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「新体制で会員が仕事をしやすい環境作りを目指す」

令和２年度 社員総会

　宅建協会（加藤龍雄会長）は5月21日に公益社団法人に移行後9回目となる社員総会を開催しました。
例年、博多サンヒルズホテルにて開催していましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、ホテルが
使用不可となったため、不動産会館6階研修ホールにて行われました。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、マスクの着用や手指消毒が行われた中で、社員54名が
出席し、146通の委任状をもって、令和元年度事業報告、収支決算報告、定款一部改正、会員除名、理事・監事
選任の5件の議案が承認されました。また、社員総会終了後に開催された理事会において加藤龍雄理事が会
長に再任されました。なお、当日保証協会福岡本部の定時総会も行われ、全ての議案の承認を受けました。

理事会にて加藤龍雄氏が会長に再任

第１号議案　令和元年度事業報告承認の件

　今林政秋専務理事が一括して説明を行い、承認され
ました。

第２号議案　令和元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、監事を代表して村
上雅昭監事が監査報告を行い、承認されました。

報告事項１　令和２年度事業計画報告について

　資料の通り報告されました。

報告事項２　令和２年度収支予算報告について

　資料の通り報告されました。

第３号議案　定款一部改正の件

　今林政秋専務理事が説明を行い、承認されました。

第４号議案　会員除名の件

　今林政秋専務理事が説明を行い、承認されました。

第５号議案　理事36名・監事５名選任承認の件

　新理事・監事の選任について、満場一致の拍手で承
認されました。

退任役員及び退任不動産相談員への表彰・記念品贈呈

　役員、不動産相談員として宅建協会に貢献し、令和

元年度に退任された 22 名の中から退任役員への表彰・
記念品贈呈は執行龍美理事が代表して受賞し、退任不
動産相談員への表彰・記念品贈呈は菅野君男理事が代
表して受賞しました。

加藤龍雄氏を会長に再任

　社員総会終了後、新理事による理事会が開催され、
選挙管理委員会（青山博秋委員長）の運営のもと、加
藤龍雄理事が会長に再任されました。加藤会長は 30
～元年度に引続き 3 期目の会長就任となりました。
　加藤会長は、「福岡県宅建協会、福岡県不動産会館、
ふれんず宅建保証、福岡県宅建政治連盟の 4 つのエン
ジンのパワーをタイヤに伝えるのが私の仕事だと思い
ます。新型コロナの影響で苦しい情勢ではありますが、
皆さまの知識や経験を借りながら、しっかりと 4 つの
エンジンのパワーをタイヤに伝え、会員の皆さま及び
宅建業のますますの発展の推進力としていきたいと思
います。」と就任の挨拶をのべました。

　社員総会では、諸隈達也総務委員長が司会を担
当し、議長に選出された筑紫支部の石橋信宏代議
員と福岡西支部の讃井嘉樹代議員による進行のも
と、次の議案の提案と報告が行われました。
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定時株主総会の開催に先立ち、榎本社長は「昨年の
AIG 損保との提携解消により、繁忙期に皆様に多大なご
迷惑をお掛けしたことを改めてお詫び申し上げます。新
型コロナウイルスがまだ完全に収束していない状況で、
これから先、皆様の業務にも支障が出てくるかもしれま
せんが、会館の業務にも改めてご協力くださいますよう
お願いいたします」とあいさつしました。

続いて、濱田専務取締役より事業の概況説明、各担当
部長より部門別の営業報告が以下の通り行われました。

売上の柱である流通
事業は堅調ですが、先
日、全国 4 つのレイン
ズシステムが東日本レ
インズに統合されるこ
とが決定したため、今

後は、西日本レインズの運営から撤退することになりま
す。今後の流通事業については、ふれんず BtoB サイト
の更なる充実を検討していく予定です。15 年にわたり
業務提携してきたソフト会社の撤退により、契約書作成
ソフト「賃貸王」「売買王」の販売を終了しますが、そ
の代替案についても今後検討していきます。

4 月より、AIG 損保からあいおいニッセイ同和損保へ
と切り替わりましたが、新型コロナウイルス感染拡大の
影響により、まだ十分な研修や周知が行き渡っておりま
せん。改めて、商品紹介や操作説明等の研修会開催など、
体制強化を図っていく所存です。

また、会員の業務支援の拠点である会館社屋が建設か
ら 30 年以上経過しているため、外壁等の大規模修繕を
行い、維持管理に努めております。

全議案が承認された後、一時株主総会を中断して新取
締役及び監査役による取締役会を開催し、代表取締役と
して榎本敏己取締役が選任されました。

再任された榎本代表取締役は、就任あいさつとして「保
険事業の移行がまだ完全に済んでいないし、レンタキャ
プティブもコロナ禍の影響でスキームが厳しくなること
が予想されます。数年後のレインズ統合が決定し、会館
は西日本レインズの運営から撤退することとなります。
会館の運営はこの先厳しい状況が続くことが予想されま
すが、選任された取締役 11 名一丸となって、ご期待に添
えるよう頑張っていきますので、ご支援とご協力をお願
いいたします」と締めくくり、株主総会を閉会しました。

㈱福岡県不動産会館（榎本敏己社長）は、6 月 17
日に博多サンヒルズホテルにおいて第 53 期定時株主
総会を開催しました。株主 63 名が出席し、令和元年
度営業報告、貸借対照表および損益計算書報告、取
締役・監査役選任の 3 議案全て承認されました。併せ
て、設立から 6 年目を迎える㈱ふれんず宅建保証の第
6 期営業報告と会計報告も行われました。

また当日は、新たに選任された取締役・監査役によ
る取締役会が開催され、代表取取締役として榎本敏己
取締役（北九州支部）が再任されました。

開会にあたり、加藤会
長は、「消費者の利益と
事業者間の公正な競争
の確保を推進していく
ために、公正競争規約に
関する研修事業、不動産

広告に関する事前相談事業、違反広告に関する調査・指
導事業、この 3 つの事業について新型コロナウイルス感

染拡大防止を意識し、三
密にならないよう十分
に注意をしながら進め
ていきたい」と挨拶され
ました。

定時社員総会では、全
議案が可決承認され、議
事終了後に、退任役員として山尾英一氏、濱田隆徳氏に
表彰状が授与されました。

また、同日開催された理事会にて、加藤龍雄氏が会長
に再任、野田雅巳氏が副会長に、南條一也氏が専務理事
に就任しました。

（一社）九州不動産公正取引協議会（加藤龍雄会長）は、
6 月 19 日、オリエンタルホテル福岡 博多ステーション
において第 48 回定時社員総会を開催しました。

株式会社福岡県不動産会館定時株主総会を開催株式会社福岡県不動産会館定時株主総会を開催

榎本取締役が代表取締役に再任榎本取締役が代表取締役に再任

一般社団法人九州不動産公正取引協議会

定時社員総会を開催第48回 加藤会長を再任
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自民党経済成長戦略本部及び金融調査会にて「銀行
グループの他業規制等の緩和」として原案で検討され
ていた銀行の不動産仲介業の規制緩和について、全宅
連は 5 月 21 日に宅建議連の古賀誠顧問及び宅建議連
幹部の国会議員に対し反対の要望活動を行いました。
古賀顧問からは「私も宅建協会には約 40 年お世話に
なっている。趣旨に賛同し、関係議員に働きかけたい」
との発言をいただきました。また、同月 25 日に実施

宅建協会（加藤龍雄会長）は、5 月 1 日に自民党福岡
県連及び福岡県知事に対して新型コロナウイルス感染
症対策に関し、①「新型コロナウイルス感染症に係る
緊急事態宣言の発令に伴う管内登記所の事務処理につ
いて」、②「中小事業者（テナント）に対する賃料の助
成について」の要望書を提出しました。①は、福岡県
法務局のテレワークの推進により事務業務が停滞し登
記手続きが大幅に遅延していましたが、衆議院法務委

された成長戦略本部の国会議員との意見交換では、全
宅連坂本会長より「コロナ禍の中、これ以上市場に賃
貸物件が出れば中小オーナーは経営がより厳しくな
る」と述べ、5 月末の理事会で参入阻止の決議を行う
意向であることを伝えました。これらの活動の結果、
銀行の不動産仲介業の規制緩和に関する項目が原案よ
り削除されることが決定し、参入を阻止しました。

員会理事の鬼木誠議員より、概ね 10 営業日以内に処理
ができるような体制を整えるとの回答をいただきました。

②は「地方自治体への 1 兆円の臨時交付金」の対象
として、新型コロナ感染対策で売り上げが減少した中
小事業者（テナント）に対する賃料助成費を認めるよ
う要望を行いました。

また、以下のような新型コロナ関連の賃貸事業者向
けの支援策が講じられていますので、ご参照ください。

新型コロナウイルス感染症対策に関する
福岡県知事ならびに自民党県連へ福岡県知事ならびに自民党県連へ

要望書を提出

銀行の不動産業参入を阻止阻止全宅連、全宅連、

◎入居事業者からの賃料減免を損金として計上可能

（参考）�『国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税
務上の取扱いに関する FAQ』

　　　��https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf（P.34）
◎納税猶予・納付期限の延長ならびに固定資産税等の減免

（参考）経済産業省新型コロナ感染症関連 HP『支援策パンフレット』
　　　��https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf（P.65-69、71-72）
（参考）『固定資産税・都市計画税の減免を行います』
　　　��https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

◎政府金融機関、民間金融機関における実質無利子・無担保融資

（参考）『新型コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を感じている事業者の皆様へ』
　　　��https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shien-flyer.pdf
（参考）『セーフティネット保証 5号の指定業種を拡充します』
　　　��https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/200501_5gou.html

◎持続化給付金（売上が 50％以上減少した場合）

（参考）『持続化給付金』HP
　　　��https://www.jizokuka-kyufu.jp/
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新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大
により発令された緊
急事態宣言は、5月
25 日に全国で解除
されました。
しかし、緊急事態

宣言が解除されたか
らと言って、宅建業

者として今まで通りの日常が戻ってくるかというと、
そうではないかもしれません。
国土交通省からは「不動産業における新型コロナウ

イルス感染症予防対策ガイドライン（業界団体向け）」
が、厚生労働省からは「新しい生活様式」の実践例が
公表され、引き続きマスクの着用やオンライン会議、
ソーシャルディスタンスの確保など、同感染症への対
策が推奨されています。
在宅ワークやWEB会議を経験したことから、多く

の物事が「オンラインで解決する」ことに気が付いた
方が一気に増え、極力対面での打合せや外出を避ける
よう意識が変化しています。これは、不動産取引にお
いても例外ではないでしょう。事実、リクルート住ま
いカンパニーが 5月 25日に発表したアンケート（首
都圏在住の住宅購入・建築・賃貸検討者を対象に調査）
によると、84％の方が来店に不安を感じており、特
に「従業員の感染防止策が不安」という項目が高いと
いう結果が出ました。
こうした状況の中、宅建業者として「アフターコロ

ナ」に対応していくためにはどうしたらよいのでしょ
うか。そのヒントを探るべく、前述の国交省ガイドラ
イン公表より前に独自ガイドラインを策定し、お客様
に向けて発信している会員業者を取材しました。
「コロナ禍の影響で急激な変化が求められている」
と語る㈱大幸商事の幸田社長（大牟田市）は、お客様
に対して様々な対策を講じています。
その対策は大きく 2つに分類され、1つ目は、スタ

ッフのマスク着用、出入り口の消毒液の設置、換気、
アクリル板越しでの接客、物件案内の際には別々の車

で行うなど「来店されたお客様に対する対策」です。
2つ目は、LINE 等を活用した遠隔でのオンライン

内見、賃貸物件のオンライン申込、オンライン重説・
契約など、お客様が来店せずとも取引できるような「取
引の IT 化」です。
2つ目の「取引の IT 化」はハードルが高いように

も思いますが、導入を決意された経緯を幸田社長は次
のように語ってくれました。
「大牟田市の場合は、IT 化は 10 年後だと思ってい
ました。しかし、今回のコロナ禍の影響で急激な変化
が求められたと思いますし、やらなければお客様に付
いていけない状況になるでしょう。社員の安全を守り
つつ、会社を維持するという自己防衛の意味合いでも、
IT 化は避けられなくなったと思っています。」
更に、お客様の来店や問合せの減少という懸念につ

いては、「都会の業者でもなく、多店舗展開もしてい
ない当社ですが、オンラインのシステムやサービスを
活用すれば、お客様との物理的な距離は関係なくきち
んと対応できます。今後も、新しい接客システムを積
極的に取り入れていき、with コロナ、after コロナに
しっかりと対応していきたい」と語ってくれました。
来店されたお客様に対する感染症対策は、現在の社

会情勢から考えれば必要不可欠と言えるでしょう。特
に、消費者のオンラインに対する抵抗感が薄まり、直
接来店しなくても物件の紹介や内見は可能だろう、重
説や契約もネット環境やテレビ電話があれば可能だろ
うと考える方が確実に増えていると思われる今、それ
ら「取引の IT 化」の導入についても一考の価値があ
ると思われます。
来店されるお客様への安心感に繋げる対策と、来店

せずとも対応で
きる「取引の IT
化」の両面から、
アフターコロナ
の不動産業につ
いて向き合う必
要があるのでは
ないでしょうか。

宅建協会（加藤龍雄会長）は 5 月 15 日、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため、福岡県に対し
て、不織布マスク 5 万枚を寄贈しました。

　寄贈式で加藤龍雄会長は、「福岡県の緊急事態宣言
は解除されました。しかし、ここで気を緩めるとまた
感染が拡がってしまいます。今一度、気を引き締め、
感染症拡大防止のためにこのマスクを有効活用して頂
ければと思います」と述べました。
小川知事は、感謝の気持ちを述べるとともに、「緊

急事態宣言解除の決定は、
県民の皆さま、事業者の皆
さまのご理解・ご協力、そ
して、医療関係者の皆さま、
社会を支えてくださっている皆さまのご尽力の結果で
す。しかし、これで終わりではなく、これからがスタ
ートという気持ちで、県民の皆さまと一緒にこの危機
を乗り切っていきたいと思います」と挨拶しました。
なお、寄贈したマスクは県内の社会福祉施設に配布

されるとのことです。

福岡県へマスクを5万枚寄贈しました

アフターコロナと不動産業のこれからを考える
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令和２年度  賃貸不動産経営管理士試験のお知らせ

令和２年度  宅地建物取引士試験のお知らせ

令和２年11月15日（日）13時～15時（２時間）

福岡を含む全国17会場　　　　　　　　13,200円

四肢択一　50問　　※免除講習修了者（令和元年度及び令和２年度）は45問です。　　

令和３年１月初旬（予定）

　　　　　 令和２年８月中旬（予定）

令和２年10月18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２年12月２日（水）

【郵送】令和 2 年 7 月 1 日（水）～ 7 月 31 日（金）まで

　　　　令和２年７月１日（水）～ ７月31日（金）まで

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

試 験 日 時

試 験 地 域

出 題 形 式

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

合 格 発 表

資料請求・受験申込期間

受 験 料

賃貸住宅管理
適正化法が
ついに成立！

流通促進委員会（角田幸雄委員長）は、福岡県内
の不動産市場動向の調査を目的として、例年 2月か
ら3月上旬にかけて主に賃貸仲介・管理業を行う県
内の宅建業者を対象に、ヒアリング・インタビューを
行っております。この結果と不動産情報ネットふれん
ずのデータを統合し、県内主要エリアの不動産市場動
向を毎年協会HP上で発表しており、この度、令和元
年度版の調査結果を公開いたしました。ぜひ福岡県内
の不動産市場動向の把握・分析にお役立てください。
なお、今年度公開分につきましては、新型コロナ

ウィルスの影響は含まれません。
また、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・公開し
ており、この度令和元年度 1-3 月期のデータを公開
いたしました。不動産市場動向調査の結果と併せて、
ぜひご活用ください。

《不動産市況公開先：https://www.f-takken.com/

member/f_sikyou/2020/index.html》
（全会員共通の ID・PWが必要です）

《市況レポート公開先：https://www.f-takken.

com/kyoukai/fshikyo_report/》

不動産市場動向調査の結果および令和元年度版
ふれんず市況レポート（1-3月版）をHPで公開しました
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入 会 者 一 覧 表 期間 : R02.04.01 〜 R02.05.31

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） 19279 ウィズホーム㈱ 南郷　克英 福岡県古賀市千鳥 1-2-7 092-410-9935 092-410-9936 R2.4.13
東部支部 （01） 19326 （同）谷口企画 谷口　俊介 福岡県古賀市天神 1-8-32 092-692-6708 092-692-6709 R2.5.20
東部支部 （01） 19330 ECO信頼住宅㈱ 田中　弘明 福岡県福岡市東区馬出 1-17-1 092-260-9289 092-260-9159 R2.5.27

博多支部 （11）
大臣 2880 積水ハウス不動産九州㈱

福岡中央営業所 中瀬　久和 福岡県福岡市博多区博多駅前
3-26-29 092-441-6326 092-412-7603 R2.4.13

博多支部 （01） 19244 ㈱博多土地開発 岩本　剛 福岡県福岡市博多区住吉 5-5-12 092-441-9770 092-441-9770 R2.5.29

博多支部 （01） 19300 ランドリブ㈱ 山口　博一 福岡県福岡市博多区博多駅東
1-13-17-6F 092-452-2055 092-452-2055 R2.4.24

博多支部 （01） 19302 日本環境プラン㈱ 池本　孝 福岡県福岡市博多区祇園町 3-6
IS ビル 5階 092-292-4600 092-292-5194 R2.5.20

博多支部 （01） 19303 サイプレスエステート（同） 檜垣　宏光 福岡県福岡市博多区千代 4-29-65 092-710-4302 092-631-6334 R2.5.20

博多支部 （01） 19313 ㈱ハンマーリアルエステート 濱　宏明 福岡県福岡市博多区下呉服町 7-3
濱ビル 201 092-409-3493 092-409-3643 R2.4.30

博多支部 （01） 19321 ㈱ D＆ E 江口　龍雄 福岡県福岡市博多区榎田 2-9-38-
401 092-481-0250 092-481-0251 R2.5.27

博多支部 （01） 19348 ㈱咲ら化粧品 森　咲子 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-9-
28-8F 092-413-7557 092-413-7568 R2.5.29

中央支部 （12） 4459 ㈱福住
福岡中央店 大園　久志 福岡県福岡市中央区大名 2-9-23 092-791-3376 092-791-3026 R2.5.20

中央支部 （01）
大臣 9375 FANTAS　technology ㈱

福岡支社 笹岡　久晃 福岡県福岡市中央区薬院 1-7-1-3F 092-707-0032 R2.4.30

中央支部 （01）
大臣 9689 カナツ技建工業㈱

福岡営業所 福島　光浩 福岡県福岡市中央区大名 2-4-38
チサンマンション天神 3-310 092-707-3020 092-707-1096 R2.5.29

中央支部 （01）
大臣 9693 九州レップ㈱

福岡本社 濱生　芳壽 福岡県福岡市中央区渡辺通 4-10-
10 092-791-5906 092-791-5907 R2.5.29

中央支部 （02） 17117 クロスリビング㈱　薬院オフィス 黒木　正太 福岡県福岡市中央区薬院 2-3-19 092-401-0170 092-401-0172 R2.5.20

中央支部 （01） 19263 ㈲エンゼル不動産 齊藤　勇夫 福岡県福岡市中央区白金 1-15-1
グローリアス白金 102 092-522-2627 092-577-6576 R2.4.13

中央支部 （01） 19289 ㈱ピカデリー 片岡　美智明 福岡県福岡市中央区平尾 3-5-2-2F 092-533-0025 092-533-0026 R2.4.13

中央支部 （01） 19304 ㈱アイクラス 松藤　達也 福岡県福岡市中央区天神 5-9-2-
601 092-688-4614 092-688-4614 R2.5.20

中央支部 （01） 19309 ㈱スムリエ 岡本　大輝 福岡県福岡市中央区天神3-10-32-303 092-401-0404 092-401-0405 R2.4.30
中央支部 （01） 19310 ㈱ tko　Investment　Club 竹尾　和也 福岡県福岡市中央区薬院 4-1-4-1-702 092-401-1517 092-401-1502 R2.4.30
中央支部 （01） 19319 ㈱ Kimix 高木　公江 福岡県福岡市中央区浄水通 2-11 092-521-9570 092-521-9570 R2.5.27

中央支部 （01） 19320 ㈱アジア 大城　大 福岡県福岡市中央区渡辺通 5-15-
6-301 092-724-3071 092-724-3609 R2.5.20

中央支部 （01） 19324 ㈱ comamリビング 山下　将仁 福岡県福岡市中央区赤坂 1-15-1
赤坂古賀ビル 2-B 092-600-4567 092-406-9227 R2.5.20

中央支部 （01） 19325 ㈱エルコム 村上　修治 福岡県福岡市中央区高砂 2-6-2
ニチエイ高砂ビル 4F 092-531-2878 092-531-9127 R2.5.27

中央支部 （01） 19338 ㈱すみれ 北原　晋也 福岡県福岡市中央区六本松 4-6-10 092-577-2414 092-406-5656 R2.5.27

中央支部 （01） 19344 ㈲エフ・コンサルタンツ 那須　信一 福岡県福岡市中央区春吉 2-18-6
初音ビル 203 092-982-0649 092-982-0649 R2.5.27

南部支部 （01） 19269 ハッピープラン㈱ 米村　龍也 福岡県福岡市南区弥永 4-22-7 092-573-2332 092-573-3441 R2.5.27
筑紫支部 （01） 19308 ㈱ドリームパートナー 田原　宏樹 福岡県大野城市山田 2-14-1 092-404-0728 092-404-0729 R2.4.30
筑紫支部 （01） 19318 ㈱アトラス不動産 安達　勇 福岡県太宰府市石坂 2-23-27 092-515-0439 092-517-0675 R2.5.20
筑紫支部 （01） 19334 さくら不動産㈱ 吉岡　純子 福岡県朝倉市屋永 621-1 0946-21-1194 0946-23-8006 R2.5.27

福岡西支部 （01） 19262 ㈱アイトレードジャパン 伊藤　泰紀 福岡県福岡市早良区室見 4-16-7
プリオール室見 105 092-231-9419 092-231-9419 R2.5.20

福岡西支部 （01） 19297 ㈱さかえ不動産 塩川　貴裕 福岡県福岡市西区今宿駅前 1-15-9 092-235-5009 092-805-1125 R2.4.20
福岡西支部 （01） 19307 ㈱サスケハナ 牛島　中 福岡県糸島市志摩岐志 1513 092-331-4020 092-331-4021 R2.5.27

福岡西支部 （01） 19332 ㈱ ROUNDTABLE 周　穎 福岡県福岡市城南区長尾 4-5-10
ジョグ長尾 205 092-791-7111 092-791-7754 R2.5.27

北九州支部 （14） 1997 ㈱九州三共　小倉営業所 笹島　俊一 福岡県北九州市小倉北区日明 1-2-17 093-777-3327 093-776-7609 R2.5.27

北九州支部 （01） 19286 ㈱西幸工務店 西　幸治 福岡県北九州市八幡西区下畑町
11-16 093-619-2033 093-618-2066 R2.4.13

北九州支部 （01） 19305 九州福智開発㈱ 高木　信行 福岡県北九州市八幡西区鉄竜
2-14-11 093-641-3930 093-982-1321 R2.5.20

北九州支部 （01） 19315 ㈱松木工務店 松木　祥也 福岡県北九州市八幡西区里中 1-8-12 093-612-0648 093-612-5414 R2.5.20

北九州支部 （01） 19341 ASSET　PRO㈱ 福田　隆 福岡県北九州市小倉南区徳力
5-11-18-401 093-777-6930 093-777-6930 R2.5.27

久留米支部 （01） 18562 ㈱スリーエイチ
イースマイル久留米合川店 林田　祐樹 福岡県久留米市合川町 114-2 0942-41-8115 0942-41-8119 R2.4.13

久留米支部 （01） 19264 M・Jプランニング 武末　稔 福岡県久留米市三潴町田川 879-22 0942-64-2527 0942-64-2527 R2.4.13
久留米支部 （01） 19265 鴻巣不動産 服部　正文 福岡県久留米市上津町 2072-426 0942-22-4594 0942-22-4594 R2.4.13
久留米支部 （01） 19272 ㈱ Bプラン 南本　慎介 福岡県久留米市合川町 1768-1 0942-48-0037 0942-48-0032 R2.4.13
久留米支部 （01） 19316 ㈱不動産 Rearide 小林　隼人 福岡県久留米市櫛原町 14-1 0942-65-3945 0942-65-3946 R2.5.20
県南支部 （01） 19230 三池ガス㈱ 坂井　孝輔 福岡県大牟田市大字歴木 1564 0944-32-8083 0944-53-0088 R2.5.27
筑豊支部 （01） 19277 ARY不動産 河野　康代 福岡県嘉麻市岩崎 1130 0948-42-8300 0948-43-3035 R2.4.13
筑豊支部 （01） 19282 ㈱ NAKAMURA 中村　信文 福岡県田川市大字川宮 1056-2 0947-42-4084 0947-42-4085 R2.5.27

退 会 者 一 覧 表 期間 : R02.04.01 〜 R02.05.31

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 （05） 13911 ㈱誠サービスカンパニイ 山本　雅隆 福岡県糟屋郡粕屋町長者原西 3-14-1

青洲会セシリアハイム 103 092-938-0603 R2.5.28

東部支部 （02） 16746 ㈱アテックスホーム 白根　一成 福岡県福岡市東区箱崎 1-23-11 092-692-1831 R2.5.21
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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
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 R2.5.28

博多支部 （01）
大臣 9228 NGK㈱

九州営業所 長岡　真 福岡県福岡市博多区博多駅前 4-18-19
博多フロントビル 201 092-451-0233 R2.5.15

博多支部 （01） 17880 ㈱皆吉不動産 松下　幸士郎 福岡県福岡市博多区博多駅南 4-17-30-101 092-409-0858 R2.5.27

中央支部 （10）
大臣 2980 九電不動産㈱

住宅センター電気ビル店 小野　敬三 福岡県福岡市中央区渡辺通 2-1-82
（電気ビル本館 1階） 092-751-4561 R2.5.29

中央支部 （08） 9977 ㈱プロテック 富永　昭子 福岡県福岡市中央区大名 2-10-1-A103 092-716-1860 R2.4.30
中央支部 （06） 13036 ㈱はうす 吉村　規彦 福岡県福岡市中央区大名 1-5-13 092-791-9393 R2.4.30
中央支部 （04） 14281 ㈱西鉄ステーションサービス 牟田口　英貴 福岡県福岡市中央区渡辺通 2-6-1 092-714-3944 R2.4.30
中央支部 （02） 17151 未来計画㈱ 渕上　高当 福岡県福岡市中央区荒戸 2-3-41（Wings 大濠 2F） 092-715-6711 R2.5.29

中央支部 （02） 17468 ㈲ガード企画 楢崎　昭治 福岡県福岡市中央区渡辺通 2-9-17
桑田ビル 202号 092-739-8200 R2.5.18

中央支部 （01） 17848 ㈲サイトウ企画 斉藤　由紀子 福岡県福岡市中央区大名 2-1-50（大名O.N.O ビル） 092-751-1414 R2.5.29
南部支部 （06） 12767 ㈱ジャスト 本村　嘉浩 福岡県福岡市南区老司 3-7-27 092-566-3411 R2.4.27

福岡西支部 （05） 13676 ㈱成斗工務店
特販部九大学研都市店 中島　章吾 福岡県福岡市西区北原 1-7-21-T01 092-707-7801 R2.4.30

福岡西支部 （03） 15808 新日本建設㈱ 平田　祐士郎 福岡県福岡市早良区西新 1-9-23 092-822-8520 R2.4.15
福岡西支部 （03） 16011 ワイズ・ワン㈱ 石田　卓也 福岡県福岡市城南区別府 5-19-9 092-843-5677 R2.4.14
福岡西支部 （02） 17075 ㈱橘組 橘　秀二 福岡県福岡市西区小戸 1-44-9 092-881-0056 R2.5.25
福岡西支部 （01） 18663 旭アドバンテック㈱ 波多野　広 福岡県福岡市西区福重 5-4-10 092-883-2133 R2.4.9
北九州支部 （12） 4944 山本不動産 山本　千輝 福岡県北九州市八幡西区穴生 2-9-4 093-641-0928 R2.5.27
北九州支部 （05） 13544 アサヒ地建 大原　圭二 福岡県北九州市八幡西区本城東 1-1-3 093-692-5075 R2.4.21
北九州支部 （05） 13771 ㈲上田不動産 上田　二美 福岡県北九州市小倉北区金田 2-7-4-101 093-562-2206 R2.5.29
北九州支部 （05） 14116 ㈱ハローデイ 加治　敬通 福岡県北九州市小倉南区徳力 3-6-16 093-963-4780 R2.4.30
北九州支部 （03） 15323 ㈱泰平ホーム 竹内　泰将 福岡県北九州市小倉北区井堀 1-5-30 093-863-1122 R2.4.21
北九州支部 （02） 16622 西日本建設 大野　俊秀 福岡県北九州市八幡西区本城 1-2-13 093-601-0231 R2.5.29
北九州支部 （01） 18054 大里不動産㈱ 草場　健一 福岡県北九州市門司区別院 1-4-101 093-391-3881 R2.5.28
筑豊支部 （13） 4241 共栄不動産 大村　勝美 福岡県飯塚市忠隈 468-4 0948-24-0001 R2.4.30
筑豊支部 （03） 15993 ㈱大徳 荒牧　良英 福岡県直方市大字頓野 3223-3 0949-24-9770 R2.4.23

会員（株主）名簿の作成にご協力ください。
　今年度は会員（株主）名簿を作成します。会員情報に誤りや変更箇所がないかご確認いただき、8月
7日までにご対応をお願い申し上げます。
　8月 7日までに変更届出等のご連絡がなければ、現在登録されている会員情報で名簿に掲載されま
すので、予めご了承ください。

◇会員情報の閲覧の方法
　 　会員サイト＜ https://www.f-takken.com/member/ ＞内の「会員検索」システム（もしく

は平成 30 年度発行の会員名簿）で貴社の情報を検索し、下記「確認して頂く事項」を基にご確
認ください。

◇確認して頂く事項
　①登録されている情報と異なる箇所がないか。
　②掲載される専任の宅地建物取引士の確認（複数の専任の宅地建物取引士を置く会員のみ）

※ 会員サイト内の会員検索及び会員名簿には、専任の宅地建物取引士が複数名いる場合でも、最初に登
録されている一人だけが掲載されます。

◇訂正箇所（漢字や電話番号の誤り、掲載する専任取引士の変更等）があった場合
※ 専任の取引士を新たに追加する場合や変更を行う場合は、宅建業法で定められた行政（各県土整備事

務所）への届け出後に「正会員名簿登録事項変更届」の提出が必要です。必ず 8 月 7 日までに支部
事務所へご提出ください。

　 　会員サイト＜ https://www.f-takken.com/member/ ＞の「会員（株主）名簿の作成にご協
力ください」より訂正用紙をダウンロードの上、本部事務局へお送りください。

◇変更箇所（代表者・専任の宅地建物取引士や事務所所在地の変更等）があった場合
　 　宅建業法で定められた行政（各県土整備事務所）への届出後、会員サイト＜ https://www.

f-takken.com/member/shoshiki/kyoukai.html ＞より「正会員名簿登録事項変更届」をダウ
ンロードの上、所属の支部事務所にご提出下さい。

　 　なお、代表者、政令使用人、専任の宅地建物取引士の変更につきましては、面接等別途手続が
必要となりますので、所属支部にご確認下さい。

（公社）福岡県宅地建物取引業協会事務局
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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７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�33（R３）年 2月 9/15（火）・9/16（水）アクロス福岡、9/24（木）小倉興産KMMビル Ｒ２年７月上旬

H�33（R３）年 3月 10/14（水）・10/15（木）アクロス福岡、10/21（水）小倉興産KMMビル Ｒ２年８月上旬

H�33（R３）年 4月 11/12（木）・11/13（金）アクロス福岡、11/19（木）小倉興産KMMビル Ｒ２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。
※従業員の方へもお知らせ下さい。
※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

検 索不動産キャリアパーソン  で　

資格登録証

不動産取引実務の基礎知識修得を目
的とした通信教育資格講座です。

宅建業従業者、経営者、宅建取引士、
消費者問わず、不動産取引に関わる
すべての方に最適です。ご自身の知識
や実務の再確認として、さらに会社の
従業者研修としても利用されています。

公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会（全宅連）
くわしくはWebで　http://www.zentaku.or.jp/training/career/

めざせ！不動産
キャリアパーソン

取引実務の基礎を網羅［ 不動産キャリア ］サポート研修制度

®

不動産取引の「実務」を基礎から学べる！
従業者教育のツールとしても最適！
宅建アソシエイトや宅建士への

ステップアップをめざすあなたにも！

イメージキャラクター
佐藤まり江 さん

テキスト
+Webで
いつでも
学習

不動産キャリアパーソン®とは

頑張るあな
たを

応援します
！

受講料 8,000円（税別）
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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します。
　ご迷惑おかけしますが、何卒ご了承の程お
願い申し上げます。

令和 2年 8月 13日（木）〜 8月 16日（日）

（不動産無料相談所及びふれんず事務局も同様）

　本年 5 月 21 日に行われた社員総会において
下記会員について除名が決議されました。

　　免許番号：知事第 16746 号
　　商　　号：株式会社�アテックスホーム
　　代 表 者：白根��一成
　　住　　所：福岡市東区箱崎 1-23-11

会員除名のお知らせ

　土砂災害から生命、身体及び財産を守るため、福岡県では、がけ地の崩壊等のおそれがある地域に

お住まいの方を対象にした「がけ地近接等危険住宅移転事業」を市町村が行う場合に、市町村の補助

を実施しております。

　詳しくは福岡県宅建協会の会員サイトをご確認ください。
〈https://www.f-takken.com/member/oshirase/?lid=2904〉（全会員共通のＩＤ・ＰＷが必要です）

==がけ地近接等危険住宅移転事業について ==

探しています！！
退会株主リスト公開中

表紙について
【緊急事態宣言中の天神交差点】
　新型コロナウイルスにより緊急事態宣言中の天神交差点の様
子です。
　自粛中で人の動きは全くみられず、車通りも少ない状況であ
ることが見てわかります。交差点すぐそばには、現在建替中の
福岡ビルも見え、閑散とした雰囲気が一層強まっているように
感じます。

（撮影とコメント：中央支部　㈱ティー・エム・シー　須佐 祐一郎 氏）

　人材育成委員会（秋山伸也委員長）で
は、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恐れが
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。
　会員の皆さまにおかれましては、不備
がないか再確認し、法令違反にならない
よう注意、点検をお願いします。

（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（2020 年 5 月
1 日現在）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。

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。

会員実態調査のお知らせ
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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２０21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。

2020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
（12／1～5／31）

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 「2020年度版 福岡県地価図」6月1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 ▶https://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
・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

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１日より、そのまま２０２０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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