
1

2017年度対応

不動産情報ネットふれんず
2017年度対応について
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不動産ネット「ふれんず」改修１

不動産ネット「ふれんず」改修１



一覧には「シータ○枚」と表示

詳細にて
「シータ画像を見る」ボタンを配置

「シータ画像を見る」ボタン
を押下すると、別ウィンドウ
でシータ画像を表示
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シータ対応（業者間）

一般公開にて対応したシータ対応を、業者間物件詳細でも表示（別ウィンドウ）できるようにしました。



物件情報に「担当者」情報の登録がある場合、
物件案内書に表示枠を追加し、登録がある場合は表示するようにしました。
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物件案内書への担当者情報追加

物件案内書（WEB）

物件案内書（PDF）



西暦西和暦早見表

「西暦和暦早見表」を
押下すると、別ウィンドウで
西暦和暦早見表が表示されます。

【物件登録画面】 「築年月」
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西暦から和暦への変換表示対応

西暦入力・表示項目について、和暦を併記するようにしました。

西暦を入力すると和暦が自動的に
表示されます。



物件詳細を見てすぐに問い合わせできるように、
電話番号にリンクを設置しました。

■ 電話番号のリンク設定(一般公開：スマホ版のみ)

スマホ版
物件詳細画面

保守対応
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ふれんずシステム改修（保守対応）

タップすることで、電話アプリに電話番号が入った状態で
立ち上がります。



保守対応
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ふれんずシステム改修（保守対応）

■ 面積の検索条件の最小範囲を拡張

一般公開サイトで、面積の検索条件を、
業者間サイトの面積の検索条件に合わせて
最小値に「10㎡」からとしました。

「10㎡」から検索できるように
なりました



駐車場形式について、「平置き」の場合は「自走」を選択することがわかりにくいので、
項目の選択肢を「自走（平置きも含む）」に変更しました。

【物件登録画面】

選択肢を
「自走（平置きも含む）」
「機械」
としました。

■ 駐車場形式の選択肢文言修正
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ふれんずシステム改修（保守対応） 保守対応



■ セールスポイントの入力欄拡張

セールスポイントの入力欄を広げて、入力がしやすいようにしました。

入力欄を広げました。
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ふれんずシステム改修（保守対応） 保守対応



■ オーナーチェンジ選択方法の変更

オーナーチェンジを指定する際に、セレクトボックスではなく、チェックボックスで選択する
方法に変更しました。

保守対応ふれんずシステム改修（保守対応）
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保守対応ふれんずシステム改修（保守対応）

■ 面積の坪単価での表記(会員間)

会員間
検索結果画面

㎡単位で登録した面積をもとに
坪単価の面積を自動計算して表記するように
しました。

会員間で検索する時、検索結果を㎡と坪単位の両方を表示するようにしました。
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ふれんずシステム改修

■ シータ360biz導入

シータ360biz画像が登録されている物件には、
物件検索リストで「360biz」のアイコンが表示
されます。

シータ360bizの画像を登録できるようにして、会員間及び一般公開での物件情報ページで閲覧できる
ように修正しました。
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○登録画面

○物件検索リスト（会員間）



ふれんずシステム改修

■ 駐車場項目への備考追加

「軽自動車専用」「リモコンゲート」など、自由に文字を入力することができます。

「駐車場備考」の欄を追加しました。
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○登録画面



ふれんずシステム改修

■ 物件お問い合わせ内容項目追加

お問い合わせ内容の項目が追加されました。

一般公開ページで、物件にお問い合わせをする画面で、項目を追加しました。
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○追加された項目
・内見希望日時 （第1希望、第2希望、第3希望）
・電話連絡時の連絡可能時間帯

平日(月～金) ・ 休日(土・日) 
いつでも可 ・ 10-12時 ・ 12-14時 ・ 14-16時 ・ 16-18時
その他希望日時

○物件検索リスト（一般公開）



ふれんずシステム改修

■ 物件登録 一時保存した物件情報を編集した後に再度一時保存

一時保存された物件情報を呼び出した時、「一時保存」ボタンが表示されるようになったので、
再度一時保存が可能です。

会員間ページの物件登録画面で、一時保存された物件情報を呼び出した後、再度一時保存ができる
ように、修正しました。
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○物件登録画面（会員間）



ふれんずシステム改修

■ 「管理人」項目の「管理方式」への統合

「管理方式」の選択肢を、
「常駐管理 ・ 日勤管理 ・ 巡回管理 ・ 自主管理」に修正しました。

会員間ページの物件登録画面で、「管理人」の欄を廃止して、その欄で使用していた選択肢を、
「管理方式」の欄に統合しました。

16

○物件登録画面（会員間）
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取引状況備考入力必須化

取引状況備考
入力必須化について
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１．物件情報登録画面の変更

物件情報登録時、入力されている物件の情報が
・取引状況が「書面による申し込みあり」 、「売主都合で一時紹介停止中」
・取引態様が「専任媒介」又は「専属専任媒介」

の物件については、入力チェックを行い、未入力の場合は入力画面を表示します。

①取引状況が変更になると、メッセージが表示される

②プルダウンメニューに文例（利用可）が表示される
選択することにより、入力がほぼ完了する（別途、設定日は自動で入力）
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平成３０年４月１日の改正宅建業法に伴うインスペクション関係の対応

平成３０年４月１日の改正宅建業法に伴う
インスペクション関係の対応
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平成３０年４月１日の改正宅建業法に伴うインスペクション関係の対応

平成３０年４月１日の改正宅建業法の概略

①媒介契約締結時
宅建業者がインスペクション業者のあっせんの可否を示し、媒介依頼者の意向に応じてあっせん

②重要事項説明時
宅建業者がインスペクション結果を買主に対して説明

③売買契約締結時
基礎、外壁等の現況を売主・買主が相互に確認し、その内容を宅建業者から売主・買主に書面で交付

【対応の概要】
１．会員向けに・・・ふれんず会員間・協会会員専用ページに作成
・改正宅建業法の会員向け説明ページ
・あっせん出来るインスペクション業者の問合せ先及び申込み方法などの説明ページを作成
※住まいの健康診断は、改正宅建業法に対応して、平成30年4月1日以降も引き続き行います。

２．ふれんずシステムを改修・・・建物検査済みの物件特集へ登録できるように改修
及び特集検索システム（会員間・一般公開）物件詳細ページ等の整備

・登録システムを改修
建物検査の有無や既存住宅売買瑕疵保険の有無等の項目を追加。
実施したインスペクションの報告書をアップロード出来るように改修
「住宅性能等」でまとまっている登録項目をいくつかのカテゴリに分けてわかりやすく修正。

３．消費者向けに・・・ふれんず一般公開ページにて、告知する
・建物検査済み物件特集の設置
・建物検査の依頼方法なども説明
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平成３０年４月１日の改正宅建業法に伴うインスペクション関係の対応

１．会員向けに・・・ふれんず会員間・協会会員専用ページに作成

・改正宅建業法の会員向け説明ページ
・あっせん出来るインスペクション業者の問合せ先及び申込み方法などの説明ページを作成
※住まいの健康診断は、改正宅建業法に対応して、平成30年4月1日以降も引き続き行います。
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平成３０年４月１日の改正宅建業法に伴うインスペクション関係の対応

２．ふれんずシステムを改修・・・建物検査済みの物件特集へ登録できるように改修
及び特集検索システム（会員間・一般公開）物件詳細ページ等の整備

・登録システムを改修
建物検査の有無や既存住宅売買瑕疵保険の有無等の項目を追加。
実施したインスペクションの報告書をアップロード出来るように改修
「住宅性能等」でまとまっている登録項目をいくつかのカテゴリに分けてわかりやすく修正。

■登録項目イメージ

※上記イメージは現行登録システムでの見た目で再現しています。
実際は、新登録システムでの登録となります。

※2018年4月2日にリリース予定の新登録システムで登録できるように対応いたします。

「住まいの健康診断の報告書」
「その他の建築士による報告書」
を択一選択

調査報告書をアップロード

実施日（年月日）を指定

※１年経過した場合は自動的
に業法未対応となる

関連項目を区分けして表示

「業法対応インスペクション」
「業法未対応インスペクション」
を択一選択



23

平成３０年４月１日の改正宅建業法に伴うインスペクション関係の対応

・特集検索システム（会員間・一般公開）物件詳細ページ等の整備

■検索設定画面

検索結果の帯情報画面に「建物
調査済」アイコンを表示

建物検査の有無や住宅性能項目で絞り込
めるように検索システムを強化

（住ま健）業法対応のみ

（住ま健）業法対応のみ

（住ま健以外）業法対応のみ

（住ま健以外）業法未対応含む
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平成３０年４月１日の改正宅建業法に伴うインスペクション関係の対応

・特集検索システム（会員間・一般公開）物件詳細ページ等の整備

■物件詳細画面

建物検査の有無や住宅性能
項目を表示

調査報告書のダウンロード
も可能
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平成３０年４月１日の改正宅建業法に伴うインスペクション関係の対応

３．消費者向けに・・・ふれんず一般公開ページにて、告知する

〇「住まいの健康診断書（インスペクション済）物件特集」の設置
・住まいの健康診断済物件検索ページ
・住まいの健康診断（インスペクション）に関する内容掲載

特集

特集からの物件検索は、「調査報告
書付」の物件のみ表示

特集ページには、現行の住まいの健康診
断ページの情報、および、その他インスペ
クションに関する説明等を記載

2018年4月2日のふれんず新登録システム変更にあわせて、
会員間、一般公開、特集ページ等リリースいたします。

住まいの健康診断（インス
ペクション済）物件特集
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ふれんず新登録システムについて

ふれんず新登録システムについて
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ふれんず新登録システムについて

アットホームの料金改訂に合わせ、ふれんず新登録システムのリリースに向けて対応作業中です。

【リリース時期】
■2018/3月頭
テスト登録画面公開
PC会員向けにテスト登録画面公開
→新登録画面を操作できます
※データは登録されません

■2018/4/2
新登録システムに切り替え
※アットホーム料金改訂予定に一致
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不動産ネット「ふれんず」改修２

不動産ネット「ふれんず」改修２
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一覧

１．【一般公開】 お気に入り、閲覧履歴、保存検索条件の数を表示
２．【一般公開】 最近検索した条件の物件情報を表示
３．【一般公開】 お気に入り登録物件を表示
４．【一般公開】 検索結果一覧で過去に閲覧した物件情報に対し閲覧済マークを表示
５．【一般公開】 お気に入り登録した物件情報が分かるように表示
６．【一般公開】 お気に入り登録数を記録し表示
７．【一般公開】 物件詳細画面にメールで送るボタンを設置
８．【一般公開】 物件詳細画面にLINEで送るボタンを設置
９．【一般公開】 物件詳細画面にtwitterのツイートボタンを設置
１０．【一般公開】 物件詳細画面にfacebookのシェアボタンを設置
１１．【一般公開】 価格変更お知らせメール（マイふれんず会員向け）
１２．【一般公開】 物件詳細画面の上部にも問い合わせボタンを配置
１３．【一般公開】 物件位置から最寄鉄道駅までのルートをGoogleマップで表示
１４．【会員間・一般公開】 スタッフ紹介ページの追加

保守範囲
１５．【一般公開】 物件詳細リンク、会社紹介リンクをわかりやすく表示
１６．【会員間】 成約データの検索結果一覧 成約価格でのソート
１７．【一般公開】 「借りる」の表記を「借りる（賃貸）」に変更
１８．【会員間】 絞り込みリストで表示する地図に縮尺機能を付加
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画面上部にあるグローバルメニューに、お気に入り、閲覧履歴、保存検索条件の数を表示します。

１０ １ ５

【グローバルメニュー】

１．【一般公開】 お気に入り、閲覧履歴、保存検索条件の数を表示

【例】

【スマホ】

１０ １

5
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トップページに最近検索した条件の物件情報を表示します。

２．【一般公開】 最近検索した条件の物件情報を表示

【最近検索した条件の物件】

【トップページ】

物件検索で、検索した条件をブラウザに自動的に保存します。
トップページを開いた際に、「保存された検索条件に一致する物件一覧」を表示します。
PC画面でもスマホの検索一覧のレイアウトで表示します。（最大3件程度、スライダーを設置想定）

＞＜
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トップページにお気に入りに登録されている物件情報を表示します。

３．【一般公開】 お気に入り登録物件を表示

【トップページ】

【お気に入りの物件】

トップページを開いた際に、お気に入りに保存されている物件情報を表示します。 PC画面でも
最大５件程度、スライダーを設置想定。

＞＜
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過去に閲覧した物件情報には閲覧済みマークを表示します。
ブラウザに保存されている閲覧した物件情報から閲覧情報（最大１００件）を採取し、閲覧済マークを表示します。

４．【一般公開】 検索結果一覧で過去に閲覧した物件情報に対し閲覧済マークを表示

閲覧済

【検索結果一覧】

【例】
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お気に入り登録した物件情報にはお気に入りマークの色を変え、お気に入り登録済みがわかるようにします。
ブラウザに保存されているお気に入り物件情報（最大１００件）を採取し、お気に入りマークの色を変えます。

５．【一般公開】 お気に入り登録した物件情報が分かるように表示

【検索結果一覧】

【例】

【物件詳細】
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お気に入りに登録された数（累計）を採取し一覧に表示します。
会員間のメンテナンス画面に、一般公開お気に入り登録者数を表示します

６．【一般公開】 お気に入り登録数を記録し表示

【検索結果一覧】

お気に入り登録者数 ３人

【会員間の物件メンテナンス一覧】

会員間のメンテナンス画面に、一般公開お気に入り登録者数を表示します。
再登録する際には、カウントがリセットされます。

お気に入り登録者数【3】

加筆：2018/2/8

一般公開には人数は出さず登録
のみとし、メンテナンス一覧にの
み表示する
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７．【一般公開】 物件詳細画面にメールで送るボタンを設置

物件詳細画面に物件情報をメールで送信するためのボタンを設置します。

物件情報をスマホで見る・共有する

【物件詳細】

物件詳細の下部にメールで送るボタンを設置し、メール送信画
面でメールアドレスを入力し送信できるようにしますメールで送る

※メール内容は、物件情報のURLと検索結果一覧に表示されている程度の簡易な情報を送信します。
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８．【一般公開】 物件詳細画面にLINEで送るボタンを設置

物件詳細画面に物件情報をLINEで共有するためのボタンを設置します。

物件情報をスマホで見る・共有する

【物件詳細】
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９．【一般公開】 物件詳細画面にtwitterのツイートボタンを設置

物件詳細画面に物件情報をtwitterにツイートするためのボタンを設置します。

物件情報をスマホで見る・共有する

【物件詳細】
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１０．【一般公開】 物件詳細画面にfacebookのシェアボタンを設置

物件詳細画面にfacebookの自身のアカウントのタイムライン、および、友達のニュースフィードに物件情報を拡散するための
シェアボタンを設置します。

物件情報をスマホで見る・共有する

【物件詳細】
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物件の価格に変更があった場合にメールでお知らせする機能を追加します。 【マイふれんず会員向け】

１１．【一般公開】 価格変更お知らせメール（マイふれんず会員向け）

物件詳細画面に「価格変更メールを受け取
る」ボタンを設置します

ボタンを押すと、「お気に入り」に登録したう
えで、「価格変更メールを受け取る」ように
設定します。

【物件詳細】

価格変更メールを受け取る

価格変更メール解除

価格変更メールを受け取る

会員登録が必要です。
会員登録はこちらから。 ボタンを押した際、マイふれんずの会員で

ない場合は、ポップアップで会員登録を促し
ます。

マイふれんず会員向けのお気に入り一覧に「価格変更メール
を受け取る」（解除）ボタンを設置
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物件詳細画面の上部にも問い合わせボタンを配置し、下部のボタンも含め目立つボタンにします。
ボタン名を「問い合わせ（無料）」とします。

１２．【一般公開】 物件詳細画面の上部にも問い合わせボタンを配置

【物件詳細】

問い合わせ（無料）

問い合わせ（無料）

ボタン変更

ボタン変更



42

１３．【一般公開】 物件位置から最寄鉄道駅までのルートをGoogleマップで表示

物件位置から最寄鉄道駅までのルートをGoogleマップで直接確認できるリンクを設置します。

▼駅までのルート

物件所在地のピンポイント指定がある物件に限
り、「駅までのルート」を表示します。

複数駅の登録がある場合はそ
れぞれにリンクします。

Googleマップに直接表示するため、次の注意点があります。
※Googleマップの仕様が変更された場合は利用できなくなる場合があります。
※Googleマップが駅名を認識できなかった場合は、駅の位置がずれる場合もあ
ります。（可能性は低いです）

※バス停のルート表示は精度が低いため対象外としました。

【物件詳細】 【Googleマップ】

Googleマップ初期表示の交通手段は
「オススメ」となり、Googleマップ上で、
電車、バス、徒歩などは選択可能です。

▼駅までのルート

https://www.google.co.jp/maps/dir/33.5866806,130.4134164/博多駅/
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１４．【会員間・一般公開】 スタッフ紹介ページの追加

名前：ふれんず 鳩子
出身地：福岡県
得意エリア：福岡市南区､城南区､中央区
スタッフ一言：～～～～～～～

スタッフ紹介

【会社紹介（自社マイページ）】

物件へのスタッフコメント
～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～

会社紹介ページ、物件詳細にスタッフ写真、プロフィールを掲載します
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１４．【会員間・一般公開】 スタッフ紹介ページの追加

登録システムで自社スタッフ登録機能の追加

自社スタッフ登録

自社情報確認画面等に、自社スタッフ情報を登録できるようにします
・写真一枚
・名前、出身地、得意エリア、業界歴、一言コメント

名前：ふれんず 鳩子
出身地：福岡県
得意エリア：福岡市南区､城南区､中央区
業界歴
□コメント
テキストテキストテキストテキストテキスト
テキストテキストテキストテキストテキスト

自社スタッフ情報 [1]
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検索結果一覧画面のどこをクリックすれば「物件詳細」や「会社紹介」が表示されるか分かりにくいため、
文字等でわかすくして欲しい。また、物件詳細の会社情報が目立たない。

１５．【一般公開】 物件詳細リンク、会社紹介リンクをわかりやすく表示 会員様要望

物件の詳細を見る

【検索結果一覧】

【物件詳細】

取り扱い不動産会社

「物件詳細を見る」リンクを追加

「会社紹介あり」ではなく「会社紹介を見る」に変更

物件詳細では、取り扱い不動産会社という
タイトルを追加し、背景を付け少し目立つ

ようにする

会社紹介を見る
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成約データを検索後、検索結果一覧に表示されたデータは価格で並んでいますが、登録価格ではなく、成約価格でもソート
できるようにしてほしいという要望があります。

１６．【会員間】 成約データの検索結果一覧 成約価格でのソート
会員様要望

【検索結果一覧（成約情報）】 成約価格でのソートを追加する

価格（登録）△▽ 価格（成約）△▽ ～～～ 土地単価（登録）△▽ 土地単価（成約）△▽・・

※変更イメージ
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トップページの検索ボタンのタイトルが、「借りる」より「賃貸」と表記されている方がわかりやすい。

１７．【一般公開】 「借りる」の表記を「借りる（賃貸）」に変更

（賃貸） （賃貸）

【トップページ】

「（賃貸）」を併記します

【検索結果一覧など】

借りる（賃貸）

会員様要望（保守対応）
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絞り込みリストの「リストの物件を地図に表示」を開くと出てくる地図に、縮尺を扱える機能をつけてほしいという要望がありま
す。

１８．【会員間】 絞り込みリストで表示する地図に縮尺機能を付加

縮尺機能を追加

会員様要望（保守対応）

【絞り込みリストの物件を地図に表示】


