
 

〔不動産に関する広告〕 

不動産の広告は「不動産の表示に関する公正競争規約」「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」など、関係諸法規に従って掲載して下さい。 

１.広告の開始時期 

宅地建物取引業法で「土地の造成または建物の建築に関する工事の完了前には、その工事に必要

な許可、確認を受けた後でなければ土地または建物の広告をしてはならない」と定めています。 

２.広告の表示 

不動産の形質、価格、取引条件などについて、実際のものより優良もしくは有利であると煽った

り、誤認を招いたりするおそれのある表示はできません。 

３.特定用語の使用禁止 

形質、役務の内容、価格、取引物件、取引条件などについて、客観的事実に基づく場合を除き、

以下の用語を使用することはできません。 

① 全く欠けるところがないことを意味する用語 

「完全」「完璧」「絶対」「万全」などの用語は断定的に使用しないこと 

② 他の事業者よりも優位に立つことを意味する用語 

「日本一」「日本初」「業界一」「抜群」「超」「当社だけ」「ほかに類を見ない」など 

③ 最上級を意味する用語 

「最高」「最高級」「極」「一級」など 

④ 一定の基準より選別されたことを意味する用語 

「特選」「厳選」など（使用する場合は具体的な選別基準を２、３件明示する） 

⑤ 価格が安いという印象をあたえる用語 

「安い」「買い得」「掘り出し」「土地値」「特価」「特別価格」「おもいっきり価格」「おどろ

き価格」「お手頃価格」「格安」「投げ売り」「破格」「得安」「激安」「バーゲンセール」「安

値」「大売り出し」「大処分」など 

⑥ 価格に対する修飾語 

「この価格」「新価格」「納得価格」「満足のいく価格」など 

⑦ 根拠のない用語 

「安全」「特別分譲」「投資向き」「稀少」「理想の」「秘蔵地」「最終処分」「決算処分」など 

４.遠隔地の物件 

遠隔地の物件および外国に所在する物件については、事前審査のうえ掲載の可否を決めます。必

要書類（宅建取引業免許証、登記簿謄本の写し）などを提出して下さい。 

  



 

５.必要表示事項 

【物件の種別と必要な表示事項】 

① 分譲宅地（小規模団地を含む、残区画数が 1区画のものを除く。） 別表１ 

② 現況有姿分譲地 別表２ 

③ 売地・貸地 別表３ 

④ 新築分譲住宅（小規模団地を含み、残戸数が 1戸のものを除く。） 別表４ 

⑤ 新築住宅・中古住宅・新築分譲住宅で残戸数が 1戸のもの 別表５ 

⑥ 新築分譲マンション（小規模団地を含み、残戸数が 1戸のものを除く。） 別表６ 

⑦ 中古マンション・新築分譲マンションで残戸数が 1戸のもの 別表７ 

⑧ 新築賃貸用マンション・新築賃貸用アパート 別表８ 

⑨ 中古賃貸マンション・貸家・中古賃貸アパート・新築賃貸用マンション 

または新築賃貸用アパートで残戸数が 1戸のもの 別表９ 

⑩ 共有制リゾートクラブ会員権 別表 10 

６.シリーズ広告 

「分譲住宅」「新築分譲住宅」「新築分譲マンション」「新築賃貸用マンション」または「新築賃

貸アパート」に関する広告表示であって、一つの企画に基づき、1年以内に、順次、連続して 4回

以上または 6ヵ月以内に 3回以上にわたって行う一連の広告表示をいいます。 

シリーズ広告では、以下の要件を満たす場合に限り、その一連の広告表示をもって、一つの広告

表示と見なすことが認められています。 

【各回に必要な表示事項】 

① シリーズ広告である旨 

② 広告の回数（初回広告で示した回数は、減らせないが増やすことは可能） 

③ シリーズ中の順位 

④ 次回の掲載予定日（最終広告を除く） 

⑤ 契約・予約の申し込みに応じない旨、申し込みの順位を確保しない旨（最終広告を除く） 

シリーズ広告を中止することはできません。最終広告は必要表示事項のすべてが記載された「本

広告」とすることになっています。また、広告主の都合で最終回を待たず、シリーズ広告を中止す

ることはできません。 

７.予告広告 

「分譲宅地」「新築分譲住宅」「新築分譲マンション」「新築賃貸マンション」または「新築賃貸

アパート」について、価格等が確定していないため、直ちに取引することができない物件につい

て、その本広告（第 8条※に規定する必要な表示事項をすべて表示して物件の取引の申し込みを勧

誘するための広告表示をいう）に先立ち、その取引開始時期をあらかじめ告知するのが予告広告で

す。 

※不動産の表示に関する公正競争規約第 4章第一節必要な表示事項 

  



 

【必要な表示事項】 

① 予告広告である旨（目立つ場所に 14ポイント活字以上） 

② 本広告を行い、取引を開始するまでは、契約又は予約の申し込みに一切応じない旨及び申し

込み順位の確保に関する措置を講じない旨 

③ 価格（賃料）が未定である旨または予定最低価格（賃料）、予定最高価格（賃料）及び予定

最多価格帯 

④ 販売予定時期または取引開始予定時期 

⑤ 予告広告をする時点において、すべての予定販売区画、予定販売戸数または予定賃貸戸数を

一括して販売（取引）するか、または、数期に分けて販売（取引）するかが確定していない

場合は、その旨及び当該予告広告以降に行う本広告において販売区画数、販売戸数または賃

貸戸数を明記する旨 

予告広告を行う場合においては、当該予告広告にかかる物件の取引開始前に、当該予告広告を行

った媒体と同一の媒体を用い、かつ、当該予告広告を行った地域と同一または広域において「本広

告」をしなければなりません。 

８.必要な表示事項の適用除外の広告 

① ネーミング広告 

分譲宅地・新築分譲住宅または新築分譲マンションの販売に先立ち、物件の名称を募集するた

め、また、名称を考案するための手がかりとして当該物件のおおむねの所在地、物件種別、おお

むねの規模及び開発理念のみを表示する広告。 

② 展示会等の開催案内広告 

物件情報展示会その他の催事の開催場所・開催時期または常設の営業所の場所を案内する広告表

示であって、展示している物件数、当該物件の種別及び価格の幅のみを表示するもの。 

③ 会員募集広告 

う住宅友の会などの会員募集広告で、現在販売中の物件または将来販売予定の物件について、そ

の物件の種別、販売（賃料を含む）中か販売予定かの別、及び最寄り駅のみを表示するもの。 

④ 企業広告 

企業広告の構成要素として現に取引している不動産または将来取引しようとする不動産につい

て、その物件種別、販売中であるか販売予定であるかの別、及び最寄り駅のみを表示するもの。 

９.特定事項の表示義務と表示の禁止 

物件の価格や利用について重大な悪影響を及ぼす事項または条件等について、「見やすい場所

に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字で明瞭に表示して下さい。 

【表示しなければならない特定の事項】 

① 市街化調整区域の土地 

都市計画法第７条に規定する市街化調整区域に所在する土地については、開発行為や建物

の建築が原則として禁止されています。したがって、このような土地については「市街化調

整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません」と明示して下さい。さらに、これと矛盾



 

する事項や建ぺい率・容積率の表示も禁止されています。なお、既存宅地の確認を受けた土

地は、建物の建築が認められるので該当しません。 

② 道路に適法に接していない土地 

幅が 4メートル以上の道路に 2メートル以上接していないと、建物の建築が禁止されて

います。このような土地については「建築不可」と表示して下さい。また、このような土地

に建てられている中古住宅については「再建築不可」と表示して下さい。 

③ セットバックを要する土地 

「みなし道路」に接する物件の広告については、「再建築時にセットバックを要す」等を

表示して下さい。さらにセットバックを要する面積が 10パーセント以上となる場合は、そ

の面積表示も必要です。 

④ 古家等がある場合 

取引の対象になる土地に古家、廃屋等がある場合はその旨を表示して下さい。 

⑤ 沼沢地、湿原または泥炭地等 

沼沢地、湿原または泥炭地等についてはその旨を表示して下さい。 

⑥ 高圧線下 

土地の全部または一部が高圧線下にあるときは、その旨及びそのおおむねの面積を表示し

て下さい。この場合において、建物その他の工作物の建築が禁止されているときは、併せて

その旨を明示して下さい。 

⑦ 傾斜地を含む土地 

傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね 30パーセント以上

を占める場合（マンション及び別荘地等を除く）又は傾斜地を含むことにより、当該土地の

有効な利用が著しく阻害される場合（マンションを除く）は、その旨及びその面積を明示し

て下さい。 

⑧ 著しい不整形地等 

土地の有効な利用が阻害される著しい不整形画地及び区画の地盤面が 2段以上に分かれ

ている等の著しく特異な地勢の土地については、その旨を明示して下さい。 

⑨ 計画道路内の物件 

道路区域の決定または都市計画道路等の区域にかかる土地については、その旨を明示して

下さい。 

10.建築条件付き宅地の条件明示義務 

【必要表示事項】 

① 取引の対象が建築条件付き宅地であること（分かり易い場所に分かり易い大きさで明記） 

② 建築請負契約を締結するべき期限（購入者が建物の設計を協議するために必要な相当の期間

を経過した以降に決定） 

③ 建築条件が成就しない場合は、土地売買契約は解除され、かつ、土地購入者から受領した金

銭は、名目のいかんにかかわらず、すべて遅滞なく返還されること 

表示する建築プランは次の要件が満たされれば、違反になりません。 



 

① 設計プランの参考のための一例であって、採用するか否かは購入者の自由な判断に委ねられ

ている旨 

② プランにかかわる建物の建築代金ならびにこれ以上に必要となる費用の内容及びその額 

（例）この土地は、土地売買契約後 3カ月以内に、Ａ社と建物と建築請負契約を締結することを

条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は

白紙となり、受領した手付金などの土地代金はすべてお返しします。 

11.プラン例の表示ついて 

建物・土地価格より総額表示を大きく表示してもよくなりました。ただし広告内に総額表示と同

等のポイントで「土地分譲」の文字を必ず表記して下さい。 

12.二重価格表示 

12-1.値下げ表示 

次の要件を満たすと、土地と中古住宅（中古マンション）も値下げ表示ができます。 

① 過去の販売価格の公表時期及び値下げ時期を明示すること 

※二重価格表示は販売価格の比較表示のみであり、賃貸物件の賃料の比較表示は不可 

② 「過去の販売価格」は値下げの 3カ月以上前に公表された価格であって、かつ、値下げ前 3

カ月以上にわたり実際に販売するために公表していた価格であり、その資料（パンフレット

など、新聞広告以外のものでも良い）を有すること 

③ 値下げ時期から 6カ月以内に掲載するものであること 

ただし、6か月以内であっても災害その他事情により物件の価値に同一性が認められなくな

った場合には、同一性が認められる時点までに限られます。 

④ 土地（現況有姿分譲地を除く。）又は建物（共有制リゾート会員権を除く。）について行う表

示であること 

12-2.その他の割引表示 

土地・建物両方において、一定の条件に適合する購入者に対し、一定率または一定額の割引をす

ることは認められています。 

（例） 

 代金全額を購入者の自己資金で支払う場合…２％の値引き 

 マンションを 2戸（分譲地を２区画）購入する場合…総額から５％の値引き 

 賃貸（アパートなど）の場合…学割、シニア割引など一定の値引き 

  



 

13.不動産広告における景品類の提供 

 

取引形態 取引価格 

① 売買で売主または代理の場合 物件価格 

② 

賃
貸 

貸主または代理の場合で 

貸地・賃貸住宅の場合 

賃貸借契約を締結するために必要な費用の額（敷金な

ど賃貸借契約満了後に返却される金銭を除く） 

貸主または代理の場合で 

借地権付き物件の場合 

権利金などの返還されない金銭の授受があるものは、

当該権利金の額 

（保証金、敷金など賃貸借契約満了後に返却される金

額を除く） 

③ 媒介の場合 

媒介報酬限度額 

（ただし、売り主、借り主等と共同して行う場合はそ

れぞれの上記による） 

※「先着○名様」の場合は総付け（最高 100万円）となります 

景品類の提供の方法 景品類の最高限度額 

① 一般懸賞 

（来場者・購入者に抽選などで 

提供する場合） 

取引価格の 20倍または 10万円のいずれか 

低い価額（取引予定総額の２％以内） 

② 総付け景品 

（購入者全員または先着順で 

提供する場合） 

取引価格の 10％または 100万円のいずれか 

低い価額 

③ 共同懸賞景品 

（多数の事業者が共同して実施 

する抽選などで提供する場合） 

30万円（取引予定総額の３％以内） 

 

14.投資用ワンルームマンションなどに関する表示 

14-1.リースマンションなどの節税効果の表示 

節税効果については「不動産収入が赤字となる場合であり、黒字となる場合は納税額が増加する

旨を表示」し、さらに「不動産所得にかかわる必要経費が減少した場合、節税効果も減少する旨を

表示」することになっています。また、具体的な計算例を表示する場合は「当該物件を購入した年



 

度（初年度）の次の年度以降のものを表示し、次年度以降の計算例と併せて表示し、かつ、初年度

の節税効果を強調しないときに限り、初年度の計算例を表示することができる」となっています。 

14-2.リースマンションなどの賃料収入の表示 

家主の希望によって売主などが転貸目的で家主から賃借し、賃料を支払うことを条件としている

借り上げ契約（サブリース）の場合には、家主と売主などとの間に結ばれる賃貸借契約に関する以

下の表示が必要となります。 

① 権利金、礼金、敷金、保証金などの支払いの有無及び支払う時はその額 

② 月額賃料 

③ 賃料のほかに管理費などを支払うかどうかの別 

④ 賃借期間 

14-3.契約更新及び賃料改定に関する事項 

裏付ける合理的な根拠を示す資料を有している場合を除き、以下の表示はできません。 

① 将来にわたって賃料市場における商品価値を確実に保持するかのような表示 

② 将来にわたって確実に安定した賃貸収入が確保されるかのような表示 

③ 将来にわたって資産価値が確実に増大するかのような表示 

14-4.投資用物件などの「利回り」表示 

「利回り」を表示するときは、利回りの算定根拠の明示が必要です。 

① 1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合である旨 

② 公租公課や物件の維持管理費用など必要経費の控除前である旨 

③ 予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではない旨 

賃貸契約や実績がない新築物件における賃料表示には、近隣で同等物件を参考に想定賃料を算出

することになります。実勢とかけ離れた賃料を記載すると虚偽広告になります。 

15.表示基準 

15-1.広告主 

名称・商号は正式名称で表示して下さい。 

事務所の所在地は住居表示番号（住居表示が実施されていない場合は所在地番）を表示して下さ

い。電話番号は現地案内所やモデルルームだけの表示は不可。事務所の電話番号も併記のこと。免

許証番号、所属団体名も表示して下さい。 

15-2.取引態様 

「売主」「貸主」「代理」「媒介（仲介）」のいずれかを広告中に表示して下さい。 

15-3.物件の所在地 

都道府県、郡、市、町村、字および番地を表示して下さい。※別表参照（県内物件については郡

市からの表示でよい） 

  



 

15-4.交通の利便 

徒歩による所要時間は、道路距離 80メートルにつき 1分とします。1分未満は切り上げて 1分

として下さい。 

鉄道等の最寄り駅、停留場等の名称及び最寄り駅等からの徒歩所要時間を明示して下さい。鉄道

等の最寄り駅からバスを利用するときは、最寄り駅の名称、最寄り駅等から最寄りのバスの停留所

までのバスの所要時間及び同停留所から物件までの徒歩所要時間を明示して表示して下さい。この

場合において、停留所の名称は省略することができます。 

バスのみを利用するときは、最寄りのバスの停留所の名称及び同停留所から物件までの徒歩所要

時間を明示して表示して下さい。 

公共機関を利用しないことが通例である場合には、物件に最寄り駅までの道路距離を表示して下

さい。 

自動車・自転車による所要時間は道路距離を併せて表示して下さい。 

新設予定の駅、バス停は路線の運行主体者（鉄道会社、バス会社）が発表したものに限り新設予

定時期を明らかにして表示して下さい。 

15-5.団地等の規模 

開発面積は、土地はもちろん、道路、学校、公園その他将来開発予定面積も含めた総面積を表示

して下さい。 

総区画（戸）数は、他社の部分も含め開発区域内すべての予定区画（戸）数を表示して下さい。 

販売区画（戸）数は、現に販売しようとする区画（戸）数を表示して下さい。分譲共同住宅の総

戸数は、現に取引きしようとする 1棟の建物ごとにそのすべての区分建物（住戸のほか、管理事務

所、店舗、事務所等を含む）の戸数を表示して下さい。 

15-6.土地、建物の面積 

土地、建物の面積は平方メートルを単位とします。小数点以下の表示については小数点第 2位ま

で表示可能で、1平方メートル未満は切り捨てて表示できますが、四捨五入や切り上げ表示はでき

ません。坪による表示はできませんが、メートル法と併記に限り認められます。 

住宅の居室等の広さを畳数で表示する場合は、畳 1畳当たりの広さが 1.62平方メートル（各室

の壁心面積を畳数で除した数値）以上の広さがあるという意味で用いて下さい。 

土地面積に私道負担が含まれているときは、その旨とその面積を表示して下さい。 

15-7.不動産の形質 

(1) 地目 

地目は登記簿に記載されているものを表示し、現況の地目がこれと異なるときは、現況の地目を

併記して下さい。 

【地目の種類】 

田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用

地、用悪水路（かんがい用または悪水排泄用の水路）、ため池、堤、井溝（田畑などへの水

路）、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地 



 

(2) 用途地域 

用途地域は建物の用途、容積率、建ぺい率などについての表示です。 

【用途地域の種類】 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高

層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、

準工業地域、工業地域、工業専用地域 

(3) 新築 

新築とは建築後 1年未満であって、かつ未使用であることをいいます。 

(4) 土地の造成工事の完了 

土地の造成工事の完了とは、土地上に建物を直ちに建築することができる状態に至ったことをい

い、当該工事の完了に際し、都市計画法その他の法令による工事の完了の検査を受けることが必要

とされるときは、その検査に合格したことをいいます。 

(5) 建物の建築工事の完了 

建物の建築工事の完了とは、建物をその用途に従い直ちに使用することができる状態に至ったこ

とをいいます。 

15-8.写真、イラスト 

土地または建物の写真は、原則として、取引する物件（設計図に従い実物どおりに作られたモデ

ルルームを含む）の写真を用いて表示しなければなりません。ただし、取り引きしようとする建物

が建築工事の完了前であるなど、その建物の写真を使用することができない事情がある場合におい

ては、次の aまたは bに該当する限り、他の建物の写真を用いることができます。この場合におい

ては、当該写真が他の建物のものである旨を写真に接する位置に明示して下さい。 

a. 取引しようとする建物の規模、形質及び外観が同一の他の建物の外観写真。この場合におい

て、門塀、植栽、庭等が異なる場合は、その旨を表示すること。 

b. 建物の内部写真であって、写真に写される部分の規模、形質等が同一のもの。 

外観写真については、類似していても規模、形質及び外観が「同一」でなければ使用することは

できません。モデルルームまたは写真、コンピュータグラフィックス、見取り図、完成図または完

成予想図による表示であって、物件の規模、形状、構造等について、事実に相違する表示または実

際のものよりも優良であると誤認させるおそれのある表示はできません。 

15-9.設備等の概要 

設備は水道、ガス、電気、排水などの概要を表示して下さい。 

15-10.団地内の公共・公益施設、生活利便施設の表示 

都市計画法第 29条の開発許可を受けて開発される団地に設置することが当該開発許可の内容と

なっている公共・公益施設及び生活利便施設又は地方公共団体が設置に関して事業決定している公

共・公益施設は、その整備予定時期を明示して表示することができます。開発許可の内容となって

いる施設又は地方公共団体が事業決定している施設に限り、現に利用できないものについてもその

設置予定時期を明らかにして表示することができることとしています。 

これらの施設には、学校、病院、図書館、公民館、市役所、郵便局、スーパーマーケット、デパ



 

ート等が含まれます。 

15-11.価格表示 

(1) 土地 

1区画当たりの価格を表示して下さい。土地の総額に 1平方メートルまたは 3.3平方メートル当

たりの単価を併記できます。 

(2) 分譲宅地 

分譲宅地において、すべての区画の価格を表示するのが困難であるときは、「1区画当たりの最低

価格、最高価格」及び「最多価格帯並びにその価格帯に属する販売区画数」のみで表示することが

できます。また、販売区画数が 10未満であるときは、最多価格帯の表示を省略することができま

す。 

(3) 現状有姿分譲地 

現況有姿分譲地の価格については、分割可能最小面積を明示して、1平方メートル当たりの価格

を表示して下さい。この場合において、１平方メートル当たりの価格が異なる土地があるときは、

それぞれの面積を明示して、最低価格及び最高価格を表示しなければなりません。「住宅等を建築

して生活するために必要とされる施設はありません」の文言が必要。 

(4) 住宅 

住宅（マンションの場合、住戸）の価格については、１戸当たりの消費税込みの価格を表示して

下さい。この価格は、土地の価格（土地が借地の場合は、借地権の価格）及び電気・上下水道・都

市ガス供給施設のための費用（消費税込み）を含んだものでなければなりません。 

(5) 新築分譲住宅及び新築分譲マンション 

新築分譲住宅及び新築分譲マンションにおいて、すべての住戸の価格を示すことが困難であると

きは、１戸当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する住宅又は住戸の

戸数のみで表示することができます。この場合において、販売戸数が１０戸未満であるときは、最

多価格帯の表示を省略することができます。 

(6) 賃貸の賃料 

賃貸される住宅の賃料については、１か月当たりの賃料を表示しなければなりません。ただし、

１棟の建物内に取引対象住戸が複数ある新築賃貸用マンション及び新築賃貸用アパートの場合にお

いて、すべての住戸の賃料を表示することが困難である場合は、１住戸当たりの最低賃料及び最高

賃料のみで表示することができます。 

(7) 管理費 

「管理費」とは、マンションの事務を処理し、施設その他供用部分の維持及び管理をするために

必要とされる費用をいい、供用部分の公租公課等を含み、修繕積立金を含まないものをいいます。 

マンション等の管理費については、１戸当たりの月額（予定額であるときは、その旨）を表示し

て下さい。ただし、住戸により管理費の額が異なる場合において、そのすべての住宅の管理費を示

すことが困難であるときは最低額及び最高額のみで表示することができます。 

(8) 共益費 

「共益費」とは、借家人が共同して使用又は利用する設備又は施設の運営及び維持に関する費用

をいいます。例えば、供用廊下の電灯代などがあります。 



 

共益費については、１戸当たりの月額（予定額であるときは、その旨）を表示して下さい。ただ

し、住戸により共益費の額が異なる場合において、そのすべての住宅の共益費を示すことが困難で

あるときは最低額及び最高額のみで表示することができます。 

(9) 修繕積立金 

修繕積立金については、１戸当たりの月額（予定額であるときは、その旨）を表示して下さい。

ただし、住戸により修繕積立金の額が異なる場合において、そのすべての住宅の修繕積立金を示す

ことが困難であるときは最低額及び最高額のみで表示することができます。 

15-12.住宅ローン等の表示 

「住宅ローン」とは、銀行その他の金融機関が行う物件の購入資金及びこれらの購入に付帯して

必要とされる費用に係る金銭の貸借をいいます。金融機関には住宅金融公庫その他の公的金融機関

も含まれます。 

【必要表示事項】 

① 金融機関の名称若しくは商号又は都市銀行、地方銀行、信用金庫等の種類（都市銀行、地方

銀行、信用金庫、信用組合、農協、等と金融機関の種類の表示でもよい） 

② 提携ローン又は紹介ローンの別 

③ 融資限度額 

④ 借入金の利率及び利息を徴する方式（固定金利型、固定金利指定型、変動金利型、上限金利

付変動金利型等の種別）又は返済例（借入金、返済期間、利率等の返済例に係る前提条件を

併記すること） 

⑤ 住宅ローンの返済例の表示 

住宅ローンの返済例を表示する場合において、ボーナス併用払のときは、１カ月当たりの返済額

の表示に続けて、ボーナス時に加算される返済額を明示して下さい。 

15-13.割賦販売（クレジット）の表示 

「割賦販売」とは、代金の全額又は一部について、不動産の引き渡し後１年以上の期間にわた

り、かつ、２回以上に分割して受領することを条件として販売することをいいます。 

【必要表示事項】 

① 割賦販売である旨 

② 割賦限度額 

③ 利息の料率（実質年率） 

④ 支払期間及び回数 

⑤ 割賦販売に係る信用調査費その他の費用を必要とするときは、その旨及びその額 

15-14.利回りの表示 

購入した物件を賃貸した場合における「利回り」の表示については、当該物件の１年間の予定賃

料収入の当該物件の取得対価に対する割合であるという意味で用い、その旨を明示して表示しなけ

ればなりません。 

この場合において、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではない旨及び「利回



 

り」は、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものである旨を明示して

表示して下さい。 

15-15.節税効果等の表示基準 

リース方式によるマンション等について「節税効果」又は「当該マンション等に係る賃料収入の

確実性等」について表示するときは、次の項目を表示しなければなりません。なお「節税効果」と

は、給与所得者等が不動産所得を得ることとなった場合等に、税法上認められた方法により、課税

総所得金額を減少させ、税負担を軽減することをいいます。 

（ア）節税効果等の表示 

① 節税効果があるのは不動産所得が赤字となる場合であり、同所得が黒字となる場合には納税

額が増加する旨を表示すること 

② 不動産所得に係る必要経費が減少した場合は、節税効果も減少する旨を表示すること 

③ 具体的な計算例を表示する場合は、当該物件を購入した年度（初年度）の次の年度以降のも

のを表示すること。ただし、次年度以降の計算例と併せて表示し、かつ、初年度の節税額を

強調しないときに限り、初年度の計算例を表示することができる。 

（イ）マンション等の賃料収入の確実性等についての表示 

① 購入者が当該物件による賃料収入等を得ることができない場合には、その売主等（売主又は

指定する者）が賃料収入を保証する旨を表示するときは、その保証主体、保証の内容、保証

期間その他の条件を明示すること 

② 購入者の希望により、売主等が購入者から当該物件を転貸目的で賃借し、賃料を支払うこと

を条件としている場合においてその旨の表示をするときは、売主等と購入者との賃貸借契約

について、次の条件を明示すること。 

a. 権利金、礼金等の支払の要否及び支払を必要とする場合はその旨 

b. 敷金、保証金等の支払の要否及び支払を必要とする場合はその旨 

c. 賃料（月額） 

d. 賃料のほかに、管理費の支払の要否 

e. 賃借期間 

f. 賃貸借契約の更新及び賃料の改定に関する事項 

前記の（ア）及び（イ）の場合において、当該広告表示を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現

に有している場合を除き、以下の表示をしてはなりません。 

a. 将来にわたって、当該物件が賃貸市場における商品価値を確実に保持するかのような

表示 

b. 将来にわたって、確実に安定した賃料収入が確保されるかのような表示 

c. 将来において、当該物件の資産価値が確実に増大するような表示 

 

※本社の不動産広告掲載基準は弊社の独自基準及び「不動産広告の実務と規制」（住宅新報社）

を準用いたします。不明な事項があれば、お問い合わせ下さい。 


