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不動産会社の評判をチェックする方法はありますか？ 

 

不動産会社の評判ですが、一般的な口コミは非常に少ないと思われます。 

理由としては、不動産取引は一般の商品購入と違い、 

⚫ 人単位の不動産取引頻度が少ない 

⚫ 他社と比較する事がほとんどない 

ので、よほど問題がない限り表に出てこないと思います。 

例えば、日用品の買物や、高額商品というところでの車の購入などは、同一商

品で販売店が色々あり比べることもできますが、買いたい、もしくは借りたい

不動産について、他の不動産屋に行ったり比べたりすることが非常に少ないの

で、結果として多少不愉快な思いをしても「不動産屋ってこんなものか」と取

引が終わってしまうのがほとんどでしょう。 

そういったところですので、ぜひとも以下をチェックしてください。 

 

業者への行政処分 

不動産業者が宅地建物業法に違反をした場合、過去 5 年間の処分状況が公開さ

れています。これに掲載されている業者は近寄らないのが賢明と思われます。 

なお、2 つ以上の都道府県で業務を行っている場合は国土交通大臣の免許で、1

の都道府県で業務を行っている場合はそこの知事免許となります。 

⚫ 国土交通省ネガティブ情報検索システム 

⚫ 東京都知事による宅地建物取引業者への監督処分情報 

 

ネットでの評価 

不動産会社のホームページはぜひ確認してください。 

大手はしっかり作っていますのであまり差はないですが、中小や個人店舗は特

色が出ていますので、賃貸に強いのか、売買に強いのかなど、ご希望の取引に

ついての内容を確認してください。 

https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/searchmenu.cgi?jigyoubunya=takuti
https://www.mlit.go.jp/nega-inf/takken/tokyo.html
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なお、スーモやアットホームといった不動産ポータルサイトの不動産会社の紹

介ページは、それぞれの不動産屋が費用を払って作っていますので、そういっ

た観点で見ていただければと思います。 

 

実際の店舗にて 

不動産取引で実際の店舗に行かれると思いますが、その時は緊張したり、希望

の物件が決まっていたら気持ちが高ぶったりすると思いますが、そういう時こ

そ冷静に判断してください。 

対応者の名刺を見て肩書や取得資格を確認するのはもちろんのこと、店舗が清

潔で整理されているか、接客はどうか、質問にきちんと答えられるかなど、基

本的なところを観察してください。 

 

 

 

 

 



 4 / 20 

 

 

不動産の知識が何もない状態で不動産会社を訪問したら、不利になるのでしょ

うか？ もしかするとだまされたりするのでしょうか？ 

 

「家は一生の買物」とも言われるように、実際の不動産の取引経験は非常に少

ないと思いますので、不動産に関する知識もほとんどないのが普通です。 

そういった消費者を守るのが宅地建物取引業法ですので、一般的には不利とか、

だまされるという事はありませんが、やはり不動産業者も色々ですので、最低

限の知識は身につけ、後で「こんなはずでは無かった」と思わないようにして

ください。 

例えば、その部屋で発生した事件事故を報告しないとか、消費者に不利な情報

を隠すと告知義務違反で業法違反になりますが、同一マンションでの別の部屋

で発生した事件事故については告知義務がないという過去の判例もありますの

で、物件本体だけではなく、マンション全体での事故について担当者に聞くと

か、どうしても気になる場合は、事故物件サイトなどで調べるのが良いと思い

ます。 

判例というところでは、RETIO（一般社団法人 不動産適性取引推進機構）とい

のがあり、そこでは、不動産取引の判例等の検索ができる「RETIO 判例検索シ

ステム」も利用可能ですので、判例を調べることもできます。 

不動産の知識は時間がかかるところもありますので、まずは不動産会社の評判

チェックや、会社自体の調査も大切なことだと思いますし、困った時には医療

では一般的なセカンドオピニオンを求めたいと思いますが、不動産業界では純

粋なセカンドオピニオンは非常に少ないのが現状で、実際に Web 上で検索して

いただくと、不動産業者や不動産を提案するコンサルタントがほとんどです。 

もし不動産でのセカンドオピニオンを考えられた場合は、ぜひとも一般的社団

法人 不動産セカンドオピニオン協会にご相談ください。 
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友人が不動産会社に勤めています。不動産の賃貸や売買に関してはその友人に

相談するのがベストでしょうか。 

 

友人にもよると思いますが、不動産会社に勤めていれば不動産の知識や情報を

持っている方が多いと思いますので、相談するのは賢明だと思います。 

ただし、一言で不動産会社に勤務といっても、一般事務や営業事務という職務

ですと、「直接現地に行く」「物件について調査する」「契約にかかわる」などは

非常に少ないと思われますので、どこまで相談できるかは友人の状況によりま

すので、そういったところも事前に確認してから相談するのがよいでしょう。 

不動産業の免許要件として、宅建士（宅地建物取引士）の資格者がパートを含

む従業員 5 人に１人必要で、そこで不動産会社としては報奨金を出したり、手

当を出したりして試験合格を奨励していますので、資格を持っているから必ず

実務経験があるということではありませんのでご注意ください。 

また実際の宅建試験ですが、不動産業の従業者証明書があり 2 日間の登録講習

を受講すれば、2 時間で 50 問の試験問題について５問免除（46 番～50 番）と

なりますので、一般の方より少し有利なのではと思います。 

とは言っても、一般の会社への勤務者よりも不動産業界の専門用語はご存知だ

と思いますし、不安な事があれば後で調べてもらえる可能性もありますので、

できれば相談していただきたいと思います。 

 

不動産の取引等に関して不安がありましたら不動産セカンドオピニオン協会に

ご相談していただければと思いますし、もし宅建試験を受けたいとお考えの方

には、試験概要や試験に対する心構えについてもアドバイスさせていただきま

すので、ぜひともご相談いただければと思います。 
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住むところを借りたいと思っています。やはりそういう場合は、住みたいエリ

アを決めてからそのエリアにある不動産屋さんに行くのがよいでしょうか？ 

 

住むところを借りる（賃貸物件に住む）というのは、いろいろな選択肢があり

ますので、まずは希望条件を整理し、スーモやアットホームといった不動産ポ

ータルサイトで希望条件での検索をし、どの程度物件があるか確認するのが良

いと思います。 

不動産屋は、一部ではお店限定の物件を持ってはますが、ほとんどの物件はど

この不動産屋でも扱えますので、エリアの不動産屋を最優先するのではなく、

ご自身で不動産屋の評価をした上で訪問してください。 

なお、一般的には以下の条件と優先順位を決めていただき物件を探し不動産屋

に行くのが良いと言われています。 

  ・希望エリア ： 目黒区もしくは品川区など 

  ・希望駅   ： 沿線での範囲や駅名など 

  ・徒歩条件  ： 徒歩 10 分以内とか、バス便も可とか 

  ・物件条件  ： マンションのみとか、アパートも可とか 

  ・間取    ： 1DK、2LDK、3DK など 

  ・面積    ： 40 ㎡～50 ㎡とか幅を持たせるのが良い 

  ・希望階数  ： 2 階以上とか 

  ・その他条件 ： ペット可、駐車場あり、バイク置場ありなど 

  ・賃料    ： 家賃 60,000 円までとか、共益費を含むかどうかも 

  ・付帯設備  ： エアコン、収納、洗濯機置場など細かく条件を出す 

なお、スーモやアットホームといった不動産ポータルサイトで、同じ物件に対

して複数の不動産屋が物件情報を掲載していますが、それは、貸主が複数の仲

介業者と同時に一般媒介契約を結んでいますので、紹介ページなどを見て不動

産業者を選択してください。
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住むところを借りたいと思っています。不動産屋さんを経由せずに直接大家さ

んに接触してもよいのでしょうか？ 

 

不動産屋を経由せず直接大家さんに接触するのは大丈夫です。 

引越シーズンや、短期間で住むところを決める必要がある場合は難しいかもし

れませんが、今は大家さんが直接お部屋を掲載しているサイトがありますので、

一度そういったサイトを見ていただければと思います。 

例えば、「大家さん 直接 賃貸」で Web 検索をしますと、大家さんと手軽にチ

ャットが可能なサイトとかが表示されますので活用してみてください。 

また、そういったサイトでは、内見・契約はエージェント（不動産会社）が対

応となっている事がよくありますので、その場合は安心できます。 

大家さんが一般媒介・専任媒介で不動産業者に集客の依頼している場合は、直

接交渉できますが、専属専任で依頼している場合は直接交渉はできませんので

ご注意ください。 

ただし、賃貸契約を大家さんと直接契約する事は

慎重に検討してください。 

大家さんには重要事項説明の義務がありませんの

で、物件に関する注意事項を知らないまま契約し

てしまうと、後からトラブルが発生するリスクがあります。 

また、本来であれば不動産会社が行ってくれる条件交渉も、自分で行わなけれ

ばなりませんので、場合によっては、不動産会社を通すよりも家賃が高額にな

ってしまうリスクもあります。 

それと、賃貸契約には民法など法律の要件が大きく関わってきまして、特に、

令和 2 年 4 月に民法は大改正され、連帯保証人の対応や、契約不適合責任（旧

の瑕疵担保責任）などの法律的な事を大家さんがどこまでご存じか不安があり

ますので、できましたら個人間での契約は避けていただきたいと思います。 
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マンションを住むために買いたいです。やはりそういう場合は、住みたいエリ

アを決めてからそのエリアにある不動産屋さんに行くのがよいでしょうか？ 

 

貸物件の場合はそのエリアの業者がよい場合があるかもしれませんが、マイホ

ームや投資物件の場合には、長い目で安心な取引をすることが極めて大切です。 

 

「資産価値（将来の売却価格）や耐震性」「買ってはいけない物件などといった

リスク情報を見抜く力」「インスペクションの実施」「ファイナンスプランや住

宅ローンの相談」など、物件情報以外のことも重要です。 

 

不動産会社同士は REINS（レインズ：不動産流通機構会員専用の情報交換サー

ビス）で繋がっており、ほとんどの物件情報を共有していますし、アットホー

ムやホームズなどのサイトでも業者専用のページがあり情報共有していますの

で、物件の所在地に縛られずに不動産会社を選ぶことができます。 

 

そのエリアで業者を選ぶことにこだわらず、 

⚫ 物件情報の提供のみを行う不動産屋か 

⚫ リスクやマイナス情報（ネガティブ情報）を含めてあなたの代理人として動

いてくれる不動産エージェントか 

という考え方も重要な選択肢です。 

日本とアメリカの不動産業界は大きく異なり、不動産取引を行う際のパートナ

ーを日本では「会社」で選びますが、アメリカでは「人」で選びます。アメリ

カでは会社（ブローカー）と担当者（エージェント）が契約関係にあり、実績

や実力などでエージェントを選ぶことができるので自分に合った担当者をつけ

ることができますが、日本では会社の社員が担当者になるので、不動産会社は

慎重に選びましょう。 
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実際のところ、不動産屋さんは「売る人」「買う人」どっちの味方なのですか？ 

 

不動産仲介とは、その名のとおり仲介業者が売主と買主（もしくは貸主と借主）

の間を仲介し、不動産の売買契約や賃貸契約を成立させることです。 

不動産業界では「仲介」ではなく「媒介」と呼んでおり、契約の種類は 3 つあ

ります。 

① 一般媒介契約：依頼者は複数の不動産業者と同時に契約することができます

し、依頼者自身で購入者を探し売却する事ができます 

② 専任媒介契約：依頼者はひとつの不動産業者とだけ契約し、同時に複数の不

動産業者と契約することができませんが、依頼者自身で購入者を探し売却す

る事はできます 

③ 専属専任媒介契約：依頼者はひとつの不動産業者とだけ契約し、同時に複数

の不動産業者と契約することができませんし、依頼者自身で購入者を探し売

却することもできません 

不動産業者としては出来るかぎり他の業者を排除して物件を独占し手数料を確

保したいので、専任媒介契約もしくは専属専任媒介契約を望んでおり、物件を

独占できますと、買主（もしくは借主）を自ら探し両方からの手数料（両手商

売）を目論めますので、極力物件を確保する努力をします。 

そいうったところで、一般的に不動産業者は手数料確保のために「売る人」を

大切にし物件を確保したがりますし、現在では「買う人」がご自身でネットな

どを使い他の物件を探すのが普通になってきましたので、必然的に「売る人」

を大切にする傾向があります。 

日本にもアメリカのようなエージェントの考えが広がると「買う人」がより希

望に沿った不動産取引ができるのではないでしょうか。 
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マンションに投資してみたいと思っています。投資経験はありません。目当て

の物件もまだありません。こういう状態でも不動産会社に相談できるのでしょ

うか？ 

 

投資経験は大切ですが、当然ながらどの投資家も最初の物件は投資経験なしで

物件に投資（購入）しております。 

投資で大切なのは不動産投資に対する勉強をしたり、目当ての物件が出てきた

時に物件調査をしたり、収支シミュレーションをきちんとすることと思われま

すので、不動産会社に行く前にそういった知識を身につけましょう。 

例えば、不動産投資の失敗例として多かったのは、購入時のシミュレーション

が甘く、想定通りの収入が得られなかったという事例。見せかけの CF（キャッ

シュフロー）のために融資期間が延ばされている、家賃下落や入居率低下の試

算が楽観的すぎる、大規模修繕費や各種税金が考慮されていないなど、不動産

会社が提示するシミュレーションには初心者を騙す罠が潜んでいることがあり

ます。正しい知識を持たずにそれを信じ、購入した後に「こんなはずではなか

った」と後悔する投資家は後を絶ちません。 

また、現地を見ずに知らない土地や建物を購入するケースも見受けられますが、

地図や Google マップなどでは知りえないことが多くありますので、ぜひ現地に

足を運んで確認しましょう。 

過去には、購入されたアパートが実際は立地が悪く、徒歩分数も物件資料と実

際の時間にかなり差がる物件も結構ありました。また国土地理院のサイトで土

地の高低差を調べたところ、最寄り駅からこのアパートに行くと最後の 200 メ

ートルで急坂になっており、さらに、この物件があるエリアは、調べると完全

に供給過多で、スーパーやコンビニエンスストアも近くない物件もあります。

購入前に、実際に客づけする地元の不動産会社に家賃をどれくらいに設定すれ

ばよいか、聞いておくべきでしょう。 

また、今でも絶えないのが、儲からない新築ワンルームマンションを買ってし
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まったという失敗。不動産会社やコンサルタントの巧みな営業トークを信じ込

み、業者の利益が大きく乗った高値の金額で購入し、高金利ローンの返済を家

賃収入で賄えず毎月赤字に苦しむ。こういった事例の問題点や業者の営業手法

などについては、不動産セカンドオピニオン協会でも紹介しておりますのでお

聞きいただければと思います。 
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不動産会社の担当者の方は、やはり高い物件と安い物件では、一生懸命さが異

なるのでしょうか？ 

 

不動産の仲介手数料は宅建業法（宅地建物取引業法）で上限が決まっていて、

賃貸取引の場合、貸し手側の仲介業者と借り手側の仲介業者の手数料は合計で

家賃の 1 ヶ月分＋消費税で、売買の場合は、同じく宅建業法で上限が決まって

おり、400 万円以上の物件の場合は本体価格の 3％＋6 万円とその消費税となっ

ております。 

実際の不動産取引の流れですが、売買の大まかな流れは以下の通りです。 

① 売主からの依頼で物件査定（訪問前の机上査定、訪問時に訪問査定）を行う 

（一戸建てや土地で面積や他の土地との境界が曖昧な場合、測量が必要） 

② 売主と媒介契約を締結する 

③ 土地や建物について、自治体への調査や上下水道の調査を行う 

④ 販売用のチラシ（マイソクとも言う）の作成、自社ホームページや不動産ポ

ータルサイトへの登録を行う 

⑤ 媒介契約によっては REINS（不動産流通機構会員専用の情報交換サービス）

への登録義務がある 

⑥ チラシ配りや店頭での販売活動を行う 

⑦ 買主が現れたら現地への案内を行う 

⑧ 買付が入ったら価格などの調整を行う 

⑨ 重要事項説明書や売買契約書の準備を行い契約締結日の調整を行う 

⑩ 売買契約に立ち会う 

⑪ 決済（物件引渡）に立ち会う（住宅ローンを使う場合金融機関での立会） 

そういった流れは金額の高い安いは関係ありません。 

しかし心情的には高い物件を扱いたいと思うことも多いと思いますので、不動

産会社は慎重に選びましょう。 
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不動産会社どうしは、裏でつながっているのですか？ 

 

不動産会社は、どこかの協会に所属しているのがほとんどです。 

一番大きい協会は全国の 80％以上の不動産屋が加盟している全宅連（全国宅地

建物取引業協会連合会：ハトマーク）で、都道府県単位に公益法人の本部があ

り、その下に支部（目黒区の場合は、東京都宅地建物取引業協会・目黒区支部）

という形で組織されていて、定例会や研修会などといった集まりがあり、組織

的に出席を推進していますので、他の業界に比べて集会への出席率は非常に良

いと思います。 

また、新しく不動産会社を始める場合は、同じ支部（地区）の集まりに出席し、

老舗の会社や物件を多く扱っている会社に物件を扱わせていただくようお願い

をし、少しずつ物件を増やしてゆくのがよくある営業となります。 

あまり知られていない事ですが、協会では政治支援も行っており、例えば全宅

連では全国宅建政治連盟という組織で政党支援も行っていて、業界全体への支

援をお願いしております。（支援金を出すと政党から領収書が発行されます） 

 

そのほか、不動産会社同士の専用サイトがあります。宅建の協会に加入してい

れば REINS（レインズ：不動産流通機構会員専用の情報交換サービス）があり、

全国の物件を検索したり、自社の物件を掲載し同業者に広告したり業者同士の

情報交換ができますし、一般のポータルサイトでは、アットホームでは ATBB

（アットビービー：加盟店専用サイト）、ホームズでは LIFULL HOME'S PRO（ラ

イフルホームズプロ）などがあります。 

自社管理物件で借り手がつかないとか、売主から預かっている物件に買主が現

れない場合は、直接同業者に訪問しチラシ（マイソク）を渡してお願いしたり、

FAX やメールなどでお願いをしたりしておりますので、やはり業者同士の繋が

りは強いと思います。 
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店頭に物件案内がたくさん掲示されている不動産屋さんと、さほど掲示してい

ない不動産屋さんがあるように思いますが、やはりたくさん掲示している不動

産屋さんに相談するのが良いのでしょうか？ 

 

一般的に、1 階で道路に面している店舗（路面店）は、物件案内を多く出してい

ますが、これは、お客さんへのアピールとして、この店舗ではこんな物件を扱

っていますよ、という意味合いが強いのです。 

つまり、事前に物件を見て来店するお客さん以外の人も呼び込みたいという、

路面店だからこその集客方法となります。 

ただ、大手で売買中心ですとお店のイメージを大切にしますので、あまり物件

案内を出していない場合が多いのが現状です。 

また、物件案内は、実際に買えない物件や借りられない物件を掲示しておくと、

おとり広告となり、宅建業法 32 条及び不動産の表示に関する公正競争規約（表

示規約）21 条に違反しますが、実際に掲示されている物件は他社が管理されて

いる物件が多いので、物件確認を細かくする必要があり人手が非常にかかるの

で物件案内の掲示を辞めているというお店もあります。 

ですので、物件案内の掲示があった場合はそのお店の扱い物件として考えてい

ただければと思いますし、相談する不動産屋は、ホームページやネット上の口

コミを調べてからお決めいただければと思います。 

 

不動産屋の現状につきましては、不動産セカン

ドオピニオン協会にご相談いただければ、紙面

には出せない情報もありますので、お問い合わ

せいただければと思います。 
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不動産屋さんの手数料は、値切れるものでしょうか？ 

 

不動産の仲介手数料は宅建業法（宅地建物取引業法）で上限が決まっています。 

賃貸取引の場合、貸し手側の仲介業者と借り手側の仲介業者の手数料は合計で

家賃の一ヶ月分＋消費税となります。 

ただし、そうなると手数料が安くなりますので、実態としては、貸主からは宣

伝広告費をいただき、借主からは仲介手数料をいただく場合が多いと思います。 

賃貸物件を探していると、手数料無料とか半額とかになっている物件は、貸主

から宣伝広告費を頂いてると思われますので、手数料無料とか半額だからとい

って取引や契約で遠慮する必要はありません。 

また、売買の場合は、同じく宅建業法で上限が決まっており、400 万円以上の

物件の場合は本体価格の 3％＋6 万円とその消費税となっております。 

賃貸でも売買でも、宅建業法で手数料は上限が決まっているだけで下限はあり

ません。 

賃貸の場合はタイミングなどがありますし、賃貸物件の平均賃料からみると手

数料はそう高くないので、手数料無料とか半額とかになっている物件以外での

値引き交渉は厳しいというのが現状です。 

ただ、売買の場合手数料が高くなりますし、賃貸よりは時間を掛けられると思

いますので、売主でしたら、媒介契約を結ぶ時点で交渉し、販売価格や販売方

法など合わせて納得できる不動産屋を選択していただきたいと思います。 

また、買主の場合は、不動産屋が査定に来たり、店舗に訪問したりした時に、

手数料などの諸経費を含んだ予算金額という話をしていただき、欲しい物件が

出てきた時には、物件価格含めて売主との値引き交渉を依頼してみてください。 

実際の売買では、最終段階で「この値段なら購入したい」という事で交渉でき

るケースもありますので、合わせて手数料も相談する可能性はあると思います。 
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不動産屋さんでの支払いにカードは使えるのですか？ 

 

住むところを借りたいと思っていても、敷金や礼金などの初期費用は高いです

よね？ 

そういった時にはクレジットカード払いができればよいでしょうし、カード利

用でポイントを貯めたいというニーズも急増していますので、現在不動産業界

でもキャッシュレスが進んでいます。 

例えば、宅地建物取引業協会の会員では、株式会社宅建ブレインズ経由で VISA、

Mastercard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club などを使えるところ

が少しずつ増えています。 

ただし、宅建ブレインズ経由でクレジットカード決済ができるのは、入居費用、

更新料及び退去費用となり、毎月の賃料はカード払いができない場合がほとん

どですので、店舗に行かれたら確認してください。 

それと、不動産売買の場合は金額が大きい事や、手付金及び決済という契約事

項の関係でまだまだ利用できないようです。 
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友人が宅建士の資格を取ったそうなので、不動産会社を訪ねるときに一緒に来

てもらおうと思いますが、そういうことはやってもいいのでしょうか？ 

 

初めて不動産を訪問する時は不安がありますので、その時友人や家族が同席し

ていたら心強いですよね？ 

不動産会社に訪問するのに同伴者の制限はありませんが、対応者が宅建士の資

格を持っているとは限りませんので、一部の不動産会社では煙たがられるかも

しれません。 

実際の対応方法としては以下のどちらかだと思います。 

⚫ 不動産会社の担当者に最初から「宅建士の資格を持っている友人」として紹

介し相手をけん制する 

⚫ 宅建士の資格のことは言わずに友人を紹介し、横で話を聞いてもらい、気に

なる点があれば突っ込んでもらう（資格の話を出すかどうかはその場の雰囲

気次第） 

そういったところで、不動産屋に訪問する前に事前打合せをして、希望物件が

ある場合は確認してもらい、お互いに方針を決めてから訪問してください。 

ただ、不動産会社に勤めている場合は会社での問題があると思いますので、同

席は厳しいかもしれませんし、宅建士の資格を持っているからといって実務経

験がない場合は、アドバイスをあまり期待しない方が良いかもしれません。 

不動産セカンドオピニオン協会としては、宅建士の資格を持っている友人とし

て紹介して、不動産会社の担当者が嫌な顔をするとしたら何かあるのでは、と

疑ってかかりますし、もしそういった事がありましたら、ぜひとも協会にご相

談いただければと思います。 
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不動産会社と揉めると、怖い人が出てきたりしませんか？ 

 

昭和のバブル時代には地上屋が横行し、怖い人が出てきたり

していたようですが、一般の会社では反社会的勢力の関係者

が経営者になったり社員を雇用したりはできませんし、不動

産取引においても、各種契約書に反社会的勢力ではない旨の

記述（誓約）がされていますので、怪しい会社でない限り怖

い人が出てくることはありません。 

2007 年 6 月政府の犯罪対策閣僚会議の申し合わせとして「企業が反社会的勢力

による被害を防止するための指針」が策定さました。 反社会的勢力の用語が公

的に用いられた最初の例ですが、それから反社会的勢力との決別が浸透してき

ました。例えば、 

⚫ 黒いベンツに対し怖い人のイメージを持つ人がいらっしゃいますが、実は怖

い人がベンツの新車を買うのは非常に難しいです。 

⚫ 一般の法人の役員が脅迫事件を起こした場合、社会的制裁（評判が下がり経

営が苦しくなる）があるとしても役員を継続できたりしますが、宅建業法で

は、傷害罪・暴行罪・脅迫罪・背任罪・傷害助勢罪・凶器準備集合罪で罰金

刑以上に処せられた場合は欠格事由となり、刑の執行を終わった日から 5

年間は法人の役員または政令で定める使用人（支店長など）にはなれません。 

⚫ 宅建業者の業法違反者は、国土交通省もしくは都道府県のホームページに掲

載など一般公開されていますので、事業継続も厳しくなると思われます。 

逆に考えると、昔は地上げや詐欺的な不動産会社もあったので、どんどん規制

が強化されてきた、とも言われております。 

そいうったところで、会社自体が怪しい場合だけ気をつければ問題ありません。 
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不動産会社と管理会社は、違うのですか？ 

 

不動産会社とは、不動産の売買などの取引を行う会社で、宅地建物取引業の免

許を受けた会社ですので、宅地建物取引業法やその他の法令を遵守するよう努

力していますし、業法違反の場合の罰則がありますので会社全体で気をつけて

います。 

また、宅建の協会では、研修会やセミナーを開催し会員に対しての法令順守や

啓蒙を行う義務がありますので、宅建業界全体で取り組みがされています。 

管理会社とは、不動産の物件を管理する会社ですので、宅地建物取引業の免許

は必要ありませんし、目にすることがあるとしたら、賃貸物件に住むときの賃

貸契約書に記載されているところで、設置されているエアコンが壊れた時とか

に慌てて調べるくらいと思われます。 

一番の違いは、宅地建物取引業の免許を持っているかどうかです。 

取引業の免許を受けるには、パート含めた従業員の 5 人に 1 人は宅建士（宅地

建物取引士）の資格者を用意する必要がありますので、必然的に担当者が宅建

士である確率が上がり、宅建業法とかの法律の順守レベルが上がっていると思

われますし、宅地建物取引業の免許を持っていなくて営業としての接客ができ

ていないところは、例えば何度苦情の電話をしても対応してもらえなかったり

しますので気をつけてください。 

また、管理会社は一般的に、間取図や物件情報は不動産会社からもらったもの

をそのまま使っていて、洋室・6 畳と書かれていても実際を調べる会社はほとん

どないのが現状で、「間取図の畳数、形状等が現況と異なる場合は現況優先とさ

せていただきます」の一言で回避していますので、賃貸取引の場合も必ず内見

（内覧）をしてください。 
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