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社員総会・会員報告会では、諸隈達也総務委員長が司会を担当し、加藤会
長が「会員の皆さまの業務支援として欠かせないふれんずは全国一のサイト
と自負していますが、更に強化するために、現在会員間サイトを全面リニュ
ーアル中です。また、各支部においても独自事業を活発に行っているし、県
本部事務局も働き方改革に取り組みました。令和元年度も引き続き、全国一
の協会を目指して邁進していきます」と挨拶しました。
続いて、長年にわたり不動産相談員として活躍し、消費者保護と協会の相
談事業の社会的認知へ大きく寄与された5名を特別表彰、3名を表彰しました。

その後、議長として南部支部の梅﨑功修代議員、久留米支部の井上隆博代議員が選任され、資格審査を行
った後、両議長による進行の下、議案の提案と報告が行われました。

第１号議案　平成30年度事業報告承認の件

今林政秋専務理事が総説を、続いて各委員長が委員会等
の事業報告を行い、社員から承認を得ました。

第２号議案　平成30年度収支決算報告承認の件

東和眞財政委員長が決算報告を行い、監事を代表して村
上雅昭監事より監査報告が行われ、社員からの承認を得ま
した。

報告事項１　令和元年度事業計画報告について

今林専務理事が一括して報告を行いました。

報告事項２　令和元年度収支予算報告について

東財政委員長が予算報告を行いました。

　宅建協会（加藤龍雄会長）は、5 月 28 日にホテルオークラ福岡において、令和元年度社

員総会・会員報告会を開催しました。当日の代議員総数は 199 名（委任状による者含む）で、

平成 30 年度事業報告及び収支決算報告は全て承認されました。なお、当日は保証協会福岡

本部（加藤龍雄本部長）の定時総会も開催されました。

ふれんずの更なる強化とテレビCMのリニューアル、
民法改正に対応した契約書改訂やセミナー開催を報告
ふれんずの更なる強化とテレビCMのリニューアル、
民法改正に対応した契約書改訂やセミナー開催を報告

定時社員総会・会員報告会開催定時社員総会・会員報告会開催
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（一社）九州不動産公正取引協議会（加藤龍雄会長）
は、令和元年 6 月 7 日、ホテル日航福岡において第
47回定時社員総会を開催しました。当日は、加藤会長、
福岡県建築都市部建築指導課宅建業係武原次郎係長の
挨拶の後、下記審議に入りました。①平成 30 年度事
業経過報告承認の件、②同年度収支報告承認の件、監
査報告、③令和元年度事業計画（案）承認の件、④同
年度収支予算（案）承認の件、⑤役員選任に関する件
が審議され、全議案が承認されました。今年度は他の
構成団体での役員変更があり、永年副会長を務められ
ていた沢田光泰氏が退任され、新副会長に伊藤明氏が
就任されました。また、監事には前任の竹下勲氏が退
任され、宮本英修氏が就任されました。同協議会は、
昨年度に引き続き「おとり広告」の未然防止、違反業

　㈱福岡県不動産会館（榎本敏己社長）は、令和元
年 6 月 19 日、博多サンヒルズホテル（福岡市博
多区）において、第 52 期定時株主総会を開催し、
全議案が可決承認されました。また、創立から 5
年目を迎えました㈱ふれんず宅建保証の第 6 期事
業経過報告と会計報告も併せて行われました。

定時株主総会の開催にあたって、榎本社長は、「昨年
度の株主総会で当社の利益処分についての質問があり
ました。現取締役で検討した結果、その利益は株主へ
のサービスの向上という形での還元を行うとともに、築
31 年を超えた福岡県不動産会館建物の維持・管理の強
化及び建て替えへの備えに充てたい」と挨拶しました。
続いて、濱田専務取締役より事業の概況説明を、各
担当部長より部門別の営業報告が行われました。
同社の売上の大部分は流通事業と保険事業が占めて
おり、売上は順調に推移しています。流通事業の柱で
ある不動産情報ネット「ふれんず」の PC会員加入率
は全会員の 70.1％を占め、3,637 社（平成 31 年 3 月末

者への調査・指導、相談業務に力点を置いた活動を実
施し、また、公正競争規約の普及啓発のための研修、
事業者間における公正競争の確保及び消費者保護をよ
り一層図り、不動産業界の社会的地位の向上を目指し
ていくこととしています。

現在）となり、アクセス数を示すページビュー（PV）
は5，600万PVと安定した推移をみせています。また、
流通システムの基盤を強化することを目的に、資本投
資を行いました。
保険事業に関しましては、提携代理店数は減少傾向
にあり、AIG 損保と連携、協力しながら総代理店制
度の見直しを図り、株主がより利用しやすいように体
制を図ることとしています。
次に、重本総務・財政部長より貸借対照表及び損益
計算書の報告が行われました。
定時株主総会は全議案が可決承認され、引き続いて、
㈱ふれんず宅建保証の報告会に移りました。同社は平
成 27 年 1 月に営業がスタートし、5年目となった平
成 31 年 3 月末で会員数 1,440 社、売上は 1 億 9 千 9
百 50 万円と昨年度と比べ、微増していることが報告
されました。
最後に会員株主の皆様に更なる協力をお願いし、定
時株主総会を閉会しました。

第47回 定時社員総会を開催第47回 定時社員総会を開催
一般社団法人九州不動産公正取引協議会

定時株主総会を開催 ㈱福岡県不動産会館

PC会員加入率が7割を超え
　流通事業を核に堅調な事業展開を報告

第 533 号　　2019 年（令和元年）7 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）



　平成 29 年 7 月の発災からまもなく 2年が経過し、
被災された方々に対する 2年間の応急仮設住宅等の供
与期間が 7月より順次終了いたします。
　そこで、被災された方々の住まいの再建に向けて、
「ふれんず」上にて物件を探しやすくするとともに、相
談体制を強化しております。
　なお、今後は福岡県等による借り上げはなく通常の
賃貸借・売買契約となりますが、県内の民間賃貸住宅

に入居される場合は、県から被災者に対して初期費用
と引っ越し費用を、宅建協会から会員である仲介業者
に対して仲介手数料をお支払いします（※被災者に仲
介手数料を請求しないでください）。
　詳しい支援内容は、被災者支援特設サイトをご確認
ください。
http://www.f-takken.com/freins/hisaishasumai
※ P6 に関連記事がございますので、併せてご確認ください。

「平成29年九州北部豪雨」被災者の住まいの再建を応援します！宅建協会と
福岡県は
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120 年ぶりに見直された改正民法が施行される

2020 年 4 月まで残り 1 年を切りました。改正民

法の施行により取引にどのような影響を与えるか、

売買に係る取引の中でも「瑕疵担保責任」に係る

変更点を中心としてその注意事項について確認し

ていきます。

○�「瑕疵担保責任」→「契約不適合責任」への転換と
権利の行使・消滅時効
これまでの民法では、「隠れた瑕疵」が存在する物件

には、売主は過失・無過失を問わず損害賠償や契約解
除の責任を負うこととなっていました（瑕疵担保責任）。
しかし、改正民法では「隠れた瑕疵」という言葉は廃
止され、「種類、品質又は数量に関して契約の内容に適
合しない」という言葉へと転換されるようになります
（契約不適合責任）。
「契約不適合責任」では、契約の目的を達成すること
ができない場合に売主は債務不履行責任を負うことと
なり、買主は売主側に対してこれまでの権利として行
使できた損害賠償請求や契約解除の他に、改正民法で
新たに追加された履行追完請求権（代替物又は不足分
の引渡請求権及び修補請求権）、代金減額請求権を行使
することができるようになります。
売主に帰責事由がなければ賠償請求等を負う必要は

ありませんが、売主自身がそれを証明する必要があり
ます。また、従来の「隠れた瑕疵」であれば、買主が
契約時にその状況を事前に知っていれば責任を負う必
要もありませんでしたが、改正民法においては買主が
知っていても契約の目的を達成できない場合には、売
主に損害賠償責任が発生するおそれがあります。
改正民法が施行される中で大切になってくることは、

契約の目的をはっきりとさせておき、契約書上にも明
記しておくことです。また、物件状況を確認するイン
スペクション（建物状況調査）を実施して物件の劣化
状況を正確に確認し、契約書の特約等で物件の状況を
確認して品質上問題ない旨を細かに明記しておくこと
も今後のトラブルを防ぐうえで必要になってきそうで
す。
そして、従来の民法における「隠れた瑕疵」は、知

った時から 1年以内に権利を行使（契約の解除又は損
害賠償の請求）する必要がありましたが、改正民法で
は知った時から 1年以内に通知すればよく、権利の行
使は消滅時効を準用して「権利を行使することができ
る時から 10 年間、権利を行使することを知った時から
5年間」というルールに従うこととなります。

〔変更点のポイント〕
①�「隠れた瑕疵」の廃止→「契約不適合」との表現
に変更される。
②�売主に帰責事由がある限り、買主は損害賠償請求、
契約解除のほか、履行追完請求、代金減額請求を
求めることができる。
③�買主は「契約不適合」である旨を知った時から 1
年以内に通知すればよい。
　（権利の行使は消滅時効の期間までに行う必要あり）

《実務上の注意点》
宅建業者が売主の場合の瑕疵担保責任について、「物
件を引き渡した時から 2年以上とする」特約よりも買
主に不利な特約は無効でしたが、改正民法では「宅建
業者売主は、引き渡しから 2年以上の間、契約不適合
の通知が買主からあれば契約不適合責任を負う」など、
通知期間を 2年間以上設けるという説明に変わります。
よって、従来の 2年間を超えた期間中に損害請求等の
対応が発生するおそれがあります。
また、改正民法が適用されるかどうかは契約締結日
で判断されます。施行日前後で取り交わす予定の契約
があれば、新旧どちらの民法が適用されるか確認して
当事者に説明しておきましょう。
なお、債務不履行責任が発生した際、原則としてま
ず先に履行追完請求や代金減額請求を求めた後、契約
解除や損害賠償責任を求めることとなります。

《その他、売買に関わる変更点》
⃝�改正前の民法における消滅時効の期間は「権利を行
使することができる時から 10 年間」とされていまし
た。改正民法では上記期間に加えて、「権利を行使す
ることを知った時から 5年間」という期間の内、い
ずれか早く到達した日が消滅時効の完成となります。

⃝�改正前の民法では、損害賠償の予定額を事前に定め
おくことで、損害賠償の請求時に損害額を算出する
ことなく、予定額を請求することができました。こ
の予定額は裁判所でも変更できませんでしたが、改
正民法では裁判所での増減が可能となります。

⃝�改正前の民法において契約締結後、火災等により建
物が滅失して引き渡しが不可能となった場合、売主
に責任がない限り原則として債権者となる買主は代
金を支払う必要がありました（危険負担）。改正民法
においては売主が危険負担を負うこととなるため、
引き渡しが不可能になった場合、買主は当然に代金
の支払いを拒否することができるようになります。

民法改正と宅建業に与える影響について 売買編①

第 533 号　　2019 年（令和元年）7 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）



会員各位

ー お願い ー
各会員事務所への実態調査について各会員事務所への実態調査について

　宅建協会では、人材育成委員会（宮内久滋委員長）により、毎年８月～９月にかけて会員
事務所へ伺い、宅建業法等の違反のおそれがある場合、事前の指導を行うなど、業界の資質
の向上に努めております。
　なお、調査での確認事項は以下の内容です。会員の皆様におかれましては、各事項に不備
がないか再確認し、法令違反などにならないよう注意、点検をお願いいたします。

１． 標識（業者票）
　宅地建物取引業者（以下、業者）は事務所等及び事務所等以外の国土交通省令（以下、省令）で
定めるその業務を行う場所ごとに（専任の宅地建物取引士（以下、専任取引士）を設置しなければ
ならない案内所等含む）公衆の見やすい場所に、省令で定める標識を掲げなければなりません。標
識（業者票）の記載には、その事務所に置かれている全ての専任取引士の氏名を表記することにな
っており、従たる事務所に掲示する業者票には、本店の事務所所在地、本店代表者の氏名を記載す
ることとなっております。
　また、記載内容に変更が生じた場合、変更届を管轄の県土整備事務所・宅建協会へ提出後、必ず
業者票の記載事項も修正し、最新の情報を掲示するようにしてください。

２． 報酬額表
　業者はその事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額（消費税を含
んだ税込価格）を掲示しなければなりません。最新のものは、平成３０年１月１日付のもので「空
家等の売買交換又は交換の媒介における特例」が追加されております。

３． 帳簿（取引台帳）
　業者は、省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建
物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その
他省令で定める事項を記載しなければなりません。帳簿の保存期間は、事業年度末日に閉鎖し、閉
鎖から５年とし、業者自ら売主となる新築住宅に関するものにあっては、保存期間は１０年となり
ます。

４． 従業者証明書
　業者は、省令の定めるところにより、従業者にその従業者であることを証する証明書を携帯させ
なければ、その者をその業務に従事させてはならず、従業者は取引関係者から請求があったときは
その証明書を提示しなければなりません。代表者自身も宅建業従業者なので、携帯しなければなり
ません。また、従業者証明書の有効期間は、最長で５年です。

５． 従業者名簿の備付
　業者は省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿（以下、名簿）を備え、従業
者の氏名、性別、生年月日、従業者証明書番号その他省令で定められた事項を記載しなければなり
ません。また、取引の関係者からの請求があれば、閲覧に供しなければなりません。名簿の保存期
間は、最終の記載をした日から１０年間です。

６． 犯罪収益移転防止法に基づく確認記録
　宅建業者が宅地建物の売買又はその代理もしくは媒介を行うに際しては、顧客の本人確認を行っ
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て確認記録を作成し、契約が終了した日から７年間保存することが義務付けられています。

７． 専任宅地建物取引士票
　本会は、専任取引士の名義貸し防止と取引士の自覚を認識していただくとともに、会員店の信頼
向上につながることを目的に会員の店内に「専任宅地建物取引士票」の掲示をお願いしています。
同票の発行は各支部にて無料で行っております。

８． 業者講習会等研修会の出席状況
　宅建協会県本部や支部開催の研修会等への参加時に、QRコードをかざす事で、講習会受付およ
び退出データを読み取り、出席状況を確認しております。

 違 反 項 目 宅 建 業 法 宅建業法上の監督処分、罰則

1 商号変更・届出 8条 2項 2号、9条 50万以下の罰金、指示処分等
2 代表者変更（法人の場合） 8条 2項 3号、9条 50万以下の罰金、指示処分等
3 住所変更（住所不確知の場合） 8条 2項 5号、9条 50万以下の罰金、指示処分等（任意的免許取消処分）

4 名義貸し 13条 1項、2項 指示処分等 1項 :3 年以下の懲役、もしくは 300万
以下の罰金 2項 :100 万円以下の罰金

5
専任取引士の設置および取引士が
定数に満たない場合の措置（専任
取引士名義借りの疑い）

31条の 3第 1項、3項
規則 15条の 5の 3、9条 100 万円以下の罰金、指示処分等（免許取消）

6 業者票（標識）の不備 50条 1項 50万以下の罰金、指示処分
7 報酬額表の不備 46条 4項 50万以下の罰金、指示処分
8 取引台帳（帳簿）の不備 49条、規則 18条 3項 50万以下の罰金、指示処分
9 従業者名簿の不備 48条 3項、4項 50万以下の罰金、指示処分等
10 取引士証の提示 35条 4項、22条の 4 10万以下の過料（取引士に対して）
11 従業者証明書の未発行 48条 1項、2項 50万円以下の罰金、指示処分等
12 業者講習会出席状況不良 15条の 3
13 専任の取引士票 協会推進事業

14 本人確認記録の作成と保存 犯収法 6条 1項、2項同
規則 10条 1項

是正命令 2年以下の懲役もしくは 300万円以下の
罰金

15 取引記録の作成と保存 犯収法 7条 1項、3項同
規則 14条 1項

是正命令 2年以下の懲役もしくは 300万円以下の
罰金

福岡県からのお知らせ

　国、県および市町村では、「セーフティネット住宅」
に対する改修費の補助を行っています。

【補助内容】
○国の補助制度
　補助率：1/3、補助限度額：100 万円 /戸
　（ただし、工事内容による）

○県・市町村の補助制度

　県は、補助制度を設けている市町村に対して補
助額の半分を負担しています。
　令和元年度は、朝倉市において補助を実施して
います。

　補助率：2/3、補助限度額：200 万円 /戸
　（ただし、工事内容による）

【お問い合わせ】
○福岡県建築都市部住宅計画課計画係
　（TEL：092-643-3732）

セーフティネット住宅とは、
　住宅の規模など一定の条件を満たし、かつ、高齢
者や九州北部豪雨の被災者などの住宅確保要配慮者
の入居を拒まない住宅として登録された住宅です。
登録は、県・政令市・中核市で受け付けています。
　セーフティネット住宅として登録すると、改修
費補助のほか、以下の支援が受けられます。

○専用の物件情報サイトに無料で掲載・広報が可能
○住宅金融支援機構によるリフォーム資金の融資
など

賃貸住宅の改修費補助制度をご活用ください
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宅建協会（加藤龍雄会長）では、不動産情報ネッ
トふれんずに掲載された物件データを分析して、福
岡県の市場動向をわかりやすく紹介するふれんず市
況レポートを作成し公開しています。これまでは消
費者向けのカルテ形式のレポートを作成したほか、
協会及びふれんずの周知に繋げるべくマスコミ向け
のプレスリリース版レポートを作成して公開してき
ました。そして、さらなる情報発信の強化として、
新しく年度ベースで集計したデータを分析してより
不動産市場の動向をわかりやすく示した「年度末版
ふれんず市況レポート」の作成・公開を開始しました。
通常の市況レポートでは四半期毎に集計したデー
タに基づく内容となっていますが、今回のレポート
では 2013 年から 2018 年度までのデータを年度毎
に集計してグラフにしています。売土地、中古戸建て、
中古マンション、賃貸マンション、賃貸アパートの
5つの種別において、新規登録・成約登録に係る件数・
価格を年度単位で比較できるため、市場の動きがよ
り捉えやすくなっています。その他、年間での市町

村別の取引伸び率や沿
線 駅 別 の 取 引 量 数
TOP20、中古住宅の市
場ポジション、新築マン
ション・オフィス市場の
動向、不動産市場を取り
巻く外部環境もあわせ
て紹介することで、今後
の福岡県の市場動向を
予測するのに役立つ資
料となっています。
年度末版ふれんず市
況レポートもプレスリ
リース版やカルテ形式の消費者向けレポートと同様、
協会のHPからダウンロードできますので、これら
のレポートと併せて市場動向の把握にお役立てくだ
さい。
《市況レポート公開先：http://www.f-takken.com/

kyoukai/fshikyo_report.html》

2018 年度版ふれんず市況レポート公開開始のお知らせ

現在不動産情報ネットふれんずにて新規登録・情
報修正・再登録を行った物件には、New マークの
アイコンが表示され、消費者向けのお知らせメール
や業者間サイトのマッチングリストに新着として表
示されるようになっていますが、最新の物件情報を
正確に伝えるために、6月 24 日より以下の通り、
仕様変更を行っています。

現行：以下の①～④の時にNewマークが表示されます。
①物件が新規に登録されるとき
②現在、公開されている物件を情報修正したとき
③�公開されていた物件が削除・満了して非公開と
なり、その物件を再登録したとき

④現在、公開されている物件を再登録したとき

変更後：�新規登録時にNew マークが付くほか、価
格や現況が変更となった場合に新しく「更
新マーク」が表示されます（売買物件のみ）。

⃝新規登録（公開）したとき→「Newマーク」表示
⃝�情報修正、再登録時に“物件価格” 又は“現況”
が変更されていたとき→「更新マーク」表示
⃝�その他の情報更新・再登録を行ったとき→アイ
コンの表示無し

※ �New マーク表示中に情報修正等を行った場合、
「New」と「更新」が同時表示されます。
お知らせメールやマッチングリストの対象になる
のは、上記「New」「更新」の場合のみとなります。

会員の皆様におかれましては、引き続き正確な物
件情報を表示することを⼼掛けて物件登録を行って
ください。

ふれんず物件データを年度ベースで集計・分析

ふれんずのNewマーク表示・マッチングリスト
機能の仕様変更について！
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No．21

九公取
だより
九公取
だより

公正競争規約の遵守に
ついて（お願い）

（一社）九州不動産公正取引協議会（以下九公取）では、不動産広告を取り締まるだけではなく、消費者に向け

た不動産広告について、規約を遵守した信頼のおける広告を出すことへの周知・啓発を行っております。この度、

加藤龍雄九公取会長は下記文書を加盟団体及び個人・賛助会員の長宛に発信いたしました。このことは、宅建協

会の会員皆様は元より、広く不動産広告を請け負う関係業者の方にも、よりいっそうの規約の遵守をお願いしたく九

公取ホームページ（http://www.k-koutori.com/）にも掲載しております。また、広告表示に関する掲載違反事

例等も掲載していきますので、今後とも不動産広告の表示違反とならないようご協力をお願いいたします。
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5 月 29 日、住環境整

備委員会（秋山伸也委

員長）と賃貸市場整備

委員会（青山博秋委員

長）は、（株）三好不動

産を合同視察しました。

現地視察に訪れたのは、
同社が手掛ける宿泊事業
参入後第 1号となる「ホテ
ルナインステイツ博多」、

および九州初となるねこ共生専用マンション「if�
CAT�藤崎」。ホテルの最新トレンドやコンセプト賃
貸のニーズを
察知し、積極
的に取り組む
ことで他物件
との差別化が
図られており、
新たな付加価
値の創出につ
ながっている

6月 18 日・19 日の 2日間、（株）全国賃貸住宅新聞
社が毎年実施している賃貸業界最大のイベント「賃貸
住宅フェア 2019� in 九州」が福岡国際センターで開催
され、賃貸オーナーや仲介・管理業者など多くの方が
来場しました。
宅建協会は 2017 年より「全宅管理福岡県支部」「ふ
れんず宅建保証」と合同でハトマークグループとして

ようでした。
また、（株）三好不動産天神サロンでは、同社の定
額制リノベ－ション事業「リノベセレクト」について
も施工事例を交えて説明いただき、隣接する「スマイ
ルプラザセレクト天神」には店内にリノベーションサ
ンプルルームが設置してあり、実際に床材や設備を体
験できるよう工夫が凝らされていました。
同委員会では、今後も同事業を含め、不動産業界の
動向について積極的に理解を深めて、会員の皆様へ還
元できるよう活動を続けていきます。

ブース出展を実施しており、今年で 3度目。
宅建協会が提供している「一人暮らしの高齢者見守
りサービス（見まもっ TEL プラス）」や、ハトマー
クの管理業協会である全宅管理が提携する「外国人専
門の家賃保証（TRUST�NET�21）」の紹介ブースも設
置するなど、ハトマークを PRしました。

▲ホテルナインステイツ博多

▲「if�CAT 藤崎」グルーミングス
ペース（共用部）

▲�（株）三好不動産天神サロンにて、「リノベセレクト」
事業についての説明＆質疑応答

無人ホテル、ねこ共生型賃貸、リノベーション事業

住環境整備委員会・賃貸市場整備委員会合同で
（株）三好不動産を視察

今年も宅建協会はブースを出展！今年も宅建協会はブースを出展！
賃貸住宅フェア2019in九州
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令和元年度  賃貸不動産経営管理士試験 のお知らせ

令和元年度  宅地建物取引士試験のお知らせ

今年度が取得の大チャンス！！

令和元年11月17日（日）13時～14時30分（90分）　※来年度より120分

福岡を含む全国17会場

12,960円（税込）　　　　　　　　　受験要件なし

四肢択一　40問　　※来年度より50問

宅地建物取引士証交付、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

令和2年1月中旬予定

　　　　　 令和元年8月16日（金）～令和元年9月26日（木）

　　　　　 当日消印有効　※資料請求期間は令和元年9月24日（火）まで

3,980円（税込）

協議会HP等から購入又は一般書店にて取り寄せ

令和元年10月20日（日）13時～15時（2時間）

※ただし、登録講習修了者は13時10分から15時まで（1時間50分）

7,000円

令和元年12月4日（水）

【郵送】令和元年 7 月 1 日（月）～ 7 月 31 日（水）

　　　　※簡易書留郵便で、消印が上記期間中のもののみ受付けます。

【インターネット】令和元年 7 月 1 日（月）  9 時 30 分～ 7 月 16 日（火）  21 時 59 分

　　　　令和元年7月1日（月）～7月31日（水）

詳細については下記URLよりご確認ください。
https://www.chintaikanrishi.jp/exam/summary/　（賃貸不動産経営管理士協議会HP）

その他試験に関する詳細は　（一財）不動産適正取引推進機構HP
　　　　　　　　　　　　　〈http://www.retio.or.jp/exam/takken_shiken.html〉をご確認ください

お問い合わせ先　　　　　　（一財）福岡県建築住宅センター（試験専用）TEL: 092-737-8013

　　　　　　　　　　　　　（一財）不動産適正取引推進機構（試験部）　TEL: 03-3435-8181

試 験 日 時

試 験 地 域

受 験 料

出 題 形 式

登 録 要 件

受験手数料

試 験 日 時

合 格 発 表

申込受付期間

試験案内配布期間

福岡県内の配布場所

合 格 発 表

資料請求・受験申込期間

公式テキスト

受 験 要 件

販 売 方 法

●（一財）福岡県建築住宅センター

　（本部・北九州・筑後・筑豊事務所）

●県庁建築都市部建築指導課

●各県土整備事務所（南筑後県土整備事務所は総務課）及び各支所

●紀伊國屋書店 （福岡本店・ゆめタウン博多店・天神イムズ店）

●ブックセンタークエスト

　（小倉本店・黒﨑井筒屋店・エマックス久留米店）

●ジュンク堂書店福岡店

●くまざわ書店小倉店

●アカデミアサンリブシティ小倉店

●丸善博多店

●喜久屋書店小倉店

●積文館書店 （小田部店・筑紫野店）

●福岡金文堂福大店

●西南学院大学生活協同組合

●黒木書店（七隈店・長住店）

　国家資格化に向け、来年度より問題数が40問から50問、試験時間が90分から120分に増加します。
今年度が取得の大チャンスですので、ぜひこの機会に受験をご検討ください！
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入 会 者 一 覧 表 期間 :��H31.04.01 ～ R01.05.31

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） 18985 グラングッド不動産㈱ 吉田　大志 福岡県福岡市東区千早 5-8-1 092-663-1616 092-663-1617 R1.5.14
東部支部 （01） 19007 ㈲辰巳工務店 辰巳　節典 福岡県福岡市東区青葉 3-35-12 092-691-3209 092-963-2425 R1.5.14
東部支部 （01） 19036 ㈱ゆたか不動産 吉村　豊 福岡県福岡市東区香椎駅前 1-10-17 092-671-2664 092-671-2663 R1.5.20

博多支部 （01） 18967 ㈱ライフスタイル 船津　佳紀 福岡県福岡市博多区御供所町 3-30
塚喜グリーンハイツ 403号 092-282-9273 092-282-9276 H31.4.9

博多支部 （01） 18973 ㈱飯田不動産 飯田　里 福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-17
トーカン博多第 5ビル713号室 092-477-3780 092-477-3708 H31.4.9

博多支部 （01） 19015 ㈱博多不動産買取専門店 原野　かおり 福岡県福岡市博多区板付 6-13-15 092-558-0803 092-558-0807 H31.4.24

博多支部 （01） 19029 ㈱アークネックス 比津　亜惟 福岡県福岡市博多区美野島 2-1-31
フェニックス美野島ビルディング3F-b 092-292-0126 092-292-0156 R1.5.14

博多支部 （01） 19046 ㈱ケイズプロジェクト 菊谷　龍 福岡県福岡市博多区博多駅前
4-23-6 092-471-8533 092-510-7377 R1.5.31

中央支部 （15）
大臣 382 ㈱ヤマダホームズ福岡支社 福原　次朗 福岡県福岡市中央区那の津 2-1-7-

3F 092-717-8511 092-717-8513 H31.4.9

中央支部 （02）
大臣 8026 ㈱長谷工リアルエステート福岡営業センター 青木　孝訓 福岡県福岡市中央区舞鶴 1-8-33 092-724-1030 092-724-1031 R1.5.14

中央支部 （01）
大臣 9519 西日本グッドパートナー㈱福岡店 播磨　貴彦 福岡県福岡市中央区清川 2-4-29

新高砂マンション 1階 092-410-6888 092-410-9771 H31.4.9

中央支部 （07） 12130 ㈱富士情報デザイン 崎田　松男 福岡県福岡市中央区天神 2-14-8 092-781-7306 092-715-8745 H31.4.9

中央支部 （01） 18999 ㈱エバーリンクリミテッド 田原　武徳 福岡県福岡市中央区天神 4-1-17
博多天神ビル 8階 092-717-2277 092-717-2278 H31.4.25

中央支部 （01） 19003 ㈱マホラホールディングス 砂本　和也 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 306 092-406-7782 092-408-8707 H31.4.25

中央支部 （01） 19037 ㈱西中洲樋口建設 樋口　征男 福岡県福岡市中央区西中洲 12-13 092-771-3955 092-732-7512 R1.5.20

中央支部 （01） 19039 ㈱アーバンレジデンシャル 西川　徹 福岡県福岡市中央区大名 2-8-17
伊藤久ビル 5-B 092-753-7931 092-753-7932 R1.5.28

中央支部 （01） 19040 ㈱ワイズコーポレーション 山本　雅博 福岡県福岡市中央区天神5-5-19-5F 092-406-5293 092-406-5741 R1.5.28

南部支部 （01） 19002 田中不動産 田中　正則 福岡県福岡市南区和田 1-2-28
コーポ紫苑 103 092-408-3775 092-408-3775 H31.4.25

南部支部 （01） 19004 グッドランド不動産 河南　陽一朗 福岡県福岡市南区桧原 1-37-2
大神レジデンス 107 092-287-5839 H31.4.25

南部支部 （01） 19018 ㈱ BRIGHT　HEARTS 河野　竜也 福岡県福岡市南区高木 3-4-11 092-707-9008 092-707-9008 R1.5.14
南部支部 （01） 19045 ㈱上野商店 上野　誠司 福岡県福岡市南区清水 1-15-10 092-541-1077 092-541-1077 R1.5.31
筑紫支部 （01） 18997 ㈱みらい 牛草　敏夫 福岡県春日市大土居 1-123 092-581-8888 092-581-2222 R1.5.14
筑紫支部 （01） 19027 想家工房㈱ 上田　辰也 福岡県筑紫野市針摺東 1-6-3 092-285-3492 092-924-5733 R1.5.13
筑紫支部 （01） 19042 ㈱ NAGAI 永井　豪 福岡県大野城市白木原 2-10-8 092-558-9818 092-558-9819 R1.5.28

福岡西支部 （02） 16882 ㈱ PLA　NET賃貸住宅サービス西新ギャラリー 桑鶴　匡一 福岡県福岡市早良区西新 1-9-19 092-852-4641 092-852-4640 R1.5.14

福岡西支部 （01） 17731 ㈱グリーンルームアパマンショップ西新店 小西　慶輔 福岡県福岡市早良区西新 4-3-9-1F 092-833-7251 092-831-4550 R1.5.14

福岡西支部 （01） 19017 ㈱ F．R．O．W． 藤井　弘一 福岡県福岡市早良区賀茂 1-18-8-108 092-981-1852 092-981-1853 R1.5.7

北九州支部 （04）
大臣 6432 ㈱不動産のデパートひろた下曽根店 内田　裕介 福岡県北九州市小倉南区田原新町

2-4-24 093-475-3939 093-475-3940 R1.5.14

北九州支部 （04）
大臣 6857 タマホーム㈱八幡西店 大江　将史 福岡県北九州市八幡西区則松 5-4-

10 093-695-1210 093-692-3388 H31.4.9

北九州支部 （02） 17420 ㈱モコホーム 野中　展幸 福岡県北九州市小倉南区朽網東
6-36-2 093-967-8677 093-967-8676 H31.4.9

北九州支部 （01） 18445 ㈱家工房木の匠 松下　輝行 福岡県北九州市八幡西区陣原 1-6-10 093-631-1113 093-981-7021 H31.4.9

北九州支部 （01） 18564 ジャッジ㈱八幡店 茂村　卓志 福岡県北九州市八幡東区荒生田
3-5-10 R1.5.14

北九州支部 （01） 18756 ㈱デザイナーズラボ福岡北九州支店 藤井　公博 福岡県北九州市八幡西区黒崎 3-9-
22　RISO黒崎駅前ビル 093-632-6202 093-632-6200 H31.4.9

北九州支部 （01） 18962 ㈱スペクト 廣畑　賢一 福岡県京都郡苅田町与原 3-3-2 0930-24-0111 0930-26-1662 H31.4.9
北九州支部 （01） 18965 黒山興産㈱ 黒山　敏治 福岡県遠賀郡芦屋町正門町 14-15 093-223-0256 093-223-2720 H31.4.9

北九州支部 （01） 18976 ㈱木樹プランニング 飯野　健志 福岡県北九州市八幡西区楠橋南
1-22-2 093-618-0209 093-618-0218 H31.4.9

北九州支部 （01） 18984 ㈱不動産のくまさん 新井　鮎子 福岡県北九州市小倉北区片野 2-2-
4-101 093-383-7480 093-383-7479 H31.4.9

北九州支部 （01） 19044 ㈱エム・ビー・アイ 松尾　眞也 福岡県行橋市行事 8-8-10 0930-26-1101 0930-26-1102 R1.5.30
久留米支部 （01） 18978 ㈱くんくんエステート 嵐　祐輔 福岡県久留米市南 1-21-19 0942-27-8620 0942-27-8620 H31.4.9

久留米支部 （01） 18990 松藤不動産販売㈱ 松藤　三郎 福岡県久留米市宮ノ陣 4-29-11-
205-2 0942-27-6666 0942-27-6661 H31.4.9

久留米支部 （01） 18992 ㈱シャルム建築デザイン 清水　明恵 福岡県久留米市高良内町 2809-1 0942-43-5819 0942-43-5820 H31.4.22
久留米支部 （01） 18994 とがみ不動産 砥上　祐樹 福岡県久留米市東櫛原町 278 0942-80-8100 0942-80-8200 H31.4.22
久留米支部 （01） 18998 筑水建設㈱ 包行　二郎 福岡県うきは市吉井町富永 1610-1 0943-75-2040 0943-75-2051 R1.5.14
久留米支部 （01） 19032 ㈲ヨシダ 吉田　勝弥 福岡県久留米市東合川 4-5-28 0942-64-9082 0942-64-9083 R1.5.17

県南支部 （01） 18979 ㈱トライルーツ 三根　貴洋 福岡県大牟田市新栄町 8-3
みねビル 1F 0944-85-8426 0944-85-8425 H31.4.9

県南支部 （01） 18986 すまいる不動産㈱ 田中　英毅 福岡県八女市本町 2-355 0943-22-8775 0943-22-8776 H31.4.9
県南支部 （01） 18991 ㈱彩 大坪　宏記 福岡県みやま市瀬高町本吉 52-8 0944-88-8223 0944-62-3861 R1.5.14
県南支部 （01） 18993 天領不動産㈱ 川口　和人 福岡県大牟田市黄金町 1-411-3 0944-53-2224 0944-53-2225 H31.4.22

県南支部 （01） 18996 ライブズ 山下　栄介 福岡県大牟田市本町 6-3-2
平川ビル 2F 0944-57-0150 0944-57-0158 H31.4.24

県南支部 （01） 19026 パラストホーム 大野　末治 福岡県大牟田市上官町 4-127 0944-78-1315 0944-78-9156 R1.5.13
県南支部 （01） 19028 ㈱ヤマト機材 坂田　富男 福岡県大牟田市大字唐船 160-2 0944-52-7861 0944-52-7862 R1.5.14
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退 会 者 一 覧 表 期間 :��H31.04.01 ～ R01.05.31

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 （02） 17234 ㈱司地域開発コンサルタント 増元　寛司 福岡県福津市東福間 6-7-8 0940-42-3671 H31.4.8
東部支部 （02） 17370 コニシ不動産 小西　裕子 福岡県古賀市小竹 217-4 092-410-6406 H31.4.2
東部支部 （01） 18650 ㈱富士コンサルアドバイザー 安武　学 福岡県古賀市花鶴丘 2-8-2-102 092-692-8715 R1.5.27

博多支部 （03） 16014 ㈱オーテック 大谷　史洋 福岡県福岡市博多区美野島 3-5-4　「パインヒ
ルズ美野島」 092-432-6701 H31.4.15

博多支部 （01） 18559 ㈱堀内電気 堀内　重夫 福岡県福岡市博多区浦田 1-5-46 092-513-3377 R1.5.7

中央支部 （03）
大臣 7247 ㈱アーウェイ・ミュウコーポレーション　天神昭和通り店 九郎丸　洋司 福岡県福岡市中央区天神 3-3-1

（八木屋ビル 1F） 092-762-7601 R1.5.29

中央支部 （02） 17356 ㈱福岡五光 本永　勉 福岡県福岡市中央区大手門 3-4-20 092-724-6125 R1.5.7
中央支部 （01） 17757 バランス不動産㈱ 原　徳久 福岡県福岡市中央区平尾 1-13-25-205（国秦ビル） 092-524-5572 R1.5.29
南部支部 （12） 5024 ㈲トミー興産 古川　登康 福岡県福岡市南区若久 4-22-20 092-511-5767 R1.5.23
筑紫支部 （05） 13267 ㈱カジ企画 梶原　岩之助 福岡県大野城市白木原 1-11-3 092-574-8001 R1.5.20
筑紫支部 （04） 13897 オガタ建創㈱ 緒方　春喜 福岡県筑紫野市二日市北 7-9-20 092-923-6411 R1.5.20
筑紫支部 （03） 16191 ㈱九州電気保安センター 廣瀬　良樹 福岡県大野城市紫台 16-6 092-513-7790 R1.5.20

福岡西支部 （03） 15643 ㈱アールツー姪浜店 富澤　昌司 福岡県福岡市西区姪の浜 4-23-10
BE-SQUARE　1F 092-894-6630 R1.5.24

福岡西支部 （01） 18263 ㈱アパマンショップリーシング福岡藤崎店 櫻木　有世史 福岡県福岡市早良区藤崎 1-1-46 092-833-2600 R1.5.30

福岡西支部 （01） 18263 ㈱アパマンショップリーシング福岡西新店 石橋　輝 福岡県福岡市早良区西新 4-3-9 092-833-7251 R1.5.30

北九州支部 （15）
大臣 245 大和ハウス工業㈱八幡営業所 中本　雅生 福岡県北九州市八幡西区大字本城 2638-19 093-692-7101 R1.5.20

北九州支部 （04） 14708 ㈲イケダ 池田　道良 福岡県遠賀郡水巻町美吉野 22-47 093-201-1157 R1.5.24
北九州支部 （02） 17127 ショーエー開発 砂田　英樹 福岡県北九州市八幡西区藤原 1-20-1 093-695-0021 R1.5.24
北九州支部 （01） 18012 ㈱サフラン 首藤　法仁 福岡県北九州市小倉北区片野 4-16-22��ISビル1F 093-921-8770 R1.5.13

新人自己紹介
（株）福岡県不動産会館

　㈱福岡県不動産会館研修部会（新妻昭徳研修部長）
では、平成 30 年 4 月より、日建学院（建築資料研
究社）が提供する宅地建物取引士受験対策講座のあ
っせんを行っております。合格率 70% を誇る日建
学院による、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 日までとなり
ます。受講料は会員特別価格 120,000 円（消費税

別）、途中入校も可能です。また、福岡地区での受講
が困難な会員様には、日建学院の北九州校、久留米校、
大牟田校でも受講いただけます。詳しくは日建学院
天神校までお問い合わせください。

3 月に入社致しました安永睦と申します。前職

は損害保険会社に勤務しておりました。

新しい仕事にも今まで経験してきたことを活か

し、皆さんと力を合わせて頑張っていきたいと思

います。よろしくお願いいたします。

4月 1日付けで入社いたしました小宮裕美と申
します。
これまで損害保険会社・生損保代理店で働いて
おりました。
前職での経験を活かしながら、1日でも早く皆
様のお役に立てるように頑張る所存です。
よろしくお願いします。

安
やす

永
なが

　睦
むつみ

小
こ

宮
みや

 裕
ひろ

美
み

お問合せ先

宅建試験に合格するための受験対策講座「日建学院  宅建講座」募集中

日建学院 天神校　TEL�092（762）3170
https://www.f-takken.com/member/takkenjuku/pdf/190109a.pdf
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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
？

～重要事項説明書・重要事項説明資料が変更になります～
建築基準法の改正による重要事項説明書の一部改訂について

　平成 30 年 6 月 27 日に公布された建築基準法の一部を改正する法律が、令和元年 6 月 25 日に

施行されました。これに伴い重要事項説明の説明事項の制限内容が変更された他、重要事項説明書説

明資料も変更されておりますのでご注意ください。

【概要】

　防火地域や準防火地域における延焼防止性能の高い建築物について、建ぺい率が緩和されるとともに、防
火や延焼防止性能に関する技術的基準が新たに整備されました。
　具体的には、現行の防火地域内の耐火建築物に加え、新たに準防火地域内の耐火建築物・準耐火建築物等に
ついても建ぺい率が10％緩和されますので、該当する場合は下の図の aにチェックし、説明を行ってください。
　※防火地域内の準耐火建築物の場合は、建ぺい率の緩和はありません。
　その他今回の改正では、壁面線が指定された場合等の建ぺい率の緩和や、防火規定の改正等が行われています。
改正内容の詳細につきまし
ては福岡県宅建協会会員サ
イト（https://www.f-takken.
com/member/）をご確認く
ださい。
　※全会員共通の ID・PW
が必要です。

　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。（9 月～ 11 月開催分）

宅建士証有効期限 講　　習　　日 ご案内発送

H�32（R２）年�2�月 9/17（火）・9/18（水）アクロス福岡、9/20（金）小倉興産KMMビル Ｒ元年�7�月上旬

H�32（R２）年�3�月 10/24（木）・10/25（金）アクロス福岡、10/15（火）小倉興産KMMビル Ｒ元年�8�月上旬

H�32（R２）年�4�月 11/19（火）・11/20（水）アクロス福岡、11/15（金）小倉興産KMMビル Ｒ元年�9�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
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平素より協会運営にご協力いただき誠にありが
とうございます。
5 月発行の広報でもお知らせいたしましたが、
令和元年度の会費納入期限は原則 6 月 28 日（金）
となっております。
口座振替をご指定の方も、今一度引落し状況を
ご確認くださいますようお願いいたします。
なお、今年度より督促手数料が 2,000 円から
5,000 円に引き上げとなりますので、期限内の会費
納入にご協力の程よろしくお願いいたします。
※会費は4月1日現在の会員に対して請求されます。

お盆休みのお知らせ
　宅建協会、不動産会館、九公取、取引士の
各事務局は下記の日程でお休みいたします。
　ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承のほ
どお願い申し上げます。

令和元年 8月 10日（土）～ 8月 18日（日）

（不動産無料相談所も同様）

探しています！！
退会株主リスト公開中

商品販売についてお知らせ《㈱福岡県不動産会館よりお願い》

表紙について
【石橋文化センター】
　石橋文化センターは、株式会社ブリヂストンの創業者である石橋正二郎・
名誉市民から郷土久留米市に寄贈されました。開園間もない頃よりバラ園
があり、バラはシンボル的な花となっています。季節によりバラやツバキ、
桜や梅の花など四季折々の花が彩る広大な庭園があり、久留米市美術
館、音楽ホールを含め、毎週のように様々なイベントがある複合文化施設
です。花と緑にあふれた園内は、市民の憩いの場そして芸術文化の拠点
として、多くの人々に親しまれています。

（撮影とコメント：久留米支部　㈱ディーアールエージェンシー　田川  寿文 氏）

令和元年度会費納入のお願い

日時　9月16日（月・祝） 13：00～

場所　JR博多駅　博多口駅前広場
　　　大屋根イベントスペース

詳細は、宅建協会HP及びFacebook等でお知らせいたします。

　第 6 回よか街福岡の開催日程・場所が決まりました。
防犯・防災をテーマとした来場者参加型イベントを
開催します。

（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）様が多数おられます。そこで、退
会株主リスト（2019 年 5 月末現在）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
いただきますようよろしくお願いいたします。

　不動産会館が販売している商品について、他団
体に所属する業者が商品を購入したり所有してい
たりする事例が発見されております。
　不動産会館の販売商品については、宅建協会会
員のみが購入できるものとなっておりますので、
会員外に渡ることのないよう、皆様のご協力をお

願いいたします。
　なお、本会会員が購入した商品を他団体の業者
に譲渡、転売していることが発見された場合、当
該会員に対して商品販売を停止する場合がござい
ますのでご注意ください。

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。

予 定

第６回 よか街福岡のお知らせ
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「福岡県地価図」のみの販売となります。 （利用期間は２０20年６月末まで。 ＰＣ１台のみの利用に限ります。）
　※福岡県地価図を購入後、PC会員へのご入会及び価格査定システムをご利用の際は、別途、価格査定システム年会費
　　（12,000円・税別）が必要となります。ご注意下さい。

2019年度版福岡県地価図　ＦＡＸ申込書 令和　　年　　月　　日

ご 商 号

ご 住 所

T E L

担当者名

（ 　   ）第 　  　 　 　  号

F A X

申込個数

免許
番号

　　県知事
国土交通大臣

E-Mail

□非ふれんずPC会員
□宅建協会　非 会 員　

年間価格

17,000円 10,000円

27,000円

後期価格

非ふれんずPC会員

宅建協会会員外

価格（税別）価格（税別）

（株）福岡県不動産会館
TEL：092-631-3333
FAX：092-631-3350

非ふれんずPC会員・宅建協会会員外の方 「2019年度版 福岡県地価図」6月3日よりリリース開始

■価格査定システム＆福岡県地価図　動作環境

お問い合わせ

※Java ScriptおよびCookieが必要　 ※印刷にはPDF表示ソフトが必要
※価格査定システムは、価格査定システム申込ページよりお手元のPCが
　ご利用可能かどうか確認頂けます。

詳しい内容はこちら ▶http://www.f-takken.com/chikazu/

詳しい内容はこちら
▶https://www.f-takken.com/satei_help/

O S 
メ モ リ
C P U
デ ィ ス プ レ イ
インターネット
常 時 接 続

・Windows 10/8/7
・該当Windowsがスムーズに動作する容量（1GB以上推奨）
・該当Windowsがスムーズに動作するCPU（2GHz以上推奨）
・1280×1024ドット必須（1600×1200、1920×1080（HV）以上を推奨）

・必須（ブロードバンド環境を推奨）

ブラウザソフト
・福岡県地価図

・価格査定システム

Internet Explorer 9以降　　　　　
Fire Fox 3.6以降
Internet Explorer 9以降（最新版を推奨）
Fire Fox 4以降（最新版を推奨）

ふれんずPC会員の方

※お支払いは利用（入会・査定書作成）月の翌月末に
　PC会費とともに一括で引き落としとなります。
※次年度以降は自動更新となります。

年会費　　　12,000円（税別）
査定書作成費  1,000円（税別）／回

福岡県地価図も福岡県地価図もリニューアルリニューアルしてして
使いやすくなりました使いやすくなりました

PC会員画面と地価図が連動！
ワンクリックでログインできます
複数のPCで地価図を閲覧可能に！

成約アンケートで収集された詳細な
成約事例が閲覧可能！
利用期間は申し込んだ日より1年間

11

22

33

44

55

様々な事例から選択し、簡単に売り
土地・戸建ての価格査定書（居住用、
宅地対象）を作成することが可能に！
※査定書を作成する場合、別途費用が掛かります。

『価格査定システム』とは『価格査定システム』とは

●価格査定システムの利用申込みは、
　ふれんず PC会員専用サイト「価格査定申込画面」
　より申込み下さい。（ＦＡＸでの申込みは受け付けておりません。）

価格査定も地価図も
利用可能に！

「価格査定システム（土地・戸建用）」＋「福岡県地価図」「価格査定システム（土地・戸建用）」＋「福岡県地価図」
「価格査定システム」会員になれば、「価格査定システム」会員になれば、

※既に「価格査定システム」会員としてご利用頂いている方は、自動更新となりますので、６月３日より、そのまま２０１９年度版の価格査定システムと
　地価図をご利用頂けます。 お手続き頂く必要はありません。
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