
注意

受講にあたり、必ず「新規ユーザ」の登録・設定を行い、

受講専用のＩＤ等の設定を行ってください。

※新規ユーザ登録方法は本紙２１ページをご参照ください。

※ラビーネットのＩＤでは受講できません。



はじめに

全日ステップアップトレーニング賃貸基礎編（居住用）について

はじめに

本講義では、宅地建物取引⼠を含む宅地建物取引業者の皆さま、不動産オーナーの皆さまに

向けて、基礎的かつ実務に役⽴つ重要な内容を網羅することを目的としています。

本ｅラ ニングを受講し 折に触れて⾒返していただくことで 知識は定着していきます本ｅラーニングを受講し、折に触れて⾒返していただくことで、知識は定着していきます。

不動産に関する紛争の多くは、契約締結時や紛争発⽣時に適切な対応をしておけば回避できる

か、軽減されます。ぜひ、本ｅラーンニグを受講し皆さまの日常業務にお役⽴てください。

なお、「全日ステップアップトレーニング」研修は、宅地建物取引業法第３１条の２及び

第７５条の２に基づき宅地建物取引業に従事、⼜は新たに従事しようとする⽅等に対して資

質向上を図るため、公益社団法⼈全日本不動産協会が実施しています。

受講についての注意事項

[１]本研修受講を修了すると「修了証書」を取得することができます。

取得条件は次の①〜④を網羅した⽅です。

①全ての講義（賃貸基礎編）の動画を閲覧・受講した

②各講義にある「演習問題」を全て解いた

③受講終了後のアンケートに回答した

④最初の受講開始から３ケ⽉内 修了した④最初の受講開始から３ケ⽉内で修了した

※３ケ⽉以上の日数を要した場合は修了証書を取得できません。

※修了証書の取得は本システムからダウンロードします。（PDFファイル）

[２]社員（従業者）の⽅が受講する場合

本ｅラーニングは各受講者個⼈に修了証書を発⾏いたします。このため、各受講者の情

報(お名前等)を研修システムに登録してください。

登録⽅法はラビーネットのＩＤからログインし、「ｅラーニング管理」の「新規ユー

ザ」メニューから受講者情報を登録・設定されたｅラーニング専用のＩＤを、受講者に

お渡しください。お渡しください。

なお、⼀度登録した受講者の情報は変更することはできませんのでご注意ください。

また、受講開始は「ｅラーニング受講」のボタンをクリック、ｅラーニング専用のＩＤ

でログインしてください。
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研修一覧

第１部　　建物賃貸借の基礎　　　

単元名

全日ステップアップトレーニング　【賃貸基礎編】

研修 覧

単元名
第1章　借地借家法と建物賃貸借契約
第１　賃貸借契約とは　編
第２　契約自由の原則と契約書作成義務
第３　借地借家法の概要
第４　普通借家契約の基礎
第５　普通借家契約の実務（前編）第５　普通借家契約の実務（前編）
第５　普通借家契約の実務（後編）
第６　定期借家契約とは
第２章　全日版 居住用賃貸借契約書ひな型
第１　逐条解説 (全日版 居住用賃貸借契約書ひな型）第１条〜第４条
第１  逐条解説 (全日版 居住用賃貸借契約書ひな型）第５条 
第１　逐条解説 (全日版 居住用賃貸借契約書ひな型）第６条〜第７条
第１ 逐条解説 (全日版 居住用賃貸借契約書ひな型）第８条〜第９条第１　逐条解説 (全日版 居住用賃貸借契約書ひな型）第８条〜第９条
第１　逐条解説 (全日版 居住用賃貸借契約書ひな型）第10条〜第12条 
第１　逐条解説 (全日版 居住用賃貸借契約書ひな型）第13条〜第15条
第１　逐条解説 (全日版 居住用賃貸借契約書ひな型）第16条〜第19条
第２ ⺠法(債権法）改正の影響
改正⺠法第4 6 5条の２第１項
改正⺠法第4 6 5条の２第２項
改正⺠法第6 0 7条の２
第２ ⺠法(債権法）改正の影響
改正⺠法第6 1 1条第１項
改正⺠法第6 0 5条の２
第２ ⺠法(債権法）改正の影響
改正⺠法第621条
改正⺠法第622条の２改正⺠法第622条の２
第３章　第４章
第３章　特約
第１　積極的に検討すべき特約
第２　注意すべき特約
第４章　重要事項説明
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第２部　　居住用普通借家契約のトラブルと対処法

単元名
第１章　契約締結
第１　申込時の預り⾦の没収
第２　賃貸借契約成⽴後⼊居前キャンセルへの対処法
第３　外国⼈であることを理由にする賃貸借契約の締結拒否
第２章　告知義務・重要事項説明
第１　自殺のあった部屋について、その後の⼊居希望者への告知期間
第２　他の部屋の⼊居希望者への告知
第３章　連帯保証⼈・保証会社
第１　賃貸借契約書とは別の書面で連帯保証をする場合の注意点
第２　未成年の⼤学⽣に貸す場合の借主と連帯保証⼈（賃貸借契約書の作り⽅）
第４章　保険の取扱い
第１　借主への家財保険（借家⼈賠償責任特約付き）加⼊義務づけ
第２　借主の火災保険加⼊義務の特約と加⼊確認のための特約
第５章　更新
第１　借家の合意更新・法定更新・自動更新と更新料
第２　更新料の⽀払義務
第３　合意更新・法定更新・自動更新と更新料の⽀払義務
第４　更新料⽀払特約の作り⽅
第５　更新後の中途解約と更新料の精算返還
第６　更新契約と仲介⼿数料・更新事務⼿数料（特約の作り⽅）
第６章　家賃滞納の初期対応
第１　最初に家賃滞納を発⾒した場合の初期対応
第２　借主本⼈との初期交渉
第３　連帯保証⼈への連絡
第７章　解除
第１　家賃の不払いによる解除の可否
第２　無催告解除の可否
第３　迷惑⾏為を働く⼊居者との契約解除
第４　１年後の⽴退きを約束した場合の処理（特約の作り⽅）
第８章　原状回復
第１　原状回復義務の基本的な考え⽅
第２　原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
第３　通常損耗について借主に原状回復義務を負わせる特約の可否
第４　無効にならない原状回復特約（畳の表替え・修繕の範囲）
第５　減価償却と原状回復費用の負担額
第６　タバコのヤニの原状回復
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１ 本書について

本書は、全日保証ｅラーニング研修システムでのｅラーニング受講と、ｅラーニング管理に

ついて説明しています。

ｅラーニング受講では、受講の⼿順、パスワード変更の操作等について説明します。

また、ｅラーニング管理では、新規ユーザ登録、パスワード変更、履歴閲覧の操作について

１．本書について

説明します。

従業者の方のユーザー登録は２1ページをご参照ください。（以下余白）
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２ ｅラーニング受講

ここでは、全日保証ｅラーニング研修システムで、研修を受講する際の操作⼿順を説明

します。

２．ｅラ ニング受講

２－１．ログイン

ラビーネットにログインします。

ＵＲＬにアクセスしてください。

画面が表示されたら、「ラビーネットID」

と「パスワード」を⼊⼒して

をクリックしてください。

URL

https://portal.rabbynet.zennichi.or.jp/https://portal.rabbynet.zennichi.or.jp/

ラビーネットのトップ画面が表示されま

す。

「全日保証ｅラーニング研修」をクリック

してくださいしてください。
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を

クリックしてください。

ログイン画面が表示されます。

「ユーザID」と「パスワード」を⼊⼒し

て、

をクリックしてください。

ログインすると、ホーム画面が表示され

ます。
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２－2 研修の受講２ 2．研修の受講

ここでは、研修を受講する⼿順と、受講画面の操作⼿順について説明します。

２－２－１．受講開始

ホ ム画面には 受講できるクラスの⼀覧ホーム画面には、受講できるクラスの⼀覧

が表示されます。

受講したいクラスをクリックしてくださ

い。

目次画面が表示されます。

受講できる単元が章ごとに表示されていま

す。

受講したい単元名をクリックしてくださ

い。

通常は第 章の最初の単元から順に受講し通常は第⼀章の最初の単元から順に受講し

てください。

受講開始画面が表示されます。

をクリックして受講を開始してくださいをクリックして受講を開始してください。
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２－２－２ 動画受講画面の操作２ ２ ２．動画受講画面の操作

画面をクリックすると、動画の下に操作パ

ネルが表示されます。

（操作パネルは⼀定時間操作がないと自動

的 隠れます）的に隠れます）

をクリックで⼀時停止します。

をクリックで30秒先に進めます。

シークバー

をクリックで30秒前に戻します。

⼀次停止すると、 が

に変わります。

をクリックで動画を再⽣します。

シークバーをクリックして再⽣位置を移動

することができます。

受講を中断するには をクリッ

クしてください。確認ダイアログが表示さ

れますので、「ＯＫ」をクリックしてくだ

さい。

受講を終了するには をクリッ

クしてください。確認ダイアログが表示さ

れます 「 をクリ ク くだれますので、「ＯＫ」をクリックしてくだ

さい。
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２－２－３ テキスト受講画面の操作１２ ２ ３．テキスト受講画面の操作１

をクリックで次のページに進みます。

をクリックで前のページに戻ります。

受講を中断するには をクリッ

クしてください。確認ダイアログが表示さ

れますので、「ＯＫ」をクリックしてくだ

さい。

受講を終了するには をクリ受講を終了するには をクリッ

クしてください。確認ダイアログが表示さ

れますので、「ＯＫ」をクリックしてくだ

さい。
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PDFのテキストは ダウンロードすることPDFのテキストは、ダウンロ ドすること

ができます。

画面右上の をクリックしてくださ

い。

画面下にダイアログが表示されます。

をクリックしてファイルを

保存してください。
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２－２－４ テキスト受講画面の操作２２ ２ ４．テキスト受講画面の操作２

画面左に各ページのサムネイルが表示され

ます。サムネイルをクリックすると、その

ページを表示します。サムネイルをクリックで

ペ ジを表示ページを表示

が表示されている場合には、

自動でページが進みます。

をクリックで停止しますをクリックで停止します。

をクリックで⼀時停止します。

受講を中断するには をクリッ

クしてください。確認ダイアログが表示さ

れますので、「ＯＫ」をクリックしてくだ

さい。

受講を終了するには をクリッ

クしてください。確認ダイアログが表示さ

れますので、「ＯＫ」をクリックしてくだ

さい。さい。
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２－２－５ テストの受講２ ２ ５．テストの受講

目次画面で、テストの単元名をクリックし

てください。

マークの単元がテストです。

受講開始画面が表示されます。

をクリックしてテストを開始してくださ

い。

テストの受講開始画面が表示されます。
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中断するには をクリックして中断するには をクリックして

ください。確認ダイアログが表示されます

ので、「ＯＫ」をクリックしてください。

履歴は残らずテストを中断します。

○×問題の場合は、「○」または「×」を

クリックしてくださいクリックしてください。
「○」または「×」をクリック

選択式の場合は、当てはまる解答をクリッ

クしてください。

回答の選択肢をクリック

記述式の場合は、解答をテキストボックス

に⼊⼒してください。

テキストボックスに

回答を⼊⼒
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設問が⼀つの場合は をクリック設問が つの場合は をクリック

すると、「正解」「不正解」が表示されま

す。

をクリックするとテストを終了し

ます。

「正解」「不正解」を表示

設問が複数ある場合は をクリッ

クすると、次の設問を表示します。

画面上の数字をクリックすると その設問
数字クリックで

設問を表示 画面上の数字をクリックすると、その設問

が表示されます。

設問を表示

最後の設問まで回答するか をク

リックすると解答の確認画面が表示されま

す。

解答を変更したい場合には をク

リックして設問の画面に戻り変更してくだ

さい

設問の「戻る」をクリックで

前に戻る

さい。

解答を送信してテストを終了するには

をクリックしてください。
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テストの結果が表示されますテストの結果が表示されます。

をクリックしてください。

テストは終了です。
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２－２－６ アンケート２ ２ ６．アンケ ト

目次画面で、アンケートの単元名をクリッ

クしてください。

マークの単元がアンケートです。

受講開始画面が表示されます。

をクリックしてアンケートを開始してくだ

さい。

アンケート画面が表示されます。

選択肢から回答を選んでクリックしてくだ

さい

選択肢から回答をクリック

さい。

ラジオボタンの場合は、選択肢からどれか

⼀つをクリックしてください。

チェックボックスの場合は、複数選択する

ことができます。
テキストボックスには

テキストボックスにはコメントを⼊⼒して

ください。

中断するには をクリックして

ください。確認ダイアログが表示されます

テキストボックスには

コメントを⼊⼒

ので、「ＯＫ」をクリックしてください。

履歴は残らずアンケートを中断します。
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アンケートの回答を終えたらアンケートの回答を終えたら

をクリックしてください。

確認画面が表示されます 回答内容を確認確認画面が表示されます。回答内容を確認

したら をクリックしてくださ

い。

回答を変更したい場合には

をクリックして前の画面に戻り変更してく

ださい。
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３ 環境設定

ここでは、パスワード変更の操作⼿順について説明します。

３．環境設定

３－１．パスワードの変更

ホーム画面右にある

をクリックしてください。

「パスワード」の部分にある

をクリックしてください。

「現在のパスワード」に、現在のパスワー

ド(変更前のパスワ ド)を⼊⼒してくださド(変更前のパスワード)を⼊⼒してくださ

い。

「新しいパスワード」「新しいパスワード

再⼊⼒」に、新しいパスワードを⼊⼒して

ください。

をクリックしてくださ

い。

「パスワードが変更されました。」と表示

されたら変更は完了です。

をクリックしてください。

16



４ インフォメーション

ここでは、インフォメーション閲覧の操作⼿順について説明します。

４．インフォメ ション

４－１．インフォメーションの閲覧

ホーム画面右にある

をクリックしてください。

未読のインフォメーションがある場合は、

未読の件数が赤く表示されます。

インフォメーションの⼀覧が表示されま

す。

画面右にある「公開開始日」の部分をク

リックすると、⼀覧の並び順を変更できま

す。

・タイトル

・閲覧状況

・差出⼈・差出⼈

・公開開始日

・公開終了日

で並び替えることができます。

をクリックすると、昇順、降順を

切り替えることができます。
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閲覧したいインフォメーションをクリック閲覧したいインフォメ ションをクリック

してください。

インフォメーションの詳細が表示されま

す。

をクリックしてインフォメーショ

ンを閉じますンを閉じます。
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５ ｅラーニング管理

ここでは、新規ユーザ登録やパスワードの変更、ユーザの受講状況閲覧の操作⼿順について

説明します。

５．ｅラ ニング管理

５－１．ログイン

ラビーネットにログインします。

ＵＲＬにアクセスしてください。

画面が表示されたら、「ラビーネットID」

と「パスワード」を⼊⼒して

をクリックしてください。

URL

https://portal rabbynet zennichi or jp/https://portal.rabbynet.zennichi.or.jp/

ラビーネットのトップ画面が表示されま

す。

「全日保証ｅラーニング研修」をクリック

してくださいしてください。
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「ｅラーニング管理」をクリックしてくだ「ｅラ ニング管理」をクリックしてくだ

さい。

全日保証 ラ ニング研修システムの管理全日保証ｅラーニング研修システムの管理

画面が表示されます。
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５－２ 新規ユーザ登録５ ２．新規ユ ザ登録

ホーム画面左下の機能ショートカットにあ

る、「ユーザ管理画面へ」をクリックして

ください。

ユーザ管理画面が表示されます。

をクリックしてください。
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各項目へ必要事項を⼊⼒してください各項目へ必要事項を⼊⼒してください。

・ユーザID

ラビーネットIDの頭10桁に、自動的に

下4桁が採番されます。

・氏名

・メールアドレス

・パスワード

パスワードが決まっている場合にはパス

ワードを⼊⼒してください。自動⽣成する

場合は場合は、

をクリックしてくださ

い。

・性別

・宅建⼠資格

・⽣年⽉

・「登録内容をユーザに送信する」に

チェックを⼊れてください。

・「次回ログイン時にパスワードの変更が

必要」にチェックを⼊れてください。

⼊⼒を終えたら をクリックしてく

ださい。

登録を取りやめて前の画面に戻るには

をクリックしてください。
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確認画面が表示されます確認画面が表示されます。

⼊⼒内容に問題がなければ、

をクリックしてください。

新規ユーザ登録は完了です。

⼊⼒内容に誤りがあった場合には、

をクリックして前の画面に戻り変

更してください。
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５－３．パスワードの変更５ ３．パスワ ドの変更

ホーム画面左下の機能ショートカットにあ

る、「ユーザ管理画面へ」をクリックして

ください。

ユーザ管理画面が表示されます。

パスワードを変更したいユーザの「プロパ

ティ」をクリックしてください。

パスワード⼊⼒欄にある「パスワードを更

新する」にチェックを⼊れて、新しいパス

ワードを⼊⼒してくださいワ ドを⼊⼒してください。

新しいパスワードを⼊⼒したら

をクリックしてください。

変更を取りやめて前の画面に戻るには

をクリックしてください。
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確認画面が表示されます確認画面が表示されます。

⼊⼒内容に問題がなければ、

をクリックしてください。

パスワード変更は完了です。

⼊⼒内容に誤りがあった場合には、

をクリックして前の画面に戻り変

更してください。
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５－４．履歴閲覧５ ４．履歴閲覧

ホーム画面左下の機能ショートカットにあ

る、「ユーザ管理画面へ」をクリックして

ください。

ユーザ管理画面が表示されます。

履歴を閲覧したいユーザの「プロパティ」

をクリックしてください。

ユーザ情報画面が表示されます。

「履歴閲覧」タブをクリックしてくださ

いい。

ユーザの受講履歴画面が表示されます。
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６ 用語について

本書で使われている主な用語について説明します。

６．用語について

【クラス】

複数の単元のまとまり。主に⼀つの研修が⼀つのクラスとなります。

【ホーム画面】

グ 後 プ

【単元】

ビデオ、テキスト、テスト、アンケートなどの各コンテンツが単元です。

【ユーザ】

全日保証ｅラーニング研修システムの利用者です。ユーザの種類には、管理者と受講者があ

ります。

ログイン後のトップ画面です。

【ユーザID】

全日保証ｅラーニング研修システムへログインする際に使用します。ラビーネットIDの頭

１０桁と下4桁で構成されます。下4桁は、新規ユーザ登録の際に自動で採番されます。
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