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ふれんずの物件データを活用して市場トレンドを把握可能にふれんずの物件データを活用して市場トレンドを把握可能に

市況 レポート
ふれんずふれんず

公開開始公開開始

●消費者向けレポート
　協会HPの TOP画面若しくは不動産情報ネットふれんず TOP画
面下部にある「ふれんず市況レポート」よりご確認頂けます。

●会員向けレポート
　会員サイト上部にある「不動産市況」若しくはふれんず PC会員
専用サイト上部の「ふれんず市況レポート」をクリックしてご確認
頂けます。

宅建協会（加藤龍雄会長）では、本会が運営する不動産情報ネットふれんずに蓄積された物件データを活用し、

福岡県内の不動産流通市場（中古住宅を中心とする賃貸・売買市場）の動きをわかりやすくまとめた「ふれんず

市況レポート（消費者向け・会員向け）」の公開を始めました。

消費者向けのレポートは、福岡県を 4つの大エリア（福岡都市圏・北九州・筑豊・筑後）及び 9つの小エリ

ア〔福岡都市圏を東区、博多区、中央区、南区・春日市・大野城市、城南区・早良区・西区の5つ、北九州エリ

アを門司区、小倉北・南区、八幡東・西区、戸畑区・若松区の 4つに区分〕に細分化。各エリアの過去 3年間

における成約物件の件数・平均価格の推移から、価格帯・築年帯別で占める割合、取引された土地・建物の平均

面積や㎡単価等をグラフで分かりやすく表示しております。

会員向けのレポートでは、消費者向けレポートとして公開する

グラフに加えて、市区町村別・沿線駅別にとりまとめたデータ（過

去 3年間の登録物件と成約物件データを四半期毎に集計）も公

開しております。市区町村別・沿線駅別のデータは、社内での市

場分析資料や営業用資料として利用頂けるよう、エクセルファイ

ルで公開しております。

福岡県内の売買市場や賃貸市場がどのようなトレンドを辿っ

ているのか確認できるため、自社の営業エリア内での現状把握や

今後の展望を予測するのに役立つ資料にもなっております。ぜひ

ご活用ください。

■掲載データ（�集計対象物件：売土地／50～ 500㎡未満、中古戸建住宅／土地50～ 500㎡未満、
　　　　　　　　　　　　　　マンション・アパート／専有面積350㎡未満）
◇一般公開サイト（土地・中古建・中古マン・賃貸マン・賃貸アパの成約情報）
　〇売土地－件数・価格・㎡単価・面積、価格帯・面積帯別件数
　〇売戸建－件数・価格・土地面積・建物面積・築年数、価格帯・築年帯別件数
　〇売マン－件数・価格・㎡単価・専有面積・築年数、価格帯・築年帯別件数
　〇�賃貸マン・アパ－件数・賃料・㎡単価・専有面積・築年数、価格帯別件数・間取り別賃料・単価・専有面積・築年数
◇会員間サイト （土地・中古建・中古マン・賃貸マン・賃貸アパを成約情報・新規登録情報毎に市町村別・沿線駅別にわけて集計）
　〇売土地－成約（登録）件数・成約（登録）価格・㎡単価・面積
　〇売戸建－成約（登録）件数・成約（登録）価格・土地面積・建物面積・築年数
　〇売マン－成約（登録）件数・成約（登録）価格・㎡単価・専有面積・築年数
　〇賃貸マン・アパ－成約（登録）件数・成約（登録）賃料・㎡単価・専有面積・築年数

※件数以外は平均値

『ふれんず市況レポート』の確認方法
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ふれんずの物件データを活用して市場トレンドを把握可能にふれんずの物件データを活用して市場トレンドを把握可能に

市況 レポート
ふれんずふれんず

公開開始公開開始
宅建協会（加藤龍雄会長）が福岡県・（一財）福岡

県建築住宅センターと協同で実施している「住まい

の健康診断」事業ですが、平成 29年度も 4月 3日

より受付をスタートしております。本事業は売却前

の既存住宅（戸建て・分譲マンションの専有部分）

に対して、インスペクション（建物現況検査）を実

施し、建物の状態を明らかにすることで、売主・買

主双方の安心・安全な取引の実現を目指す事業です。

■通常検査費用の1/4で検査を実施
宅建協会では今年度も引き続きインスペクション費

用の補助を行っており、通常費用の 1/4 を負担頂くこ
とで検査を受けることができます。申込方法は不動産
情報ネットふれんず「住まいの健康診断事業」の特集
サイトよりダウンロード頂ける申込書・物件確認シー
トと間取図の 3 点を FAX で宅建協会に送信するだけ
となります。診断報告書は診断実施後 1 週間程度（有
料オプションの耐震診断実施時は 2 ～ 3 週間程度）で
完成します。

■リノベーション工事に対する補助金事業も
　同時にスタート

既存住宅の流通促進及び高齢者、子育て世帯が共に
安心して暮らすことができる多世代居住の促進を目指
して福岡県が実施する「既存住宅流通・多世代居住リ
ノベーション推進事業補助金」の受付も同時にスター
トしております。

これは「住まい健康診断」事業
による建物診断を実施した物件を
購入した若年世帯・子育て世帯を
対象として、自ら居住するために
実施するリノベーション工事に係
る費用の 1/3、最大 30 万円を補
助するものです。加えて、対象と
なる世帯が親世帯と近居、同居す
るために行う高齢化対応改修にも
工事費の 1/3、最大 20 万円を補
助されるため、合計して最大 50

万円まで補助を受けることができます。建物診断を受
けていない物件でも、親世帯と若年世帯・子育て世帯
が同居するために実施する工事に対しては補助を受け
ることが可能です。

■来年4月1日施行の改正宅建業法に先駆けて
　インスペクションを利用しませんか？

平成 30 年 4 月 1 日施行の改正宅建業法により、媒
介契約締結時にインスペクションを実施する者のあっ
せんの可否を説明することが必要となる他、重要事項
説明時にインスペクションを実施しているかどうか、
実施している場合はその検査結果の概要を説明するこ
とが必要となります。今後インスペクションの重要性
がますます高まりつつある中、中古住宅の安心・安全
な取引に向けて本事業をぜひご活用ください。

≪申請先・お問い合わせ先≫

「住まいの健康診断」事業
TEL：092-631 -1717
申込書宛先（FAX）：092-631 -0445
HP: http://sumikae-demo.jp/gaiyou2017.html

受付時間　9：00 ～ 17：00（土・日・祝祭日除く）

「既存住宅流通・多世代居住リノベーション推進事業補助金」
福岡県建築都市部　住宅計画課　住環境整備係
TEL：092-643 -3734
HP: http://www.fkjc.or.jp/kikaku/renove/hojo.html

平成29年度「住まいの健康診断」事業  診断メニュー 負担金額（税込）
基本金額 合計金額

基本診断
戸建て住宅　　　　　　　54,000円 13,500円

共同住宅（分譲マンション）　32,400円 8,100円

オプション診断
（料金は基本診断に追加）�

※オプション診断は、�
戸建住宅のみ対象と
なります。

①床下進入調査 10,800円 24,300円

②小屋裏進入調査 10,800円 24,300円

③瑕疵保険事前検査（①の調査を含む） 16,200円 29,700円

④耐震診断（①・②の調査を含む） 32,400円 45,900円

⑤耐震基準適合証明書発行（④の診断を含む） 54,000円 67,500円

※戸建て住宅で建物面積が200㎡超の物件は、合計金額に別途21,600円必要となります。
※購入希望者を依頼主とする申込みの場合、購入希望者はいずれかの条件を満たす世帯である必要があります。
　・若 年 世 帯：申込者及びその配偶者（事実婚及び婚約者含む。）の年齢の合計が 80歳以下である方
　・子育て世帯：同居者に 18歳未満の方又は妊婦がいる方

既存住宅流通・多世代居住リノベーション
推進事業補助金
既存住宅流通・多世代居住リノベーション
推進事業補助金

「住まいの健康診断」事業「住まいの健康診断」事業

受付スタート

平成29年度
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全宅連では、不動産キャリアパーソン資格登録者の
方々に対して、資格取得後もさらなる不動産取引実務
知識の自己研鑽を図っていただくための場として、資
格登録者専用「フォローアップサイト」を開設しました。

専用サイトでは、日々のトレーニング問題や各種不
動産関連ニュース、法令改正情報などの配信をはじめ、
研修動画の視聴や教材の閲覧などもできるようになっ
ています。今後もさまざまなコンテンツの追加を行い、
資格登録者の方々のスキルアップや知識取得のニーズ

への対応を図っていく予定ですので、ぜひとも専用サ
イトをご活用ください。利用料は無料です。

専用サイトのご利用は、下記ＵＲＬまたは全宅連ホ
ームページからログインページにアクセスし、新規利
用登録のうえお願いします。なお、不動産キャリアパ
ーソンの受講・資格登録の方法などについては、全宅
連ホームページをご参照ください。

《改正宅地建物取引業法の概要》

改正の内容 条　項 施行日

① 売買等の申し込みがあった場合に、宅建業者は媒介契約の依頼
者に遅滞なく報告する義務を創設

改正法第 34条の 2
第 8項

平成 29年 4月 1日

② 宅建業者に対する重要事項説明の簡素化（書面交付のみで足り
るものとする）

改正法第 35条新第 6項及
び第 7項

③※ 従業者名簿の記載事項の変更（住所の記載が不要に） 改正法第 48条第 3項

④ 弁済に関する認証申出人の範囲から宅地建物取引業者を除外 改正法第 27条
第 64項の 8

⑤ 宅建業者の団体による研修の実施、宅地建物取引業保証協会に
よる研修に対する助成

改正法第 64条の 3
第 75項の 2

⑥ 媒介契約書面の記載事項に、建物状況調査を実施する者のあっ
せんに関する事項を追加 改正法第 34条の 2第 1項

平成 30年 4月 1日⑦ 重要事項説明の対象に、①建物状況調査の結果、②建物の建築・
維持保全の状況に関する書類の保存状況を追加 改正法第 35条第 1項

⑧
宅建業者が売買等の契約当事者に交付する書面の記載事項に、
建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が
確認した事項を追加

改正法第 37条第 1項

※�改正法第 48条第 3項に対応した従業者名簿は、会員サイト〈https://www.f-takken.com/member/〉の「書式ダウンロード」
コーナーよりご利用いただけます。（会員サイトにログインするには ID・PWが必要です。）

不動産キャリアパーソン資格登録者専用
「フォローアップサイト」開設のお知らせ

全宅連
より

専用サイトログインページ

http://www.newspeed.jp/mypage/zentakucp/

平成 28年 6月 3日に公布された宅地建物取引業法の一部を改正する法律が本年 4月 1日（一部の

規程は平成30年 4月 1日）から施行されました。

本改正法施行に伴い、営業保証金規則の一部を改正する省令、施行規則の一部を改正する省令、標準
媒介契約約款の一部改正、宅建業法の解釈・運用の考え方（ガイドライン）等も平成 29年 4月 1日（一
部の規程は平成 30年 4月 1日）から施行されました。詳細は、下記HPよりご確認ください。
https://www.zentaku.or.jp/member/law/archive2016/　〔全宅連HP〕
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相談所運営委員会（鶴田誠二委員長）は、2月 2

日から県下 6会場 6日間の日程で「不動産移動無料

相談会」を開催しました。同相談会は、不動産相談員

4名に加え、弁護士と税理士が相談に応じるもので、

今年度は総勢92組の相談者が来訪しました。

最も多かった相談内容は「相続」と「税金」に関す
るもので、各々 17 件。続いて「登記」に関する相談
が 10 件でした。その他、「借地・借家」に関する相談
8 件、取引する「物件」に関する相談 8 件、契約や法
令関連の相談が 10 件等、内容は多岐にわたりました。

居住エリア別に相談者を見ると「北九州エリア」36
組、「久留米・県南エリア」26 組、「東区エリア」19 組、

「筑豊エリア」11 組となっています。
前年度（81 組）に比べ、相談件数は約 1 割増加し

ているものの、トラブルに関する相談は減少しており、

反面、生前贈与や相続関連の相談、具体的な不動産取
引上の相談が増加しており、不動産の流通・運用面に
対して関心が高まっている傾向です。

がスタート

宅建試験に合格するための受験対策講座

「ふれんず宅建塾」「ふれんず宅建塾」
㈱福岡県不動産

会館（執行龍美代
表取締役）は、4
月 18 日（火）よ
り不動産会館研修
ホールにおいて、
宅地建物取引士受
験対策講座「ふれ

んず宅建塾」をスタートしました。同塾は「基礎講座」
＋「問題演習講座」のカリキュラムで、資格の大栄（リ
ンクアカデミー）の専任講師が担当し、長年の合格実
績に基づくオリジナル教材を使用します。開講期間は
10 月 6 日までの全 45 回コース（毎週火・金、18：30
～ 21：00） と な り ま す。 受 講 料 は 会 員 特 別 価 格

97,000 円（消費税・教材費込み）、途中入校も可能です。
また、不動産会館での受講が困難な会員様には、リン
クアカデミーの天神校、博多校、小倉校、久留米校で
も受講いただけます。受講料は会員特別価格 160,000
円（消費税・教材費込み）となります。

ほかにも合格率がアップする「登録講習」（5 問免
除講習）もございますので、詳しくは事務局までお問
合せください。

https://www.f-takken.com/member/
takkenjuku/index.html

＜お問合せ先＞
㈱福岡県不動産会館　担当：中川
TEL�092（631）3333

その他
26%

ローン等2%
建築3%

手数料4%

業法・民法
5%

契約
5%

手付金
7%

借地・借家
9%

物件
9%

登記
11%

税金
19%

相談内容一覧

県下６会場で

を開催

不 動 産 移 動
無 料 相 談 会
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平成29年 3月16日（木）に福岡市地下鉄天神

駅にて、宅建協会（加藤龍雄会長）より福岡県鉄道

連絡協議会への防犯ブザーの贈呈が行われました。

本会では、福岡県鉄道連絡協議会・福岡県警察とと
もにオリジナル防犯ブザーの無償レンタル事業を行っ
ています。これは、駅利用者の通勤・通学の帰り道で
の犯罪被害を防止するため、平成 24 年度に開始した
もので、現在 7 団体（JR 九州・JR 西日本・西鉄電車・
福岡市地下鉄・北九州モノレール・甘木鉄道・筑豊鉄
道）の 55 の駅で実施しています。

今回は、福岡県鉄道連絡協議会・福岡県警察の要請

のもと、防犯ブザー 2,000 個を寄贈させていただきま
した。

贈呈式終了後、「性犯罪防止キャンペーン」の一環
として、駅利用者に対し、「子ども・女性安全安心ネ
ットワークふくおか（コスモス・ネットワーク）」と
ともに性犯罪被害防止啓発品及び本会のオリジナル防
犯ブザーの配布を行いました。

加藤会長は、「本事業の実施駅周辺の性犯罪の認知
件数が減少していると聞いている。誰もが安心して暮
らせる街を目指し、今後も防犯活動に取り組みたい」
と話しています。

宅建協会中央支部（三好孝一支部長）は、少年

警察業務の重要性を深く理解し、薬物標本を寄附

する等、少年の非行防止及び健全育成に貢献した

として、2 月 17 日（金）に福岡県警察本部にて

生活安全部少年課の大庭英次課長より感謝状の贈

呈を受けました。

三好支部長は「日本の将来を担う少年たちが健

全に育成するよう尽力していきたい」と話してい

ます。

を贈呈オリジナル防犯ブザー
犯罪被害防止のため、福岡県鉄道連絡協議会へ犯罪被害防止のため、福岡県鉄道連絡協議会へ

中央支部が感謝状を受領中央支部が感謝状を受領
～少年の非行防止及び健全育成に貢献～
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平成28年度事務局職員研修会を開催
AEDをくみこんだ救命処置の流れを体験

宅建協会（加藤龍雄会長）は、平成 29年 2月 18

日（土）に不動産会館研修ホールにて平成28年度事

務局職員研修会を開催。本部・支部職員39名と執行

部役員が参加しました。

第 1 部は、フクダ電子（株）の迫田憲一郎氏が「AED
の取り扱いについて」と題し、講演。AED の使い方
や心肺蘇生の方法など実践的な体験を行いました。最
後の質疑応答では沢山の質問があり、充実した研修と
なりました。

第 2 部は、「一滴の向こう側」（BS フジ系）で紹介
された、精神障がい者等の住宅を積極的にあっせんす
る「阪井土地開発株式会社」の取組みについて、ビデ
オ研修を実施。同社代表取締役の阪井ひとみ氏による
と「衣・食・住が大切と言うけれど、『住』が充実す

ると『衣・食』も
おのずと良くなっ
てくる」とのこと。
改めて「住まい」
の大切さを学びま
した。

第 3 部では、人権に関するビデオ研修を実施。同和
地区について取引の際に調査・説明することは絶対に
許されない差別行為であることを再確認し、支部での
周知徹底を呼びかけました。

最後に、事務局担当者より「公益・人材事業費交付
申請」「総務・財政関係の事務対応」「不動産会館新商
品」「ふれんずに登録される会員情報」「宅建業法改正
の動きとインスペクション」等について説明しました。

宅建協会博多支部（角田幸雄支部長）は、3月 29日に

ホテルセントラーザ博多で消費者セミナーを開催しました。

第 1 部は、新聞・雑誌等の執筆や各 TV 番組などで
活躍中の（株）経世論研究所所長である三橋貴明氏が

「どうなる！？日本と世界経済の行方」と題し、講演。
「実質賃金指数」や「経済成長率と名目 GDP」の推

移等の資料を基に、日本と世界の経済状況を説明。「日
本では近年、公共投資が減少している等 “公的固定資
産形成” や “政府最終消費支出” 等にあたる総需要（名
目 GDP）が、本来供給できる能力（潜在 GDP）と比
べ 5 兆円も下回っており、この差が日本経済にデフレ
ーションを生み出している要因といえる。暗い状況が

続くようにみえ
るが、少子高齢
化に伴う生産年
齢人口減少の影
響により、今後
インフレーショ
ンが起こる可能

性が大きい。現に完全失業
率の低下や 2016 年時点の
有効求人倍率がバブル期を
上回る等その兆候が表れて
いる。日本の将来は明るい
だろう。」と話されました。

第 2 部は、川野秀明税理士事務所所長の川野秀明氏
が「～知らないと損する。相続税～　税務調査の実態
と対策　名義預金について」と題し、講演。
「福岡国税局が公表した平成 27 事務年度における相

続税の調査状況によると、実地調査（税務調査）は平
成 25 年に発生した相続件数 1,749 件を中心に行い、調
査件数は 494 件、全体の 28％に対して税務調査を行
っている。さらに調査後に申告漏れが見つかったのは
419 件、全体の 85％となっており、調査対象のほとん
どが追徴課税されている。」と税務調査の現状を説明。
適正な申告を行うための注意点等を解説されました。

当日は本会会員の他、賃貸オーナーや一般の方も多
数参加され、大いに賑わいました。

博多支部消費者セミナー「どうなる！？ 日本と世界
経済の行方」三橋貴明氏を招き、講演
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「身寄りがなく、葬儀や家財処分を頼める人がいな
い」といった、人生の最期に不安を抱えている高齢
者が増え続けています。社会の無縁化がもたらした
このニーズに応えるべく、福岡市社会福祉協議会が
行っているのが「ずーっとあんしん安らか事業」です。

身寄りがない高齢者の抱える不安を解消し、安心
して住み慣れた地域での在宅生活を送って頂くた
め、同協議会が事前に預託金を預かることで、親族
に代わって葬儀・家財処分等のサービスを行うほか、
定期的な見守りサービスや預金通帳や銀行印等のお
預かり、入退院のお手伝いなどを行っています。こ
れに加え、平成 29 年 4 月より新たに「安らかパッ
ク事業」がスタートしました。
「ずーっとあんしん安らか事業」では、ご希望に

沿った葬儀内容等を実現するために 50 万円以上の
預託金と見積りに応じた家財処分費用が必要です
が、それら費用を捻出するのが難しい高齢者も多く
見られ、ハードルが高いとの声も寄せられていまし

福岡市では、平成 28 年 10 月 1 日に福岡市屋外広告
物条例等の改正を行い、条例等に違反する広告物等を
設置した広告主等に対する是正指導の強化に取り組ん
でいます。

特に、路上にある電柱等へ貼りつけや紐等での括り
つけなど簡易に設置された広告物（はり札や立看板等）
は、歩行者等の通行の妨げや運転者の注意散漫を招く
など、交通安全上の支障となることから、福岡市
屋外広告物条例第 4 条第 2 項で設置を禁止してい
る違反広告物であり、違反行為を繰り返す広告主
等に対しては、氏名等の公表や罰則適用を視野に
入れた指導を行うことを位置づけました。

平成 28 年度には違反広告主 184 社に対し文書
等による注意、指導等を実施するとともに、繰り

た。そこで、「安らかパック事業」では保険の仕組
みを活用することで、年齢に応じた利用料（月 3000
円～ 5000 円程度）の支払いで、簡素な死後事務が
可能となります。

費用やサービス内容が異なる 2 つの支援事業をう
まく活用して、高齢者の安定・安心居住にどうぞお
役立てください。

返し違反行為を行った広告主等に対しては行政処分の
一つである措置命令も行っています。今後は、特に悪
質な広告主等に対し氏名公表を行っていくこととして
います。

皆さまにおかれましては、屋外広告物関連法令の遵
守とともに、安全安心なまちづくりと良好な景観の形
成にご理解、ご協力をお願いいたします。

はり紙，はり札等簡易広告物
を設置してはいけない物件

例）�信号機，道路標識，
　　歩道柵，街路樹，
　　電柱，街灯柱　等

［参考］

「安らかパック事業」
「ずーっとあんしん安らか事業」に加え

4月より
スタート

「違反広告物等に対する

　　　　　　 是正指導の強化について」

「違反広告物等に対する

　　　　　　 是正指導の強化について」

ずーっとあんしん安らか事業
（H23.6月〜）

安らかパック事業
（H29.4月〜）

対象年齢 契約時75歳以上 契約時65歳以上90歳未満

入会金 15,000円 無し

利用料 年会費　10,000円 月3,000円〜5,000円

預託金 　葬儀等　 500,000円〜
　家財処分 業者見積による 不要

葬儀内容 本人の希望による 直葬のみ

見守りサービス 有り 有り

入退院支援サービス 有り（※別途料金） 無し

書類預かりサービス 有り（※別途料金） 無し

〇お問い合わせ
福岡市社会福祉協議会　地域福祉課
TEL：092-720-5356

福 岡 市 から の お 知ら せ
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『平成２９年度 賃貸不動産経営管理士試験』及び
『４問免除講習会』のお知らせ

　平成２８年９月の「賃貸住宅管理業者登録制度」改正に伴い、登録業者は事務所ごとに「賃貸不動産経

営管理士」の設置が義務化されるなど重要な役割が位置づけられました。今後、賃貸管理業の法制化の動

きが進むと、ますます重要な資格となってくることが予測されますので、ぜひこの機会に同資格取得をご

検討ください。

　本資格取得をバックアップするため、下記要項で講習会を開催します。講習会を受講しなくても、本試

験の受験は可能ですが、講習修了者は平成２９・３０年度全国統一試験を受験した場合、知識を習得した

証として、４０問中４問が免除されます。希望者はどなたでも受講できますので、ぜひ不動産会館でのご

受講をお願いします。

※公式テキストについて

　公式テキストは賃貸管理の専門家を目指す方々に向け、「賃貸不動産経営管理士」試験に必要な知識
の取得および日々の管理業務にも役立つよう編集した受験参考書であり実務書です。上記講習会受講の
方は必ず必要ですが、独学で勉強される方にも役立つテキストとなっています。ぜひご利用ください。

【試験日時】：平成２９年１１月１９日（日）　１３：００ ～ １４：３０（９０分間）

【試験会場】：福岡を含む全国１１地域　

【受 験 料】：１２，９６０円（税込）

【登 録 料】：　６，４８０円（税込）

【受験要件】：受験要件なし　※合格後の資格登録の際は、登録要件が必要です。

【受験案内・申込書資料請求期間】：平成２９年８月１６日（水）～ 平成２９年９月２５日（月）

●賃貸不動産経営管理士　試験概要

【講習日時】：平成２９年７月１９日（水）～ ２０日（木）

　　　　　　〈１日目〉 ９：３５～１７：３０　〈２日目〉 ９：０５～１７：３０（予定）

【講習会場】：福岡県不動産会館　６F　研修ホール（福岡市東区馬出１－１３－１０）

【受 講 料】：１７，８２０円（税込）

　※公式テキスト必須（受講料には含まれません）。詳しくは下記をご覧下さい。

【テキスト】：３，９８０円（税込・送料別途）

【購入方法】：協議会ＨＰ等から購入または一般書店にて取り寄せ

●賃貸不動産経営管理士講習（４問免除講習）概要

申込みや詳細については下記ＵＲＬよりご覧ください。
http://www.chintaikanrishi.jp/　（賃貸不動産経営管理士協議会HP）

今年度から不動産会館でも賃貸不動産経営管理士講習（４問免除講習）を開催します！
～平成２９年度より講習会場が拡大～

本試験の合格率
１３.５％アップ！

平成29年度より講習会場が拡大
福岡会場は「不動産会館」を
含む３会場で開催！！福岡会場②「福岡県不動産会館」例
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入 会 者 一 覧 表 期間 :��H29.02.01 〜 H29.03.31

支部名 免許証番号 商号・名称 代表者 所在地 TEL FAX 入会日

東部支部 （01）
大臣 8576 ㈱ ROSSOコンサルタンツ家づくりカウンター sumu 道山　拓史 福岡県福津市日蒔野 6-16-1

イオンモール福津 3F 0940-62-5335 0940-62-5335 H29.2.9

東部支部 （01） 18340 コモン福岡コーポレーション 国吉　康彦 福岡県糟屋郡新宮町湊坂 4-9-15 092-963-5323 092-963-5323 H29.3.9

博多支部 （01） 18333 多田林産㈱ 多田　啓 福岡県福岡市博多区綱場町 1-17
福岡パーキングビル 9階 092-271-5022 092-271-5022 H29.2.9

博多支部 （01） 18334 ㈱リエイジアエージェンシー 橋住　柾風 福岡県福岡市博多区奈良屋町
2-1-8 階 092-271-1555 092-271-1556 H29.2.9

中央支部 （08）
大臣 3492 ㈱穴吹ハウジングサービス福岡営業所 中野　智弘 福岡県福岡市中央区大名 2-11-

13-1 階 092-687-1116 092-687-1117 H29.2.9

中央支部 （01）
大臣 9117 ㈱アヴェニール福岡支店 中村　俊二 福岡県福岡市中央区天神 3-4-9

GGソーラービル 3階 092-707-2727 092-707-2737 H29.2.1

中央支部 （06） 12535 三井不動産リアルティ九州㈱六本松センター 山崎　能孝 福岡県福岡市中央区六本松 4-2-6 092-737-9331 092-737-9431 H29.2.9

中央支部 （03） 15643 ㈲アールツー天神今泉店 田原　道夫 福岡県福岡市中央区今泉 1-20-21
remix 天神 2-2 階 092-717-6363 092-717-6373 H29.3.9

中央支部 （01） 17439 ㈱ FROG大名店 石田　和彦 福岡県福岡市中央区大名 2-9-34 092-737-0269 092-737-0270 H29.2.9

中央支部 （01） 18258 JGI ホールディングス㈱ 鶴田　孝志 福岡県福岡市中央区舞鶴 1-4-1
ハイザックビル 8F 092-739-1688 092-739-4337 H29.2.9

中央支部 （01） 18277 ㈱松岡祐作デザインオフィス 松岡　祐作 福岡県福岡市中央区大手門 1-9-1-240 092-753-8617 092-753-8618 H29.2.9

中央支部 （01） 18328 通恒産㈱ 山浦　通香 福岡県福岡市中央区渡辺通 5-23-2
東急ドエルアルス天神 207号 092-791-2318 092-791-2398 H29.2.9

中央支部 （01） 18330 ㈱イムズパートナー 平原　彩都美 福岡県福岡市中央区天神 2-14-2
福岡証券ビル 8F 092-735-7020 092-735-7015 H29.2.7

福岡西支部 （07）
大臣 4139 ㈱大京穴吹不動産西新店 加藤　靖雄 福岡県福岡市早良区西新 5-1-17

中澤ビル 1F 092-832-8825 092-832-8826 H29.2.9

福岡西支部 （02） 16246 ㈱アルコ藤崎駅前営業所 清水　秋洋 福岡県福岡市早良区藤崎 1-1-40-
2F 092-833-1222 092-834-0065 H29.3.9

福岡西支部 （01） 18312 徳永工務店 徳永　卓見 福岡県糸島市蔵持 799-1 092-322-9496 092-322-9497 H29.3.9
福岡西支部 （01） 18326 ㈱ニコスタイル 林　浩平 福岡県福岡市早良区田隈 3-22-12 092-407-4850 092-407-4851 H29.2.9
福岡西支部 （01） 18341 ㈲丸和 田中　慎太郎 福岡県糸島市高田 5-28-11 092-322-3926 092-322-3926 H29.3.9

北九州支部 （02）
大臣 8121 悠悠ホーム㈱北九州営業所 相良　秀典 福岡県北九州市小倉北区許斐町 1 093-562-5060 093-562-5061 H29.2.9

北九州支部 （02） 16304 ㈲中辰 中尾　慎二郎 福岡県北九州市小倉北区中津口
1-2-3-605 093-521-5130 093-521-5130 H29.3.9

北九州支部 （01） 18332 吉廣不動産 吉廣　英二 福岡県北九州市八幡西区穴生 4-9-
9�第 2プリンスマンション 206 093-883-8150 093-883-8150 H29.2.8

北九州支部 （01） 18359 ㈱不動産きんぐ 杉本　美千香 福岡県北九州市八幡西区樋口町
5-13 093-631-0877 093-631-0877 H29.3.31

久留米支部 （01）
大臣 8444 ㈱ハウジング・カフェハートアップ店 吉岡　孝二 福岡県久留米市山川沓形町 1-30 0942-43-6694 0942-43-6695 H29.3.9

久留米支部 （01） 18348 ライトスタッフ不動産 牛島　大輔 福岡県久留米市通町 105-8 0942-65-3941 0942-65-3942 H29.3.9
県南支部 （01） 18319 ㈱大藪組 石井　正 福岡県筑後市大字長浜 2043-1 0942-53-2151 0942-53-7031 H29.3.9

退 会 者 一 覧 表 期間 :��H29.02.01 〜 H29.03.31

支部名 免許証番号 商号・名称 代表者 所在地 TEL 退会日
東部支部 （14） 1186 舟越不動産 舟越　肇 福岡県福岡市東区松崎 3-23-5 092-661-2757 H29.2.28
東部支部 （07） 11397 オニツカ住建 鬼束　春樹 福岡県宗像市日の里 7-15-11 0940-26-1212 H29.2.27
東部支部 （03） 14453 ㈱アップルハウジング 梶原　活伸 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗 4947-1 092-948-1002 H29.3.29
東部支部 （03） 14576 ㈲クローバー福岡 萩尾　裕史 福岡県糟屋郡志免町桜丘 4-21-7 092-936-8800 H29.3.27
東部支部 （01） 17632 ei 建築工房㈱ 小鷹　章 福岡県古賀市谷山 1060-14 092-944-3010 H29.3.24
東部支部 （01） 18056 建築企画オオガミ設計 大神　秀典 福岡県福岡市東区舞松原 1-6-32（2F） 092-672-5812 H29.3.29

博多支部 （08）
大臣 3665 ㈱高田屋福岡支店 中木原　一美 福岡県福岡市博多区博多駅前 1-15-20

EME博多駅前ビル 6階 092-437-5079 H29.3.31

博多支部 （09） 8516 東邦ハウジング㈱博多駅前店 柴田　広明 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-17-14 092-474-5511 H29.3.28

博多支部 （07） 10056 ㈲拓新住建 日下部　隆治 福岡県福岡市博多区東光寺町 1-11-12 092-441-5857 H29.3.31
博多支部 （06） 11964 ㈲プラパティサービス 大浦　克仁 福岡県福岡市博多区美野島 1-22-29 092-414-6798 H29.3.3

博多支部 （06） 12322 ㈲北九不動産 古川　由樹 福岡県福岡市博多区冷泉町 6-35
ライオンズマンション博多中央 801 092-271-7997 H29.3.21

博多支部 （04） 13490 飯田建設㈱ 宮木　義高 福岡県福岡市博多区東比恵 3-16-14 092-441-3805 H29.2.6
博多支部 （01） 17881 ユーアイ企画㈱ 木村　秀昭 福岡県福岡市博多区博多駅南 2-2-12 092-473-7841 H29.3.30
中央支部 （12） 3238 伊藤不動産商事 伊藤　進 福岡県福岡市中央区高砂 2-10-21 092-521-5847 H29.3.13

中央支部 （02）
大臣 8241 ㈱リファレンス天神店 左近充　聖翔 福岡県福岡市中央区天神 2-3-7-1 階

（天神Nビル） 092-735-3917 H29.3.29

中央支部 （09） 8516 東邦ハウジング㈱天神店 山本　学 福岡県福岡市中央区大名 2-10-38
ディーウイングタワー 1階 092-781-5511 H29.3.29

中央支部 （09） 8516 東邦ハウジング㈱赤坂店 安達　大輝 福岡県福岡市中央区赤坂 1-13-8
赤坂ウイング地下 1階 092-711-1166 H29.3.29

中央支部 （07） 11051 九州北部リハウス㈱天神センター 竹内　広国 福岡県福岡市中央区天神 1-14-16
福岡三栄ビル 4F� 092-722-3108 H29.3.13
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支部名 免許証番号 商号・名称 代表者 所在地 TEL 退会日
中央支部 （05） 12676 ㈱紀祥建設 樋口　紀昭 福岡県福岡市中央区梅光園 1-2-3 092-733-1213 H29.3.14
中央支部 （01） 16890 ㈱ダイキチ 栁田　智子 福岡県福岡市中央区地行浜 1-1-18 092-731-0368 H29.3.29
南部支部 （12） 3414 エステートヒビオ 日比生　岩雄 福岡県福岡市南区和田 1-2-19 092-561-7808 H29.3.6

南部支部 （07）
大臣 4032 ㈱ミクニ福岡南センター 橋本　健志 福岡県福岡市南区高宮 3-2-20 H29.3.21

南部支部 （11） 4869 ㈲金子ビル不動産部 金子　廣文 福岡県福岡市南区塩原 3-7-25-601 092-408-4371 H29.2.6

南部支部 （07） 11051 九州北部リハウス㈱福岡南センター 尾石　俊実 福岡県福岡市南区高宮 3-2-20 092-535-3120 H29.3.6

筑紫支部 （07） 9852 春日公園不動産 税田　正太 福岡県春日市春日公園 3-51-2 092-582-3352 H29.3.27
筑紫支部 （02） 15698 ㈱創栄 櫻井　良正 福岡県朝倉市柿原字大谷 1321-11 0946-24-7887 H29.2.21
筑紫支部 （01） 16985 アップクリード㈱ 中島　俊一 福岡県大野城市下大利 1-18-1 092-589-6137 H29.3.27
福岡西支部 （09） 7796 ㈲太陽興産 吉浦　嘉武 福岡県糸島市前原北 4-17-11 092-322-2209 H29.3.21

福岡西支部 （09） 8516 東邦ハウジング㈱西新店 尾崎　慎司 福岡県福岡市早良区西新 4-8-42
西新 PLACE　1階 092-845-5555 H29.3.27

福岡西支部 （08） 8777 ㈱コーポレーション三恵 岡﨑　昭夫 福岡県福岡市城南区松山 2-33-12 092-801-3912 H29.3.27
福岡西支部 （07） 10925 新和住宅 野中　範文 福岡県糸島市曽根 770-4 092-338-2084 H29.3.15
福岡西支部 （06） 11766 サンビルマン 福田　信義 福岡県福岡市西区大字田尻 451 092-807-4153 H29.2.16
福岡西支部 （06） 12131 ㈲ヤナセホーム 栁瀬　泰男 福岡県福岡市早良区重留 5-13-13 092-804-7733 H29.3.31
福岡西支部 （03） 14629 ㈲アイプランニング 寺崎　良郎 福岡県福岡市城南区神松寺 3-20-4（403 号） 092-407-5220 H29.3.27

福岡西支部 （01） 18112 GOLD　REAL エステートコーポレーション㈱ 宮原　義雄 福岡県福岡市早良区祖原 30-5-B 092-834-3580 H29.2.17

北九州支部 （14） 1219 北九州不動産合資会社 波多野��須磨子 福岡県北九州市若松区西天神町 3-15 093-791-3536 H29.3.28
北九州支部 （13） 2248 ㈱西開興産 中村　秀雄 福岡県北九州市小倉北区片野 4-14-1 093-951-6022 H29.3.30
北九州支部 （12） 3399 ㈲花田不動産 花田　康彦 福岡県北九州市若松区赤崎町 9-5 093-771-7929 H29.3.21
北九州支部 （12） 3469 中村工務店 中村　敏彦 福岡県北九州市小倉南区企救丘 5-11-2 093-961-7438 H29.3.6

北九州支部 （08）
大臣 3665 ㈱高田屋 土井　良太 福岡県北九州市小倉北区田町 10-5 093-561-1788 H29.3.31

北九州支部 （12） 4478 北筑興産㈱ 上田　正明 福岡県北九州市小倉南区企救丘 4-2-12 093-965-2222 H29.2.24
北九州支部 （10） 6313 大松 太田　妙子 福岡県北九州市小倉北区黒原 1-2-20 093-921-5464 H29.3.8
北九州支部 （09） 8066 大田建設㈱ 村谷　武蔵 福岡県北九州市八幡西区里中 2-2-8 093-613-3202 H29.2.6
北九州支部 （09） 8332 光洋ハウス工業㈱ 石隈　さつき 福岡県北九州市小倉北区富野台 9-6 093-551-0181 H29.3.8

北九州支部 （07） 11051 九州北部リハウス㈱八幡センター 野村　成伸 福岡県北九州市八幡西区岡田町 9-9 093-641-6631 H29.3.8

北九州支部 （07） 11051 九州北部リハウス㈱ 副島　晶 福岡県北九州市小倉北区紺屋町 12-4 093-531-3141 H29.3.8
北九州支部 （06） 11219 岡部ビル管理㈲ 岡部　一文 福岡県北九州市小倉北区室町 2-4-17 093-563-2700 H29.3.27
北九州支部 （06） 11955 ㈲アヴェニュー不動産 阿部　治 福岡県北九州市門司区永黒 2-8-5 093-372-2349 H29.3.28
北九州支部 （04） 13375 明治興産㈲ 木村　正美 福岡県行橋市西宮市 4-13-22 093-551-2929 H29.3.21
北九州支部 （02） 15978 ㈱唐十 髙山　久子 福岡県北九州市八幡西区陣原 1-1-45 093-644-6300 H29.2.3
久留米支部 （12） 3344 秀島不動産 秀島　量生 福岡県久留米市合川町 16-6 0942-43-5558 H29.3.17
久留米支部 （06） 11704 平林建設㈱ 平林　克朗 福岡県久留米市西町 608-1 0942-32-7649 H29.3.22
県南支部 （12） 3402 安武商事不動産部 安武　次男 福岡県大牟田市明治町 1-5-3 0944-52-7427 H29.3.27
県南支部 （10） 7033 大栄不動産 江頭　栄次 福岡県大川市大字榎津 584 0944-88-3688 H29.3.3
県南支部 （07） 9948 平田不動産 平田　勝 福岡県大牟田市藤田町 634 0944-54-3804 H29.2.22
県南支部 （07） 9985 ㈲アイホーム大樹 本木　昭典 福岡県柳川市大和町豊原 493 0944-72-8892 H29.3.21
筑豊支部 （06） 11181 赤池産業 高林　正男 福岡県田川郡福智町赤池 1017-27 0947-28-2546 H29.3.29
筑豊支部 （01） 17395 F 建不動産 藤原　みどり 福岡県飯塚市勢田 53-3 09496-2-5628 H29.3.31

筑豊支部 （01） 17712 永和不動産 永島　築地 福岡県飯塚市新飯塚 24-25
TKYビル 1F 0948-23-0374 H29.3.31
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宅地建物取引士法定講習会のお知らせ

ご存じですか
？

　宅地建物取引士証の更新には、法定講習会の受講が必要です。福岡県登録の宅建士証をお持ちの方

には宅建協会より有効期限約５ヶ月前の法定講習会のご案内（申込書）をお送りしております。是非

お申し込み下さい。なお他団体からも同じような案内状が届いておりますので、ご注意ください。

︿６月～８月は下記のスケジュールでご案内します。﹀

宅建士証有効期限 講　習　日 ご案内発送
H30年１月 8/22 ㈫�アクロス福岡、8/24 ㈭�不動産会館、8/25 ㈮�小倉興産 H29.6 月上旬
H30年２月 9/13 ㈬・9/14 ㈭�アクロス福岡、9/21 ㈭�小倉興産 H29.7 月上旬
H30年３月 10/16 ㈪・10/17 ㈫�アクロス福岡、10/20 ㈮�小倉興産 H29.8 月上旬

※ホームページにて講習日程、講習時間割等ご確認いただけます。
※福岡会場は月に２回、北九州会場は月に１回開催しておりますので、指定日にご都合の悪い方は他の講習日
に変更することができます。

※従業員の方にもお知らせ下さい。
※自宅住所に変更がある方はご案内状が届きませんので主要な県土整備事務所で変更登録をお願いします。

℡��０９２－６３１－２３２３　不動産会館４階

　  宅建協会の法定講習会は年３３回！
ご都合に合わせて講習日を変更できます。

法定講習会に関するお問い合わせ

受講料：8,000円（税別）
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　行政への届出は、宅建業法第９条により、変更が生じた後３０日以内に行わなければなりません。
また、専任の宅地建物取引士の変更については２週間以内の補充が必要です。
下記①～⑤の変更が生じた場合、行政（県土整備事務所）への変更手続が必要です。
その内①～③の変更の場合は、定款施行規則第10条及び法人の役員等変更に伴う諸手続に関する要綱
第２条により、協会（各支部）への変更手続も必要です。

　　①�事務所の商号・名称および所在地　　②�代表者・役員・政令で定める使用人
　　③�専任の宅地建物取引士　　　　　　　④�従業者の異動
　　⑤�宅地建物取引士資格登録を受けている者について、登録事項に変更が生じた場合

�＜ご注意！＞
　変更の届出は、行政への提出書類の写しを添付し、支部で変更手続きを行ってください。（行政へ変更届けを提出し
ただけでは、宅建協会の登録事項は変更されません。）
　詳しくは会員サイト＜ https://www.f-takken.com/member/shoshiki/kyoukai.html ＞をご確認ください。
※会員サイトを閲覧するにはＩＤとパスワードが必要です。事務局（０９２－６３１－１７１７）までお問合せください。

変更届の提出を忘れていませんか？

表紙について
「ライオンのお昼寝」
　到津の森へ春の知らせにミモザの花を撮影に出かけましたが、残念
ながら見頃は過ぎていたようで鮮やかな黄色はありませんでした。
　そんな中好天に恵まれた日曜日、気持ちよさそうに寝ているライオ
ンカップルを発見！
　雄のキングと雌のライを眺めていたら二頭仲良くこちらを向いて写
真を撮ってと言ってるように思え、思わずパシャの１枚がこれです。
　この写真が掲載される頃は、すでに到津の森公園の花見も終わって
いることでしょう。

（撮影とコメント：北九州支部　アイリック　石川  浩司 氏）

会員の皆様にご活用頂いております不動産情報ネット「ふれんず」で
すが、最近規程違反の対応をされたというクレームが増加しておりま
す。クレームの中でも一番多い内容は、客付業者の方からの問合せの
際に、「業者紹介不可」との対応をされたというケース。
　「ふれんず」は、業者間共同仲介が原則となっており、他業者の方に紹
介できない物件は、「ふれんず」に掲載できない規程となっております。

また、「特定の購入希望者と商談に入っているために、他業者に紹介
できない」という場合は、「商談中」機能をご利用ください。　メンテナン
スページにて、「商談中」ボタンを押すと、公開物件情報に「ただいま商
談中です」と表示され、商談が流れた場合には、再度ボタンを押すこと
によって、通常公開に戻ります。

改めてふれんずの規程等を確認し、登録物件についてきめ細かく管
理頂くようお願いいたします。

なお、同じ登録業者に対して、同様・類似のクレームが度重なる場合
には、口頭注意の他、文書指導、「ふれんず審査会（事情聴取会）」の招集
や公開情報の削除、場合によっては、ふれんず利用停止の処分が下さ
れる場合もあります。

会員間の円滑な取引促進のため、趣旨をご理解頂き、規程等の遵守
に向けてご協力くださいますよう宜しくお願いいたします。

～ふれんずには、「業者への紹介不可」物件は、掲載できません～

ふれんずは共同仲介が原則です

ホテルオークラ福岡
福岡市博多区下川端町
３－２

博多サンヒルズホテル
福岡市博多区吉塚本町
13－55

（公社）福岡県宅地建物取引業協会

（株）福岡県不動産会館

５月26日（金）�日時

６月14日（水）�日時

15時から

15時から

会場

会場

会員報告会のお知らせ

株主総会のお知らせ

本誌掲載内容に関し、無断転載及び複写による不特定多数への頒布等による使用は固く禁じます。
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下記【注文票】に必要事項をご記入のうえ、(株)福岡県不動産会館までFAXにてお送りください。

TEL：（092）631-3333FAX：（092）631-3350

㈱福岡県不動産会館

オススメ
書籍
オススメ
書籍

注文
方法

はじめに

第1章

第2章

第3章

第4章

第5章

第6章

第7章

一般的な所有者情報の調査方法

個別制度の詳細

土地の状況別の所有者情報調査の
方法と土地所有者が把握できなかった
場合の解決方法

事業別の所有者情報の調査方法と
土地所有者が把握できなかった
場合の解決方法

東日本大震災の被災地における
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平成　　　年　　　月　　　日

担当者名（　　　　　　　）

注 文 票

ご 住 所 定休日

電話番号

E -ma i l

FAX番号

ご 商 号

ご
送
付
先

実務に携わる方々への待望の書！実務に携わる方々への待望の書！

用地・農林・林野・市民課等に携わる行政担当者、
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、
不動産鑑定士、補償コンサルタント等

用地・農林・林野・市民課等に携わる行政担当者、
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、
不動産鑑定士、補償コンサルタント等

定価：3,456円（税込）

注文数＋送料800円（税込）　宅配業者にお支払い下さい。
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