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「2018 年版 らくらく宅建塾シリーズ」 

正誤表 

 

このたびは、小社書籍をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。2018年版として発刊した「らくらく宅

建塾シリーズ」について訂正がありました。お詫びして訂正させていただきます。 

なお、掲載のない書籍については、記述内容に訂正がございません。 

 

2018 年 10 月 15 日現在 

宅建学院 

らくらく宅建塾 

頁 訂正箇所 訂正前 訂正後 訂正日 

66 (2) 9 行目 

 

勝ち取った場合だけ 勝ち取った場合に 2018.7.27 

125 表「床面積の算出方法」の 

2 行目 

（➔104頁の例題を見よ） 削除 2018.3.6 

326 例題 2 行目 宅建業に関し取引をした者 宅地建物取引業に関し取引を

した者（宅地建物取引業者に該

当する者を除く。） 

2018.7.27 

352 下の表 権利金の得則 権利金の特則 

382 14 7 行目 書類の保存の状況 書類の保存の状況注意 b)は貸

借なら記載・説明不要 

406 表内 特定用途制限地域の

２の 2 行目 

表Ｅ 表Ｄ 2018.3.6 

490 （３）7～8 行目 例外として規定されているもの

以外は直接融資できない。 

削除 2018.7.27 

501 ４のイラスト 緑辺部 縁辺部 

507 注２ 8 行目 ただし、平成 30 年 3 月 31 日 ただし、業者が平成 32 年 3 月

31 日 

注２ 9～10 行目 新築した業者 新築した者 

 

まる覚え宅建塾 

頁 訂正箇所 訂正前 訂正後 訂正日 

37 (2) 9～10 行目 勝ち取った場合だけ 勝ち取った場合に 2018.7.27 

221 14 7 行目 書類の保存の状況 書類の保存の状況注意 b)は貸

借なら記載・説明不要 

326 ４のイラスト 緑辺部 縁辺部 

 

マンガ宅建塾 

頁 訂正箇所 訂正前 訂正後 訂正日 

187 ＜「売買・交換」と「貸借」

の記載事項＞の 4 行目 

上の⑤⑨⑪⑫⑭ 上の⑤⑥⑨⑪⑫⑭ 2018.10.15 

218 左側 1コマ目のママのセリ

フの下 

✕ 〇 2018.7.27 

219 2 つの用途地域にまたがる

場合の 1 行目 

建ぺい率と異なり、 削除 

255 4 コマ目のセリフ プラネラリウム プラネタリウム 
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過去問宅建塾 1  

頁 訂正箇所 訂正前 訂正後 訂正日 

227 Point！の表 

２ 債権者は目的物を占有

できるか？ 

 

 

不動産質権 抵当権 

できない できる 

 

 

不動産質権 抵当権 

できる できない 

2018.7.27 

177 肢（3）2 行目 130 頁 129 頁 

337 肢（1）3 行目 215 頁 それは次の３つ１ 216 頁２ 

347 肢（4）4 行目 227 頁２ 258 頁（4） 

359 肢（3）5 行目 257 頁２注意！ 257 頁１注意！ 

430 下の図の（1）（2） 甲土地 

（要役地） 

甲土地 

 

過去問宅建塾 ２ 

頁 訂正箇所 訂正前 訂正後 訂正日 

295 肢（3）2 行目 365 頁（2） 366 頁（3） 2018.7.27 

 

過去問宅建塾 ３ 

頁 訂正箇所 訂正前 訂正後 訂正日 

45 Point！② 肢（3） 肢（2） 2018.7.27 

 

ズバ予想宅建塾 分野別編 

頁 訂正箇所 訂正前 訂正後 訂正日 

77 肢（1）3 行目 （後半が×） （後半も〇） 2018.7.27 

 

ズバ予想宅建塾 直前模試編 

訂正箇所 訂正前 訂正後 訂正日 

第 3 回模擬試験 17 頁の 

問 34 肢 3 2行目 

特約をすることができる。 特約をすることができない。 2018.7.27 

 

以上 
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「2018年版 らくらく宅建塾シリーズ」 

発刊後の法改正情報 

 

宅建学院 

 

このたびは、小社書籍をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。2018年版として発刊した「らくらく宅

建塾シリーズ」について、発刊後から平成 30年４月１日までの法改正（「空家等の売買または交換の媒介・代理の報酬

の特例」）の内容となります。 

なお、平成 30年度の宅建試験で出題される法令は、平成 30年４月 1日までに施行されたものが対象になります。 

 

空家等の売買または交換の媒介・代理の報酬の特例 

400 万円以下（消費税等相当額を含まない）の空家等の場合、宅地建物取引業者は、報酬の他に現地調査等にかかる

費用も受け取ってもよいということになりました。 

 

コメント 

400万円以下（消費税等相当額を含まない）の「空家等
．
」なので、空家でなくてもＯＫ（400万円以下の宅地・建物で

あれば、報酬の他に現地調査等の費用を受け取ることができます）。 

 

（１） 売買の媒介の場合 

400 万円以下の宅地・建物の売買の媒介で、通常の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについては、純粋

な媒介報酬と現地調査等の費用を合わせて 18万円（＋消費税）まで受け取ることができます。 

 

注意１ もちろん、消費税の分も受け取ることができるが、本資料においては、これ以降、消費税に関しては考慮しな

いものとします。 

注意２ 本資料において、純粋な媒介報酬とは、現地調査等の費用を除いた報酬のことを意味します。 

 

１ 対象は 400万円以下の宅地・建物の取引です。 

２ 合計で 18万円が限度額となります。 

３ 現地調査等の費用は売主から受け取ります（買主からは受け取れません）。 

 

コメント 

現地調査等の費用を受け取るためには、「宅地建物取引業者は、媒介契約の締結に際し、あらかじめ売主または交換を

行う者である依頼者に対して説明し、両者の間で合意する必要がある」が、本資料においては、この合意をしているも

のとします。 

 

（２） 具体例 

具体例その①‐宅地建物取引業者Ａが、売主Ｂから 200万円の宅地の媒介の依頼を受けた場合 

１純粋な媒介報酬の限度額は、200 万円×５％＝10 万円です。そして、この 10 万円の他に、２現地調査等の費用と

して、８万円まで受け取ることができます。 

 

具体例その②‐宅地建物取引業者Ａが、売主Ｂから 300万円の宅地の媒介の依頼を受けた場合 

１純粋な媒介報酬の限度額は、300 万円×４％＋２万円＝14 万円です。そして、この 14 万円の他に、２現地調査等

の費用として、４万円まで受け取ることができます。 

 

売買価額 １純粋な媒介報酬 ２現地調査等の費用 合計 

200万円 10万円 ８万円 18万円 

300万円 14万円 ４万円 18万円 

400万円 18万円 ０万円 18万円 

コメント 

宅地建物取引業者Ａは、売買価額が 400万円以下の場合は、どのような価額であっても、売主Ｂから１と２を合わせ

て 18万円まで受け取ることができます（１が安ければ、その分２の枠が大きくなります）。 
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（３） 宅地建物取引業者Ａが、売主Ｂと買主Ｃの両者から媒介を受けた場合 

宅地建物取引業者Ａは、売主Ｂからも買主Ｃからも純粋な媒介報酬を受け取ることができます。しかし、現地調査等

の費用は、売主だけから受け取ることができます（買主から受け取ってはダメです）。 

 

コメント 

難しく考える必要はありません。買主からも現地調査等の費用を受け取ったら、費用の二重取りになってしまいます。

それはできないということです。 

 

（４） 売買の代理の場合 

先ほど勉強した「現地調査等の費用の二重取り
．．．．

はダメ
．．

」ということを頭の隅に置きながら、見てみましょう。 

なお、純粋な媒介報酬は、14 万円とします。 

 

１純粋な媒介報酬      ２現地調査等の費用 

14万円          ４万円 

↑            ↑ 

代理の場合、ここ      しかし、ここは２倍 

は２倍にできます      にできません 

 

したがって、14万円×２＋４万円＝32万円が、宅地建物取引業者が受け取ることのできる限度額となります。 

 

 

以上 

 

 

 


