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宅建協会（加藤龍雄会長）では、宅建業界の現
状を把握するとともに更なる宅建業界の健全な発
展を図るため、また、本会の円滑・的確な会務運
営を行うことで、会員のみなさまへの業務支援を
拡充するため、「会員の業態等に関するアンケート
調査」を実施しました。このたび、調査結果がま
とまりましたので、一部抜粋してお知らせします。

本アンケートでお寄せいただいたご意見は、今
後の会員の皆様に対する業務支援の拡充・サービ
ス向上に活用させていただきます。今後ともどう
ぞ宜しくお願い申し上げます。

調査結果は、宅建協会 HP よりご確認いただけます。

・ 一般公開ページ
＜http://www.f-takken.com/kyoukai＞（概要）

・会員サイト ※全会員共通の ID・PW が必要となります。
＜https://www.f-takken.com/member/＞（詳細）

①アンケート回答数
昨年 9 月時点の会員であった 5,040 事業者に対して、

アンケートを依頼。このうち 2,962 事業者が回答（回
答率 58.8％）。

②代表者年齢
今後の会員数等を推測するために尋ねた代表者の年

齢については、60 代が 28.5％で最も高く、次いで 50
代が 23.1％であった。50 代以上の代表者が 68.2％と
全体のおよそ 7 割を占めている。平成 21 年度実施し
た調査（以下「前回調査」という）でも、60 代が最

も多く（34％）、次いで 50 代（29％）が多かったが、
前回に比べ 20 代は減少（1％→ 0.6％）、70 代以上は
増加（11% → 16.6％）傾向にある。宅建業界において
も、高齢化が進んでいることが伺える。

③組織形態・免許種別
会員の組織形態については、法人が 83.2％、個人が

16.8％で株式会社・有限会社の組織形態が多く、免許
種別では大臣免許が 6.7％に対し、知事免許が 93.3％
で、事務所を県内にのみ設置した会員が圧倒的多数で
あることが分かった。

しかし、前回に比べ、組織形態は法人（76.4％
→ 83.2％）、免許種別は大臣免許取得率が上昇（5.2％
→ 6.7％）している。事業の更なる拡大を目指し全国
規模で展開する会員や、全国規模の大手不動産会社の
福岡参入等の増加が考えられる。

④従業員数
従業員数については、「5 人以下」が 73.5％と最も

多く、次いで「6 ～ 10 人以下」が 11.0％、続いて「50
人超え」が 5.8％を占めた。前回調査でも、「5 人以下」
が最も多く（79％）、次いで「6 ～ 10 人以下」が 9％
であるが、「5 人以下」の従業員数の事業者が前回に
比べ減少（79％→ 73.5％）。反対に、全ての層（「41 ～
50 人以下」の従業員数を除く）は、増加している。最
も伸び率が高かったのは、「50 人超」従業員数の事業
者（3％→ 5.8％）と少数精鋭の組織体制で運営してい
る会員が 7 割と依然として多いものの、6 人以上の規
模の事業者が徐々に増加していることが分かった。
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⑤専業・兼業／業務形態（※複数回答あり）
不動産業の専業率は 62.7％で、主な業務形態は、売

買仲介が 83.3％、賃貸仲介が 60.2％、賃貸管理が 53.2
％、売買（買取再販）32.1％、賃貸オーナー（サブリ
ース含む）が 27.2％の順位で多かった。「他業種から
業務拡大による開業」を理由とした入会も多く、入会
者向けアンケートにおいても、約 3 割の方が同様の回
答をしている。なお、そのうち、建設業が約半数を占
めた。

⑥不動産業の収益
不動産業の収益については、「主として（70％以上は）

不動産の売買・売買仲介による」といった回答が最も
多く全体の 43.5％を占めた。次いで、「不動産の売買・
売買仲介と賃貸・賃貸仲介・管理による」が 32.6％、「主
として（70％以上は）不動産の賃貸・賃貸仲介・管理
による」20.2％、不明が 3.7％だった。
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「津波災害警戒区域」が指定されました「津波災害警戒区域」が指定されました
県内初の

詳しい指定エリア等は、県庁ホームページをご確認ください。

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/tsunamisaigaikeikaikuiki.html

　福岡県は、平成 30 年 3 月 30 日に津波防災地域づくりに関する法律第 53 条第 1 項に基づき、

県内で初めて「津波災害警戒区域」を指定しました（福岡県告示第 302 号）。指定されたのは 17

の市町ですが、まもなく福岡市と糸島市も追加指定される予定とのことです。

　指定にあたり「基準水位」も併せて公表されており、また、指定を受けた自治体は、今後避難ル

ートやハザードマップ等を整備していくこととなります。
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1. 民法改正の背景

2017 年 5 月 26 日に民法の一部を改正する法律（平
成 29 年法律第 44 号）が成立し、同年 6 月 2 日に公布
されました。そして改正民法は、一部の規定を除いて
2020 年 4 月 1 日から施行されます。

民法改正が大々的に報道される理由の 1 つに、1896
年（明治 31 年）に民法が制定された後、債権関係の
規定（契約等）については約 120 年間ほとんど改正さ
れたことがないということが挙げられます。しかし社
会経済は、取引の複雑高度化や高齢化、情報化社会の
進展等、その間に大きく変化していることは言うまで
もなく、多数の判例や解釈論が実務者側には定着して
きているものの、基本的に全ての国民がそれを分かり
やすく理解できているかと問われるとそうではありま
せんでした。そういった状況を受け、1990 年代に債
権法改正の研究が一部の有力な民法学者により行われ
たことに端を発し、2005 年には 20 名の民法学者で構
成される民法改正研究会、2006 年には民法学者他 37
名で構成される民法（債権法）改正検討委員会が各々
の研究の成果を報告していきます。そしてこの民法（債
権法）改正検討委員会には法務省の民法改正担当者が
参加しており、2009 年 3 月に研究成果として「債権
法改正の基本方針」（商事法務別冊 NBL no.126）を公
表出版しています。同委員会が法制審議会の準備委員
会という側面があったとの見方もありますが、同年
10 月から法制審議会は民法（債権関係）部会を設置し、
そこから約5年間の審議を経て、2015年2月24日に「民
法（債権関係）の改正に関する要綱」を採択、同年 3
月 31 日に改正法案が国会に提出された後、2017 年 5
月 26 日に改正民法が成立したという流れとなります。
以下では宅建取引に関わる部分に焦点を当て、賃貸と
売買にどのような影響を与えるのかご説明します。

2. 賃借人の修繕権の新設

賃貸の分野において、賃貸人の修繕義務と賃借人の
修繕権に関する規定が整備されました。現在の民法に

おいては、賃貸人の修繕義務のみが規定されておりま
すが、賃借人の故意又は過失によって部屋の修繕が必
要となった場合には、賃貸人に修繕義務はない（606
条）と明文化されることになります。反対に「賃借人
が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人
がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期
間内に必要な修繕をしないとき」または「急迫の事情
があるとき」に限り、賃借人による修繕が認められる

（607 条の 2）こととなりました。賃貸人及び賃借人の
どちらにおいても実務上では存在していた権利です
が、今回の民法改正において不透明であった要件を明
確化し、明文化に至っております。最低限の修理さえ
しない家主に代わって借主が独自に修理を行い、その
修理代を家主に請求してくる又は家賃と相殺してくる
という事例が予想されます。

3. 敷金の明文化と原状回復義務の厳格化

敷金が明確化されることになり「いかなる名目によ
るかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生
ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする
債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金
銭」（622 条の 2 第 1 項）と定義づけられました。そ
して敷金の返還時期、返還額、充当出来るか否かに関
しても新たに規定が設けられることとなりました。返
還時期に関しては①賃貸借が終了しかつ賃貸物の返還
を受けたとき、②賃借人が適法に賃借権を譲り渡した
ときと明文化され（622 条の 2 第 1 項 1 号及び 2 号）
ました。返還額に関しては、受け取った敷金の額から
賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭
の給付を目的とする債務の額を控除した残額（622 条
の 2 第 1 項）と規定されました。充当に関しては、賃
貸人は、敷金を賃借人の未履行の債務の弁済に充当す
ることはできるが、賃借人は、充当を請求することが
できない（622 条の 2 第 2 項）と明文化されました。

また、敷金と密接不可分の関係にある原状回復義務
についても、新たなルールが盛り込まれました。具体
的には①通常の使用及び収益によって生じた賃借物の

福岡県宅建協会 顧問 関泰宏弁護士（関泰宏法律事務所）

による不動産実務への影響による不動産実務への影響民 法 改 正
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損耗、②賃借物の経年変化、③賃借人の責めに帰する
ことが出来ない事由による損傷については、賃借人の
原状回復義務の範囲から除外されます（621 条）。上
記のとおり敷金と原状回復義務に関しては、従来の運
用と大きく変わるものではなく、国交省ガイドライン
や現在の判例に準拠した改正となっています。なお、
敷引特約や自然損耗の借主負担特約などの民法の原則
を修正する特約は今後とも有効ですが、その成立はこ
れまで以上に厳格化され、貸主側による丁寧な説明と
借主の明確な同意が要件になります。

4. 賃料の当然減額と契約解除権の明文化

注意すべき改正点として賃料減額や契約解除に関す
る規定が新設されましたので、ご説明します。現在の
民法においては借りている部屋が一部滅失した場合、
賃借人が自己に過失がないときは、その滅失した部分
の割合に応じて賃料の減額を請求できると規定されて
おりますが、新法では当然に減額とされ、一部が使用
及び収益できなくなった場合においても必ず賃料が減
額となることが定められました（611 条 1 項）。賃借
人に帰責事由がないことは引き続き必要な要件とはな
りますが、賃料の減額については注意が必要です。な
お、当然減額は物理的滅失に限らず、経済的滅失でも
減額になることがあります。例えば住宅設備の故障で
賃貸物の一部だけが事実上使用不能となった場合など
が想定されます。

また契約解除についても修正がなされております。
現行民法では、賃借物の一部が賃借人の過失によらな
いで滅失した場合において、残存する部分のみでは賃
借人が賃借をした目的を達することが出来ないとき
に、賃借人は契約の解除ができるとされていますが、
改正民法では、例え賃借人に帰責事由があったとして
も、契約の解除ができるようになり、賃料の減額の場
合と同じく、一部が使用及び収益できなくなった場合
においても契約の解除ができるようになります（611
条 2 項）。従って、部屋の一部が使用及び収益できな
くなった場合を含み一部滅失した場合において、賃借
人に帰責事由がなければ賃料減額となり、帰責事由が
あったとしても賃借の目的を達成することができなけ
れば契約解除ができることとなります。存続させる実
益のない賃貸借契約を強制的に存続させる理由はない
ということでしょうが、勿論貸主は帰責事由のある借
主に対して損賠賠償請求は可能です。

5. 個人の連帯保証人に極度額制度が新規導入

賃貸に関わる部分で最も関心が高いであろう改正が
極度額に関する部分になるかと思います。先ず「一定
の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証
契約」を根保証契約と定義し、根保証契約であって「保
証人が法人でないもの」を個人根保証契約と定義しま
した。そして個人根保証契約の「保証人は、主たる債
務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠
償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債
務について約定された違約金又は損害賠償の額につい
て、その全部に係る極度額を限度として、その履行を
する責任を負う」（465 条の 2 第 1 項）との規定が新
設されました。具体的には、賃貸借契約を締結するに
あたって、連帯保証人を法人ではなく個人の方にする
際に、連帯保証人が責任を負うことになる限度額を賃
貸借契約書に明記していなければ、連帯保証契約自体
が無効とされます。そのため、賃貸人の立場としては、
賃貸借契約書の条項に極度額を設ける必要が出てきま
す。連帯保証人に責任を負ってもらう限度額を検討す
る際に、滞納家賃や原状回復費用を請求することを考
慮すると、高額な金額を設定する方が賃貸人の立場か
らみると安心できますが、あまりに高額な極度額を設
定してしまうと、条項自体が公序良俗違反（90 条）
となり無効となる可能性もあります。極度額の設定に
関しては合理的な範囲に留めることを念頭に置いて設
定すべきです。極度額については任意規定ではなく強
行規定となるため、極度額を設けていない連帯保証契
約は無効となる点はくれぐれもご注意いただきたい部
分です。

6. 瑕疵担保責任から契約不適合責任への変更

次に売買の分野における民法改正の影響についてご
説明します。宅建業者の方々に耳馴染みの言葉であろ
う「瑕疵担保責任」という言葉が「契約不適合責任」
という名称に変更となり、追完請求権や代金減額請求
権の明文化という今まで少し曖昧だった部分のルール
化がなされています。先ず売主の瑕疵担保責任から説
明すると、「売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき
は、地上権等がある場合における売主の担保責任（旧
法 566 条）の規定を準用する」（旧法 570 条）という
規定のもと、特定物売買の場合に有償契約である売買
契約の信用性を維持して買主を保護するため、売主に
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無過失の担保責任を課したものが従前の瑕疵担保責任
です。

簡潔に述べるとすれば、売買の目的物自体に買主の
気付かない欠陥がある場合に、売主が負わなければな
らない責任のことを指します。この点、学説上では瑕
疵担保責任を債務不履行責任の特則と捉える契約責任
説と、債務不履行責任が発生しない場合に法律が特に
定めた責任と捉える法定責任説があり、実務上では後
者の法定責任説が主流だったものの、新法では前者の
契約責任説が採用されて条文の変更となっておりま
す。これにより特定物売買でも不特定物売買でも契約
不適合責任の対象となります。また、帰責事由に関わ
る部分で、損害賠償については売主に帰責事由が存在
することが必要ですが、契約の解除や追完請求と代金
減額請求については売主の帰責事由の存在は不要で
す。特に注意が必要な部分としては、追完請求権と代
金減額請求権です。

先ず追完請求権とは売買の目的物自体に瑕疵が存在
した場合に、それの修補や代替物や不足分を請求する
ことですが、これまでは例えば中古住宅で水漏れが発
見されたとしても、対象物それ自体は特定物であるた
め修理工事自体の請求といった追完請求はできず、契
約の解除をするか損害賠償請求をするだけに留まって
おりました。しかしながら前述のとおり特定物も契約
不適合責任の範囲となるため、水漏れの補修工事の実
施を売主に対して請求することも可能となります。

次に代金減額請求権に関してですが、従来は真っ向
から認められているものではなく、隠れた瑕疵が存在
した場合には契約の解除や損害賠償の請求を行うこと
が規定されているだけでした。しかし今回の改正によ
り売買代金の減額請求権が明文化されました。具体的
には、買主が追完請求することが出来る場合において、
買主が売主に相当の期間を定めて履行の追完の催告を
し、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、
その不適合の程度に応じて代金の減額を請求すること
ができる（563 条 1 項）ようになります。他方で、催
告を要せず直ちに代金減額請求が出来る場合について
も規定が新設されました。563 条 2 項において①履行
の追完が不能であるとき、②売主が履行の追完を拒絶
する意思を明確に表示したとき、③契約の性質又は当
事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内
に履行をしなければ契約をした目的を達することがで
きない場合において、売主が履行の追完をしないでそ
の期間を経過したとき、④前三号に掲げる場合のほか、

買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をしても
履行の追完を受ける見込みがないことが明らかである
ときには、催告することなく直ちに代金減額請求が可
能となります。しかしながら、買主に帰責事由がある
場合には、代金減額請求は出来ず（563 条 3 項）、損
害賠償請求が出来るだけです。ちなみに売主が買主の
代金減額請求に応じなければ、買主は売主に減額され
た代金額の返還請求訴訟を提起することになりますの
で、売主に対し瑕疵修補額に相当する金銭の損害賠償
請求が出来るという従前の結論と実務的には大きな違
いはありません。

なお売買契約において契約内容に適合しない目的物
を買主に引き渡した場合には、買主はその不適合を知
った時から 1 年以内に不適合の事実を売主に通知しな
いと、不適合を理由とした追完請求や代金減額請求、
また損害賠償請求や契約解除といった権利を行使する
ことが出来なくなります（566 条）ので注意が必要で
す。

従前の瑕疵担保責任の制度は、今後は契約内容に不
適合なものを給付した売主の契約責任として捉えられ
ますので、売主はより慎重に目的物の現状を認識した
うえで売買契約に臨む必要性があります。そのため宅
建業法の改正として 2018 年 4 月 1 日から施行された
中古住宅のインスペクション（建物状況調査）は売主
として必須の作業となるでしょう。

7. まとめ

以上のとおり、民法改正に伴い賃貸借契約や売買契
約に関わる部分に多くの変化が起こり得ます。賃貸借
契約における極度額の設定や、売買契約において契約
不適合と解されるリスクが売主に生じるようになる点
など、事前に理解をした上で準備しておくべき部分が
随所にあります。従って、宅建業者もオーナー様も民
法改正に伴う変化への対応を常日頃から準備する必要
性があること認識していただきたいと思います。

宅建協会では、会員及び会員が紹介する

オーナー等を対象に関泰宏弁護士によ

る、無料法律相談を実施しています。

（P.13 参照）
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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共同で実施している「住
まいの健康診断」事業ですが、平成 30 年度も 4
月 2 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・共同住宅（住戸単位）］
に対して、インスペクション（建物状況調査）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。

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、通常費用が戸建、共同住宅
ともに 54,000 円のところ、17,000
円をご負担いただくことで調査を
受ける事ができます。

お申し込み方法は、会員サイト
に設置した特設ページよりダウン
ロードいただける申込書・物件確
認 シ ー ト と 間 取 り 図 の 3 点 を
FAX で宅建協会にお送りくださ
い。

平成 30 年 4 月 1 日施行の改正
宅建業法により、媒介契約時にイ
ンスペクションの内容やあっせん
の有無等の説明・記載が必要とな
りましたが、「住まいの健康診断」
事業では改正宅建業法に対応した
調査を実施することができますの
で、本事業をぜひご活用ください。

また同時に、不動産情報ネット
「ふれんず」上に建物状況調査を
実施した物件を検索できる特集サ
イト「住まいの健康診断（インス
ペクション）物件特集」の公開を
開始しております。

特集サイトに掲載するために
は、「住まいの健康診断（インス

ペクション）」を実施したうえで、ふれんず登録画面
にて「住まいの健康診断によるものかどうか」、「調査
実施日」を登録することに加えて、「住まいの健康診断」
を実施後に受け取れる「概要版報告書（ふれんず掲載
用）」をアップロードすることで公開されます。本特
集サイトでは、「住まいの健康診断」を実施して建物
の状態を確認できるようにすることで、安全・安心な
取引に繋げることができるようになっております。宅
建業法に基づく調査を受けた物件としても PR するこ
とができますので、「住まいの健康診断」を実施後は
特集サイトにぜひ物件をご登録ください。

「住まいの健康診断」
事業受付スタート
「住まいの健康診断」
事業受付スタート

「住まいの健康診断」
事業受付スタート

「住まいの健康診断」
事業受付スタート

特集サイト
の

公開開始

特集サイト
の

公開開始

平成30年度改正宅建業法対応 !

戸建住宅 共同住宅

17,000 17,000

10,800

10,800

32,400

16,200 10,800

（単位：円、税込）

負担額

基本診断 基本料金：54,000

※オプション診断は

基本診断と同時申し

込みが必要です。

オプション診断 共同住宅には設定

がありません

①床下進入調査

②小屋裏進入調査

③耐震診断（①・②の調査を含む）

④瑕疵保険事前検査（戸建は①の調査を含む）

「住まいの健康診断」の診断メニューと利用者負担額(平成30年度)

「住まいの健康診断」事業の紹介・活用
17,000円で改正宅建業法に対応した調査を実施

重要事項説明時

売買契約の締結時

など

取引時に活用ください

ふれんず特集サイト

で安心・安全な物件

であることをＰＲ！

媒介契約時に建物状況調査のあっせんをする場合

ふれんずに登録
概要版報告書
(ふれんず掲載用)

報告書(完全版)

概要版報告書
(重要事項説明用)

建物状況調査を実施することで

以下の書類を受け取れます。
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「2017 博多の夏・博多祇園山笠」
　776 年目といわれる伝統の『博多祇園山笠』は昨年、国連教育科
学文化機関（ユネスコ）無形文化遺産に登録され、世界に認められ
る祭りとなりました。
　今年は二番山笠西流、櫛田入りの棒捌（表側中央）に博多支部
会員、㈲山脇不動産の山脇慎吾氏が台上がりされました。博多んもん
憧れの追い山の台上がりですが櫛田入りの棒捌は別格で、流れの代
表として最大の栄誉とされています。
　標題『肥後虎不屈逆境』の加藤清正公を凌ぐほどの気迫と迫力を
美佳夫人が見事にとらえてくださいました。
（撮影：㈲山脇不動産　山脇 美佳 氏　コメント：博多支部広報）

「福岡義士祭」
　赤穂浪士四十七士が討ち入りを行った 12 月14日、毎年恒例の義
士祭が南区寺塚にある興宗禅寺で催されます。寺の境内には四十七
義士のお墓があります。昭和 10 年に木原善太郎氏が私財を投じて、
青少年の健全育成のために、東京の泉岳寺にある四十七士のお墓そ
っくりに建立されたものです。
　地元には「福岡義士会」という組織があり、興宗禅寺住職・門徒
と地元有志が一緒になって義士祭を催しています。今年も奉納行事と
して、筑前琵琶の墓前演奏、墓前での献茶、黒田藩の抱え大筒披露
などが行われます。まだ未体験の方は是非お出かけ下さい。

（撮影とコメント：南部支部　シノクマ地建　津間本 耕洋 氏）

宮内久滋支部長（左）と
加藤龍雄会長（右）

角田幸雄支部長（左）と
加藤龍雄会長（右）

各支部が持ち回りで担当している広報誌「宅建ふくおか」511 号から 525 号までの広
報表紙写真コンクールを行い、優勝の南部支部、準優勝の博多支部が表彰されました。【 】

準優勝：博多支部優 勝：南部支部

広報表紙写真コンクール

南部支部が優勝、準優勝は博多支部南部支部が優勝、準優勝は博多支部
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相談所運営委員
会（鶴田誠二委員
長）は、2 月 2 日よ
り県下 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、
平成 29 年度は延べ 93 組の相談者が来訪しました。

今回の相談内容のうち、最も多かったのは税金に関す
るもので 24 件となり、相続を受けた場合や、新しく住宅
を取得した際にかかる税金についての相談等が寄せられ

博多支部（角田幸雄
支 部 長 ） は、3 月 28
日にハイアットリー
ジェンシー福岡にて、
時事セミナー及び税
制改正・事業承継セミ
ナーを開催し、約 100

名が受講しました。
第一部は、「そこまで言って委員会 NP」他多数のメデ

ィアに出演されているジャーナリストの長谷川幸洋氏を
講師に迎え、『激動する世界～日本の針路を考える～』と
いうテーマでご講演いただきました。講演の前日に北朝
鮮情勢に動きがあったこともあり、北朝鮮問題や森友学

園問題などタイムリーな話題を交えながら、日本をとり
まく現状やこれからの方向性等について説かれました。

第二部は、福岡県事業引継支援センター所属の税理士
である北川真一氏が『中小企業を応援します！平成 30 年
度税制改正と中小企業支援策のポイント』と題し、講演。
平成 30 年度に予定されている中小企業・小規模事業者に
向けた税制改正や事業承継支援策を平成 29 年度の制度利
用率など現在の状況をふまえながら解説していただきま
した。

受講後のアンケートによると、「タイムリーな話題で面
白かった」「第一部、第二部ともたいへん勉強になった」「深
い知識を身につけることができた」などの意見が寄せら
れ、好評を博したセミナーとなりました。

総務委員会（諸隈達也総務委員長）は、3 月 7 日に西鉄
福岡駅ときめき広場にて、福岡県鉄道連絡協議会・福岡
県警察とともに防犯ブザーの寄贈式を開催しました。

本会では、平成 24 年度に福岡県鉄道連絡協議会と福岡
県警察とともに、本会が独自に製作した防犯ブザーの無
料レンタル事業をスタートし、現在県内 53 の駅で実施し
ています。

同事業を実施している駅周辺の性犯罪率が減少してい
ることから、福岡県鉄道連絡協議会・福岡県警察の要請
を受け、今回新たに防犯ブザー 2,000 個を寄贈しました。

寄贈式では、三好
孝一専務理事が森
昭西鉄福岡管理駅
長に贈呈。式終了
後は、広報大使に
任命された護国神社の巫女が関係者とともに、通行人に
対して、防犯ブザーが入った啓発品を配布し、性犯罪被
害防止に努めました。同委員会では、今後も同事業を継
続実施する予定です。

ました。続いて、物件に関することが 19 件で、所有物件
の売却方法等について
の相談がありました。

税金や物件に関する
こと以外にも寄せられ
た相談内容が多岐に渡
ることから、不動産取
引を失敗しないため
に、積極的に情報収集
を行う風潮が消費者の
間で生まれている印象
を受けました。

税金
26%

物件
21%民法（相続）

17%

その他
10%

登記
9%

借地・借家
8%

境界
4%

ローン等
2%

契約
2% 価格等

1%

博多支部　長谷川幸洋氏を講師に迎え、消費者セミナーを開催

防犯ブザーを帰り道の「お守り（代わり）」にしよう
キャンペーンを開催！

県下6会場で不動産移動無料相談会を開催

相談内容一覧
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お問合せ　一般社団法人 賃貸不動産経営管理士  受付センター　TEL 04-7170-5520

一般社団法人　賃貸不動産経営管理士協議会

賃貸不動産経営管理士

詳細はWebで
http://www.chintaikanrishi.jp/

賃貸不動産経営管理士「講習」と「試験」のお知らせ

平成30年度 「試験」
＊詳細は協議会HPをご参照ください。

試験日時 ▶ 11月18日（日）13:00 ～14:30（90分間）
試験会場 ▶ 札幌、仙台、東京、横浜、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、沖縄
受験料 ▶ 12,960円（税込）
受験要件 ▶ 受験要件なし（どなたでも受験可能）
願書請求期間 ▶ 平成30年8月15日（水）～ 9月25日（火）12：00まで
登録要件 ▶ 宅地建物取引士、又は協議会が認める賃貸不動産関連業務に2年以上従事している又は従事していた者

　賃貸不動産経営管理士講習は、公式テキストを教材に使用し、賃貸管理業務に必要な専門知識の習得と実務能
力を高めるための講習です。講習を受講することで11月の本試験の対策や業務知識の向上を図ることができます。
　希望者はどなたでも受講でき、本講習の修了者は、11月の本試験を受験した場合、出題40問のうち4問が免除
されます。平成29年度の試験合格率は、本講習修了者は53.5％で、全体の48.3％より5.2％高い結果となりました。

実施概要

平成28年9月に賃貸住宅管理業者登録制度が改正され、登録制度の中で賃貸不動産経営管理士が一定の役割を
担うことが明記されました。

賃貸不動産経営管理士をとりまく情勢

構成団体

日程 ▶ 平成30年6月19日（火）～20日（水）
 ＊全講義2日間
場所 ▶ 福岡県不動産会館
 （福岡市東区馬出1-13-10）
申込締切日 ▶ 平成30年6月6日（水） 当日必着
定員 ▶ 80名
 ＊定員になり次第、申込みを締切ります。
 　お早めにお申込みください。

受講料 ▶ 17,820円（税込）
 テキスト3,980円（税込）は別途
特典 ▶ 講習修了者は、本試験で4問免除されます。

受講申込方法
　　  ▼
1  賃貸不動産経営管理士協議会ホームページ
（http://www.chintaikanrishi.jp/）から、賃貸不動産経営
管理士講習の「受講案内」と受講希望会場の「受講申込
書」をプリントアウトします。

2  「受講案内」をよくお読みになり、受講料を支払った後、受
講申込書を作成してください。

3  作成した受講申込書は「簡易書留」で、賃貸不動産経営管
理士協議会受付センターまで発送してください。

4  講習日の2週間前を目安に、協議会より受講票を送付い
たします。

賃貸不動産経営管理士試験のための講習を以下の日程で実施します。

平 成 30 年 度

＊本会場以外の日程は協議会HPをご参照ください。
＊テキストは事前に各自でご購入ください。

賃貸不動産経営管理士 「講習」 福岡会場
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入 会 者 一 覧 表 期間 :  H30.02.01 〜 H30.03.31

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） 18632 ㈱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 092-948-1056 H30.3.8

東部支部 （01） 18634 ロングライフ㈱ 森　則暁 福岡県福津市福間南 2-1-16 0940-43-5016 0940-43-5016 H30.2.15

東部支部 （01） 18637 ㈲音夢 音在　義則 福岡県福岡市東区香住ケ丘 6-12-8 092-681-3724 092-681-3003 H30.2.16

東部支部 （01） 18641 ㈱ Fifty　fifty 當房　瑛 福岡県宗像市公園通り 2-3-1 0940-62-2263 0940-51-3642 H30.3.8

東部支部 （01） 18650 ㈱富士コンサルアドバイザー 安武　鎭男 福岡県古賀市花鶴丘 2-8-2-102 092-692-8715 092-692-8716 H30.3.7

東部支部 （01） 18655 Ties　home ㈱ 人見　悟 福岡県福岡市東区松島 3-1-27 092-410-3764 092-510-7268 H30.3.14

博多支部 （13） 2693 ㈱タイヘイ　サングレート上牟田
マンションギャラリー 鍋田　健児 福岡県福岡市博多区上牟田 3-11-

13 092-433-6366 092-433-6367 H30.2.8

博多支部 （08） 9967 ㈲アイテック
博多店 波多江　宏成 福岡県福岡市博多区博多駅東

1-12-5-3 階 092-292-6722 092-292-6723 H30.2.8

博多支部 （01） 18602 ㈱ニシズミ 西住　大介 福岡県福岡市博多区中呉服町 2-9-
4F 092-710-4555 092-710-4556 H30.2.8

博多支部 （01） 18638 ㈱パドル 吉原　篤 福岡県福岡市博多区住吉 2-6-30 092-292-9836 092-292-9837 H30.2.16

中央支部 （03）
大臣 6789 東海建物㈱

福岡支店 山佳　喜喆 福岡県福岡市中央区天神 1-3-38
天神 121 ビル 605 092-791-8654 092-791-8657 H30.3.8

中央支部 （03）
大臣 6857 タマホーム㈱

分譲宅地事業部九州支店 横山　涼 福岡県福岡市中央区渡辺通 5-2-25 092-688-9310 092-688-9311 H30.2.8

中央支部 （01） 18593 ㈱くらしコーポレーション 坂本　俊二 福岡県福岡市中央区天神 3-16-18 092-791-2611 092-791-2612 H30.3.8

中央支部 （01） 18613 彩生館博多センター㈱ 牛島　和彦 福岡県福岡市中央区天神 2-3-10
天神パインクレスト 1001 号 092-600-8008 092-432-6869 H30.3.8

中央支部 （01） 18623 ㈱フューチャア 内川　理史 福岡県福岡市中央区天神 3-4-1-5F 092-406-6308 092-406-6930 H30.2.8

中央支部 （01） 18646 菅野リアルエステートサービス㈱ 菅野　直人 福岡県福岡市中央区赤坂 1-6-15
日新ビル 5 階 E 号室 092-707-3627 092-707-3628 H30.3.2

中央支部 （01） 18647 ㈱エミライフ 髙瀨　ひかる 福岡県福岡市中央区大名 1-8-42-
201 092-406-7722 092-406-7734 H30.3.2

中央支部 （01） 18652 白澤㈱ 灰塚　崇 福岡県福岡市中央区春吉 1-16-8
VEGA 天神南 401 092-753-8822 092-753-8278 H30.3.9

中央支部 （01） 18664 ㈱ G － CORPORATION 植田　浩司 福岡県福岡市中央区白金 2-13-15-
101 092-791-8188 092-791-8148 H30.3.23

南部支部 （01） 18633 リアライズ㈱ 市川　仁士 福岡県福岡市南区寺塚 1-9-25-403 092-983-5550 092-983-5551 H30.2.9

南部支部 （01） 18659 ㈱トレードラボ 市山　賢佑 福岡県福岡市南区横手南町 11-17
モンデソレイユ 202 号 092-516-4834 092-516-4834 H30.3.20

筑紫支部 （01） 18667 ㈱ウインドライフ 篠原　和広 福岡県太宰府市国分 1-8-18 092-925-2477 H30.3.30

福岡西支部 （12） 4295 ㈱へいせい
福岡西店 浦　源次 福岡県福岡市西区徳永北 9-34

学研都市ビル参番館 108 092-807-8555 092-807-3555 H30.3.8

福岡西支部 （01）
大臣 9309 ロンテール㈱ 手島　政彦 福岡県福岡市城南区長尾 5-26-23 092-403-3618 092-400-0543 H30.2.8

福岡西支部 （04） 14334 ㈱よかタウン
福岡西営業所 堀田　功 福岡県福岡市早良区飯倉 7-1-1 092-871-1133 092-871-1144 H30.2.8

北九州支部 （14） 1997 ㈱九州三共
八幡営業所 幸地　怜志 福岡県北九州市八幡東区前田 2-2-

28 093-616-8992 H30.3.8

北九州支部 （03） 15920 ㈱スピナ 前川　義広 福岡県北九州市八幡東区平野
2-11-1 093-671-5126 093-671-5138 H30.2.8

北九州支部 （01） 18050 ㈱ワイズパートナー
小倉店 岡田　健 福岡県北九州市小倉北区堺町 1-1-1

JTB 小倉ビル 1 階 093-482-2125 093-482-2126 H30.3.8

北九州支部 （01） 18639 ㈱レアリード 田島　和明 福岡県北九州市小倉北区田町 11-
18-301 093-562-0080 093-562-0081 H30.2.20

北九州支部 （01） 18642 エール不動産 向井　正彦 福岡県北九州市八幡西区浅川日の
峯 2-27-18 093-482-5987 093-482-5988 H30.2.22

北九州支部 （01） 18654 ㈱ネクストーン 刀根　和也
福岡県北九州市若松区大字塩屋
724（学研北部地区 113 街区 1）
LEGEND113-202 号

093-742-1777 093-742-1778 H30.3.9

北九州支部 （01） 18657 ルアエステート㈱ 川嶋　武臣 福岡県北九州市小倉南区守恒本町
1-2-13-205 093-287-4547 093-287-4547 H30.3.15

北九州支部 （01） 18661 ステアーズ㈱ 隅田　裕斗 福岡県北九州市八幡西区鷹の巣
1-11-1　沖口産業ビル 201 号 093-644-7967 093-644-7960 H30.3.23

久留米支部 （01）
大臣 8502 ㈱グランディーズ

久留米営業所 岩尾　崇清 福岡県久留米市原古賀町 30-1 0942-36-9766 0942-36-9765 H30.3.8

久留米支部 （01） 18628 ㈱あどれす 牛島　隆善 福岡県久留米市東和町 4-4
ウイングコート久留米 701 0942-65-3325 0942-65-3436 H30.2.7

県南支部 （01） 18629 アスベターライフ 祝原　美喜 福岡県八女市蒲原 1334-1 0943-24-8295 0943-24-8296 H30.2.7

筑豊支部 （01） 18635 ㈱まごころ不動産 津田　利廣 福岡県飯塚市川島 239-8 0948-55-0484 0948-55-0484 H30.2.15

筑豊支部 （01） 18636 九州ノザワ㈱ 加納　仁志 福岡県田川市大字糒 2345 0947-85-8800 0947-45-7516 H30.2.15

筑豊支部 （01） 18643 （合同会社）不動産活用研究所 藤原　義治 福岡県飯塚市大分 2034-11 0948-72-4677 0948-72-4677 H30.3.8
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退 会 者 一 覧 表 期間 :  H30.02.01 〜 H30.03.31

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 （10） 6948 ㈱アップルホーム 山田　光男 福岡県福岡市東区香椎駅東 3-24-4 092-681-2143 H30.3.23

東部支部 （07） 10518 馬場地所 馬場　敏郎 福岡県宗像市日の里 6-24-16 0940-36-3551 H30.3.28

博多支部 （04） 13825 大鵬鉱産㈱ 住吉　弘徳 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-28-3
（三州博多駅前ビル 6F） 092-452-6733 H30.3.5

博多支部 （01） 17270 物流開発㈱ 野中　郁雄 福岡県福岡市博多区博多駅南 2-18-8
（アルプスビル 4F） 092-414-1919 H30.3.12

中央支部 （13） 2588 日建ハウジング 森　信一郎 福岡県福岡市中央区清川 3-4-10 092-531-1556 H30.3.30

中央支部 （01） 17481 ㈱ジョーホーム 樋上　譲二 福岡県福岡市中央区今泉 2-4-13-1F 092-737-3937 H30.2.22

中央支部 （01） 18296 FK Alliance ㈱ 古川　大介 福岡県福岡市中央区赤坂 1-15-1-2F 092-406-3536 H30.3.9

南部支部 （10） 6906 ㈲吉富住建 吉富　太郎 福岡県福岡市南区花畑 1-19-20 092-561-2526 H30.2.8

南部支部 （07） 10548 ㈱アーバンライフマツヤホーム 黒木　潤 福岡県福岡市南区野間 1-6-20- 皐月マンショ
ン高宮 201 号 092-511-1155 H30.3.5

筑紫支部 （11） 5915 ㈱大楠産業 大楠　隆 福岡県朝倉市福光 1275-5 0946-22-3006 H30.3.20

筑紫支部 （04） 14221 ㈱ニーズ 矢野　哲子 福岡県太宰府市青山 3-3-6 092-925-8400 H30.3.27

筑紫支部 （03） 15304 ㈱矢野建設 矢野　和則 福岡県大野城市筒井 4-16-2 092-581-3470 H30.2.19

筑紫支部 （02） 16312 若草不動産 川邉　慎二 福岡県大野城市牛頸 4-13-8
カ - サジアラ 103 092-595-4533 H30.3.20

筑紫支部 （01） 18376 オオリ企画 伊藤　元気 福岡県大野城市上大利 2-17-1 092-596-0223 H30.2.19

福岡西支部 （10）
大臣 2765 新日本不動産㈱

西福岡支店 田川　学 福岡県福岡市早良区西新 1-9-23
（新日本ビル 4F-402） 092-823-3055 H30.3.2

福岡西支部 （10） 6812 大宝商事㈱ 小金丸　貞実 福岡県糸島市前原北 1-7-12 092-322-0185 H30.3.29

福岡西支部 （10） 7027 ㈲アーバン企画 石橋　京一 福岡県福岡市早良区室住団地 3-104 092-833-5820 H30.3.22

福岡西支部 （07） 10810 ㈱コスモ住研 松永　喜久雄 福岡県福岡市早良区原 6-30-9 092-843-7521 H30.3.15

福岡西支部 （06） 12142 ㈲フジハウジング 藤　多津二 福岡県福岡市城南区東油山 3-21-91 092-873-1160 H30.3.26

福岡西支部 （05） 13022 新日本都市開発㈱ 平田　博文 福岡県福岡市早良区西新 1-9-23 092-822-8242 H30.2.5

福岡西支部 （01） 17228 ㈱ファーストハウス福岡 池田　久都志 福岡県福岡市城南区片江 3-37-17-101 092-836-6677 H30.3.16

福岡西支部 （01） 17856 おおほりハウス 秀島　正 福岡県福岡市城南区松山 2-16-17
七隈ビル 201 092-864-6855 H30.3.8

北九州支部 （08） 10026 オフィス 21 藤本　芳高 福岡県北九州市小倉南区中曽根 2-10-7
藤本ビル 1F 093-473-2665 H30.3.5

北九州支部 （04） 13832 ㈲ライブネット 篠田　信孝 福岡県北九州市小倉北区黄金 2-5-3-205 093-922-5552 H30.3.23

北九州支部 （03） 14885 末松不動産 末松　淳一 福岡県北九州市八幡西区陣原 1-12-3 093-641-9666 H30.3.9

北九州支部 （03） 15637 ウィングホーム㈱ 立石　博 福岡県北九州市小倉南区大字市丸 1166 093-383-7702 H30.3.5

北九州支部 （02） 16097 髙屋不動産㈱ 髙屋　修二 福岡県北九州市小倉北区熊谷 2-23-25 093-561-8558 H30.2.19

北九州支部 （02） 16128 エヌ・ケイ産業㈱ 塗木　健治 福岡県北九州市八幡西区折尾 3-1-6 093-647-1201 H30.3.27

北九州支部 （02） 16365 iHome 井口　功 福岡県北九州市八幡西区浅川台 1-25-30 093-982-1776 H30.3.27

北九州支部 （01） 18170 ㈱すまいの森 森　秀樹 福岡県北九州市小倉北区堺町 2-1-1-708 093-512-3911 H30.3.27

久留米支部 （09） 8636 サンコー地建 里村　一幸 福岡県久留米市御井町字注連松 2340-3 0942-43-0558 H30.3.15

久留米支部 （04） 14162 ㈱宮原工務店 宮原　克典 福岡県久留米市京町 295 0942-33-1516 H30.3.28

県南支部 （11） 6473 八女不動産センター 大石　重則 福岡県八女市室岡 600-3 0943-23-4775 H30.3.29

県南支部 （01） 17857 ㈱エヴァ不動産 石橋　拓也 福岡県柳川市三橋町百町 303-1 0944-85-8011 H30.3.7

筑豊支部 （10） 6871 早川不動産 早川　智博 福岡県宮若市鶴田 1150-1 0949-32-1988 H30.2.8

筑豊支部 （07） 11405 ㈲フジリース 藤井　裕子 福岡県飯塚市横田 71-10 0948-24-6688 H30.2.1

筑豊支部 （05） 12871 マルイチ商会不動産部 吉岡　浩二 福岡県田川市大字夏吉 1872-1 0947-46-0139 H30.3.30
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❶ 本会会員及び本会会員が紹介するオーナー等が利用できま
す。但し、オーナー等が利用する場合は会員を通じて予約し、
本会会員が同行することを条件とします。

❷ 相談内容は不動産取引に係る法律的な諸問題に限定します。
但し、会員間紛争についてのご相談・訴訟業務の依頼等はで
きません。

❸ 業務相談は関泰宏法律事務所における面談に限定し、電話・
ファックス・メール・手紙等による相談は実施しません。ま
た、事前に面談の予約が必要となります。

❹ 初回の法律相談は無料とします。但し、相談時間は 60 分を
上限とし、同一事案の２回目以降の法律相談は有料とします。

❺ 相談者が示談交渉業務又は訴訟業務を依頼する場合には、相
談者と関弁護士が協議して受任条件を決定するものとし、本
会はこれに関与しません。また、関弁護士は相談者との受任
条件について合意に至らない場合は受任を拒絶することがで
きます。

❻ 相談者が関弁護士に対し未収賃料の回収等の督促状の作成及
び発送を依頼する場合の費用は、右記 HP 内の「督促状の送
付にかかる報酬額一覧表」によるものとし、内容証明郵便発
送費用等の実費は別途会員が負担するものとします。また、
督促状発送後の債務者との交渉は相談者が行うものとし、本
会及び関弁護士はこれに関わらないものとします。なお、対象

とする物件は会員の管理物件に限り、オーナー等が督促状の作
成及び発送を依頼する場合は、会員を通じて行うものとします。

❼ 訴訟中及び調停中の事案についての相談は行うことができま
せん。また、宅地建物取引業法第 64 条の５第１項の規定に
基づく苦情を申し出た相談及び同法第 64 条の８第２項の規
定に基づく認証を申し出た相談は行うことができません。

❽ 相談中の録音・撮影は一切禁じます。

❾ 回答の利用等については、相談者が自己責任において利用す
るものとし、利用によって相談者又は第三者に生じたいかな
る損害についても本会及び関弁護士は一切責任を負いません。

宅建協会では、会員及び会員が紹介するオーナー等を対象に
本会顧問の関泰宏弁護士による無料法律相談を実施しています。

関泰宏弁護士による無料法律相談のお知らせ

※ 督促状の送付にかかる報酬額や内容証明郵便のお申込書は
こちらからご確認ください。

※全会員共通の ID・PW が必要となります。

〈会員サイト：関弁護士による業務相談について〉
https://www.f-takken.com/member/

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

には有効期限の約５ヶ月前に宅建協会より法定講習会のご案内 ( 申込書 ) をお送りしておりますので、

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。

更新対象の方へは下記のスケジュールでご案内する予定です。（7 月～ 9 月開催分）

宅建士証有効期限 講　　習　　日 ご案内発送
H 30 年 12 月 7/18（水）・7/19（木）アクロス福岡、7/13（金）小倉興産 H 30 年 5 月上旬
H 31 年  1 月 8/23（木）・8/24（金）アクロス福岡、8/21（火）小倉興産 H 30 年 6 月上旬
H 31 年  2 月 9/11（火）・9/12（水）アクロス福岡、9/14（金）小倉興産 H 30 年 7 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。
  　　　　http://www.f-takken.com/kyoukai/syunin3.html
※指定された講習日にご都合の悪い方は他の日程に変更できます。
※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毎月実施
　　講習日変更も可能です！

法定講習会に関するお問い合わせ

H P

関泰宏法律事務所
福岡市中央区大名 2 丁目 2 番 41 号
サンライフ大名 702 号

FAX： 092-732-3635ＴＥＬ： ０９２−７３２−３６３３

お問合せ先
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探しています！！　　退会株主リスト公開中

会員報告会のお知らせ 株主総会のお知らせ

　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？

（株）福岡県不動産会館
福岡市東区馬出 1 丁目 13 番 10 号　 ＴＥＬ 092-631-3333
https://www.f-takken.com/member/fumeikabunushi/

　（株）福岡県不動産会館では、既に廃業、退会された元会員の方について、当社の株券の買取作業を
進めておりますが、 未だ手続きが完了していない会員（株主）様がおられます。そこで、退会株主リス
トを当社ホームページにて公開しておりますので、もしお知り合いの方がいらっしゃいましたら、下記
までお知らせいただきますよう宜しくお願いいたします。

表紙について

『博多港に停泊するクルーズ船Quantum of the Seas号』
　H29年のクルーズ船寄港が326回を数える博多港。3年連続国内最多で
ありH23年のなんと6倍！年間乗降数も連続で200万人を超えている。
　旺盛な需要に受け入れ体制が追いつかずH28年は約130件が寄港を断念
しており、現在、世界最大級クルーズ船の着岸に向け岸壁を延伸工事中。
計330m伸ばし秋頃から運用を始める計画だ。
（撮影：博多支部  株式会社アームスデザイン・アンド・デベロップ　山下  浩之 氏）

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。

５月 29日（火）  午後３時～ ６月 12日（火）  午後２時～

ホテルオークラ福岡
福岡市博多区下川端町３－２
博多リバレイン

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

日時 日時

会場 会場
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㈱福岡県不動産会館からのお知らせです。
　平成30 年4 月1 日施行の改正宅建業法に伴い、改訂版売買契約書や重要事項説
明書を販売しております。また、全宅連版「わかりやすい重要事項説明書の書き方」
及び「わかりやすい売買契約書の書き方」につきましても5 月下旬を目途に販売を
予定しておりますので、この機会に是非ご購入ください。

全宅連版 わかりやすい
重要事項説明書の書き方

● 全宅連版改訂書式 ●

注文方法

※ 送料1,000円となります。 
但し、合計金額が10,800円以上の場合送料無料です。

ご
送
付
先

ご商号
ご担当者名（　　　 　　　 ）

年　　 　月　　 　日

〒　　   -

TEL FAX

注文数ご住所

注 文 票
FAX:（092）631-3350 TEL:（092）631-3340

下記【注文票】にご記入の上、
㈱福岡県不動産会館までご注文ください。

07-0025

RE
AL P

ARTNER RE
AL P

ARTNER 

円（税込）2,300

全宅連版 わかりやすい
売買契約書の書き方

07-0030

円（税込）2,000

冊
わかりやすい重要事項説明書の書き方
（07-0025）

金額合計：

冊
わかりやすい売買契約書の書き方
（07-0030）

金額合計：

送料合計：

送料合計：

第 526 号　　2018 年（平成 30 年）5 月 15 日　 宅建ふくおか　 （昭和 54 年 10 月 11 日 第 3 種郵便物認可）


