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～今秋より運用開始～

全宅連「              」事業の開始について安心R住宅

日本の既存住宅市場が他国に比べて極めて小さい状

況にあるなか、今後の少子高齢化により空き家はます

ます増加すると予想されています。そのような現状を

改善すべく、国土交通省は既存住宅の流通活性化を図

るために、一定の基準を満たした物件に対して標章を

付与する「安心 R 住宅」制度を創設しました。

宅建協会の会員の皆様にも同制度を活用していただ

けるよう全宅連では、8 月 27 日付けで「安心 R 住宅」

の事業者団体としての登録を受けた上で、10 月以降

の運用開始に向け準備を進めているところです。そこ

で今回は、そもそも「安心 R 住宅」とはどのような

ものなのか、また、会員の皆様が制度を利用する際の

手続き等について説明します。

●「安心R住宅」とは？
「安心 R住宅」とは、これまでの既存住宅（中
古住宅）の「不安」、「汚い」、「わからない」とい
ったマイナスイメージを払拭するために一定の条
件（耐震性がある、インスペクションが行われた
住宅である、リフォーム等について情報提供が行
われるものなど）を満たした住宅の広告に、国の
関与のもとで標章（ロゴマーク）を付けて、物件
選びに役立つ情報を消費者へ分かりやすく提供す
る仕組みです。

●事業者団体とは？
「安心 R住宅」の標章を使用するにあたり、国
土交通省の認定を受けた事業者団体（一般社団法
人など）の特定構成員＊である必要があります。
事業者団体は、ルールの設定や不動産会社の審査・
指導・監督を行うほか、特定構成員に標章使用の
許可を出します。また、事業者団体はトラブルが

あった場合に購入者が相談できる窓口を設置する
ことになっています。全宅連は、この事業団体に
8月 27 日付けで登録されました。

●「安心R住宅」のメリット
会員業者が活用するメリットとしては、物件販
売時に「安心R住宅」の標章を利用することで、「優
良な中古住宅」を扱っているとアピールできます。
ただし、標章の使用は物件の広告に限られている
ため、売買契約が締結されれば効力を失うことに
注意が必要です。
消費者側のメリットとしては、分かりにくかっ
た中古住宅の性能・仕様が開示されており、中古
住宅のマイナスイメージが払拭されていることか
ら物件購入時の安心感が高まります。

●全宅連「安心R住宅」の要件の概要
宅建協会の会員が全宅連「安心R住宅」の標章を物件

に付与するためには以下の要件を満たす必要があります。

①「不安」の払拭

◦�現行の建築基準法耐震基準に適合又はこれに準ずるもの
◦�既存住宅売買瑕疵保険（宅建業者売主用）の検査基
準に適合し、当該保険に加入すること
◦�管理規約及び長期修繕計画を有するとともに、住宅
購入者の求めに応じてそれらの内容が開示される物
であること（共同住宅の場合）。

②「汚い」イメージの払拭

◦�全宅連が定める「全宅連住宅リフォーム実施判断基
準」に合致したリフォーム工事を実施し、従来の既
存住宅の「汚い」イメージが払拭されていること

③「わからない」イメージの払拭

◦建築時の情報や維持保全の状況
に係る情報等が記載された書類
について情報収集を行い、広告
するときに、当該住宅に関する
書類の保存状態等を記載した書
面（「安心 R住宅調査報告書」）
を作成・交付するとともに、住
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宅購入者の求めに応じて情報の内容を開示すること
（売主が保存している場合）

●「安心R住宅」標章使用するための手続き
　（＊特定構成員の申請）
まず、会員業者が標章を利用するには、全宅連へ〈特
定構成員〉の登録申請を行います。（窓口は都道府県
宅建協会）その後内容を確認し、許諾した会員業者へ
登録証書の交付を行います。また、許諾した会員業者
名をHPで公開します。なお、特定構成員の要件は下
記の通りです。

【特定構成員の要件〈抜粋〉】

◦�参加協会（全宅連「安心 R住宅」事業に参加する
宅地建物取引業協会）に所属する宅地建物取引業者

であること。
◦�（公社）全国宅地建物取引業保証協会の社員権を有
すること
◦�買取再販事業（宅建業者が既存住宅を買い取り、リ
フォームを施して消費者に販売する事業）に限定して、
安心R住宅のロゴマークを使用するものであること
◦�全宅連が定める、安心 R住宅事業に係る研修を受
講した「全宅連安心 R住宅事業責任者」を、社内
に最低 1名設置すること
◦�特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
第 17条第 1項に基づき指定された住宅専門の保険
会社の既存住宅売買瑕疵保険事業者として登録して
いること
※上記要件以外に登録手数料が必要です。
※�全宅連では安心 R住宅の要件及び適切な事業の運
営を図る観点から、当初は宅建業者売主（買取再販
事業者）に限定して実施。（一般売主仲介に関して
は制度開始後、国交省の諸条件の調整及び研修制度
を確立したのち実施を予定）

許諾した会員業者名を
ＨＰで公開

各宅建協会

特定構成員
（会員業者）

申
請
書

申
請
書

登
録
証
書
の
交
付

使
⽤
許
諾

①登録申請書
・商号、免許番号、代表者名等
・事業責任者の設置
②全宅連安⼼Ｒ住宅遵守規程を
遵守する旨の誓約書

③瑕疵保険法⼈への事業者登録を証する書⾯
※登録証書が交付されれば特定構成員として
登録されます。

今号では、全宅連「安心 R住宅」制度の概要につ
いて解説しましたが、更に詳しい内容等につきまして
は、正式に運用が開始された後に会員サイト等でお知
らせする予定です。「住みたい」・「買いたい」既存住
宅としてPRできる本制度を、ぜひ、ご活用ください。
※�本紙の内容は予定のものであり、運用開始にあたり
変更となる場合がございます。ご了承ください。

特定構成員申請の流れ（イメージ）
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全宅連の定時総会が 6 月 28 日に東京・ホテルニ

ューオータニで開催されました。

福岡県宅建協会は、全宅連傘下の 47 都道府県のう
ち、会員数維持率（H30.4.1 時点の対前年度比率）が
第一位、入会者数比率（H30.4.1 時点の入会者数を総
会員数で除した数値）が第二位となり、入会促進策に
顕著な功績を残した協会として表彰を受けました。
会員数維持率については、1位は福岡県（102.54％）、
2 位は熊本県（101.81％）、3 位は佐賀県（101.53％）
となっており、九州各県の維持率の高さが目立ってい
ます。
入会者数比率については、1位は 39 名入会の山形
県（6.028％）、2 位は 287 名入会の福岡県（5.793％）、

3位は 179 名入会の北海道（5.688％）となっています。
また、この総会をもって、10 年間全宅連の会長を
務めてこられた伊藤博会長が退任され、新会長には、
（公社）神奈川県宅地建物取引業協会会長の坂本�久（さ
かもと・ひさし）氏が選出されました。坂本氏は、「こ
れから先を見据え、力強く筋肉質な全宅連を皆さんと
ともにつくりたい。特に地方活性化に関する要望を多
く耳にしている。ハードルが高いことは十分承知して
いるが、皆さんのパワーと英知、つながりを生かして
取り組みたい。また、ハトマークグループ・ビジョン
では『皆に笑顔を』とうたっているが、まずはわれわ
れの仲間から笑顔にしていくことで、消費者の笑顔に
もつなげていきたい」と挨拶をしました。

全国宅地建物取引業協会連合会 全宅連

平成30年度定時総会 を開催第52回総会
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宅建協会（加藤龍雄会長）が運営する不動産情報ネ

ット「ふれんず」では、会員及び消費者の皆様が使い

やすくなるよう日々サイトの改善・改修に取り組んで

います。今回は直近で改修・追加した機能をいくつか

ご紹介します。

一般公開サイトの改修

● SNS シェアボタンの追加

物件詳細画面の価格下部に「facebook」、「twitter」,
「LINE」、「メール」の 4つのボタンを設置しました。利
用している SNS（ソーシャルネットワーキングサービ
ス）に閲覧している物件情報を簡単に送信することが
できるようになっており、SNS を通した物件情報のや
りとりがしやすくなりました。

●価格変更メールの設置

物件詳細画面の価格右側には「価格変更メールを受
け取る」ボタンを追加しました。メールアドレスを登
録して「MYふれんず」を利用している方は、変更メ
ールを受け取るよう設定することで、物件の価格（賃料）
が変更された場合に、お知らせメールが届くようにな
ります。

●駅までのルート距離表示機能

物件詳細画面の沿線・駅・交通の項目にて、登録され
ている交通機関から物件までの距離を自動的に表示する
機能を追加しました。「駅までmap」ボタンをクリック
するとGooglemap が表示され、登録されている交通機関
から物件までの距離及び時間が自動的に表示されます。
※�物件登録時に位置情報を表示しないよう設定してい
る物件は本機能を利用できません。

業者間サイトの改修

●マイページ会員の新機能【スタッフ紹介画面】の追加

～スタッフの写真やプロフィールを
掲載することが出来るようになりました～

ふれんず PC会員の有料オプションサービスであるマ
イページ会員の新機能として、スタッフ紹介欄が新た
に追加されました。本機能では、マイページ会員のみ
表示することができる自社の簡易ホームページ画面上
に、スタッフ紹介（スタッフの写真、名前、出身地、
得意エリア、業界歴、一言コメント）を表示すること
が出来るようになり、会社やスタッフの人となりや雰
囲気を伝えることで、自社に親しみを持たせ、更なる
PRをすることができるようになっております。

一般公開サイト＆業者間サイト
システムの追加・改修のお知らせ

不動産情報ネット「ふれんず」

本機能のご利用には、マイページ会員へのお
申し込みが必要となります。
業者間サイトにログイン後、「マイページ会
員申し込み画面」よりお申し込みください。
利用料金は月額 1,000 円（税別）。なお、既
にマイページ会員の場合は、手続きは不要です。

マイページ会員に加入後、業者間サイトTOP画面
下部にある「自社スタッフ確認画面」よりスタッフの
情報、画像を登録することで、自社の簡易ホームペー
ジにスタッフ紹介欄が表示されるようになります。

マイページ会員への申込方法・
スタッフ紹介の登録方法について
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宅建協会が福岡県と協定を締結し、準備を進め

てきた福岡県版空き家バンク（愛称：空き家 DE

暮らす “住むを愉しむ” 福岡県空き家バンク）が、

平成 30 年 8 月 1 日より不動産情報ネットふれ

んず上にオープンしました。

この県版バンク「空き家DE暮らす」は、市町村が
物件を掘り起こし、宅建業者が仲介を引き受け同バン
クに物件登録するといったような官民連携による協業
体制を整え、空き家を市場流通に乗せることを目的と
しています。
市町村ごとの空き家バンク情報を「空き家DE暮ら
す」にも反映させることで市町村や地域を横断した情
報収集が可能となり、ふれんずの一般認知度の高さと
相まって空き家利用希望者からのアクセスが期待でき
ます。

「空き家DE暮らす」に物件登録するためには 2つ
の要件があり、①�空き家バンクを所有している市町
村が「空き家DE暮らす」への参画を表明していること、
②�市町村が自市町村と連携している登録事業者（協
力宅建業者）名簿を協会に提出することが必要です。

※ 8月 28日現在、①②を満たして物件登録が可能となっ
ているのは、川崎町・福智町・豊前市・中間市・古賀市・
みやま市・小郡市・うきは市・朝倉市・大刀洗町・久
留米市の 11市町バンクの登録事業者の方々です。
該当する登録事業者の方は、普段の要領でふれんず
に物件登録いただくか、すでにふれんずに物件を登録
している場合には「福岡県空き家バンクに登録する」
というチェックボックスにチェックを入れるだけで「空
き家DE暮らす」に反映されます。
※�アットホーム経由でふれんずに物件登録している方は、
ふれんず側で物件修正ができないため「県版バンクに
登録する」にも登録できません。お手数ですが、ふれ
んず側からの物件登録をお願い致します。

さらに、同バンクには、「海辺暮らし」「DIY 向き」
など豊富なタグと PRコメント欄も用意していますの
で、これらを有効に活用していただくことで販促効果
が高まると期待できます。
上記 11市町の登録事業者に加入したいとお考えの方
は、空き家事業（空き家バンク事業）を管轄する市町
村窓口までご連絡をお願い致します。
なお、今後も県版空き家バンク「空き家DE暮らす」
への参画市町村は随時増えていく予定です。市町村バ
ンクの登録事業者への加入や、ご自身が登録事業者と
して加入している市町村空き家バンクが「空き家 DE
暮らす」に参画表明された場合は、同バンクへの物件
登録のご協力をお願い致します。

福岡県空き家バンク「空き家DE暮らす」福岡県空き家バンク「空き家DE暮らす」
8/1にふれんず上にオープン

➀登録事業者（協力宅建業者）

の方が、参画市町村を入力して

②「特集」をクリックすると・・・

ふれんず 「物件登録画面」

③特集欄に「福岡県」空き家バンクの

チェックボックスが表示されますので

空き家バンク物件の場合は、チェック

してください。
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賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持っ
た専門家として国家資格化が期待されている「賃貸不
動産経営管理士」ですが、昨年に引き続き、（一社）
賃貸不動産経営管理士協議会は「賃貸不動産経営管理
士講習」（いわゆる 4問免除講習）を開催しています。
同講習会は、賃貸管理業に必要な専門知識の習得と
実務能力を高めていただくために実施するもので、2
日間にわたる講義をすべて受講すれば、毎年 11 月に
実施される統一試験時に 4問分を免除されます（2年
間有効）。
今年度、福岡会場では 3回開催され、不動産会館 6
階研修ホールにおいても 6 月 19 日～ 20 日に受講者
71 名で実施いたしました。

「賃貸住宅管理業者登録制度」へご登録なさってい
る事業者はもちろん、賃貸管理業務における基礎知識
の再確認や取引に対する応用力の向上や社員の方のス
キルアップの一環として、ご検討なさってみてはいか
がでしょうか。
なお、11 月 18 日に実施される平成 30 年度試験の
お申込みは、8月 20 日～ 9月 28 日までとなっており
ます。詳細については、賃貸不動産経営管理士協議会
ホームページ（http://www.chintaikanrishi.jp/）より
ご確認ください。

会社名・団体名 運営サイト名
公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会 不動産情報ネット�「ふれんず」
アットホーム株式会社 at　home
株式会社CHINTAI CHINTAI
株式会社マイナビ マイナビ賃貸
株式会社 LIFULL LIFULL　HOME’ S
株式会社リクルート住まいカンパニー SUUMO
公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会 ハトマークサイト
公益社団法人全日本不動産協会 ラビーネット

インターネットの「おとり広告」により厳重警告並びに
違約金の措置を講じた事業者に対し、
インターネットの「おとり広告」により厳重警告並びに
違約金の措置を講じた事業者に対し、

原則1か月以上ポータルサイトへの
広告掲載を停止する施策を8月より開始！
原則1か月以上ポータルサイトへの
広告掲載を停止する施策を8月より開始！

一般社団法人 九州不動産公正取引協議会よりお知らせ

＜お問い合わせ先＞
一般社団法人�賃貸不動産経営管理士協議会�受付センター
TEL：04-7170-5520（平日10：00～17：00）

「不動産のおとり広告」の問題は、昨今、新聞やテ
レビ等のマスコミから大きく取り上げられ、社会問題
として非難を受けています。日頃より各公正取引協議
会において「おとり広告」等を撲滅するため、事業者
に対する指導、啓蒙活動を行っており（公社）首都圏
不動産公正取引協議会、（公社）近畿地区不動産公正
取引協議会では、規約違反事業者に対し、ポータルサ

イトと連携し広告掲載を原則、1か月間以上停止する
施策を実施しています。この度、（一社）九州不動産
公正取引協議会においても、インターネットの「おと
り広告」により厳重警告並びに違約金の措置を講じた
事業者に対し、同様の施策を平成 30 年 8 月以降の措
置分から開始することとなりました。
今後より一層のご注意をお願いいたします。

賃貸不動産経営管理士講習
（4問免除講習）

開催

掲載停止を実施する

不動産情報サイト

運営会社・団体
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福岡西支部（鶴
田誠二支部長）は
7 月 25 日、糸島
市の深江海岸海の
家にて「福岡子供
の家」の子供達を
招待し、夏休み恒

例となった地引網大会を開催しました。
同支部の地引網大会は、公益事業の一環として毎年

（公社）福岡県
宅地建物取引業協
会相談所運営委員
会（鶴田�誠二委
員長）及び（公社）
全国宅地建物取引
業保証協会福岡本

部は7月31日、福岡県不動産会館研修ホールにおいて、
新規不動産相談員資格認定研修会を実施しました。不
動産相談員になるためには、資格認定研修会を受講し
て修了試験に合格すること、宅地建物取引士としての
実務経験が 5年以上であること等の要件を満たしたう
えで、支部からの推薦を受け、理事会の承認を得る必

要があります。今回は各支部から 14 名が研修を受講
しました。
研修会では、消費者から頻繁に相談が寄せられる事
案についての講義にはじまり、保証協会の組織及び事
業内容の説明、相談所にて消費者からの相談を受ける
際の流れやその対応の研修が実施されました。研修受
講後は修了試験が行われ、受講者全員が試験に合格し
ました。試験の合格者には不動産相談員の候補である
認定資格者として、不動産相談員資格認定証が交付さ
れます。今後、認定資格者が支部からの推薦を受け、
理事会の承認を経たあかつきには、不動産相談員とし
て活躍することとなります。

宅建協会（加藤龍雄会長）は 6月 10 日に東京・有
楽町駅前の東京交通会館にて開催された「九州・山口・
沖縄 IJU（移住）フェア」にブースを出展し、福岡へ
の移住を検討する方に対して、福岡での住まい情報や
生活する魅力について PRを行いました。
首都圏在住で九州方面へのUターン・Iターンを検
討している方に対して、各県の自治体 PRブースや、
移住先での生活・仕事等の相談・サポートを受ける窓
口を設けるなどして、移住に関するリアルな話を聞く

ことができる本イ
ベント。当日はあ
いにくの雨模様で
したが、子連れの
家族や定年退職後
の第 2の人生とな
る場所を検討する人、都会から離れて畑のある田舎で
の生活を憧れる人など、移住を検討する多くの方がイ
ベントに足を運んで、熱心に耳を傾けていました。

実施しており、今年で 14 回目の開催となりました。
強い日差しが照りつける中、子供達は期待に胸を膨ら
ませながら、元気いっぱいに網を引きました。網にか
かったたくさんの魚を目の前にすると、子供達からは
大きな歓声が上がりました。
地引網の後は、支部役員がふるまう料理やバーベキ
ュー、獲れたての魚をお腹いっぱい食べ、宝探し、ス
イカ割りと大いに盛り上がり、大切な夏休みの思い出
の 1ページとなったことでしょう。

新規不動産相談員資格認定研修会を実施

九州・山口・沖縄IJU（移住）フェアに宅建協会が
ブースを出展

暑さに負けず！ 地引網 福岡西支部
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同イベントは、福岡県・福岡市の共催、国土交通省・福岡県警察・
九州旅客鉄道（株）の後援を受けて、地域社会への貢献事業とし
て毎年実施しています。

当日は、会場内にて宅建協会
のブースを出展し、協会が行う
県民に役立つ事業の PR を行う
他、福岡県、福岡市、福岡県警
察などが、防犯・防災に関する
ブースを出展し、来場者の防犯・
防災意識の向上を目指します。

また、ステージイベントでは、
昨年度も好評だった「福岡市消
防局音楽隊」「福岡県警察音楽隊
＆カラーガード」「JR 九州櫻燕
隊」「精華女子高等学校吹奏楽部」
等に加え、よさこい、太鼓など
がさらにパワーアップしたステ
ージをくり広げ、会場を盛り上
げます。

防犯・防災に関するアンケー
トにお答えいただいた方には、
完全無添加で有名な CHICHIYA

（チチヤ）の手作りジェラートや
本会オリジナル防犯ブザー、性
犯罪防止啓発の防犯ノート等を
プレゼントいたします。アンケ
ート集計結果は、今後のまちづ
くりに活かしていただくよう行
政へ報告する予定です。

参加は無料ですので、オーナ
ー様や入居者様へもご参加いた
だきますようお声掛けください。
※�イベント内容等が変更される
場合があります。ご了承くだ
さい。

第5回 を10月10日に開催します！
～日本一安心・安全なまちづくりを目指してイベントを行います～

私たちの暮らす福岡が安心・安全で「より住みやすい
福岡」へとさらに発展していくことを希求し、「防犯」「防
災」をテーマとした「第 5 回よか街福岡」を JR 博多駅前
広場にて開催します。
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○日 時・会 場 
 福岡会場   平成３０年１０月１６日（火）１３：００～ 福岡県不動産会館  （福岡市） 

北九州会場  平成３０年１１月１３日（火）１３：００～ 小倉興産ＫＭＭビル （北九州市） 

久留米会場  平成３０年１２月１２日（水）１３：００～ 久留米商工会館   （久留米市） 

福岡会場   平成３１年 １月１９日（土）１３：００～ 天神ビル      （福岡市） 

※各会場受付は 12：４０～。詳細はホームページをご確認ください。 

○対 象   福岡県内で新規開業予定の方、不動産業に興味がある方（不動産業の経験は問いません）  

○参加費   無料 

○定 員   福岡会場：１２０名 北九州会場：６０名 久留米会場：３０名 

（定員になり次第締め切らせていただきます） 

○プログラム  第 1 部 「不動産業界の現状と今後の展望」 

        第 2 部 「現役不動産業者が語る実務事例（売買編）」 

第 3 部  「現役不動産業者が語る実務事例（賃貸・管理業編）」 

第 4 部 「不動産免許取得までの流れ～宅建協会・保証協会とは」 

第 5 部 「不動産情報ネットふれんず・不動産会館会員のメリット」 

第 6 部 「法人・個人開業のメリットとデメリット」 

第 7 部 「開業資金のつくり方」  

第 8 部 「新規開業ローンのご案内」 株式会社日本政策金融公庫 

第 9 部  個別相談会（参加自由） 

※第 8 部の終了予定時刻が 16 時、個別相談会の終了予定時刻が 16 時 30 分です。 

○お申込み方法 当協会ホームページの不動産開業支援セミナーお申込みページ 

< http://www.f-takken.com/kyoukai/seminar201８.html>から必要事項をご入力ください。 

参加者には書籍「一人で始める！ 小さな
不動産屋」やノベルティ
グッズをプレゼント！ 

あなたの夢を実現！！

不動産開業支援セミナー
＆個別相談会

参加

無料

平成29年度は、4会場合計で153名に受講いただき、
参加者のアンケート集計結果では、約 9割の方が「非
常に参考になった」「まあまあ参考になった」と回答
しています。
また、これまでの（平成 23 年度～ 29 年度）セミナ
ー参加者で、平成 29 年度に新規入会された方は、全
体の約 9％となる 33 名で、多くの入会検討者に受講
いただいているセミナーです。

本会では毎年、福岡県内で新規開業予定の方、

不動産業に興味がある方を対象に「不動産開業支

援セミナー」を開催しています。本セミナーは、「個

人と法人、どちらで開業しよう？」「開業するた

めには何が必要なの？」などの疑問や不安を解消

するため、「不動産業界の現状と今後の展望」に

ついての講演や、現役の不動産業者による実務事

例説明、免許取得までの流れのほか、現役不動産

業者等に疑問や不安を相談できる個別相談会も実

施します。

参加は無料ですので、不動産業界の現状を更に
知りたい方や、将来独立開業を考えている方などへ、
ぜひご紹介ください。

今年も開業支援セミナーを開催します！
〜福岡での開業を応援！〜
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入 会 者 一 覧 表 期間 :��H30.06.01 ～ H30.07.31

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） 18739 ㈱ Onward 田中　誠治 福岡県福岡市東区馬出 4-5-8-101 092-292-6909 092-292-6910 H30.7.11

東部支部 （01） 18769 大博不動産㈱ 長谷川　泰生 福岡県福岡市東区馬出 2-3-42 092-292-9791 092-292-9718 H30.7.11

東部支部 （01） 18774 ㈱匠永工務店 三浦　潤一郎 福岡県宗像市日の里 8-19-2 0940-72-4742 0940-72-4746 H30.7.19

博多支部 （02）
大臣 8044 飯田ホームトレードセンター㈱福岡営業所 廣川　秀行 福岡県福岡市博多区中呉服町 1-24 092-263-7788 092-263-7789 H30.7.10

博多支部 （01）
大臣 9392 ㈱ torio福岡支店 千田　幸雄 福岡県福岡市博多区祇園町 8-12-

425 092-292-9902 092-292-9903 H30.6.13

博多支部 （02） 16367 ㈱ Good 不動産ぐっとくらしコンシェル博多駅前店 中村　崇彦 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-4-
12 092-432-5400 092-432-5401 H30.7.10

博多支部 （01） 18712 ReTech�Investment�Strategy ㈱ 下野　裕平 福岡県福岡市博多区住吉 2-16-1-
210 092-292-4890 092-292-4891 H30.6.14

博多支部 （01） 18724 ㈱江見不動産 江見　健一 福岡県福岡市博多区博多駅南
4-13-14 092-431-1344 092-431-1370 H30.6.14

博多支部 （01） 18759 ㈱エム不動産 矢頭　眞一 福岡県福岡市博多区祇園町 8-12-
409 092-710-7316 092-510-7306 H30.7.4

博多支部 （01） 18762 ㈱ ui コンサルタント 井上　武 福岡県福岡市博多区榎田 1-9-1 092-403-1297 092-482-3301 H30.7.4

博多支部 （01） 18768 ㈱ N．E．T 中尾　吉一 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-5-19
サンライフ第 3ビル 6F16 号 092-441-4050 092-686-8501 H30.7.11

中央支部 （15）
大臣 240 日本土地建物販売㈱福岡支店 仲田　豊 福岡県福岡市中央区天神 2-14-13 092-737-6401 092-737-6402 H30.6.13

中央支部 （03）
大臣 7247 ㈱アーウェイ・ミュウコーポレーション薬院店 陶山　省一郎 福岡県福岡市中央区薬院 1-1-1

薬院ビジネスガーデン 1F 092-737-0353 092-737-0355 H30.6.13

中央支部 （02）
大臣 7912 ㈱三好不動産セレクト天神 髙橋　昻平 福岡県福岡市中央区天神 2-14-35 092-737-0400 092-731-0401 H30.6.13

中央支部 （01）
大臣 9388 ファーストコーポレーション㈱九州支店 坂本　航一 福岡県福岡市中央区天神 1-13-2

福岡興銀ビル 9階 092-707-0490 092-707-0493 H30.7.10

中央支部 （01） 18707 九州ディベロップメント㈱ 白砂　光規 福岡県福岡市中央区渡辺通 4-10-
10-5F 092-406-8021 092-406-8031 H30.6.13

中央支部 （01） 18727 Cherry　Investment ㈱ 吴　雅玲 福岡県福岡市中央区大名 2-2-42
ケイワン大名 502 092-753-9525 H30.6.1

中央支部 （01） 18736 コンフォ 楠　理英子 福岡県福岡市中央区大名 2-4-38
チサンマンション天神Ⅲ 717 092-791-5752 092-791-5981 H30.6.13

中央支部 （01） 18741 ㈱ソラーレホーム 上保　純 福岡県福岡市中央区大名 2-10-29 092-738-2667 092-738-6101 H30.7.10

中央支部 （01） 18742 ㈱えにし 金縄　祥平 福岡県福岡市中央区白金 1-1-3-
606 092-532-5288 092-532-5289 H30.6.15

中央支部 （01） 18749 ㈱アスガルディア 羽根　正寛 福岡県福岡市中央区平尾 3-22-3
平丘ビル 3階 092-791-4386 092-791-4387 H30.6.20

中央支部 （01） 18750 ハニエステート 林　奈朋子 福岡県福岡市中央区天神 4-5-10
チサンマンション第二天神 609 092-791-6010 092-791-6410 H30.6.20

中央支部 （01） 18752 ㈱ R9 山田　康司 福岡県福岡市中央区大名 2-1-50
第一公建ビル 1F 092-753-9873 092-753-9883 H30.7.10

南部支部 （04） 14330 ㈱サン・プラザホーム博多南支店 土肥　恵一 福岡県福岡市南区横手 2-2-6 092-558-3310 092-558-3311 H30.7.10

南部支部 （01） 18728 ㈱ベストブライト 松枝　旭洋 福岡県福岡市南区的場 1-28-1 092-586-9387 092-586-9388 H30.6.1

筑紫支部 （04） 14330 ㈱サン・プラザホーム福岡南支店 梅澤　敏範 福岡県筑紫野市杉塚 3-3-8 092-408-1154 092-408-1448 H30.7.10

筑紫支部 （01） 18730 ㈱ BESS福岡西南 長﨑　秀人 福岡県太宰府市向佐野 2-5-9 092-928-4169 092-923-7721 H30.6.13

福岡西支部 （02） 17289 ㈱ BEST　BALANCE西新店 中村　優希 福岡県福岡市早良区西新 5-5-12
西新ゼニヤビル 1F 092-407-0129 092-407-0107 H30.6.13

福岡西支部 （01） 18737 ㈲しんとう 進藤　秀和 福岡県糸島市加布里 47-1 092-323-1001 092-323-1256 H30.6.13

福岡西支部 （01） 18740 アイリバース不動産㈱ 野村　直樹 福岡県福岡市早良区野芥 4-45-55-
306 092-874-3117 092-874-3132 H30.6.15

福岡西支部 （01） 18754 ㈱飛髙舎 飛髙　規史 福岡県糸島市前原東 1-5-21
波多江ビル 2階 092-334-3232 092-510-1866 H30.6.20

北九州支部 （01） 18697 スタディ・システム九州㈱ 重松　隆 福岡県北九州市小倉南区大字新道寺
759-1 093-451-5587 093-451-4370 H30.7.10

北九州支部 （01） 18729 ㈱みやこ不動産 瀨口　永一朗 福岡県行橋市行事 5-965-3 0930-26-0002 0930-26-0003 H30.6.4

北九州支部 （01） 18731 ㈱ Alive　Estate 松村　亘洋 福岡県北九州市小倉北区香春口
2-1-24-202 093-923-8744 093-923-8745 H30.6.4

北九州支部 （01） 18732 Sakura　Project ㈱ 野満　志帆 福岡県北九州市若松区南二島 3-4-2 093-482-9631 093-482-9632 H30.6.5

北九州支部 （01） 18744 ㈱妙見水 中川　利夫 福岡県北九州市小倉北区明和町
9-1-4 階 093-551-2008 093-522-7600 H30.6.18

北九州支部 （01） 18747 西日本オフィス㈱ 刀根　和敏 福岡県北九州市小倉北区中井
1-15-3-3F 093-562-9119 093-562-9120 H30.6.19

北九州支部 （01） 18755 ㈱ツメマル・コンストラクション 爪丸　裕和 福岡県豊前市大字清水町 253-1 0979-83-3239 0979-82-0608 H30.7.10

北九州支部 （01） 18756 ㈱デザイナーズラボ福岡 吉田　さや 福岡県北九州市戸畑区沖台 2-15-7 093-883-1320 093-871-7768 H30.6.29

北九州支部 （01） 18763 ネクスティア不動産 米森　真彦 福岡県北九州市小倉南区上葛原
2-13-14 093-383-9335 093-383-9336 H30.7.9

北九州支部 （01） 18764 ㈱アセットプラス 野見山　望 福岡県北九州市小倉北区竪町 1-6-
17-401 093-967-6566 093-967-6599 H30.7.9

北九州支部 （01） 18767 ㈲ジーブレーン 石井　隆一郎 福岡県北九州市若松区山手町 3-2 093-863-9006 093-771-0836 H30.7.10
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支部名 免許証番号 商号・名称 代表者 所在地 TEL FAX 入会日
北九州支部 （01） 18772 バトラーハウス㈱ 福永　英司 福岡県北九州市八幡西区引野

3-12-12-301 093-631-3666 093-631-3667 H30.7.19

北九州支部 （01） 18773 光豊エステイト㈱ 毛利　伸之 福岡県行橋市南泉 3-27-22 0930-55-0002 0930-55-0002 H30.7.19

久留米支部 （04） 14330 ㈱サン・プラザホーム久留米支店 白川　新蔵 福岡県久留米市白山町 564-1 0942-65-8918 0942-65-8919 H30.7.10

久留米支部 （03） 15830 ㈱マツウラ久留米支店 小野　公師 福岡県久留米市梅満町 1624-1-
103 0942-48-2177 0942-48-2177 H30.6.13

県南支部 （01） 18701 諸藤工業（同） 諸藤　栄一 福岡県柳川市三橋町久末 147 0944-74-1055 0944-74-1064 H30.6.13

筑豊支部 （01） 18734 ㈱仲島建築 仲島　一道 福岡県田川郡福智町伊方 2533 0947-22-0611 0947-85-8119 H30.6.13

退 会 者 一 覧 表 期間 :��H30.06.01 ～ H30.07.31

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 （12） 4155 東郷商事 天野　英敏 福岡県宗像市東郷 1-4-5 0940-36-6242 H30.7.13

東部支部 （03） 14900 ㈲エステートプラン 前田　直次 福岡県福岡市東区和白東 4-1-16
ハミングタウン高辻丘A-101 092-605-3202 H30.7.31

博多支部 （09）
大臣 3306 ㈱飯田産業福岡営業所 宮澤　義則 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-13-9

博多駅東 113ビル 7-2-A 092-287-9088 H30.6.28

博多支部 （01）
大臣 9061 ㈱ドゥワーク福岡支店 金道　翔平 福岡県福岡市博多区住吉 3-1-18 092-292-6899 H30.6.25

博多支部 （04） 14254 ㈱ルーム博多ミスト店 御手洗　晋 福岡県福岡市博多区諸岡 3-1-35 092-588-5210 H30.6.21

博多支部 （02） 16269 ㈱ ClearRealEstateJapan 元山　幸則 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-2-5
（日之出ビル博多駅前 1003 号） 092-481-7725 H30.7.23

中央支部 （02）
大臣 8121 悠悠ホーム㈱KEYAKI　OFFICE 徳永　洋生 福岡県福岡市中央区赤坂 2-4-5

シャトレサクシーズ 1F 092-720-8871 H30.6.20

中央支部 （09） 8163 ㈱中興 高田　弘子 福岡県福岡市中央区赤坂 3-11-3 092-761-0353 H30.6.15

中央支部 （01）
大臣 9019 ㈱ One’ sONE 角谷　弘樹 福岡県福岡市中央区薬院 4-3-5

（セレス薬院 101） 092-791-8111 H30.6.26

中央支部 （07） 10733 ㈱九州技術調査 菊竹　誠毅 福岡県福岡市中央区高砂 2-6-4
第 10 村上ビル 4F 092-523-8270 H30.6.15

中央支部 （04） 14254 ㈱ルーム六本松店 熊川　真二 福岡県福岡市中央区六本松 3-7-6 092-737-2330 H30.6.25

中央支部 （02） 16778 ㈱フジケンエステート福岡店 藤生　尚 福岡県福岡市中央区舞鶴 1-1-3
リクルート天神ビル 1F 092-409-8730 H30.6.27

中央支部 （01） 17713 ㈱ R’ s エステート 西銘　利嘉 福岡県福岡市中央区渡辺通 5-1-19
（渡辺通ビル） 092-775-0848 H30.6.27

中央支部 （01） 18379 ㈱地所クラブ 川﨑　八千雄 福岡県福岡市中央区薬院 2-2-24
チサンマンション第 3博多 204 092-753-9033 H30.7.20

南部支部 （07） 10641 ㈲明石企画 明石　善雄 福岡県福岡市南区曰佐 4-26-22 092-572-6145 H30.6.4

南部支部 （01） 17575 ㈱サンシティ 甲斐田　和也 福岡県福岡市南区大橋 1-16-5
浜元ビル 2階 B号 092-512-6588 H30.6.4

筑紫支部 （07） 11370 ㈲平成住宅センター 時津　貞博 福岡県太宰府市青山 4-25-2 092-925-8780 H30.6.18

福岡西支部 （04） 14540 ㈲都市研 樋口　良一 福岡県福岡市早良区百道 2-7-26-407 092-822-2466 H30.7.23

福岡西支部 （01） 17186 ㈱ K－ PLAN 中山　賢二 福岡県福岡市早良区西新 3-12-10 092-832-2566 H30.7.20

北九州支部 （15） 802 藤本産業㈱ 藤本　昌英 福岡県北九州市小倉南区南方 1-13-19 093-964-2951 H30.7.20

北九州支部 （11） 5596 藤吉商工 藤吉　彬訓 福岡県北九州市八幡西区清納 1-3-16-201 号 093-671-5655 H30.6.18

北九州支部 （03）
大臣 7546 ㈱ PLEAST北九州支社 諸岡　亮 福岡県北九州市小倉北区堺町 2-3-30

ニチフビル 2F 093-513-3555 H30.7.9

北九州支部 （06） 12880 ㈲鬼丸住宅産業 鬼丸　佑美 福岡県北九州市小倉南区八重洲町 8-25 093-964-5401 H30.7.27

北九州支部 （01） 17257 芦屋商会 田中　豊 福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿 1615-4 093-222-2756 H30.7.20

北九州支部 （01） 17313 ㈱ Grow　Art 渡辺　恭広 福岡県北九州市八幡西区皇后崎町 10-7 093-644-6718 H30.7.20

北九州支部 （01） 18218 ㈱ ONESELF　PRODUCT 時川　岳朗 福岡県北九州市八幡西区本城 3-20-32 093-883-6789 H30.6.28

久留米支部 （09） 9011 杉測量不動産部 杉　茂 福岡県久留米市中央町 34-11 0942-33-0331 H30.7.12

久留米支部 （08） 9175 松林住建 松林　繁樹 福岡県久留米市野中町 415
番地 0942-44-7010 H30.7.12

久留米支部 （02） 16658 大京建宅㈲ 教樂木　久萬 福岡県久留米市津福今町 404-34
（202 号） 0942-35-5519 H30.7.12

県南支部 （10） 7341 ㈲美好 森　茂 福岡県大川市大字榎津 317-11 0944-86-2344 H30.7.20

県南支部 （09） 8388 一陣屋産業不動産部 緒方　博 福岡県柳川市田脇 907-1 0944-73-2664 H30.6.1

県南支部 （05） 13380 新日本開発 椛　俊一 福岡県柳川市大和町豊原字黒田 737-3 0944-76-1105 H30.7.20

県南支部 （02） 17098 ㈱ CTC 筒井　謙一 福岡県筑後市大字久恵 898-4 0942-52-7485 H30.7.20

筑豊支部 （02） 16325 ㈱オーエ 林田　智裕 福岡県飯塚市立岩 1685 0948-24-7110 H30.7.6

筑豊支部 （01） 17494 ㈱和飯塚店 平嶋　美奈絵 福岡県飯塚市川津 215-2 0948-52-6355 H30.7.2
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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。（11 月～ 1 月開催分）

宅建士証有効期限 講　　習　　日 ご案内発送
H�31�年�� 4�月 11/21（水）・11/22（木）アクロス福岡、11/15（木）小倉興産 H�30�年�9�月上旬
H�31�年�� 5�月 12/13（木）・12/14（金）アクロス福岡、12/18（火）小倉興産 H�30�年�10�月上旬
H�31�年�� 6�月 1/16（水）・1/17（木）アクロス福岡、1/23（水）小倉興産 H�30�年�11�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

HP

受講料：8,000円（税別）
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株券が電子化となりました！

※ＱＲコードを
　ご持参ください。

日　時
10月 3日（水）
13：30～16：30
10月 4日（木）
13：30～16：30

0948 - 22 - 3840

093 - 541 - 5931

092 - 725 - 9113

のがみプレジデントホテル
（飯塚市新立岩12-37）

アクロス福岡 シンフォニーホール
（福岡市中央区天神1-1-1）

筑豊地区

北九州地区

福岡地区

会　　　場 電　話

0942 - 33 - 2271県南地区

北九州国際会議場 メインホール
（北九州市小倉北区浅野3-9-30）

石橋文化ホール
（久留米市野中町1015）

10月 5日（金）
13：30～16：30
10月 9日（火）
13：30～16：30

日時・会場

１

内　容

２ （1）あいさつ 13：30 ～ 13：40
（2）行政連絡事項 13：40 ～ 14：10
（3）「人権研修」（ビデオ研修）  14：10 ～ 14：50
　　　　　　　　　　休    憩  （10分）
（4）「宅地建物取引士と宅建業者のためのコンプライアンス
　　　　　　　　　　～重説や契約の場で注意すべきポイント」
　　弁護士　柴田  龍太郎 氏・髙川  佳子 氏 15：00 ～ 16：30

表紙について

【ありがとう、スペースワールド！】
　北九州市を代表するテーマパーク、スペースワールドが
2017.12.31 をもって閉園しました。今後はアウトレットモール
に姿を変える予定のようですが、多くの市民が別れを惜しみ今
なお会場に訪れている模様です。いつまでも思い出として残し
ておきたい為、閉園前に訪れ記念として撮った 1枚です。あり
がとう、スペースワールド！
（撮影とコメント：北九州支部　アイリック　石川��浩司�氏）

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/

　平成 30 年 6 月 12 日の株主総会において、株券が電子化となりましたので株券の再発行手続きは
不要となりました。
　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。

（株）福岡県不動産会館

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。

業者講習会のお知らせ
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