-
202 092-715-1877 092-715-1877 R3.08.10

中央支部 （01）
大臣 10002 ㈱アズマシティ開発

福岡支店 秋吉　潤 福岡県福岡市中央区大手門 3-9-1-
1F 092-737-0808 092-737-0810 R3.09.14

中央支部 （01） 19743 福岡エステート㈱ 金　正泰 福岡県福岡市中央区舞鶴2-8-13　1F 092-409-2585 092-409-2585 R3.08.04

中央支部 （01） 19744 ㈱ EMIHOME 山田　康正 福岡県福岡市中央区赤坂 1-2-6
赤坂パインマンション 5C 092-406-9746 092-406-9749 R3.08.10

中央支部 （01） 19746 ㈱ OPTREAL 木村　充 福岡県福岡市中央区白金 1-8-11
ダイヤモンドタワー薬院南 5F501 号室 092-401-1261 092-401-1262 R3.08.10

中央支部 （01） 19751 福岡リアルエステート㈱ 中西　勇 福岡県福岡市中央区天神3-6-36-3F 092-713-7810 092-713-7820 R3.08.10
中央支部 （01） 19756 いい不動産㈱ 木原　槙一 福岡県福岡市中央区薬院 3-1-20 092-534-5760 092-534-5761 R3.08.13

中央支部 （01） 19757 ㈱ HETE総合不動産 谷脇　眞剛 福岡県福岡市中央区大名 1-3-32
ラ・コルテ大名 201 092-600-1266 R3.08.13

中央支部 （01） 19769 ㈱プラムパーク 樋口　裕二 福岡県福岡市中央区高砂 1-22-16 092-981-3610 092-981-3610 R3.08.26

中央支部 （01） 19773 ㈱白金地所 今任　宏子 福岡県福岡市中央区天神 3-10-32
ロゼ天神 305 092-791-6654 092-235-3244 R3.08.27

中央支部 （01） 19774 ㈱ディーエヌジー 有江　伊織 福岡県福岡市中央区平和 5-6-18
レインボービル 202 092-235-1101 092-235-1102 R3.08.27

中央支部 （01） 19794 ㈱ベーシック 甲斐田　基樹 福岡県福岡市中央区白金1-17-15-7階 092-522-3001 092-522-3002 R3.09.22
中央支部 （01） 19803 Good�Life ＆ Travel�Company ㈱ 麻生　宏 福岡県福岡市中央区大宮 2-3-34 092-791-3535 092-534-3366 R3.09.30
南部支部 （01） 19729 ㈱ ENOMOTO 柄本　貴博 福岡県福岡市南区平和 2-20-39 092-753-7807 092-753-7857 R3.08.10
南部支部 （01） 19781 ㈱田中屋不動産 田中　剛 福岡県福岡市南区皿山 2-1-44 092-555-7088 092-555-7098 R3.09.09
筑紫支部 （01） 19777 ㈱ GONZO 安本　剛 福岡県那珂川市仲 4-4-14 092-952-9159 092-952-9159 R3.09.07

福岡西支部 （01） 19704 アドバンス craft 西村　英理子 福岡県福岡市西区今宿 1-4-5
アリシア今宿ザ・テラス&リゾート811 092-807-3902 092-807-3902 R3.08.10

福岡西支部 （01） 19719 ラプレホーム 目野　幸治 福岡県福岡市西区下山門 2-11-2 092-884-2855 092-884-2855 R3.09.07
福岡西支部 （01） 19733 ㈱アジャスト 松本　和昭 福岡県福岡市西区姪浜駅南 3-9-13 092-832-7800 092-832-7801 R3.08.10
福岡西支部 （01） 19745 関工務店 関　泰浩 福岡県糸島市八島 237-1 092-324-7939 092-324-7939 R3.08.10
福岡西支部 （01） 19755 さくらい暮らしデザイン 原田　なみ 福岡県糸島市志摩桜井 4165 092-332-0278 092-332-0313 R3.08.13
福岡西支部 （01） 19761 ㈱ FRH 平野　寿人 福岡県福岡市西区豊浜 1-13-4 092-515-8952 R3.08.17

福岡西支部 （01） 19765 ㈱デリハコーポレーション 村田　公心 福岡県福岡市西区姪浜駅南 1-2-1
テーラ・ベルデ 201 092-707-5755 092-707-5744 R3.08.24

福岡西支部 （01） 19768 ㈱ウーヴィック 中村　理恵 福岡県糸島市二丈深江 2103-15 092-338-8218 092-303-8731 R3.08.26
福岡西支部 （01） 19779 ㈱ハウジング・フィッター 本原　寛人 福岡県福岡市早良区賀茂 2-41-20 092-862-4567 050-3452-6341 R3.08.30

福岡西支部 （01） 19784 ㈱レクリエ 松永　英明 福岡県福岡市早良区原 5-15-14-1 階
2号室 092-836-6740 092-836-6741 R3.09.10

福岡西支部 （01） 19797 ㈱パートナーワン 長﨑　隆良 福岡県福岡市西区姪浜駅南 1-4-1
アリエス姪浜駅南 602 092-211-2634 092-202-7432 R3.09.22

北九州支部 （04）
大臣 6432 ㈱不動産のデパートひろた

城野店 長田　健史郎 福岡県北九州市小倉北区片野新町
2-13-16 093-941-3939 093-941-3940 R3.09.07

北九州支部 （01） 19662 ㈱ホーム機器いのくち 重村　英臣 福岡県北九州市八幡西区永犬丸南
町 1-10-13 093-612-6811 093-613-5574 R3.08.10

北九州支部 （01） 19715 ㈱アセット 宮野　将範 福岡県北九州市八幡西区本城東
1-11-27 093-692-5111 093-692-5741 R3.08.10

北九州支部 （01） 19740 ㈱ JBエイト 宮川　初夫 福岡県北九州市小倉北区三萩野
1-1-8　プリンセス三萩野 2-B 093-932-5333 093-932-5334 R3.08.10

北九州支部 （01） 19753 ㈲平田材木店 平田　茂樹 福岡県北九州市八幡西区香月中央
2-2-5 093-617-0003 093-617-0026 R3.08.11

北九州支部 （01） 19762 M＆Mクリエイト㈲ 満岡　信一 福岡県北九州市八幡西区東川頭町9-1 093-671-6263 093-982-1970 R3.08.17
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支部名 免許証番号 商号・名称 代表者 所在地 TEL FAX 入会日

北九州支部 （01） 19766 ㈱ひかる都市開発 丸山　光一郎 福岡県北九州市八幡西区陣原 5-3-10
八幡ビルセカンドステージ 202 093-616-8605 093-616-8604 R3.08.24

北九州支部 （01） 19783 ㈲川原建設 長山　鎮次 福岡県北九州市小倉北区日明 5-1-13 093-571-2564 093-561-4018 R3.09.10
久留米支部 （01） 19759 新生不燃ボード㈱ 平安　清史 福岡県小郡市上岩田 769-1 0942-72-4111 0942-72-1888 R3.08.16
久留米支部 （01） 19778 ㈱エステートハウジング 臼井　圭一 福岡県小郡市小郡 689-58 0942-80-7110 0942-80-7110 R3.09.07
久留米支部 （01） 19782 考える不動産㈱ 宮﨑　陽一 福岡県久留米市東合川町 505-2 0942-45-2368 0942-45-2368 R3.09.10

県南支部 （01） 19758 ㈱アドバイスGROUP 中野　秀謙 福岡県みやま市瀬高町高柳 268-1-
A103 0944-64-1800 0944-64-1801 R3.08.16

筑豊支部 （02） 18001 ㈱おうち屋
飯塚店 佐々木　孝志 福岡県飯塚市幸袋 827-21 0948-43-9223 0948-43-9224 R3.09.07

筑豊支部 （01） 19749 ㈱のおがた再生整備 有吉　慶祐 福岡県直方市新町 3-3-10 0949-22-2493 0949-24-3714 R3.08.04

退 会 者 一 覧 表 期間 : R03.08.01 〜 R03.9.30

支部名 免許証番号 商号・名称 代表者 所在地 退会日

東部支部 （03）
大臣 7912 ㈱三好不動産

千早店 三浦　瑛士 福岡県福岡市東区水谷 2-52-2 R3.09.17

東部支部 （09） 8988 中野建築システム㈱ 河東　克典 福岡県福岡市東区松島 5-18-16 R3.08.12
東部支部 （07） 12137 ㈱ステア 木村　京次 福岡県福岡市東区箱崎 5-11-6-1512 R3.09.29
東部支部 （06） 12994 ㈲トリモ 中川　寛茂 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭 6-9-16 R3.08.18
東部支部 （04） 15538 エムディエス 有吉　素彦 福岡県福岡市東区奈多団地 29-206 R3.08.31
東部支部 （01） 18249 ㈱クロスリンク　吉塚店 中庭　丈博 福岡県福岡市東区馬出 1-1-2　平野ビル 1F R3.09.03

博多支部 （01）
大臣 9312 ㈱住宅王

福岡支店 小野　卓也 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-5-5
TAKAKI ビル 3階 R3.08.11

博多支部 （01） 18389 ㈱サン・シャインパートナー 松村　眞一郎 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-12-5-406 R3.09.13
博多支部 （01） 19057 ㈱ SHI 齋藤　仁 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-15-28　SHI ビル R3.09.17
中央支部 （10） 7910 三栄開発 澄川　苗子 福岡県福岡市中央区警固 3-1-19 R3.09.29
中央支部 （06） 13049 ㈲松岡地所　薬院店 森　由都理 福岡県福岡市中央区薬院 2-2-24 R3.09.29
中央支部 （03） 16037 ㈱西通り不動産 野上　敬治 福岡県福岡市中央区渡辺通 2-8-20-201 R3.09.29
南部支部 （02） 17088 ㈱プライマリーズ 有働　恒太 福岡県福岡市南区塩原 2-6-5 R3.08.18
南部支部 （01） 18064 ㈱ Coollect 梅田　直毅 福岡県福岡市南区高宮 3-23-8　KTビル 101 号 R3.09.29
福岡西支部 （14） 2028 吉岡不動産 吉岡　安利 福岡県福岡市西区戸切 2-1-7 R3.08.20
福岡西支部 （04） 14569 若松屋ホーム 堤　太二 福岡県福岡市西区上山門 1-25-3 R3.08.20
北九州支部 （06） 12560 合資会社ノーブル・プレイス 中野　康介 福岡県北九州市小倉北区足原 1-11-8 R3.08.02
北九州支部 （05） 13473 ㈱システム華 花田　繁道 福岡県北九州市若松区古前 2-5-16 R3.09.03
北九州支部 （02） 17772 ㈲睦実商事 松﨑　信也 福岡県北九州市小倉北区熊本 4-2-26-2F（第 3睦実ビル） R3.08.18
久留米支部 （10） 7609 重岡組不動産 重岡　潔司 福岡県うきは市吉井町千年 694-1-3 R3.08.30

久留米支部 （03）
大臣 8007 ㈱ハウスドゥ住宅販売

ハウスドゥ！久留米合川店 中村　一海 福岡県久留米市東合川 6-1-3 R3.08.25

久留米支部 （02）
大臣 8541 ㈱マエムラ

久留米支店 壱岐　秀和 福岡県久留米市東合川 6-2-13 R3.08.30

筑豊支部 （03） 16570 ㈱幸和プロデュース 古賀　篤 福岡県嘉麻市牛隈 1934-2 R3.09.28

　市場動向の把握に繋がり、賃貸オーナーへの賃料設定や建設等を提案する際にも役立つ指標とすべく、
実施する同調査結果の精度を更に高めるために、1社でも多くの皆さまにご回答いただきたく、ご協力の
ほどお願いいたします。令和3年 10月 31日時点を目安として調査いただき、12月 17日までに本誌同
封のアンケート用紙にご記入のうえ、FAX でご返信いただくか、WEB フォーム（https://member.
f-takken.com/）からご回答いただきますよう宜しくお願いいたします。

　賃貸市場整備委員会（浜田真委員長）では、平成 23年度より毎年実施し、会員サイトにて調査結
果を公開している「賃貸住宅の空室率アンケート調査」を今年度も実施することといたしました。
　同調査は、賃貸管理業務を主力とし、空室対策を積極的に行う会員の方々が管理・斡旋している賃
貸住宅の全戸数と空室戸数を取りまとめているものです。昨年度は、448社から回答をいただき、空
室率7.5％という調査結果となりました。（全調査戸数10万 2,727戸、全空室戸数7,741戸）

■�会員サイト「不動産市況・空室率調査」
　https://member.f-takken.com/real-estate-market（会員個別の ID・PWが必要です）

空室率アンケート調査ご協力のお願い

第 547 号　　2021 年（令和 3 年）11 月 15 日　 宅建ふくおか　 （昭和 54 年 10 月 11 日 第 3 種郵便物認可）



宅地建物取引士法定講習会のお知らせ

ご存じですか
？

　宅地建物取引士証の更新には、法定講習会の受講が必要です。福岡県登録の宅建士証をお持ちの方

には有効期限の約７ヶ月前に宅建協会より法定講習会のご案内 (申込書 ) をお送りしておりますので、
是非お申し込み下さい。なお他団体からも同じような案内状が届いておりますので、ご注意ください。

更新対象の方へは下記のスケジュールでご案内する予定です。（11月～ 1月開催分）

宅建士証有効期限 講　　習　　日 ご案内発送
H�34（R４）年 ６月 1/18（火）・1/19（水）アクロス福岡、1/21（金）小倉興産KMMビル Ｒ３年11月上旬

H�34（R４）年 ７月 2/15（火）・2/16（水）アクロス福岡、2/22（火）小倉興産KMMビル Ｒ３年12月上旬

H�34（R４）年 ８月 3/17（木）アクロス福岡、3/15（火）小倉興産KMMビル Ｒ４年１月上旬

※R4年3月から9月までアクロス福岡会場が4階から7階へ会場が変更となります。
※ホームページにて講習日程、講習時間割等ご確認いただけます。
��　　　　https://www.f-takken.com/kyoukai/syunin3.html
※指定された講習日にご都合の悪い方は他の日程に変更できます。
※従業員の方へもお知らせ下さい。
※自宅住所に変更がある方はご案内状が届きませんので主要な県土整備事務所で変更登録をお願いします。

℡��０９２－６３１－２３２３　福岡県不動産会館４階

　  宅建協会の法定講習会は毎月実施
　　講習日変更も可能です！

法定講習会に関するお問い合わせ

HP 令和2年 10月 1日以降宅建士証に
旧姓を併記することができます。詳細
については、お問い合わせください。

円（税込）
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　37条書面（いわゆる契約書）には、「代金の額」又は「借賃の額」を記載する必要がありま
すが、この「代金・借賃の額」の記載にあたっては、売買、貸借等につき課されるべき消費税
相当額を明記する必要があります。
　なお、消費税相当額は、代金、借賃に係る重要な事項に該当するため、故意に事実を告げず、
または不実なことを告げた場合には宅建業法 47条違反となりますので注意が必要です。

編集後記

　この視覚表現＝VI（ビジュアル・アイデンティティ）マー

クは、昭和 56 年（1981 年）に大成印刷（当時）がデザイ

ンを制作し、本会の「福岡県不動産流通センター」のシン

ボルマークとなりました。当時の本会の広報誌には「鳩の

マーク」として紹介されました。ハトマークは、赤、緑、

白の 3色で構成され、それぞれ「太陽の赤、大地の緑、取

引の公正を象徴する白」を表現しており、また 2羽のハト

が寄り添う形は、信頼で結ばれる消費者と本会会員の姿を願いデザインされたものです。

　その後、会員店の信頼向上に役立てようと、ハトマークの使用を推奨し、昭和 58 年

（1983 年）には「ハトマークモデル店舗」活動を推進、県内に広く浸透しました。昭和

60 年（1985 年）には、全国宅地建物取引業協会連合会（全宅連）の統一マークとし、

全国展開が開始されました。

　現在では、本会加盟店のシンボルマークとして、また安心のマークとして広く認知さ

れるに至りました。

宅建協会の
ハトマークのはじまり

本誌掲載内容に関し、無断転載及び複写による不特定多数への頒布等による使用は固く禁じます。

　令和 3年 10月2日の13時 30分頃から、10月
5日の1時 00分頃の間、不動産情報ネットふれんず、
西日本レインズ、ふれんずらくらく契約書等のサービス
を提供するための機械（ストレージ）において障害が
発生したため、ふれんずの登録・検索などを含めた全
てのサービスが利用できない状態となっておりました。
会員の皆様におかれましては、業務に多大な支障が
出たことと存じます。復旧までの間、多大なるご迷惑・
ご不便おかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。

不動産情報ネットふれんず及び西日本レインズ
等の障害発生について（お詫びとご報告）

宅建協会、不動産会館、九公取、取引士
の各事務局は下記の日程でお休みします。

ご迷惑おかけしますが、何卒ご了承の程
お願い申し上げます。
　　令和3年 12月 29日（水）～

令和4年 1月 4日（火）　　　

不動産無料相談所は
　　12月 28日（火）～ 1月 5日（水）

ふれんず事務局は
　　12月 29日（水）～ 1月 4日（火）

年末年始お休みのお知らせ
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※送料 1,100 円となります。

但し、合計金額が 11,000 円以上の場合送料無料です。

下記【注文票】にご記入の上、（株）福岡県不動産会館までご注文ください。

FAX：（092）631-3350 TEL：（092）631-3333 担当：吉出・錦戸

「わかりやすい賃貸借契約書の書き方」

販売開始！！

令和２年４月に施行された新民法（債権法）や

借地借家法等、昨今の法律改正や判例の動向を踏

まえ、トラブルの防止や知識、理解の向上を図る

ことを目的として、全宅連より新たに発刊されま

した。賃貸借契約の参考書として是非ご活用くだ

さい。

※本書が解説している賃貸借契約書とは全宅連版

の書式であり、福岡宅建協会版の書式ではありませ

ん。そのため、契約更新の条項（福岡宅建協会版だと

「自動更新」、全宅連版だと「合意更新」）など内容に

違いがございますので十分にご注意ください。

【書籍内容のご案内】

 賃貸借契約書の条文解説だけでなく、共益費、借主の善管注意義務、信頼関係の破壊な

ど賃貸借契約でよく聞かれる用語の解説に加え、連帯保証人の極度額や物件の一部滅失に

伴う賃料減額など、新民法の内容もおさえた一冊となっております。

 賃貸借契約の参考書として、この機会にぜひご購入をご検討ください。

ご
送
付
先

ご商号

電話番号 FAX 番号

ご住所 注文数
冊

注文票           令和  年  月  日

注文

方法

わかりやすい賃貸借契約書の書き方：２，６４０円（税込）

（株）福岡県不動産会館より
新商品のお知らせ

〒　　　−
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