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Ver4.10.2 

全般 

 

一覧画面のヘッダ背景色を変更しました。 

 

 

環境設定 

 

詳細設定＞設定 1の契約書表示項目の 

レイアウトを変更、項目の追加を行いました。 

 

その他費用、鍵交換費、ページ番号の 

表示/非表示の選択を追加しました。 

契約書表示項目のチェックボタンを枠内にまと

めました。 

チェックあり・・・表示 

     無し・・・非表示 となります。 

 

建物情報・部屋情報 

 

建物と部屋の 

固有請求表示のラベルを 

変更しました。 

 

月額請求項目の 

請求額 ⇒ 月額(税抜) 

 

その他の 

請求額 ⇒ 税抜額 

 



 

契約情報 

 

契約終了月別一覧の表示順を選

択・保持する仕様に変更しました。 

 

画面左上の「部屋順」・「契約者順」・

「契約終了日順」のボタンをクリック

すると 

該当の順番に表示が切り替わりま

す。 

 

再度画面を表示した際は前回終了

時の並び順設定が反映されます。 

 

賃料変更のラベルを変更しました。 

 

請求額 ⇒ 月額(税抜) 

 

月額(税抜)には、税抜額を入力し、 

消費税がかかる場合は消費税率も

入力します。 

 

 

 

  



Ver4.10.3 

契約者情報 

・駐車場契約の住所読み込みボタンの動作を以下の様に変更しました。 

 ⇒契約者の住所読み込みボタン 

   入居者の住所が登録されている場合は入居者の住所を反映する 

   契約者住所が既に入力されている場合は確認のメッセージを表示する 

 

 ⇒入居者の住所読み込みボタン 

   契約者の住所が登録されている場合は契約者の住所を反映する 

   入居者住所が既に入力されている場合は確認のメッセージを表示する 

 

オーナー支払報告書作成 

 

 

・その他入出金の入力方法をバージョンアップ前の入力方法に変更しました。 

 単価に税抜額を入力、消費税が係る場合は消費税率を入力します。 

 入金または出金をクリックすることで税込額が表示されます。 

 本変更に合わせて「単価」のラベルを「単価(税抜)」に変更しました。 

 

その他修正点 

・更新処理/案内中の編集ボタン押下時のエラーを修正しました。 

・特定条件時において解約処理押下時に月額(税抜)が表示されない不具合を修正しました。 

・入金表の更新請求において更新時日割額が正常に反映されない不具合を修正しました。 

  



Ver4.11.0 

契約情報 

 

住宅賃貸借契約書、 

定期借家契約書)の 

第 14条(B)１項注釈 

「※原状回復に係る特約がある場合に

記載する。」の表示/非表示切り替えを

追加しました。 

 

環境設定＞詳細設定＞設定１から 

変更が行えます。 

 

重要事項説明書の 

「9 飲用水・電気・ガスの供給施設及 

び排水施設の整備状況」の連絡先 

の表示/非表示切り替えを追加しま 

した。 

環境設定＞詳細設定＞設定１から 

変更が行えます。 

 

重要事項説明書の 

「10 建物の設備の整備の状況 

(完成物件のとき）」の備考入力を 

追加しました。 

建物情報、部屋情報の「設備・条件 

表示」から入力が行えます。 

※印刷時に表示される内容は 

 部屋情報に入力されているものと 

 なります。 

 建物情報に登録を行うと部屋作 

 成時に入力内容を引き継いで 

 作成が行えます。 

 

  



ラベル印刷 

 

契約者・入居者・別途請求先ラベル 

の一括変更に、 

「解約を含める」・「解約を除く」ボタ 

ンを追加しました。 

解約を含める 

 ・・・解約処理済みの契約の 

   印刷チェックを入れます。 

解約を除く 

 ・・・解約処理済みの契約の 

   印刷チェックを外します。 

 印刷時の表示順を契約番号順で 

固定にしていましたが、 

並べ替え順で画面表示と同じ順番で 

印刷する仕様に変更しました。 

 

その他修正点 

・住宅賃貸借契約書 第 14条(B)3項の文言を修正しました。 

・契約終了月別一覧の並び順が反映されないケースがあり修正しました。 

・入金表に賃料変更で登録した消費税率が反映されない不具合を修正しました。 

  



Ver4.11.1 

契約情報 

 

契約情報に「新規契約複写」を 

追加しました。 

 

表示中の契約者・入居者情報を 

コピーして新規契約入力画面に 

移行します。 

 

 

新規契約・更新処理に 

据え置き消費税率を追加しました。 

 

消費税率改正後も税率を変更せずに 

請求を行う場合に入力を行います。 

 

例)2014年 4月以降も 

  5%のまま請求を行う 

 

その他修正点 

・特定条件時において解約処理入力画面で文字入力時に月額(税抜)が表示されない不具合 

 を修正しました。 

・解約処理にて回収後返金を選択時、金額が正常に計算されない不具合を修正しました。 

  



Ver4.12.0 

部屋情報 

 

帳票文章表示の 

「敷金等の清算に関する事項」と 

「その他」項目に、 

登録・編集機能を追加しました。 

 

駐車場情報 

 

 

 

駐車場情報に「その他設定」ボタン

を追加しました。 

 

設定項目として、 

契約書の賃貸料表示を 

追加しました。 

 

駐車場使用契約書 

頭書(4) 賃料・敷金 の 

賃料表示を、 

下記の 2パターンに対応しました。 

 

例）月額賃貸料 6,000円 

   消費税 8% 

 

消費税込み 

 ・・・月額 6,480円(消費税込み) 

消費税別途 

 ・・・月額 6,000円(消費税別途) 



契約情報 

 

 

 

帳票設定に、 

契約書等で表示のある宅地建物取

引業者取引主任者 B欄の入力を

追加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力画面では、入力と仲介業者マ 

スタに登録済みの業者からの選択

が行えます。 

 

連帯保証人承諾書の注釈欄の 

表示ありと無しで印刷を分けまし

た。 

 

注釈は環境設定＞帳票設定から 

編集が行えます。 

 



仲介業者情報 

 

 

契約情報の変更に合わせて 

仲介業者情報及び担当者登録に

項目を追加しました。 

ここで登録した情報を契約情報から

読み込むことが行えます。 

 

担当者の事務所、住所は、 

仲介業者情報と異なる場合のみ入

力します。 

空白の場合は、仲介業者情報の住

所を使用します。 

 

 

 



未収金処理 

 

 

 

 

 

 

 

督促状に表示される振込締日の 

印刷及び文面の編集を 

追加しました。 

 

期日指定ボタンから日付を選択後、

督促状印刷で印刷が行えます。 

 

期日を指定していない場合は、 

「振込期日  年   月  日 迄」

と表示されます。 

 

 

 

 

 

環境設定＞帳票設定から 

件名・あいさつ文の編集が行えま

す。 

全ての契約に共通となります。 

 

契約者・入居者宛てと 

連帯保証人宛てで 

別々の文章の登録が行えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

オプション クレーム処理 

 

問い合わせ報告書の 

対応費用詳細のレイアウトを変更し

ました。 

 

計の後に内消費税を表示していま

したが、 

他の機能と表示を統一する為、 

消費税を先に表示します。 

 

合わせて単価を税抜額を入力し消

費税率を設定する形となります。  



Ver4.13.0 

建物情報 

 

築年月に日を追加しました。 

契約書・重要事項説明書の 

築年月の表示年数に影響します。 

 

日の入力がない場合は既存の動作

と変更なく、「平成○○年 ○月」と表

示され、 

日の入力がある場合は「平成○○年 

○月 ○日」と表示されます。 

 

昭和と平成の切り替え月(1989年 1

月)の表示は日をみて年号表示が切

り替わります。 

 

契約情報 

 

領収書発行に件名と末文の入力、

控え印刷のチェックを追加しました。 

 

件名は領収書・預り証から選択が行

えます。 

末文は件名に合わせて自動で変更

されますが入力も可能です。 

 

控え印刷はチェックありで印刷を行う

と件名に(控)を付加して通常の印刷

と控えの 2枚の印刷を行います。 



 

領収書印刷画面に収入印紙欄を追

加しました。 

 

件名に「領収書」が含まれている・控

えでないものに表示されます。 

 

 

取引成立台帳のレイアウトを縮小し

上下左右の余白を調整しました。 

 

 

解約清算書の原状回復内訳の 

レイアウトを変更しました。 

(内訳の罫線削除、合計の追加) 

 

 



入金処理 

 

画面右上に注釈分を追加しました。 

 

入金表の月が何月分家賃を示して

いるのかがわかりにくいとのお問合

せを多々頂きました。 

 

 

例)2014年 6月入金表 

6月に入金予定(請求)の金額 

前受時：7月分家賃 

当月時：6月分家賃 

 

 

未収金処理 

 

督促状の物件情報・契約期間の 

レイアウトを 

表の形式に変更し 

契約者、入居者名の項目を 

追加しました。 

 

未収内容の請求年月に 

「(○月分賃料)」の表示を追加しまし

た。 

 

 

その他修正点 

・駐車場使用契約書の賃料が税別表記時に正常に表示されないケースがあり修正しました。 

  



Ver4.14.0 

部屋情報 

 

入居申込書(個人)に転居理由を追加

しました。 

 

契約情報 

 

入居身上書に印字を行った形式を追

加しました。 

 

 

駐車場契約に連帯保証人承諾書を追

加しました。 

 

 



契約書全般 

 

頭書(5)貸主及び管理業者の 

注釈の表示・非表示を追加しました。 

環境設定から切り替えが行えます。 

 

 

オーナー支払報告書作成 

 

 

オーナー入出金及び共用部等入出金

に登録ボタンを追加しました。 

 

入出金の初期値の登録が行えます。 

支払報告書初回作成時に反映されま

す。 

 

作成中の報告書には反映されません

のでご注意ください。 

 



 

 

 

支払報告書に振込額を除いた報告書

の印刷を追加しました。 

入金をオーナーが管理していて送金

は行わずに明細と管理料金の報告を

行う場合に使用します。 

 

オーナー情報のその他設定から 

切り替えが行えます。 

 

その他修正点 

・オプション水道光熱費を使用時の入金表作成処理の最適化を行いました。 

・送付文書作成のラベル印刷画面で部屋番号の並べ替えが正常に動作していなかった為、 

 修正を行いました。 

・支払報告書作成時に新規契約の月額賃料等が正常に反映されないケースがあり修正を 

 行いました。 

  



Ver4.15.1 

ラベル印刷 

 

ラベル印刷に仲介業者、管理会社

を追加しました。 

 

代表者はフォントが太字で表示され

ます。 

 

※ラベル印刷時に 

 住所が空白の場合は 

 代表の住所が印刷されます。 

 

仲介業者・管理業者情報 

 

 

ラベル印刷追加に伴い、 

担当者登録に役職等の項目を 

追加しました。 

 

※ラベル印刷時に 

 住所が空白の場合は 

 代表の住所が印刷されます。 

 

その他修正点 

・未収金処理の画面表示速度を改善しました。 

・賃料変更の金額入力時の消費税額計算を修正しました。 

  



Ver4.16.0 

契約情報 

 

領収書発行に住所欄を 

追加しました。 

空白の場合は環境設定の住所情報

が印刷されます。 

  

  



Ver4.17.0 

契約情報 

 

新規請求書、更新のご案内、更新

請求書の発行日を、 

発行日または 

契約日・更新作成日から 

選択を行える様に変更しました。 

 

環境設定＞詳細設定＞ 

設定１(契約)から設定を行えます。 

 

バージョンアップ後の初期値は、 

契約・更新作成日となります。 

 

 

その他修正点 

 ・解約清算書印刷時に備考欄の下線部分が表示しきれていなかった点を修正しました。 

 ・退去後処理のプログラムの最適化を行いました。 

 ・未収金処理画面を表示後に絞り込みを行っていない状態で、 

  絞り込み解除ボタンがクリックできる不具合を修正しました。 

  

  



Ver4.18.0 

入金処理 

 

 
 

請求書に発行日及び物件名の印字

を追加しました。 

発行日は環境設定から 

印字をする、しないの設定を 

行うことができます。 

※発行日は印刷日が印刷されま

す。 

 

 

 

契約書全般 

 

 

 

各契約書の支払方法欄の 

振込先の表示幅を２行に 

変更しました。 

 

 

 

 

  



オーナー支払報告書作成 

 

 

印刷ボタンの下に 

連絡事項の入力欄を追加しました。 

支払報告書に印刷されます。 

 

3行以上入力を行うと報告書の連絡事項欄が 

拡張され印刷されます。 

 

※入力は各物件から行えますが 

 オーナー単位の備考となります。 

 

 

 

管理料金の右に 

備考の入力欄を追加しました。 

詳細報告書に印刷されます。 

 

3行以上入力を行うとフォントサイズを縮小して 

印刷されます。 

 

その他修正点 

 ・住宅賃貸借契約書(定期借家含む)の第８条３項九号の文章を修正しました。 

  誤）第１６条第二号の規定に 

  正）第１７条第二号の規定に 

 

 

 

  



Ver4.19.0 

管理業者情報 

 

主たる事務所の入力を追加しました。 

管理業者情報と主たる事務所が 

異なる場合に使用します。 

 

重要事項説明書の管理の委託先に 

表記されます。 

主たる事務所が空白の場合は 

管理業者情報の会社情報が表記されます。 

 

環境設定-帳票設定 

 

契約書・重要事項説明書の 

宅地建物取引業者の入力を追加しました。 

 

基本情報の会社情報と主たる事務所が 

異なる場合に使用します。 

 

  



Ver4.19.1 

修正点 

 ・建物情報のトイレ専共を「無」に設定していた際に 

   重要事項説明書の「10建物の設備の整備の状況」に「無」と表示されない点を修正しました。 

 ・ラベル印刷の別途請求先で用紙を 12 面に設定した際にエラーが表示される点を修正しました。 

 ・年間支払報告書にて管理料金が表示されないケースがあり修正しました。 

  



Ver4.20.0 

環境設定 

 

詳細設定＞設定２に 

以下の項目を追加しました。 

 

・月額請求書の預り金計算 

 ⇒月額請求書を 

   預り金を含めた金額で 

   発行します。 

 

・月額請求書の 

 水道光熱費メーター表 

 ⇒月額請求書に 

   オプション水道光熱費の 

   メーター値を含めて発行しま

す。 

   用紙サイズが A5から A4に 

   変わります。 

 

  



オーナー支払報告書作成 

 

 ・ラベル名を変更しました。 

  建物入金 → 共用部等入金 

  建物出金 → 共用部等出金 

  部屋単位管理料計 → 部屋単位管理料金計 

  物件合計のその他入金 → 共用部等・その他入金 

  物件合計のその他出金 → 共用部等・その他出金 

 

  

・共用部等・その他入金、出金は 

  「共用部等入金、出金＋その他入金、出金」であることが 

  不明確だった為、項目の背景色を変更しました。 

  管理料金も合計欄と部屋毎の金額がある為、合計欄の背景色を変更しました。 

 

  薄水色 

   ⇒物件合計のその他入金金額 

    共用部等入金とその他入金のラベル 

  薄桜色 

   ⇒物件合計のその他出金金額 

    共用部等出金とその他出金のラベル 

  白緑色 

   ⇒物件合計の管理料金 

    物件単位管理料金・部屋単位管理料金計のラベル 



 

 ・共用部等入出金、部屋毎の入出金の合計と 

  最終行に共用部等入出金、部屋入出金の合計と 

  その他入出金総合計の表示を追加しました。 

  



Ver4.21.0 

法改正による「宅地建物取引士」への変更対応 

2015/4/1 より「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」に変更となる為、 

以下の箇所の文言を「取引主任者」から「取引士」へ変更しました。 

文言の変更のみとなる為、機能の変更はありません。 

 

○契約情報 

  ・画面右上の担当取引主任者 

  ・帳票設定の宅地建物取引業者・取引主任者 

 

○契約書 

  ・宅地建物取引業者・取引主任者 

 

○環境設定 

  ・取引主任者一覧 

 

契約情報-領収書発行 

 

 

発行日が空欄の場合に 

「  年  月  日」を表示する様に 

変更しました。 

  



Ver4.22.0 

契約情報 

 

解約者一覧に退去日・解約清算日

の表示と印刷を追加しました。 

 

 

 

重要事項説明書 

 

取引態様に「貸主」を追加しまし

た。 

 

A欄は部屋情報 

B欄は契約情報-帳票設定から 

登録が行えます。 

 

建物の表示の登記簿面積の入力、

表示を追加しました。 

部屋情報から登録が行えます。 

 

その他修正点 

・契約情報の新規契約時請求額の金額が正常に表示されないケースがあり修正しました。 

 

  



Ver4.22.1 

住宅賃貸借契約書 

 ・契約条項 第 10条の条文を修正しました。 

  修正前）甲は、本項第一号から第四号に掲げる修繕を除き 

  修正後）甲は、本項第一号から第五号に掲げる修繕を除き 

 

その他修正点 

  ・解約データ移行時に駐車場区画番号が反映されないケースがあり修正しました。 

 ・水道光熱費入力画面において前月メーター値と当月メーター値が同一の際の 

  料金計算が正常に行われない点を修正しました。 

 

 

Ver4.23.0 

オーナー支払報告書作成 

 ・データの表示順をオーナー様のフリガナ 50音順と登録順の表示切り替えに対応しました。 

  環境設定から切り替えが行えます。 

水道光熱費入力 

 ・Enterキーで入力を進めガスのメーター値にフォーカスが移動した際に 

  入力が行えない点を修正しました。 

  



Ver4.24.0 

ラベル印刷 

契約情報のラベルの敬称を設定する機能を追加しました。 

印刷物送付先ボタンから登録が行えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラベル印刷結果 

 

駐車場情報 

管理料金の計算方法に区画単位を追加しました。 

 

オーナー支払報告書 

あいさつ文の編集機能を追加しました。 

環境設定＞帳票設定＞その他から文章の編集が行えます。 

 



水道光熱費入力 

検針表印刷に空室を含めて印刷を行う様に変更しました。 

 

その他修正点 

 ・家賃情報の空室一覧印刷(契約中のみ)に解約済みの契約が表示される点を修正しました。 

 ・送付文書印刷時のエラーを修正しました。 

  



Ver4.25.0 

水道光熱費入力  

 

・請求書印刷時の請求日を印刷当日の日付で印刷する様に変更しました。 

 請求日は請求日指定から任意の日付に変更が行えます。 

・請求金額の下に「ご請求内訳：建物名、部屋番号」を追加しました。 

・通信欄の改行が正常に行えていないケースがあり不具合を修正しました。 

 

入金処理  

 

 

・[①-②使用量]にて①メータ指示数が②前回メータ指示数より小さくなった場合 (※水道 

メータが最大値を超えてまた 0からスタートした場合)使用量が正しく計算されない不具 

合を修正しました。 

 



契約情報-契約書全般  

 

・特約事項の印字エリアを A4サイズに拡張しました。 

 

契約情報 

  

一覧印刷のメニューレイアウトを変更しました。 

印刷設置に合わせた一覧表が印刷されます。 

 



オーナー支払報告書作成 

 

環境設定-詳細設定-設定２に支払報告書の未収金表示を追加しました。 

表示しないに設定を行うと入金表で処理を行った未収金・未収回収金を 

オーナー支払報告書へ反映を行わない様になります。 

  

未収の管理を行っているがオーナー送金時には立替払いをしている場合などに 

表示しないをご使用ください。  

 

 

その他 

・入金処理にて[最新状態に更新]を行った場合[解約済みデータ移行]後のデータを保持 

するようにしました。 



Ver4.26.0 

契約情報-駐車場使用契約書 

 ・契約条項に、「第５条 反社会的勢力ではないことの確約」を追加しました。 

  追加に伴い、「禁止又は制限される行為」が第６条となり、 

  以降の条項番号が１条ずつ変更となります。 

 ・宅地建物取引業者欄の印刷の表示/非表示を切り替える機能を追加しました。 

  環境設定＞詳細設定＞設定１の駐車場使用契約書の取引業者表示から切り替えが行えます。  

契約情報-印刷 

 ・新規契約・更新情報の印刷にその他費用明細書を追加しました。 

  解約情報の解約清算書のレイアウトを変更しその他費用明細を追加しました。 

  契約書や請求書でその他費用と 1項目に合算されている金額の明細を 

  一覧形式で印刷を行います。 

契約情報-帳票設定 

 ・宅地建物取引業者・取引士 A欄を編集可能に変更しました。 

  空欄の場合は既存と同じく担当取引士・環境設定の情報を印刷します。 

部屋情報 

 ・部屋番号の入力可能桁数を半角 5桁から半角 12桁に拡張しました。 

駐車場区画情報 

 ・区画番号の入力可能桁数を半角 3桁から半角 12桁に拡張しました。 

オーナー支払報告書 

 ・送金口座更新後に物件別支払報告書の印刷を行うと、 

  更新前の口座情報が表示される不具合を修正しました。 

 

ファームバンキング振込(オプション) 

 ・プログラムの最適化を行い、銀行データの読み込み速度を改善しました。 

 ・銀行データの読み込み時にエラーが発生し処理が正常に終了しない不具合を修正しました。 



Ver4.26.1 

契約情報 

・敷金預一覧の表示条件に住居のみ・駐車場のみを追加しました。 

改善・修正 

・Ver4.26.0にてオーナー支払報告書作成時にエラーが発生する不具合を修正しました。 

・契約情報のその他費用登録のプログラムを最適化しました。 

・ファームバンキング振込のプログラムを最適化しました。 



Ver4.27.0 

契約情報 

 

○更新通知一覧を追加しました。 

 契約情報-帳票設定から更新通知月を設定します。(契約終了月の○ヶ月前) 

 更新通知月毎の一覧を表示します。 

 更新通知日・更新受付日・契約更新日は任意の入力欄となります。 

  

 環境設定-詳細設定に汎用初期値として「更新案内の通知月」を追加しました。 

 契約情報の更新通知月が未設定の場合は環境設定の通知月から通知年月を計算します。 

 ※一般契約・定期借家・事務所等の契約を区別せずに一括して設定されている月で計算を行う

ため、 

  環境設定と異なる場合は契約情報から設定を行ってください。 
 

その他 

・請求書、更新のご案内、解約清算書等の物件情報欄を表形式に変更しました。 

 合わせて契約番号、契約者名を追加しました。 

 

・督促状で明細が 20件を超える場合の印刷レイアウトを変更しました。 

 

・入居申込書のフッタに会社名、TEL、ファックスの印刷を追加しました。 

 

 

 

 

・契約の解除に関する事項(重要事項説明書)の「別添契約書第○条に違反したとき～」の 



 条項番号を入力形式に変更しました。(初期値は第７条となります。) 

 楽賃０８３の重要事項説明書と楽賃０８３以外の契約書を合わせて使う際に条項番号を 

 変更してください。 

 楽賃０８３の契約書を使用する場合は変更する必要はありません。 

 

・日付選択(カレンダー)でダブルクリックをしても日付が反映されないケースがあり修正しました。 



Ver4.28.0 

契約情報 

 

 

 

頭書（５）の所有者欄の入力項目を追加しました。 

駐車場情報から入力が行えます。 

 

その他 

・契約情報「定期建物賃貸借契約についての説明」の印刷に代理人なし（非表示）を追加しました。 

 

 



Ver4.29.0 

システム 

 ・バージョン 4.28.0にて楽賃 083を長時間使用していると 

  エラーが発生する不具合を修正しました。 

 

契約情報 

 ・更新処理時に保証金の年間償却が正常に計算されない不具合を修正しました。 

 ・バージョン 4.28.0にてフリーレント設定時に月額消費税が正常に計算されない不具合を 

  修正しました。 

 

入金処理 

 ・督促状印刷時に物件名、部屋番号が表示されない不具合を修正しました。 



Ver4.29.1 

契約情報 

・賃貸契約書の「更新に関する事項(再契約に関する事項)」のサイズ(高さ)を大きくしました。 

 

 [メインメニュー]-[契約情報]-[契約一覧]-[帳票設定] 

 

 

 

 

  新規賃貸借契約書・更新賃貸借契約書各種 

 

 

 

  



Ver4.30.0 

建物情報  

・ 建物情報-設備・条件表示にて各賃貸契約書に印字する付属施設を 

  編集できるようにしました。 

 

   

 

賃貸契約書  

・ 建物情報-設備・条件表示にて編集した付属施設を印字するようにしました。 

 

 

 

その他 

・ 駐車場利用契約書の役職と代表者名の間の改行を削除しました。 

・ 特約事項の登録、編集ボタンで未登録の文章が「既に登録されています」と 

  表示される不具合を修正しました。 

・ 各賃貸契約書の口座振替のレイアウト調整を行いました。 



Ver4.31.0 

建物情報 

 

 

建物情報と連絡先編集に郵便番号、住所を追加しました。 

建物情報に「指定会社との締結が必要」のチェックを追加しました。 



契約情報 

 

重要事項説明書 頭書９の電気、ガスに会社情報を追加しました。 

建物情報の「指定会社との締結が必要」にチェックが入っている場合は□に×が表示されます。 

入居者が電気、ガスの事業者を任意に選択できない場合はチェックを有効にします。 

 

 

住宅賃貸借契約書の【原状回復についての条件】-「例外としての特約」を一部編集で可能にしま

した。 

※[契約情報]-[帳票設定]より編集を行います。 



未収金処理 

 

督促状の振込期日の表示パターンを追加しました。 

期日指定ボタンをクリック後のカレンダーから選択します。 

 

日付をダブルクリック ⇒ 振込期日 2016年 8月 1日 迄 

空欄をクリック     ⇒ 振込期日     年  月  日 迄 

非表示をクリック   ⇒ (何も表示しない) 

 

  



Ver4.32.0 

オーナー情報 

 

 

オーナー情報＞その他設定に契約書の貸主表示の設定を追加しました。 

チェックを ONにすることで契約書の甲・貸主が印刷されるようになります。 

 

その他 

・水道光熱費入力で料金計算方法が未設定で前月更新を行った場合に 

 料金の再計算を行わない様に修正しました。 

・駐車場取引成立台帳で区画番号に"号室"と印刷される不具合を修正しました。 

・契約書 「第 12条 乙からの解約」の第 1項に改行を追加しました。 

 ページ数に変更はありません。 

 



Ver4.33.0 

・仲介業者の配分金額処理 

○仲介業者の分配フラグを追加しました。 

 

 

・仲介手数料にチェックが入っている場合の「取引成立台帳(賃貸借)」。 

 

 

  ・仲介手数料にチェックが入っていない場合の「取引成立台帳(賃貸借)」 

   

 

 

 

・契約情報-備考欄 

〇契約情報の備考欄を、更新処理、解約処理を行った場合に、前回の備考を複写するか否かを 

設定にて選択できるようにしました。 

 

 ・[環境設定]-[詳細設定]-[設定 1(契約)]にて設定を行います。 

   



月次処理 

 

○月次処理を実装しました。 

 メインメニューから月次処理をクリックすると表示されます。 

○年月を指定し月次処理実行をクリックすると締め済み年月リストに追加されます。 

 年月を指定し月次処理取り消しをクリックすると締め済み年ゲルリストから削除されます。 

○確定で保存、中止で保存せずに終了を行います。 

○締めを行った年月の入金表及びオーナー支払報告書は 

 表示のみとなり、編集・更新が行えなくなります。 

 

・その他 

○新規契約と解約が同月の場合に新規請求が優先するように変更しました。 

○賃料変更にて課税項目は消費税率を入力必須に変更しました。 

○駐車場情報にて所有者ラベルを登記名義人に変更しました。 

○未収金の一括転記時に 1件の契約で複数レコード存在する場合に残額が正常に 

  反映されない不具合を修正しました。 

  



Ver4.33.1 

契約情報 

 

○一覧印刷にオーナー氏名の表示・非表示を追加しました。 

 

その他 

○入金表の繰り越し合計の金額を前月からの繰り越し合計から次月繰越合計の 

  表示に変更しました。 

○入金表の解約済み移行データの請求が残ってしまう不具合の修正を行いました。 

  



Ver4.34.0 

契約情報 

○更新処理の差額日割の計算方法を環境設定追加しました。 

  日割額請求・・・更新前、更新後の差額から日割額の計算を行います。 

  満額請求・・・更新月は更新前の賃料で請求を行い、 

           翌月の請求から更新後の家賃で請求を行います。  

 

その他 

○駐車場利用契約書印刷時にエラーが発生する不具合を修正しました。 

  



Ver4.35.0 

起動(ネットワーク版) 

○サーバ接続エラー時に前回接続を行っていたネットワークドライブへ、 

 再接続を行う処理を追加しました。 

 

契約情報 

○消費税率取得時に消費税率未設定の日付が入力された場合に、 

 消費税率を空欄にする様に変更しました。 

 

入金処理 

○更新請求と解約請求が同月の場合に更新請求を優先する様に変更しました。 

 

オーナー支払報告書作成 

○管理料金・振込額一覧表を追加しました。 

○ファームバンキング総合振込のボタン位置を管理料金・振込額一覧表に移動しました。 

 

  



Ver4.35.1 

システム全般 

・楽賃 083を長時間使用している場合にシステムエラーが発生する不具合を修正しました。 

 

Ver4.35.2 

オーナー情報 

○契約書の貸主表示の電話に TEL ラベル非表示を追加しました。 

 

 

  



Ver4.36.0 

契約情報 

○管理業者登録制度番号が正常に表示されない不具合を修正しました。 

未収金処理 

○未収金回収処理、未収取り消し時に月次処理の有無、オーナー送金日のチェックを行い、 

  既に締め処理を行っている期間の場合はメッセージを表示し、 

  処理を中止するように変更しました。 

○契約番号、物件名称、部屋番号の検索を追加しました。 

 

  



Ver4.37.0 

環境設定－使用口座登録 

○振込委託者コードを追加しレイアウトを変更しました。 

 振込委託者コードはファームバンキング総合振込に使用します。 

 

 

環境設定－動作設定 

○サーバパスの初期化ボタンを追加しました。 

 サーバパス設定後にサーバ入れ替えなどでサーバパスに変更があった場合に使用してください。 

 

Ver4.37.1 

入金処理 

○最新状態に更新後に入金表の年月を切り替えた際に保存を行うかのメッセージが 

  表示されないケースがあり修正しました。 

未収金処理 

○Ver4.36.0以降のバージョンで未収金回収履歴の取り消し時に 

  エラーが発生するケースがあり修正しました。 

  



Ver4.38.0 

建物情報 

○設備・条件表示に「飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況」の 

  備考入力欄を追加しました。 

  入力内容は重要事項説明書に印刷されます。 

 

Ver4.38.1 

契約情報（その他費用登録） 

○その他費用登録画面に請求書発行と印刷チェックを追加しました。 

  印刷にチェックが入っている項目を対象に請求書を発行します。 

 

 

Ver4.38.2 

契約情報(契約一覧) 

○契約一覧印刷のフッタに合計欄を追加しました。 

  



Ver4.39.0 

契約情報 

○部屋選択後に部屋移動を行った際に入居者住所を変更後の部屋に置き換えるかの 

  確認メッセージを追加しました。 

  例）Aハイツ 101で契約を登録 ⇒ 登録後に Bハイツ 202 に移動した場合 

   

環境設定 

○ユーザ一覧の氏名を編集すると契約情報の入力者に反映するようになりました。 

 担当者が変更となった場合に環境設定の氏名を変更することで 

 契約情報も一括して変更されます。 

 

Ver4.40.0 

オーナー情報 

○新規登録ボタンクリック時にエラーが発生する不具合を修正しました。 

 

入金処理 

○千葉興業銀行の振込データ読み込み時にエラーが発生する不具合を修正しました。 

○その他費用登録時に特定の条件下でエラーが発生する不具合を修正しました。 

 

その他 

○建物情報、駐車場情報のデータベースの最適化を行いました。 

 

  



Ver4.40.1 

契約情報 

○新規契約、更新処理の入力画面で帳票設定にフォーカスが存在する状態で 

 確定をクリックするとフォーカスがある項目が更新されない不具合を修正しました。 

 （Ver4.40.0でのみ発生） 

 

○保証会社、保険会社の情報入力画面を追加しました。 

  保証会社の横にある詳細ボタンをクリックします。 

 

        ↓詳細をクリック 

 

 

Ver4.40.2 

契約情報 

○訂正時に仲介業者リストから担当者を選択するとエラーが発生する不具合を修正しました。 

 

部屋情報 

○部屋リストから物件をダブルクリックし新規登録画面に遷移した際に設備・条件の 

  任意入力項目名が反映されない不具合を修正しました。 

 

Ver4.40.3 

入金処理 

○入金表の更新処理の見直しを行い速度の改善を行いました。 



Ver4.41.0 

契約情報 

○更新時の賃貸借契約書のタイトルに「更新」のラベルを追加しました。 

 

 

Ver4.42.0 

駐車場情報 

○オーナー報告設定選択時にエラーが発生する不具合を修正しました。 

 

入金処理－ファームバンキング 

○楽賃 083以外で作成された口座振替データの読み込みに対応しました。 

  請求先の判別は行えないため、契約者情報と照合を行います。 

 

Ver4.42.1 

契約情報 

○更新処理/案内中の編集で更新確定後に確定した更新情報が、 

  画面を切り替えるまで表示されない不具合を修正しました。 

○その他費用登録で削除を行ったその他費用が、 

  その他費用明細書に表示される不具合を修正しました。 

 

Ver4.42.2 

銀行情報（その他銀行関連の項目全般） 

○三菱東京 UFJ銀行の行名変更に伴い以下に登録されている銀行名を変更しました。 

 銀行コード 0005の行名を三菱東京 UFJ銀行から三菱 UFJ銀行に更新します。 

 ※銀行コード未登録の場合は更新されません。 

 

 ・銀行情報 

 ・環境設定ー使用口座登録 

 ・オーナー情報 

 ・仲介業者情報 

 ・管理業者情報 

 ・契約情報（支払方法設定） 

 ・オーナー支払報告書作成 

  



Ver4.42.3 

環境設定－アップデート 

○バージョン 4.41.0～4.42.2において、 

  以降のバージョンに正常にアップデートが行えない不具合を修正しました。 

 

 

Ver4.43.0 

建物情報 

○帳票文章等表示画面を２画面に分けて表示する様に変更しました。 

○重要事項説明書「建物状況調査の結果の概要」の入力欄を追加しました。 

 

契約情報 

○重要事項説明書に「建物状況調査の結果の概要」を追加しました。 

○重要事項説明書のレイアウトを項目追加に合わせて調整しました。 

  A４版は印刷数が 1枚増えていますのでご注意ください。 

○親権者同意書の印刷を追加しました。 

 あいさつ文、注釈は環境設定から変更が行えます。 

○定期借家契約書（事務所）、住宅賃貸借契約書（原状回復未対応版）の 4ページ目の 

 総ページ数が少なく表示される不具合を修正しました。 

 

○駐車場使用契約書の特約事項の幅を縮小し宅地建物取引業者 B欄を追加しました。 

 

○更新契約の印刷でエラーが表示される不具合を修正しました。 

 

 

その他 

○銀行マスタを更新しました。 

○住所マスタを更新しました。 

 

  



Ver4.44.0 

契約情報 

○連帯保証人承諾書の文章欄の幅を拡張しました。 

  民法改正に伴う同意文の追加などにご利用ください。 

 

  例文：連帯保証人は今後、本賃貸借契約の合意更新・法定更新に関わらず、 

      賃借人が本物件建物を明け渡すまでの一切の金銭債務について賃借人とともに 

      履行の責めを負うものとします。その為、本連帯保証契約は、改正民法施行前の 

      連帯保証契約であり、改正民法付則第 21 条第 1 項により従前の例による事になるので、 

      今後の改正民法施行後の合意更新・法定更新に際しても極度額等の改正民法の 

      規定は適用されず、旧民法が適用される事を賃貸人・賃借人・保証人は相互に 

      確認しました。 

 

○その他費用明細書で更新時の明細が重複して表示される不具合を修正しました。 

 バージョンアップ後に明細が修正されない場合はその他費用登録画面を表示し、 

 確定を選択するとデータが再作成され印刷が改善されます。 

 

その他 

○メインメニューにデータアップロード機能を追加しました。 

 サポート対応時にデータの確認が必要な場合にご案内いたします。 

 バックアップをWEBサーバにパスワード付き圧縮ファイルとしてアップロードを行います。 

 

 
 

Ver4.44.1 

入金処理 

○終了時に入金データが入力されていて入金日・入金額・入金種のいずれかの入力が 

 不足している場合に確認メッセージを表示する処理を追加しました。 

 

その他 

○支払方法設定の編集を保存実行時にエラーが発生する不具合を修正しました。 

  



Ver4.44.2 

契約情報 

○その他費用請求書の請求日を指定するカレンダーを追加しました。 

○その他費用請求書の宛名に敬称の設定が反映されない不具合を修正しました。 

 

オーナー支払報告書作成 

○解約清算後の未収金表示を表示するに設定している場合に管理料金対象項目のフラグが 

  更新されない不具合を修正しました。 

 

Ver4.45.0 

契約情報 

○領収書発行画面に役職を追加しました。 

  新規登録時に環境設定の役職を反映します。 

○領収書印刷時の文字を全角から半角に変更しました。 

○その他費用登録後にデータが重複して表示される不具合を修正しました。 

 

Ver4.45.1 

環境設定－帳票設定 

○更新処理－更新時の注意事項（住居）の改行が反映されない不具合を修正しました。 

 

Ver4.45.2 

契約情報 

〇駐車場利用契約書印刷時にエラーが発生する不具合を修正しました。 

  



Ver4.46.0 

環境設定 

〇詳細設定に「年表記」を追加しました。 

 契約情報の新規、更新、解約及び送付書類の印刷時の日付項目の表記を設定します。 

 

 デフォルトは「和暦(令和を施行日から使用する)」になります。 

 

 
 

 

 
 

選択値 

 

動作 

西暦 西暦表記 

和暦(令和を施行日前から使用する) 印刷日に関わらず日付項目が 5/1以降の場合は令和表記 

和暦(令和を施行日から使用する) 印刷日が 5/1以降の場合は令和表記、5/1 より前の場合は平成表記 

 

 
 

選択値 

印刷日が 4/20、 

契約開始日が 5/1の場合の 

契約開始日表記 

印刷日が 5/1、 

契約開始日が 5/1の場合の 

契約開始日表記 

西暦 2019年 05月 01日 2019年 05月 01日 

和暦(令和を施行日前から使用する) 令和 1年 05月 01日 令和 1年 05月 01日 

和暦(令和を施行日から使用する) 平成 31年 05月 01日 令和 1年 05月 01日 

※5/1の施行日以降は和暦の 2項目は同じ動作となります。 

 

契約情報 

〇帳票設定の宅地建物取引業者者の免許年月日の動作を変更しました。 

 変更前）西暦日付を入力＞和暦に変換して登録 

 変更後）西暦日付を入力＞西暦日付のまま登録 

 

 

Ver4.46.1 

契約情報 

〇更新契約処理編集画面から更新のご案内印刷時に契約期間に関する項目が 

表示されない不具合を修正しました。 

  



Ver4.46.2 

部屋情報 

〇新規登録時の駐車場税チェックの初期値を 

チェックあり（税あり）からチェック無し（税無し）に変更しました。 

 

入金処理 

 
 

〇未収金の取り消し時に一部入金済みの場合に 

 入金済みデータを合わせて削除するかを確認するメッセージを追加しました。 

  

  はい：未収金・回収金ともに削除します。 

  いいえ：未収金のみ削除します。 

  キャンセル：未収金・回収金ともに削除しません。 

 

Ver4.46.3 

入金処理―ファームバンキング振込 

〇2019 年 5 月 1 日以降のデータ読み込み時に入金日が正常に反映されない銀行があったため、 

 修正しました。 

 

  



Ver4.47.0 

・楽賃 083起動時 

〇初回起動時のバックアップ作成時にバージョンチェックの機能を追加しました。 

 使用中のバージョンと最新バージョンをチェックし新しいバージョンがリリースされている場合は 

 メッセージが表示されます。 

 ※メッセージは次回のバージョンから表示されます。4.47.0では表示されません。 

 

.   

 

・環境設定 

〇年表記の設定を「西暦・和暦」の 2項目に変更しました。 

 

・契約情報 

〇解約処理時に自動更新の場合に契約期間を解約実行日に合わせて 

再計算するように変更しました。 

 

〇帳票設定画面に設定２タブを追加しました。 

設定２タブでは取引成立台帳（新規）の貸主収入手数料、支払い先 3件目の入力が行えます。 

 

Ver4.48.0 

契約情報 

〇自動更新契約の解約処理時に画面がフリーズするケースがあり修正しました。 

 

オーナー支払報告書作成 

〇入出金明細書、契約一時金明細書の印刷開始位置を調整しました。 

  



Ver4.49.0 

メインメニュー 

 

〇レイアウトを変更しサポートを追加しました。 

 オンラインマニュアル・・・ブラウザが起動し楽賃 083のWikiの閲覧が行えます。 

 バックアップ・・・任意の場所にバックアップを作成します。 

           作成日時名のフォルダが自動で作成されます。 

 データアップロード・・・弊社契約のレンタルサーバーに 

バックアップをパスワード付き圧縮ファイルでアップロードします。 

サポート時に使用します。 

 アップデート・・・最新バージョンへアップデートを行います。 

 

〇アップデートボタンを環境設定からメインメニューに移動しました。 

〇バージョン情報の表示を変更しました。 

 最新バージョンとバージョンが異なる場合は最新バージョンが赤字になります。 

 

 最新バージョン・・・リリースされている最新バージョンを表示します。 

 バージョン・・・使用中のバージョンを表示します。 

  



契約情報 

〇取引成立台帳の借主欄にフリガナ、携帯電話を追加しました。 

〇契約内容印刷の契約者、入居者欄にフリガナ、生年月日、年齢を追加しました。 

 

オーナー支払報告書作成 

〇送金日が締め日よりも前となる場合に送金日を翌月で表示するように変更しました。 

 送金日：1日 ⇒ 8/30締め ⇒ 修正前送金日 8月 1日 

                      修正後送金日 9月 1日 

 

環境設定 

〇消費税率一覧に税率 10%を追加しました。 

 2019/10/01以降の契約や更新、請求は税率 10%で計算されます。 

 税率 8%で継続する契約が存在する場合は契約情報の据え置き消費委税率に 

 %を設定してください。 

 

Ver4.50.0 

部屋情報 

〇入居申請書に税込額表示のレイアウトを追加しました。 

 

契約情報 

〇月別契約終了一覧に非管理物件の契約を表示しないように変更しました。 

 

オーナー支払報告書作成 

〇共用部等入出金の初期値登録時に備考が登録されない不具合を修正しました。 

 

ファームバンキング引落 

〇日本セーフティー株式会社様のフォーマットに対応しました。 

 

  



Ver4.50.1 

契約情報―印刷 

〇更新時の印刷メニューに再契約表紙を追加しました。 

 左上のラベルが更新から再契約に変更しました。 

 

Ver4.51.0 

契約情報 

〇契約ごとに新規・更新・解約の帳票設定を行えるように機能を追加しました。 

  環境設定の文章と異なる場合に入力を行います。 

  環境設定と同一の文章の場合は空欄のままとなります。 

 

クリック時に空欄の場合は環境設定の文章が初期値として表示されます。 

入力後の文章が環境設定と同じ場合は空欄に戻ります。 

 

 

未収金処理 

〇一部項目に並べ替えボタンを追加しました。 

 選択した項目を昇順または降順で並べ替えを行います。 

 特定のデータに対して並べ替えを行う場合は明細をクリックし絞り込み後に、 

並べ替えを行ってください。 

  



Ver4.51.1 

契約情報 

〇駐車場の更新時ご請求書の更新時の注意事項が 

正常に印刷されない不具合を修正しました。 

※本不具合は Ver4.51.0のみ発生していました。 

 

Ver4.51.2 

契約情報 

〇解約清算書の日割返金額、日割請求額のラベルに日割日数の表示を追加しました。 

 更新前）日割返金額       〇〇円 

 更新後）日割返金額(〇日分) 〇〇円 

 

Ver4.51.3 

契約情報 

〇Ver4.51.2で追加しました解約清算書の日割日数の表示で、 

  日割返金時の日数が請求日数となっていため修正しました。 

 

Ver4.51.4 

契約情報 

〇Ver4.50.0にて月別契約終了一覧に管理形態が非管理の物件を表示しないように 

変更しましたが、環境設定の「非管理物件の入金表表示」を「新規・更新のみ表示する」に 

設定している場合は一覧に表示するように変更しました。 

  



Ver4.52.0 

契約情報 

〇契約書に「乙の債務の担保」を追加しました。 

チェック欄は連帯保証人氏名または保証会社名が登録されている場合に、 

自動でチェックが入ります。 

〇合わせて契約条項の連帯保証人、保証会社を削除し、 

  「乙の債務の担保」を追加しました。 

 

 

〇保証会社編集画面に保証会社住所欄と一括更新ボタンを追加しました。 

  一括更新ボタンは全ての契約に対して保証会社名で照合を行い、 

  一致する保証会社の電話番号、住所を契約情報に反映します。 

 

 

〇更新のご案内（月額別請求）の消費税込みの表記を他の帳票と統一するよう修正を行いました。 

 

オーナー支払い報告書作成 

〇印刷順にコード順（オーナーコード・建物コード順）を追加しました。 

環境設定から設定が可能です。 

  



Ver4.53.0 

契約情報 

〇契約書のレイアウトに改正民法対応版を追加しました。 

 連帯保証人の限度額の追加、契約条文全般の変更となります。 

 4月 1日の施行までは現法のレイアウトで作成するケースもあるため、 

 契約情報の印刷ボタンを２つ設置しどちらのレイアウトでも印刷を可能としました。 

  

 印刷・・・・・・現法のレイアウト 

 （改正版）・・改正後のレイアウト ※契約書以外は通常の印刷と同様のレイアウトになります。 

 

※4月 1日以降のアップデートにてボタンを１つに戻します。 

 

〇連帯保証人承諾書に限度額を追加しました。 

 

〇保証会社に家賃債務保証業者登録番号を追加しました。 

 保証会社編集画面から入力後に一括更新を行うことで既存の契約に情報を反映します。 

 

 

Ver4.53.1 

契約情報 

〇印刷ボタンクリック時にエラーが発生する不具合を修正しました。 

〇改訂版の印刷ボタンの位置がずれて表示される不具合を修正しました。 

 

Ver4.53.0の更新情報追記 

〇連帯保証人入力欄に「極度額」を追加しました。 

 

Ver4.53.2 

契約情報 

〇駐車場の解約清算書印刷時に日割日数が正常に印刷されない不具合を修正しました。 

 

環境設定 

〇帳票設定-解約の清算日付の文章に平成が含まれている場合に令和に置き換わります。 

 

Ver4.53.3 

契約情報 

 〇契約書 記名押印欄の極度額をシステムで印字するように変更しました。 

  



Ver4.53.4 

契約情報 

 〇住宅賃貸借契約書の原状回復に係る別表及び別紙の表記を修正しました。 

修正前）別表（第 14条関連） 

修正後）別表（第 16条関連） 
 

 〇駐車場使用契約書の支払期限の文面を住宅賃貸借契約書と同じになるように変更しました。 

 

Ver4.54.0 

契約情報 

 〇住宅賃貸借経書、事業用賃貸借契約書（事務所、店舗）の契約条文を全宅連フォーマットに

合わせて変更をしました。 

 〇定期住宅賃貸借契約書、定期建物賃貸借契約書（事務所）を民法改正対応版に更新しまし

た。 

 〇記名押印欄の文章の切り替え項目を環境設定に追加しました。 

  環境設定＞詳細設定＞設定１（契約）＞契約書の記名押印対象 

  貸主・借主・連帯保証人 

⇒本契約書を３通作成し、貸主、借主、連帯保証人が記名押印の上、各自１通を保有する。 

  貸主・借主 

   ⇒本契約書を２通作成し、貸主及び借主が記名押印の上、各自１通を保有する。 

   

    

 〇条文変更箇所 

＜住宅賃貸借契約書＞ 

第１条 

変更後）居住を目的とする 

変更後）居住のみを目的とする 

 

第３条 3項 

変更前）近傍類似の建物の賃料の変動が生じ、 

変更後）近傍同種の建物の賃料に比較し、 

 

第６条 

 甲に交付するもの 

第６条２項 

  甲は、乙が本契約から生じる債務を履 

 

行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場 

 合において乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって当該債務の弁済に充てることがで

きない。 

 

第９条３条 

 甲が本物件の管理上 

 



第１１条４項二号 

 （第３項第七号から第九号を除く） 
 

第１１条４項 

第７条第２項に規定する義務に違反した場合又は第８条第３項第六号から第八号    

 

第１７条３項 

 解約申し入れ後において、 

 

＜店舗＞ 

第１条 

 頭書（２）の事業 

 

第３条２項三号 

変更前）近傍類似の建物の賃料の変動が生じ、 

変更後）近傍同種の建物の賃料に比較し、 

 

第６条５項 

 削除 ６項を５項に変更 

 

第８条３項 

 頭書（２）に記載する事業内容 

 

第８条７項 

追加）行為及びこれらに準じる近隣に迷惑をかける一切の行為を行ってはならない。 

第８条７項四号 

変更前）全部又は一部につき、反社会的勢力に賃借権を譲渡し、又は担保の用に供すること。 

変更後）全部または一部につき反社会的勢力に担保の用に供すること。 

 

第８条８項一号 

変更前）一 階段・廊下等共用部分への物品の設置。 

変更後）一 階段・廊下等共用部分への物品を置くこと。 

 

第１０条１項 

修正前）承諾を得た上で甲の指示に従い施工するものとし、その費用は乙が負担するものとする。 

修正後）承諾を得たうえで、甲の指示に従い施工し、その費用は、乙が負担するものとする。 

第１０条２項 

修正前）法令による設備の新規改善の必要が生じた場合、その費用は乙が負担するものとする。 

修正後）法令上設備の新設、改善等が必要となった場合も同様とする。 

 

第１１条５項二号 

修正前）電球、蛍光灯、ヒュ－ズの取替え。 

修正後）電球、蛍光灯、ヒュ－ズ、LED照明の取替え。 

 

第１２条１項 

修正前）乙が次の各号に該当した場合において 

修正後）乙が次に掲げる義務に違反した場合において 

  



第１２条１項二号 

修正前）二 乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用の負担義務を怠ったとき。 

修正後）二 乙の責めに帰すべき事由により必要となった修繕に要する費用の負担義務を怠った

とき。 

第１２条２項三号 

修正前）入居時に 

修正後）入室時に 

第１２条４項 

追加）第７条第２項に規程する義務に違反した場合又は 

 

第１６条タイトル 

修正前）（明渡し及び明渡し時の修繕） 

修正後）（明渡し） 
 

第１８条３項 

追加）解約申入れ後において、 

 

第２３条 

追加）不可抗力と認められる事故（第１５条の場合を含む。） 
 

＜事業所＞ 

第３条２項 

変更前）各号の一に該当する 

変更後）各号のいずれかに該当する 

第３条２項三号 

変更前）近傍類似の建物の賃料の変動が生じ、 

変更後）近傍同種の建物の賃料に比較し、 

 

第８条７項 

追加）行為及びこれらに準じる近隣に迷惑をかける一切の行為を行ってはならない。 

第８条７項四号 

変更前）全部又は一部につき、反社会的勢力に賃借権を譲渡し、又は担保の用に供すること。 

変更後）全部または一部につき反社会的勢力に担保の用に供すること。 

 

第１０条５項二号 

修正前）電球、蛍光灯、ヒュ－ズの取替え。 

修正後）電球、蛍光灯、ヒュ－ズ、LED照明の取替え。 

 

第１１条１項 

修正前）乙が次の各号に該当した場合において 

修正後）乙が次に掲げる義務に違反した場合において 

第１１条１項二号 

修正前）二 乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用の負担義務を怠ったとき。 

修正後）二 乙の責めに帰すべき事由により必要となった修繕に要する費用の負担義務を怠った

とき。 

第１１条２項三号 

修正前）入居時に 



修正後）入室時に 

第１１条４項 

追加）第７条第２項に規程する義務に違反した場合又は 

 

第１５条タイトル 

修正前）（明渡し及び明渡し時の修繕） 

修正後）（明渡し） 
 

第１７条３項 

追加）解約申入れ後において、 

 

第１９条 

修正前）各号の一に該当するときは、 

修正後）各号のいずれかに該当するときは、 

第１９条１項一号 

修正前）第８条１項 

修正後）第８条第１項 

第２２条 

追加）不可抗力と認められる事故（第１４条の場合を含む） 
 

Ver4.55.0 

契約情報 

〇重要事項説明書に水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象の 

宅地又は建物の所在地の項目を追加しました。 

〇合わせて全宅連のフォーマットに合わせてレイアウトを調整しました。 

・利用の制限に「□禁止又は制限される行為～」のチェックを追加しました。 

 部屋情報からチェックの変更が行えます。（初期値はチェックあり） 

・管理の委託先に区分所有時の管理業者欄追加しました。 

 

Ver4.55.1 

部屋情報、契約情報 

〇契約の解除に関する事項３項目の別添契約書の条番を７条から 11条に更新しました。 

用途が店舗の場合は 12条となります。 

 

Ver4.55.2 

建物情報 

〇水害ハザードマップの有無のチェックで無のチェックが無効にあるケースがあり 

動作を改善しました。 

   

  



Ver4.55.3 

契約情報 

〇重要事項説明書の水害ハザードマップで有無のチェックが重複して表示される不具合を 

修正しました。 

〇紛争防止条例説明書の取引業者欄のレイアウトを契約書と同様に変更しました。 

 

Ver4.56.0 

契約情報 

〇連帯保証人にフリガナ、敬称、住所２を追加しました。 

〇契約内容印刷の保証人欄にフリガナ、住所２を追加しました。 

 

ラベル印刷・送付文書作成 

〇連帯保証人宛ての印刷を追加しました。 

 

Ver4.56.1 

システム全般 

〇サーバ移転に伴いシステム設定ファイルを更新しました。 

 使用上の変更点はありません。 

 

Ver4.56.2 

建物情報 

〇電気会社の選択値に関西電力を追加しました。 

〇電気連絡先を入力後にエラーが発生するケースがあり修正しました。 

 

Ver4.56.3 

登録全般 

〇楽賃 083を起動したまま日付が変わった場合に 

登録日が起動日で登録される不具合を修正しました。 

  



Ver4.57.0 

建物情報 

〇「帳票文章等表示-設定２ 利用の制限」に「禁止又は制限される行為については～」の 

チェックを追加しました。 

初期値はチェック有りになります。 

新規部屋登録の際に部屋情報の同項目の初期値がチェック有りから 

建物情報のチェックを参照するように変更となります。 

 

Ver4.58.0 

契約情報 

〇契約書の雛形に原状回復の条件様式を「参考資料」とする書式を追加しました。 

環境設定―詳細設定―設定１（契約）から契約書の雛形（原状回復の条件書式）の選択を 

行えます。 

 

Ver4.58.1 

入金処理 

〇入金表更新時にエラーが発生するケースがあり修正しました。 

 

Ver4.58.2 

契約情報 

〇各項目への登録文字数が規定値を超えている場合にエラーが発生していたため 

  印刷処理の改善を行いました。 

 

Ver4.58.3 

契約情報 

 〇更新情報の印刷に「更新合意書」を追加しました。 

ラベル印刷 

 〇12面シールにゆうメール後納を追加しました。 

  



Ver4.58.4 

契約情報-住宅賃貸借契約書・重要事項説明書 

〇宅地建物取引業者の免許年月日を削除しました。 

  ※旧レイアウトは変更していないため入力欄は残ります。 

   今後のバージョンアップで削除する可能性があります。 

〇宅地建物取引士の押印欄を削除しました。 

〇1ページ先頭文の「この契約書により」を「以下の内容で」に変更しました。 

 

 

メインメニュー 

〇サポートにリモートツールを追加しました。 

  確認メッセージ表示後に TeamViewerのダウンロードページに遷移します。 

   

  



Ver4.58.5 

契約情報-駐車場 

〇駐車場使用契約書に Ver4.58.4 と同様の変更を行いました。 

 

Ver4.58.6 

入金処理 

〇入金表更新のプログラムの調整を行いました。 

 

契約情報-更新 

〇更新合意書の借主欄に連絡先を追加しました。 

 

Ver4.58.7 

契約情報-駐車場 

〇更新駐車場印刷に更新合意書、更新合意書（特約事項あり）を追加しました。 

 

Ver4.58.8 

契約情報-更新 

〇更新合意書、更新合意書（特約事項あり）に勤務先の記載欄を追加しました。 
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