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●平成２９年度事業計画書（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日）
●平成２８年度会員団体等の規約研修会への講師派遣
●賛助会員が入会しました。
●平成２９年度消費者モニターが決定しました。
●平成２８年度不動産広告に関する消費者講座
●平成２８年度第２回消費者モニター懇談会
●平成２８年度第３回不動産広告問題研究会
●平成２８年度注意・警告・違約金課徴など
●規約違反に対する違約金課徴の広告事例（ホームページより）
●平成２８年度不動産広告実態調査・賃貸物件広告実態調査など
●平成２８年度不動産広告実態調査 違反事例（注意分）
●主な会議日程【平成２９年４月～１０月】

公益社団法人 近畿地区不動産公正取引協議会 T E L：
F A X：

06 （6941） 9561
06 （6941） 9350

〔文中、全て順不同・敬称略〕
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　今日の増加するインターネットの「おとり広告」の問題については、関西テレビや朝日・日本経済新
聞等でも取り上げられ、「横行する悪質なインターネット広告」などと痛烈な批判も一部受けており、と
もすれば、インターネットの「おとり広告」の問題は、不動産業界そのものに対する消費者からの信頼
感まで大きく失うことも懸念されうる。
　このような背景のもと、平成２９年度においても、引き続き、不当景品類及び不当表示防止法第３１
条の規定に基づく、「不動産の表示に関する公正競争規約」（以下「表示規約」という）及び「不動産
業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」（以下「景品規約」という）の適正な運営を
通じて、インターネットの「おとり広告」の問題に取り組み、インターネットの「おとり広告」の排除とその
未然防止に一層務めることが、当協議会の当面する最重要課題と考えられる。
　そのため、不動産情報サイトや会員事業者のホームページにおいて、契約済み物件等を掲載する

「おとり広告」に対する監視を今まで以上に強めるとともに、規約に違反する会員事業者については
適切な措置を講じる。
　さらに、規約に違反する会員事業者への新たな対応として、当協議会が「おとり広告」や重大な不
当表示により措置を講じた会員事業者については、首都圏公取協の「ポータルサイト広告適正化部
会」のメンバー等の不動産情報サイト運営会社との協力・連携の中、これらが運営する不動産情報サ
イトに、最低１か月間の掲載停止の処分を実施することとし、各構成団体を通じ、会員事業者にその旨
を周知徹底した後、夏季を目途にその施策を開始することとする。
　以下、平成２９年度事業計画については次のとおり定める。

１　事業活動の広報及び規約等の普及啓発に関する事業について　
　 （定款第４条第１号、第５号関係　担当：広報・総務委員会）
　⑴  ホームページによる情報提供の推進

 当協議会のＰＲと規約の普及啓発等を図るため、当協議会の事業活動状況をはじめ、表示規
約・景品規約の基礎知識、規約研修用ＤＶＤ、厳重警告・違約金課徴事例の概要などを掲載す
るとともに、所定の業務・財務関係等の資料についても情報を公開する。

　⑵  広報誌の発行
 各関係官公庁、消費者団体、広告媒体社及び各構成団体等に対し、当協議会の事業活動に
ついて理解と協力を求めるため、広報誌「公取協にゅうす」を年２回程度作成・配布すると同時
に、ホームページにも広報誌を掲載することによりその効果を一層高めることとする。

　⑶  規約集・不動産広告ハンドブック・公正表示ステッカーの頒布
表示規約及び景品規約等の条文を取りまとめた規約集「不動産の公正競争規約」と実務者
向けに規約解説や広告表示例等を取りまとめた「不動産広告ハンドブック」を頒布するほか、規
約に対する遵守意識を啓発するため、会員事業者の店頭掲示用の「公正表示ステッカー」を頒
布する。

平成２９年度事業計画書
（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日）
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２　規約の相談業務及び指導業務の推進に関する事業について
　 （定款第４条第２号、第５号、第７号関係　担当：指導委員会）
　⑴  表示規約及び景品規約に関する相談業務

常時、事業者、賛助会員、維持会員、広告会社及び新聞媒体社等からのインターネットをはじめ
規約に関する相談・照会等を受付、的確かつ丁寧な対応に努めながら、規約違反の未然防止
はもちろん、出来る限りの不動産広告の表示適正化の観点から相談業務に当たる。
 併せて、規約違反の未然防止体制を拡充強化するため、引き続き、各構成団体の役職員にも
相談業務について協力を求めることとする。

　⑵  自主研修会及び義務講習会の開催
消費者庁及び滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県の後援のもと、規約の普及
啓発・周知徹底を図るため、会員事業者のみならず、誰もが自主的に参加することができる「自
主研修会」（規約研修会）を開催する。
さらに、規約違反の再発防止を図るため、違約金課徴、厳重警告及び警告の措置を講じた会
員事業者を対象に「義務講習会」(規約研修会)を開催する。

　⑶  各構成団体等における規約研修会への協力
 各構成団体や関係団体等が主催する規約研修会については、それぞれの要請に応じて、講師
の派遣を行うほか、規約研修会のレジュメ・資料などについても提供する。
 このほか、規約の指導・規約研修会の内容の充実強化を図るため、規約推進特別講師を交え
た勉強会の開催についても検討する。

　⑷  不動産広告問題研究会の開催
 不動産広告の表示適正化及び不動産取引の公正化に尚一層資するとともに、各種の意見交
換・情報交換を図るため、賛助会員・維持会員の実務担当者を対象に「不動産広告問題研究
会」を年３回程度開催する。

３　規約遵守状況に対する審査・調査及びその是正措置等に関する事業について
　 （定款第４条第３号、第４号、第８号関係　担当：表示審査・調査・措置委員会）
　⑴  広告審査及び広告調査の実施

 消費者、消費者モニター、会員事業者、各構成団体及び各関係官公庁等から、インターネットの
「おとり広告」等の被疑事案の申告や移送案件等を受付、表示規約、景品規約、違反調査及
び措置の手続等に関する規則、違反調査等事務処理規程に基づき、各構成団体に協力を求
め、経常調査及び臨時調査を実施する。
特に、経常調査については、原則、府県毎に、①１０～１２月頃に売買物件、②２～３月頃に賃貸
物件の実態調査を行う予定とするものの、平成２９年度事業計画の最重要課題のインターネッ
ト広告の適正化に重きを置いて、府県毎の実態・実情を踏まえつつ、各構成団体と緊密に連
携・調整しながら、弾力的かつ効果的な実態調査を行うこととする。
他方、不動産の取引業務に係る相談や苦情等については、各関係官公庁や各関係機関等を
紹介することにより事案の解決に協力する。

　⑵  事情聴取会の開催
表示規約、景品規約、違反調査及び措置の手続等に関する規則、違反調査等事務処理規程
に基づき、重大な不当表示や過大な景品提供を行った会員事業者に対して、当該事案に関す
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る広告作成経緯・意見または証拠を提出する機会等を与えるため、原則、近畿二府四県の宅
建業法・景品表示法の担当官にも同席を求め、所定の事情聴取会を開催する。

　⑶  規約違反に対する是正・措置
 広告審査・広告調査等の結果、表示規約、景品規約、違反調査及び措置の手続等に関する
規則、違反調査等事務処理規程に基づき、規約違反の内容・程度に応じて、注意・警告処分な
どの改善措置を講じるとともに、インターネット等の悪質な「おとり広告」を行った会員事業者に
ついては、前記の事情聴取会を経て、違反行為の内容、程度その及ぼす影響、違反期間の長
短、広告表示の改善の見込みその他の事情を勘案して、厳重警告、違約金課徴等の措置を講
じる。
 このうち、著しく悪質な「おとり広告」又は繰り返し規約に違反する会員事業者については、必
要に応じて、表示規約第２７条の３及び違反調査等事務処理規程第２３条第２項の規定に基
づき、当該会員事業者名を含む措置の内容を公表する。
 さらに、措置の加重及び措置の区分(違約金課徴の適否とその多寡を含む)などの明確化を図
る観点から、規約違反に係る評点制度等の運用の見直しを検討する。
その一方、厳重警告・違約金を課徴したにもかかわらず、著しく悪質な違反行為を反復継続し、
自主規制によっては広告表示の適正化を図ることが困難と認められるとき、または、自主規制に
対する信頼の回復及び維持を図ることなどが困難であると認められるときは、消費者庁をはじめ
各関係官公庁に当該違反事実を申告・報告し、厳格な行政処分等を求めることとする。

　⑷  非会員事業者の被疑事案の取り扱い
非会員事業者の誇大広告や過大景品の取り扱いについては、消費者庁をはじめ近畿二府四
県の宅建業法・景品表示法担当課等に被疑事案を申告することにより是正措置を求める。

４　渉外及び運営等に関する事業について
　 （定款第４条第６号、第７号、第９号関係　担当：総務委員会）
　⑴  各関係官公庁、各関係団体及びポータルサイト広告適正化部会等との連携

平成２９年度事業計画を円滑に執行するため、引き続き、消費者庁、公正取引委員会、近畿二
府四県の景品表示法・宅建業法担当課、関西広告審査協会等と連携を確保する。
また、首都圏公取協のポータルサイト広告適正化部会（構成：アットホーム株式会社・株式会社
ＣＨＩＮＴＡＩ・株式会社ネクスト・株式会社マイナビ・株式会社リクルート住まいカンパニーの５社）
との連携の中、インターネット広告の適正化に関する施策を円滑に実施するための意見交換
会(連絡会)を年２回程度開催するほか、前記以外の不動産ポータルサイト運営会社に対して
も、相談業務や賛助会員への入会案内などあらゆる機会を通じて、表示規約の遵守と「おとり
広告」の是正等への協力を呼びかける。

　⑵  賛助会員等の入会促進
規約の円滑な運営を図るため、当協議会に未加入の不動産ポータルサイト運営会社、広告会
社、広告媒体社等に対して、ホームページや広告相談業務等のあらゆる機会を通じて、賛助会
員・維持会員としての参加協力を求める。

　⑶  不動産広告に関する消費者講座の開催
消費者に対する規約の普及啓発を図るため、「不動産広告に関する消費者講座」を開催し、イ
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　会員団体等（官公庁等を含む）が主催する規約研修会に講師（指導正副委員長・規約推進特別講師な
ど）を派遣しています。講師料と交通費は、協議会の規定に基づく額を負担します。
　なお、主催者が会員団体の場合、一団体につき原則５回まで、規定の講師料と交通費を協議会が負担し
ます。
　開催日については、日程の都合で事後調整をお願いすることがありますので、ご希望の会員団体等は、実
施の１か月前までに必ず、協議会までご連絡下さい。
　平成２８年４月から平成２９年３月までの期間、講師派遣状況についてはＡ表、協議会が主催する規約研
修会の日程と担当講師は、Ｂ表の通りです。

Ａ表
開催日 主　催 対象者 参加者数 講師名

平成２８年 ８月 １日 京都宅建 広告会社等 １２８人 大石規約推進特別講師

平成２８年 ８月２３日 滋賀宅建 会員事業者ほか ２３人 荒木規約推進特別講師

平成２８年 ９月２１日 兵庫宅建 担当役員･調査員 ２９人 大石規約推進特別講師

平成２８年１２月２０日 滋賀宅建 会員事業者 １５人 小田参与・規約推進特別講師

平成２９年 １月３１日 滋賀宅建 会員事業者等 ４１人 小田参与・規約推進特別講師

平成２９年 ２月 ９日 全日京都 会員事業者等 ３８２人 荒木規約推進特別講師

平成２９年 ３月 ８日 兵庫宅建 広告会社等 ２２人 田中規約推進特別講師

B表
開催日 会　場 出席社 講師名

義務講習会 平成２８年１０月１８日 ＯＭＭビル １３社 屋指導副委員長

自主研修会 平成２９年 ３月２１日 エルおおさか １１社 屋指導副委員長

敬称略

平成28年度会員団体等の規約研修会への講師派遣

ンターネットをはじめ不動産広告の見方・読み方などの具体的な留意点を説明する。
加えて、消費者団体や各構成団体等が主催する消費者向けの規約研修会についても、講師
の派遣を行うほか、資料の作成などについても協力する。

　⑷  消費者モニター説明会及び消費者モニター懇談会の開催
消費者モニター制度の運営の中、「消費者モニター説明会」を年３回程度開催するとともに、イ
ンターネットをはじめ不動産広告に関する意見・要望を拝聴するため、「消費者モニター懇談会」
を年２回程度開催する。　
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名　称 株式会社共栄企画

所在地 大阪市西区阿波座1-9-9　阿波座パークビル２Ｆ

代表者 代表取締役　　本儀　純　　≪敬称略≫

電　話 06（6534）1731 ＦＡＸ 06（6534）0691

ＵＲＬ http://www.kyoei-planning.co.jp/ 

滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 計

4 5 13 10 4 4 40

女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性

3 1 3 2 13 0 8 2 2 2 3 1 32 8

賛助会員が入会しました。

平成２９年度 消費者モニターが決定しました。

 　第３回理事会（平成２８年１１月２２日）で、賛助会員入会の申し出のあった広告代理店、株式会社
共栄企画について審議し、当日付で賛助会員への入会を承認しました。

　平成２８年７月より順次、本協議会ホームページでの告知の他、新聞紙、公立図書館、消費者センタ－、
官公庁、ＮＨＫラジオ等にも掲示や告知にご協力いただき、平成２９年度消費者モニターを募集したところ、ハ
ガキ、ＦＡＸ、ホームページ等を通じて１８５名の応募者があり、応募書類等を審査した結果、４０名の消費者モ
ニタ－を決定しました。
　平成２９年度消費者モニターの方には、平成２９年４月１日より１年間、説明会への出席、不動産広告収
集、懇談会への出席などの業務にご協力いただきます。

自主研修会（左写真）は、消費者庁・滋賀県・京都府・
大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県の後援（毎年度申
請）のもとに開催しています。規約に軽度に違反する
会員事業者等あるいは非会員事業者、広告代理店
などについて、規約違反の未然防止と不動産広告の
適正表示の推進を図ることを目的として、強制ではあり
ませんが、広く出席を呼びかけています。義務講習会
は、警告・厳重警告・違約金（厳重警告）を課した会員
事業者が対象で強制出席です。
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　平成２９年３月１３日午後２時から、ＯＭＭビルにおいて、平成２８年度第２回消費者モニター懇談会を開
催しました。官庁からは、公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所の笠原取引課長が出席されました

（担当役員は専務理事、総務正副委員長及び総務委員）。
　当日は、協議会事務局より、平成２９年度消費者モニター選定の報告、各種調査、違約金課徴及び規約
違反事例の報告の後、午後３時半まで、消費者モニターから不動産広告に関する質問、消費者モニターを
経験して思ったことなどを受け付け、役員から回答するとともに、独占禁止法、景品表示法については笠原課
長にご説明いただきました。

順不同・敬称略

日時：平成２８年１２月１日　午後２時～３時３０分
会場：ＯＭＭビル
官庁：公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所

吉岡取引第一係長
役員：柴田専務理事（兵庫宅建）

神丸総務委員長（大阪宅建）
長尾総務副委員長（全日大阪）
別府総務副委員長（兵庫宅建）

【講師】 田中総務委員（全日京都）
植田総務委員（和歌山宅建）

受講申込者：消費者２２名
順不同・敬称略

平成28年度不動産広告に関する消費者講座

平成28年度第２回消費者モニター懇談会
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日時：平成２９年３月１０日　午後４時～５時
会場：大阪キャッスルホテル
官庁：公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所

笠原取引課長
役員：柴田専務理事（兵庫宅建）

平井指導委員長（兵庫宅建）
屋指導副委員長（全日奈良）
植本指導副委員長（全日和歌山）

【講師】 田中規約推進特別講師（兵庫宅建）
大石規約推進特別講師（兵庫宅建）
荒木規約推進特別講師（兵庫宅建）
小田参与・規約推進特別講師（兵庫宅建）

会員：維持会員・賛助会員１９社　　　順不同・敬称略

措置区分処理内容 件数（インターネット広告）

違約金課徴（厳重警告） １０社（９社含む）

厳重警告 　２社（２社）

警告 　８社（８社）

注意など 　３９社（２０社含む）

計 　５９社（３９社含む）

平成28年度第３回不動産広告問題研究会

平成28年度注意・警告・違約金課徴など
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□通知日　平成２８年６月２７日

Ａ社：大阪市西区所在　免許更新回数（２）
≪措置：厳重警告・違約金、義務講習会受講≫
対象広告：インターネット広告（物件マニアＨｕｎｇｒｙ）

賃貸住宅１件
■おとり広告
◎平成２７年９月７日に情報登録後、同年９月末に契約済みとなったにもかかわらず、これを削除せずに

平成２８年１月２８日まで広告。
■取引条件の不当表示
◎水道代及び火災保険料の欄に何ら記載せず、いずれの費用も不要であるかのように表示
　⇒　水道代（月額固定）及び火災保険料が必要。 
■必要表示事項違反
◎次回の更新予定日不記載。

Ｂ社：大阪市中央区所在　免許更新回数（１）
≪措置：厳重警告・違約金、義務講習会受講≫
対象広告：インターネット広告（ＹＡＨＯＯ！不動産）

賃貸住宅2件
■おとり広告
◎平成２８年１月１８日に情報公開し、１０階部分の住戸を取引するかのように表示
　⇒　 １０階部分は１００１号室と１００２号室の２住戸が存在するが、１００１号室は平成２７年３月１日

に契約済みで取引不可。また、１００２号室は平成２８年２月末に退去予定であったが、賃料、管
理費、礼金、専有面積等、まったく異なるものであり、同一性が認められない。

■取引条件の不当表示（１００２号室）
◎「賃料：３万円」　　　　⇒　賃料７．７万円
◎「管理費：０．８万円」　　⇒　管理費０．８５万円
◎「礼金：なし」　　　　　⇒　礼金は賃料の２か月分
◎「保険　なし」　　　　⇒　火災保険料１．５万円（２年間）
■取引内容の不当表示（１００２号室）
◎「専有面積　３３．３９㎡」　⇒　専有面積２８．３５㎡

規約違反に対する違約金課徴の広告事例（ホームページより）

Ｃ社：大阪府門真市所在　免許更新回数（４）
≪措置：厳重警告・違約金、義務講習会受講≫
対象広告：インターネット広告（ＹＡＨＯＯ！不動産）

賃貸住宅１件
■おとり広告
◎平成２７年６月１７日に情報公開後、同年１０月１１日に申込済みとなったにもかかわらず、これを削除

せずに平成２８年１月２５日まで広告。
■取引条件の不当表示
◎保証会社と賃貸保証委託契約の締結を必要とする旨及び保証料不記載。
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Ｄ社：兵庫県伊丹市所在　免許更新回数（２）
≪措置：厳重警告・違約金、義務講習会受講≫
対象広告：インターネット広告（ホームズ）

賃貸住宅１件
■おとり広告
◎平成２７年９月２１日に情報登録後、同年１２月末に契約済みとなったにもかかわらず、これを削除せ

ずに平成２８年２月４日まで広告。

Ｅ社：神戸市中央区所在　免許更新回数（１）
≪措置：厳重警告・違約金、義務講習会受講≫
対象広告：インターネット広告（スマイティ）

賃貸住宅１件
■おとり広告
◎平成２８年２月２９日時点の広告について、平成２７年９月から情報登録し、取引できるかのように表示

していたが、当該物件は平成２２年５月１４日に契約済みで取引不可であった。
■表示基準違反
◎「取引態様　一般」　⇒　媒介（仲介）の文言不記載。

Ｆ社：神戸市中央区所在　免許更新回数（１）
≪措置：厳重警告・違約金、義務講習会受講≫
対象広告：インターネット広告（スマイティ）

賃貸住宅2件
■おとり広告
◎平成２８年３月４日時点の広告について、その前日を情報登録日とし、取引できるかのように表示して

いたが、当該物件は平成２２年５月１４日に契約済みで取引不可であった。
◎平成２８年２月２８日を情報登録日とし、２階部分の２０００号室の住戸を取引することができるかのよ

うに表示
　⇒　 ２階部分の住戸は２０１号室から２１１号室までであり、２０００号室という住戸は存在せず、また、

少なくとも平成２７年１０月以降、２階部分で入居者を募集していた住戸は存在しない。
■表示基準違反
◎「取引態様　一般」　⇒　媒介（仲介）の文言不記載(２件)。

Ｇ社：神戸市中央区所在　免許更新回数（１）
≪措置：厳重警告・違約金、義務講習会受講≫
対象広告：インターネット広告（スマイティ）

賃貸住宅１件
■おとり広告
◎平成２８年３月４日時点の広告について、同年２月２８日を情報登録日とし、取引できるかのように表示

していたが、当該物件は同年１月１８日に契約済みで取引不可であった。
■取引条件の不当表示
◎「賃料６．５万円」　⇒　賃料７．５万円
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■表示基準違反
◎「取引態様：一般」　⇒　媒介（仲介）の文言不記載。

Ｈ社：大阪市港区所在　免許更新回数（２）
≪措置：厳重警告・違約金、義務講習会受講≫
対象広告：インターネット広告（ＳＵＵＭＯ・Ｃｅｎｔｕｒｙ２１）

賃貸住宅２件（同一物件）
■おとり広告
◎平成２８年３月３日時点の広告について、ＳＵＵＭＯのサイトでは平成２８年２月２７日を情報更新日と

し、また、Ｃｅｎｔｕｒｙ２１のサイトでは広告日を情報登録日として取引可能である旨を表示していたが、
当該物件は平成２７年９月２０日に契約済みで取引不可であった。

■表示基準違反
◎コンビニ、病院、警察署等の施設を表示　⇒　物件までの道路距離不記載（２件）。

Ａ社：京都府宇治市所在　免許更新回数（８）
≪措置：厳重警告・違約金、義務講習会受講≫
対象広告：ポスティングチラシ

新築分譲住宅１件
■広告表示の開始時期の制限
◎１４戸の新築分譲住宅を取引するかのように表示していたが、建築確認番号を取得していたのは１

戸のみであり、その他の住戸は建築確認番号未取得であった。
■取引条件の不当表示
◎取引態様不表示により売主であるかのような表示　⇒　媒介。
■表示基準違反
◎小学校を表示　⇒　物件までの道路距離不記載。
◎「価格　３３００万円台～」　⇒　最高価格、最多価格帯とその戸数不記載。
■必要表示事項違反

宅建業法による免許証番号、所属団体名、公正取引協議会加盟事業者である旨、土地面積、用途
地域、建物面積、建物の主たる部分の構造、主たる設備等の概要、道路の幅員、入居予定年月、建
築確認番号、取引条件の有効期限、広告主と売主とが異なる場合は、売主の名称又は商号及び
免許証番号　不記載。

※Ａ社は平成２７年２月２５日に当協議会から警告の措置を受けている。

□通知日　平成２9年3月8日

Ｂ社：兵庫県伊丹市所在　免許更新回数（３）
≪措置：厳重警告・違約金、義務講習会受講≫
対象広告：インターネット広告（ピタットハウス　不動産・住宅情報サイト）

賃貸住宅２件
■おとり広告
◎平成２８年１０月１３日時点の広告について、同年１０月８日を情報登録日とし、取引できるかのように

表示していたが、当該物件は同年１月に契約済みで取引不可であったにもかかわらず、同年９月１０
日に情報更新を行っており、その後も更新を繰り返して標記の広告時点まで広告していた。
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平成２８年度不動産広告実態調査・
賃貸物件広告実態調査など

□不動産広告実態調査

回数 府 県 名 日　　　　時 件数

２７３ 京都府下 平成２８年１０月  ７日  午後１時～ １６（賃貸６）

２７４ 奈良県下 平成２８年１１月１４日  午前９時３０分～ １０

２７５ 和歌山県下 平成２８年１１月１５日  午後１時３０分～ １２（賃貸４）

２７６ 滋賀県下 平成２８年１１月２１日  午前９時３０分～ １１

２７７ 兵庫県下 平成２８年１１月２４日  午前９時３０分～ １８

２７８ 大阪府下 平成２８年１２月１２日  午前９時４５分～ ２６

□賃貸物件広告実態調

府 県 名 日　　　　時 対象物件数

京都府下 平成２８年１０月  ７日　午後１時～ ６

和歌山県下 平成２８年１１月１５日　午後１時３０分～ ４

兵庫県下 平成２９年  ２月２１日　午前１０時～ ３

滋賀県下 平成２９年  ２月２３日　午後１時～ ２

奈良県下 平成２９年  ２月２７日　午前９時３０分～ ３

大阪府下 平成２９年  ３月  ６日　午前９時４５分～ １９

□臨時実態調査

所属団体への調査依頼日 調査実施日 所属団体名 対象社数 件数

平成２８年 ４月 ７日 平成２８年 ４月１８日 奈良宅建 １ 2

平成２８年 ６月２７日 平成２８年 ８月２６日 全日大阪 １ 1

平成２８年 ９月 １日 平成２８年 ９月１６日 全日大阪 １ 4

平成２８年 ９月２６日 平成２８年１０月２８日 大阪宅建 １ 1

平成２８年１０月２１日 平成２８年１１月１５日 全日奈良 １ ３

平成２８年１０月２５日 平成２８年１１月２４日 兵庫宅建 １ 2

◎平成２８年１０月１３日時点の広告について、同年１０月８日を情報更新日とし、取引できるかのように
表示していたが、当該物件は平成２７年９月に契約済みで取引不可であったにもかかわらず、平成
２８年９月１７日に情報登録又は更新を行っており、その後も更新を繰り返して標記の広告時点まで
広告していた。

平成２9年4月3日現在
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和歌山県下不動産広告実態調査 滋賀県下不動産広告実態調査

平成２８年１１月２８日 平成２９年１月１６日 全日大阪 １ １

平成２９年 １月２３日 平成２９年２月２１日 兵庫宅建 １ 5

平成２９年 １月２７日 平成２９年２月２１日 兵庫宅建 １ 1

平成２９年 ２月 ２日 平成２９年２月２０日 全日兵庫 １ 3

平成２９年 ２月２０日 平成２９年３月２４日 大阪宅建 １ 10

平成２９年 ３月 ８日 平 成   年   月  日 大阪宅建 １ 6

平成２９年 ３月１５日 平 成   年   月  日 兵庫宅建 １ 5

平成２９年 ３月２２日 平 成   年   月  日 兵庫宅建 １ 1

平成２９年 3月30日 平 成   年   月  日 兵庫宅建 １ 3
平成29年4月3日現在

平成２８年度不動産広告実態調査 違反事例（注意分）

＜広告表示の開始時期の制限＞ 
表示規約第５条
○新築住宅を取引するかのように表示　→　広告時に建築確認番号を取得していなかった。【１９】

＜必要な表示事項＞
表示規約第８条・同施行規則第４条第１項 
○「土地／６０．９７㎡～」「建延／６０．００㎡～」と記載　→　最大面積不表示。【２】
○２区画の販売　→　土地面積は1区画分のみ表示。【１】
○「広告有効期限：平成２８年　月末日迄」と記載
　→　月の箇所が空欄であり、有効期限を表示したことにならない。【１】

＜欠落事項＞
・建物の建築年月（建築工事が完了していない場合は「入居予定年月」）【２２】
・建築確認番号【２０】

【　】内は件数です。
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・所属団体名及び公正取引協議会加盟事業者である旨【１５】
・ 取引条件の有効期限（インターネット広告の場合は情報登録日又は直前の更新日及び次回の更新予

定日）【１１】
・取引態様【４】
・建物面積（マンションの場合は専有面積）【３】
・宅建業法による免許証番号【３】
・管理方式【１】
・管理費及び修繕積立金【１】

＜物件の内容・取引条件等に係る表示基準＞
表示規約第１５条・同施行規則第１０条 
○取引態様について「専属専任」と記載
　→ 　「媒介（仲介）」の文言を用いて表示していない。<施行規則第１０条第１号>【２】
○「事業主／○○株式会社」と記載　
　→　 「売主」の文言を用いて表示していない。<施行規則第１０条第１号>【１】
○リフォームを行った旨を表示　→　リフォームの時期不表示。<施行規則第１０条第２１号>【１】
○教育施設や公共施設、商業施設を表示　→　物件までの道路距離不表示。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<施行規則第１０条第２９号・第３１号>【１３】
○「１０号地　３４８０万円」「確認申請・外構費別途要」と記載
　→　別途費用を含めた総額不表示。<施行規則第１０条第３８号>【１】　
○「土地・建物セット価格　３，９８０万円～（税込）」と記載
　→　最高価格不表示。<施行規則第１０条第３９号>【６】
○支払い例や住宅ロ－ンに関する事項を表示　→　表示規約で定める融資概要を満たしていない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<施行規則第１０条第４４号>【１２】

＜特定用語の使用基準＞
表示規約第１８条
○「新築マンション」と記載
　→ 建築後1年以上経過し、かつ、既に居住の用に供されており、「新築」表示不可。 
　　 <第１項第１号>【１】

＜その他の不当表示＞
表示規約第２３条
○取引態様を記載していないことにより、当該物件の売主若しくは貸主であるかのような表示
　→　実際は媒介。<第１項第１号> 【４】
○「土地面積　３３．３５㎡（１０．０９坪）」「セットバック　－」と記載
  → セットバックを要する部分を含む土地であった。<第１項第８号>【２】
○免許証番号の更新回数について「５」と記載　→ 免許の更新回数は「２」であった。
　<第１項第６６号>【１】
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開催日 名　　称 会　場

４
月

４日 関係官庁連絡会【（一社）関西広告審査協会】 ㈱電通関西支社

12日 財政委員長伝票印押し 事務所

19日 消費者モニター説明会 ① ＯＭＭビル

22日 吉村岩雄氏旭日双光章受章を祝う会【奈宅】 ホテル日航奈良

27日
消費者モニター説明会 ② ＯＭＭビル

消費者モニター説明会 ③ ＯＭＭビル

５
月

10日
財政委員長伝票印押し 事務所

平成29年度第１回財政委員会（決算） 大手前類第一ビル

12日 平成29年度第１回総務委員会 ＯＭＭビル

16日 平成28年度決算監査会 全日大阪会館

24日
正副会長・専務理事・委員長打合せ ＯＭＭビル

平成29年度第１回理事会 ＯＭＭビル

25日 消費者モニター説明会 ④ ＯＭＭビル

26日
暮らしアップセミナー【吹田市立消費生活センター】 吹田市役所

（公社）滋賀県宅地建物取引業協会創立60周年記念式典及び祝賀会 琵琶湖ホテル

６
月 16日

正副会長・専務理事・総務委員長・財政委員長打合せ

ホテルグランヴィア大阪
平成29年度定時社員総会

第２回理事会

平成29年度定時社員総会懇親会

７
月

７日 不動産公正取引協議会連合会幹事会 ホテルグランヴィア大阪

８日 不動産公正取引協議会連合会幹事会 ホテルグランヴィア大阪

９
月 22日

専務理事・総務委員長打合せ
ＯＭＭビル

第２回総務委員会

10
月

13日 第１回消費者モニター懇談会 ＯＭＭビル

24日 不動産広告に関する消費者講座 ＯＭＭビル

平成２９年４月３日現在

主な会議日程【平成２9年4月～10月】
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維持会員
順不同

会員名 所在地 電話番号

㈱長谷工アーベスト 大阪市中央区淡路町 1-7-3　日土地堺筋ビル 6 階 06（6203）3600
ミサワホーム近畿㈱ 大阪市北区堂島 2-2-2　近鉄堂島ビル 13 階 06（6341）1301

賛助会員
順不同

会員名 所在地 電話番号

㈱ＤＧコミュニケーションズ 大阪市中央区伏見町4-4-9　オーエックス淀屋橋ビル 06（6201）2871
㈱読売連合広告社 大阪市北区野崎町5-9　読売大阪ビル 06（6367）8200
㈱商報 大阪府堺市中区学園町2-20 072（234）8000
㈱朝日広告社関西支社 大阪市北区中之島2-3-18　中之島フェスティバルタワー18階 06（6201）9300
㈱リクル－ト住まいカンパニー 東京都千代田区八重洲2-8-1　日東紡ビルディング 03（6835）5371
㈱協和広告 大津市富士見台4-7 077（534）3690
㈱ジェイ・アンド・エフ 大阪市中央区本町4-2-12　東芝大阪ビル９階 06（6243）7641
日本アート印刷㈱大阪支店 大阪市西区土佐堀1-5-11　土佐堀ＩＮビル５階 06（6446）5811
アットホ－ム㈱ 大阪市西区江戸堀1-9-1　肥後橋センタービル６階 06（7711）1312
㈱ＣＨＩＮＴＡＩ 東京都港区元赤坂1-2-7　ＡＫＡＳＡＫＡ Ｋ－ＴＯＷＥＲ10階 03（5771）4600
㈱住宅新報社大阪支社 大阪市中央区平野町1-8-13　平野町八千代ビル６階 06（6202）8541
関西不動産情報センタ－ 大阪市北区芝田2-1-18　西阪急ビル７階 06（6292）7791
㈱フェディス 大阪市北区天神橋2丁目北1-7-301 06（6356）8500
一般財団法人大阪府宅地建物取引士センター 大阪市中央区船越町2-2-1　大阪府宅建会館３階 06（6944）0281
関電サービス㈱ 大阪市北区西天満5-14-10  梅田ＵＮビル11階 06（6365）0052
メディアエムジー㈱ 東京都新宿区西新宿2-4-1　新宿ＮＳビル５階 03（5339）8500
マルエトーワ㈱ 大阪市中央区南船場4-2-4　日本生命御堂筋ビル5階 06（6243）5600
㈱サウンドコンシダレイション 大阪市北区中津1-15-15　中津第２リッチビル５階 06（6372）5536
㈱伸和エージェンシー 大阪市西区阿波座1-5-16　大和ビル３階 06（6536）6213
㈱ｔｎｓ 大阪市中央区今橋4-3-6　淀屋橋ＮＡＯビル 06（6222）8700
㈱ラ・プラス 大阪市福島区海老江7-2-43　あさひビル６階 06（4799）0333
㈱日本経済広告社 関西支社 大阪市北区堂島浜1-4-16　アクア堂島西館12階 06（4797）1000
㈱LIFULL 東京都千代田区麹町1-4-4 03（6744）1600
㈱東急エージェンシー関西支社 大阪市北区梅田3-3-10　梅田ダイビル11階 06（6344）3259
㈱アドマックス 大阪市中央区道修町2-5-9　イトヨシビル２階 06（6121）2240
㈱神戸新聞社事業社 神戸市中央区東川崎町1-5-7 神戸情報文化ビル８階 078（362）7355
㈱ＪＲ西日本コミュニケーションズ 大阪市北区堂島1-6-20　堂島アバンザ８階 06（6344）5138
㈱アイアンドエフ 岡山市北区中山下1-2-3　太陽生命岡山ビル６階 086（221）7722
㈱未来絵 西宮市笠屋町10-27 0798（31）2561
㈱いえらぶＧＲＯＵＰ 東京都新宿区西新宿2-6-1　新宿住友ビル20階 03（6911）3955
㈱アバンワークス 大阪市中央区久太郎町2-5-28 06（7669）8910
㈱読売広告社関西支社 大阪市中央区備後町4-1-3　御堂筋三井ビル8階 06（6205）7500
㈱フューチャースケッチ 大阪市西区江戸堀1-6-10　肥後橋渡辺ビル４階 06（6445）1200
㈱マイナビ 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 03（6267）4000

㈱共栄企画 大阪市西区阿波座1-9-9　阿波座パークビル2F 06（6534）1731

平成29年4月3日現在

ち
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ル

印刷所　株式会社商報

再生紙を使用しています。

公取協にゅうす
FAIR TRADE COUNCIL

平成29年4月発行
不許複製


