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新型コロナウイルス感染症対策のため、本年

の本部講習会はWEB での受講も可能としまし

た。ネット環境がない方等に向けて会場でも開

催しましたが、各会場とも当初の見込んでいた

1／ 4程度の参加人数になりました。

　会場での講習会は、秋山伸也人材育成委員長の挨
拶の後、ふれんず宅建保証について担当者から説明
があり、続いて人権研修及び本講習については事前
に収録された DVD の映像を放映しました。
　内容については、涼風法律事務所の熊谷則一弁護
士から、「民法改正と売買契約書のひな型－契約不
適合責任を中心に」と題して瑕疵担保責任と契約不
適合担保責任の違い、契約書の特約の記載方法など
について説明がありました。次に佐藤貴美法律事務
所の佐藤貴美弁護士からは「改訂民法と改訂版建物
賃貸借契約書について」と題して、本年 4 月に本会
賃貸市場整備委員会にて作成・配布した「賃貸業務
の手引書」をもとに、敷金、契約期間中の修繕につ
いてなどの解説がありました。
　初めての試みとなった WEB 配信での本部講習会

のアンケート結果を見てみると、「好きな時間に講
習を受けることができて良かった」「何度もくり返
し見ることができるので、理解が深まった」などの
声が多くありました。人材育成委員会では令和 3 年
2 月に予定している業者講習会も今回と同様の方法
での実施を検討していくとのことです。

（事務局より）一部映像内に資料ページを記載したも
のが間違っており、混乱を招きましたことを謹んで
お詫びいたします。なお、研修動画はHPに 12 月
末まで掲載されますので、復習等にご利用ください。

　人材育成委員会（秋山伸也委員長）は、

令和2年10月1日から10月8日の間に、県下

4会場にて開催すると同時に、10月1日より、宅

建協会のホームページでWEBによる研修動画の

配信を行いました。

WEBでの
本部講習会を初開催!!

▲感染症対策を講じながらの受付

▲令和 2 年度本部講習会 WEB 視聴ページ

第 541 号　　2020 年（令和 2 年）11 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）



報告事項 1　委員会事業報告について
各委員会等について、各担当委員長等より上半期の事

業報告、今後の予定について報告が行われました。

報告事項 2　会務報告について
開催日・行事内容について諸隈専務理事より報告され

ました。
報告事項 3　全宅連活動報告等について

加藤会長は「令和 3 年度税制改正及び土地住宅政策に関
する提言書」において、これまでの税制優遇制度を引き続
き継続するよう要望していること、銀行の不動産仲介業参
入および保有不動産の賃貸自由化の阻止など 24 項目につ
いて全宅連を通して国へ要望していることを報告しました。

報告事項

令和２年度上半期事業を報告社員（代議員）
報告会を開催

　宅建協会・保証協会福岡本部（加藤龍雄会長・本部長）
は、10月27日に博多サンヒルズホテルにて社員（代議
員）報告会を開催し、上半期の事業等を報告しました。
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福岡県では、空き家の発生をこれまで以上に抑制して
いくため、市町村及び関係団体と連携して空き家の掘り
起こしと所有者に対して利活用や処分の働きかけを行う
ワンストップサービスとして、「福岡県空き家活用サポー
トセンター」を 10 月 20 日よりスタートしました。

同日開催されたオープン記念式典には、福岡県の小川
知事や本会の三好孝一副会長をはじめ、各団体の代表が
参列しました。記念式典後には一般消費者を対象とした
講演会や、空き家の相談会も行われ、相談員が応じました。

サポートセンター窓口は（一財）福岡県建築住宅セン
ターに置かれ、相談員が県民からの相談に応じます。

相談員は、物件の概要・活用・処分の希望をヒアリン
グしながら「空き家カルテ」を作成し、相談者が空き家
の売却等を希望した場合、宅建業者とのマッチングを行
います。「手挙げ方式」によるマッチングとなるため、相
談員は「空き家カルテ」の情報を宅建業者のみ閲覧でき
る専用サイトに掲載し、業者がサイトを確認して、下見
会への参加や査定書の提出。相談者は、査定書を提出し
た業者の中から依頼する 1 社を選び、媒介契約を結びます。

この専用サイトは、ふれんずパソコン会員であれば、
ふれんず BtoB サイトを経由すると自動的に閲覧でき、メ
ールにて物件情報を受け取ることができます。

これまでの福岡県内の空き家利活用に向けた取り組み
の集大成として、県内に空き家を抱える方々の悩みに幅
広く応える機関と
して期待されます
ので、新たな取引
の場の 1 つとして
ぜひご活用くださ
い。

【空き家サポートセンターホームページ】

http://www.fkjc.or.jp/jigyo/iekatsu

宅建協会（加藤龍雄会長）の女性特別委員会（井上

恵美香委員長）と青年特別委員会（池野悦郎委員長）

は合同事業として、「はじめての一人暮らし～部屋探

しと生活のルールとマナー～」DVDを福岡県宅地建

物等対策議員連盟と共に小川洋県知事へ贈呈し、10

月 9日に福岡県庁にて贈呈式が行われました。

女性特別委員会では、社会貢献活動として、平成 29 年
度から筑紫女学園高等学校で卒業予定の生徒を対象とし
た、初めての一人暮らしの注意点等を解説する講演活動
を実施しています。

この度、講演内容を編集し教材用 DVD を作成し、福岡
県下 179 校の高等学校全校へ、青年特別委員会との合同

事業として、福岡
県宅地建物等対策
議員連盟と共に贈
呈しました。

贈呈式には、筑
紫女学園高等学校
の松尾圭子校長並
びに生徒会長も参列され、小川洋県知事は「県内全ての
高等学校に皆さんのお気持ちを添えて届けます。この
DVD を通じて一人暮らしを始める若者が安全安心に生活
を送っていただけることを心から期待しています。」とお
礼を述べられました。

今後、県内の高等学校において活用されるとのことです。

愛称は
「イエカツ」

「福岡県空き家活用サポートセンター」が
　10月20日よりスタートしました！

官民連携による新たな空き家流通促進の取り組み

福岡県下の全高校に向けて DVDを贈呈DVDを贈呈
初めての一人暮らしを応援！

「はじめての一人暮らし」
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宅建協会及び保証協会福岡本部（加藤龍雄会長・本
部長）は、9 月 29 日にオリエンタルホテル福岡博多
ステーションにて、不動産相談員全体研修会を開催し
ました。

不動産相談員の質の向上に努めることで、不動産取
引に係るトラブルの未然の防止及び安心安全な取引が

できる環境に繋げることを目的として年 1 回開催して
いる本研修会。今年度は不動産相談員に加えて、今年
度実施した新規不動産相談員資格認定試験の受講・合
格者と綱紀委員の合計 120 名が受講しました。研修会
では深沢綜合法律事務所の髙川佳子弁護士をお招きし
て、「改正民法と不動産取引にかかる注意点」と題し、
改正民法が施行されて約半年が経過してきた中でトラ
ブルが増えている問題や実務上注意すべき点、直近で
法改正された水害ハザードマップの説明義務化等につ
いて重点的に解説されました。

なお、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響に
伴い、研修時間の短縮やソーシャルディスタンスの確
保など、感染防止対策を講じた上で開催したほか、後
日研修会動画を相談員向けに配信し、研修内容をネッ
トで確認できるようにする等の対応を行いました。今
後の不動産相談員のより一層の活躍が期待されます。

女性特別委員会（井上恵美香委員長）は、

10月 28日にソラリア西鉄ホテル福岡におい

て「女性従事者のための実務セミナー」を開催

しました。

本事業は、会員の資質の向上・女性会員の人材育成
を目的としたもので、今年度は、感染症対策を徹底し
た会場での参加者と、セミナー映像同時配信での参加
者が募られました。

第 1 部は、「博多駅 びっくり物語 2019 ～ 2020」と
題し、JR 九州 15 代博多駅長中野幹子氏による講演。
中野氏は平成 3 年 4 月に九州旅客鉄道（JR 九州）に
入社。事業開発本部サービス事業部長等を経て、平成
28 年 6 月に JR 九州ホテルズ代表取締役社長に就任。
平成 31 年 4 月博多駅開業 130 周年の年に 61 代目駅長
として、初の女性駅長に就任。「九州アジアの玄関口
として、安全はもちろんのこと、誠心誠意お客様への
おもてなしに努めること」を志とされ、就任されてこ

れまでの事、コロナ禍の影響、志を貫いていかれる醍
醐味をお話しいただきました。

第 2 部は、同委員会で社会貢献活動として継続して
いる「はじめての一人暮らし」講演の DVD を視聴。
DVD の映像内容は、教材用として編集し 10 月 9 日に
福岡県下の全高校へ寄贈したものです。

本セミナーの映像は、宅建協会会員サイトに 11 月
末まで掲載します。

不動産相談員
全体研修会を開催！
不動産相談員
全体研修会を開催！

令和
2年度

を開催女性従事者のための 実務セミナー
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No．23

九公取
だより
九公取
だより

（一社）九州不動産公正取引協議会
からのお知らせとお願い

Q　�当社売主での新築分譲住宅（5戸）の売れ行きが

悪いので、現金 10万円を購入者全員にプレゼン

トとするのは問題ないでしょうか？

A　�購入者全員にもれなく現金を提供する場合、表現
方法の如何にかかわらず、景品規約施行規則第1条
第2項第1号の「不動産の代金を減額すること」に
該当し、値引きと認められる行為のため、景品類に
は該当しないので、10万円の現金を提供すること
は可能です。

Q　�当社の媒介により、新築分譲住宅を購入した方に、

グループ会社の電化製品を、景品として提供する

ことを企画しています。景品類の限度額を教えて

ください。

不動産の景品規制の概要

１．景品類とは

A　�懸賞によらないで、景品を提供する場合（総付景
品）の上限額は、取引価額の10％又は、100万円の
いずれか低い範囲となります。景品規約施行規則
第5条（次頁参照）媒介の場合の「取引価額」は、媒介
報酬限度額となりますから、例えば、4000万円の
新築分譲住宅であれば、媒介報酬限度額は126万
円×tax＝138.6万円となり、138,600円までの景
品類を提供することができます。ご質問にグルー
プ会社の電化製品とありますが、提供する景品類
は消費者が購入することができる価格「市場価格」
となっております。グループ会社からの仕入れた
価格ではない点に注意してください。

最近の広告違反の傾向についてお知らせいたします。不動産の広告において、他業者よりも目立ちたいば

かりに景品を豪華にして、差別化をするつもりで景品提供のルールを無視したものが見受けられます。景品

提供を含む広告を作成する場合「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約（景品規約）」

に定められたルールを遵守する必要があります。そこで今回は相談事例をもとに解説します。

不動産の景品規制の概要 
１．景品類とは 

目  的：  

提供方法： 

内  容： 

顧客を誘引する手段として 

取引に付随して提供する 

物品や金銭などの経済上の利益 

景品類にあたる 

値引き 

アフターサービス 

不動産または不動産
取引に付随するもの 

景品類にあたらない 

•提供の相手方を抽選などの懸賞の方法
により特定する場合 

・景品類の提供であると認識される表現
または方法で提供する場合

景品類にあたる 
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Q　�当社の媒介で、賃貸借契約を締結してくれた賃借

人に対し、6万円相当の家具家電をプレゼントし

たいのですが、問題ないでしょうか？

A　�懸賞によらないで景品を提供する場合（総付景品）
の上限額は、取引価額の10％又は100万円のいず
れか低い価額の範囲となります。媒介の場合の「取
引価額」とは、媒介報酬限度額となりますから、例
えば月額賃料が10万円であれば媒介報酬限度額
は10万円となり、1万円までの景品類を提供する
ことができます。ご質問の場合は、6万円の景品を
提供したいとのことですから、媒介報酬限度額が
60万円以上でなければなりません。つまり、月額
賃料が60万円以上の物件にしかこの企画は適用
できないということになります。

　「媒介報酬限度額」とは、国土交通省告示「宅地建
物取引業者が宅地又は建物の売買等に関し受け取
ることができる報酬の額」に定められた額をいい、
実際に受け取る報酬額がこれを下回った場合で
も、この媒介報酬限度額が「取引価額」として取り
扱われます。

Q　�宅建業者自らが賃貸人の場合、賃借人に一定期間

居住後に景品を提供する場合には、取引価額に、

「その間に賃借人が支払った賃料」を加えること

ができるようになったのですか？

A　�2019年11月13日付で景品規約施行規則第5条（取
引価格）第2号の宅建業者が賃貸人又は代理で景品
類を提供する場合の規定が改正されました、例え
ば、家賃8万円、礼金1か月、敷金1か月の賃貸住宅
を賃貸人（宅建業者）自らが広告する際に、「1年間
お住みいただくと、1年後にもれなく〇〇円相当の
〇〇をプレゼント!!」等と表示して景品提供企画を
実施する場合、従来の規定では、取引価額は、賃貸
借契約の締結に必要な費用の額（契約満了後に返
還する費用を除く）としていましたから、前家賃8
万円と礼金8万円の合計16万円となり、総付景品
の場合、その額の10％又は100万円のいずれか低
い額の範囲内が景品類の上限ですから、1万6千円
までのものが提供できることとしていました。

　今回の改正では、上記の取引価額に、居住期間中
に賃借人が賃貸人に支払った賃料等の総額を加え
ることができることとなりましたので、賃貸借契
約に必要な費用の額16万円に、1年間の総賃料か
ら前家賃1か月分を除いた88万円を加え、取引価
額は104万円となり、総付景品の場合は、10万4千
円までのものが提供できることとなります。

　なお、このような景品提供企画については、賃借
人募集時（契約締結前）に告知する必要があり、景品
類は、一定の居住期間経過後に提供できるものであ
って、契約締結時に提供することはできません。

２．一般消費者に対する景品類の提供の制限（景品規約第３条関係）

景品類の提供の方法 景品類の最高限度額
①一般懸賞景品
（来場者、購入者等に抽選等で提供する場合）

取引価額の２０倍又は１０万円のいずれか低い
価額（取引予定総額の２％以内）

②総付景品
（購入者全員に、又は先着順で提供する場合）

取引価額の１０％又は１００万円のいずれか低
い価額

③共同懸賞景品
（�多数の事業者が共同して実施する年末大売出し等で抽選等で提供する場合）

３０万円
（取引予定総額の３％以内）

④取引の勧誘をする旨を明示しないで行う旅行等への招待、優待 ０円（禁止）

３．取引価額（景品規約施行規則第５条関係）

取�引�態�様�等 取　引　価　額

①売買等で売主又は代理の場合 ◦物件価格

②
賃
貸

貸主又は代理の場合で賃貸
住宅等の場合

◦�賃貸借契約を締結するために必要な費用の額（敷金など賃貸借契約満了後
に返還される金銭を除く。）
◦�契約締結前に、一定期間契約を継続した後、賃借人に景品類を提供する旨
を告知した場合は、上記費用に加え、�当該期間内に賃借人が支払った賃料
等の総額

貸主又は代理の場合で借地
権付物件の場合

◦�権利金など返還されない金銭の授受があるものは、当該権利金の額（保証
金、敷金など賃貸借契約満了後に返還される金銭を除く。）

③媒介の場合 ◦�媒介報酬限度額（ただし、売主、貸主等と共同して行う場合はそれぞれ上
記による。）
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年々、高齢者一人暮らしの世帯は増加しており、

また少子化に伴い人口は年々減少し、空き家・空

き室問題は大きな社会問題となっています。そこ

で、超高齢化社会において高齢者の入居支援は欠

かせないとの考えから、福岡県宅建協会会員の事

業支援を行う（株）福岡県不動産会館（榎本敏己

社長）では高齢者見守りサービスを行うホームネ

ット（株）と平成 30年度より業務提携を行って

います。今回は同社が提供する高齢者の安否確認

サービス「見まもっ TELプラス」をご紹介します。

「見まもっ TEL プラス」は、令和 2 年 9 月末現在
で 130 社にご利用いただいています。サービス内容と
しては、週 2 回の安否確認の電話サービスと居室内で
の不慮の事故による原状回復費用等を上限 100 万円ま
で補償します。具体的には、決まった曜日・時間帯に
かかってくる安否確認電話（音声ガイダンス）に、入
居者自身が「元気ならボタンの 1」「体調が悪いなら
ボタンの 3」を押すだけの操作で、その操作結果を離
れて暮らす家族などにメールでお知らせします。この
受信したメール内容に応じて、受信者が入居者宅の訪
問等をすることにより、万が一の際の早期発見に繋が
ることが期待できます。

更に、残念ながら居室内での死亡が発見された場合
は、原状回復費用（修繕、清掃、異臭除去、消毒等）、
事故対応費用（遺品整理費用、遺族との連絡のための
通信費等）、葬儀費用（上限 50 万円）を併せて、上限
100 万円まで支払われます。

利用料金としては以下の通りとなります。

初回登録料 月額利用料

10,000 円（税別） 1,500 円（税別）

実際の利用状況としては、高齢者の方を中心として
30 代から 80 代までの幅広い年齢層で利用されていま
す。特に、65 歳以上の単身者の入居時に入居条件と
される場合が多いとのことです。30 代、40 代でも身
体障害をお持ちの方に利用される場合や、70 歳以上
の単身の入居者に家主負担で導入するなど様々な方法
でご利用いただいています。

同サービスの取扱店になって入居者が利用申込を行
った会員の皆様に対しては、ホームネット（株）より
販売手数料をお支払いします。取扱店になるための販
売委託契約に際しては面倒な手続きは不要で、かつ、
契約に伴うノルマや費用負担もありません。

この機会に、「見まもっ TEL プラス」の取り扱い
をご検討いただき高齢者の方が入居をされる際にご活
用ください。

お問い合わせは、（株）福岡県不動産会館（TEL：
092-631-3333）もしくはホームネット（株）（TEL：
03-5285-4538）までお願いします。詳しくは、今号に
同封しました、チラシをご参照ください。

男性

女性

性別 申込比率 平均年齢 最年少 最年長
男性 43% 71.7 32 89
女性 57% 75.2 56 88

＜利用者の性別と申込み時の年齢＞

安心して高齢者の方を受け入れることができる！

のご案内

高齢者
見守り
サービス

利用料金
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◆ ㈱宅建ファミリー共済と業務提携
㈱福岡県不動産会館（榎本敏己社長）と㈱宅建

ファミリー共済（笠間雅夫社長）は 2019 年 12 月
に業務提携し、代理店募集推進に共同で取り組ん
でいます。
（公社）全国宅地建物取引業協会連合会の賛助

会員である㈱宅建ファミリー共済は、協会会員の
業務支援を目的に 2008 年に設立された少額短期
保険業者です。全国に約 9,500 店（2020 年 9 月時点）
の代理店があり、少額短期保険業者の中でもトッ
プクラスの規模を誇ります。ここ福岡でも、業務
提携により現在約 270 会員が宅建ファミリー共済
の代理店となっています。

宅建ファミリー共済が提供する「新ハトマーク
補償（住宅用）」と「新ハトマークテナント補償（事
業用）」は、火災・盗難・水漏れ事故等による家
財または設備・備品等の損害や賠償責任（借家人
賠償・個人賠償または施設賠償）を負った場合の
補償のほか、窓ガラス・洗面台・便器・浴槽の修
理（不測かつ突発的な事故に伴うもの）などの費
用補償がセットになっています。また、近年社会
問題となっている入居者の孤独死に関する補償を
セットした商品も提供しています。

㈱宅建ファミリー共済は販売に関するノルマは
ありませんので、安心してご利用いただけます。
また、事務処理が簡単・便利なところも大きな特
徴です。パソコンが苦手な方は、FAX を使って
保険申込手続きができます。パソコンまたは FAX
を使って保険申込手続きをすると、その場で保険
契約証兼保険料領収証（ご契約内容確認書）を発
券できます。さらに、事務サポート体制も万全で、
年末年始などを除く毎日 9：00 から 20：00 まで、
事務処理の問合せに関するフリーダイヤルを開設
しています。

◆ ㈱宅建ファミリーパートナーの設立と
　 九州営業所のオープン
㈱宅建ファミリー共済の兄弟会社として、㈱宅

建ファミリーパートナーが設立されました（両社
は、㈱宅建ファミリーホールディングス（純粋持
株会社）の完全子会社）。
㈱宅建ファミリーパートナーは、　㈱宅建ファ

ミリー共済とのシナジー効果の発揮、より良いサ
ービスの提供等を目的に設立いたしましたが、本
年 10 月 1 日に九州営業所（九州・沖縄を担当）
を開設し、地域に近い、きめ細かな対応を目指し
ています。
九州営業所は、不動産会館（福岡県東区馬出）

の隣のビル内にあり、4名体制でスタートします
が、‘’小さく産んで大きく育てる‘’をモットーに、
一丸となって協会会員の業務支援に取り組んでい
きます。

宅建ファミリー共済

賃 貸 物 件 の 火 災 保 険 の こ と な ら

「安心・簡単・便利」な「安心・簡単・便利」な「安心・簡単・便利」な

宅建ファミリー共済にお任せ！宅建ファミリー共済にお任せ！

株式会社宅建ファミリーパートナー 九州営業所

福岡県福岡市東区馬出 1 丁目 13-9
　　　　　　　　　　D-1 ビル 201 号室

TEL ０９２（２９２）８３３５
https://www.takken-fp.co.jp
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医療保険の被保険者等記号・番号の
「告知要求制限」の規定が設けられました

本人確認の
際には
ご注意を！！

医療保険の被保険者等記号・番号の
「告知要求制限」の規定が設けられました

～ 令和２年１０月１日より施行 ～

■対象となる被保険者証

・健康保険被保険者証・船員保険被保険者証

・国民健康保険被保険者証・国家公務員共済組合組合員証

・後期高齢者医療被保険者証・地方公務員共済組合組合員証

・私立学校教職員共済制度加入者証・介護保険被保険者証

※介護保険被保険者証は「告知要求制限」の規定外です。

■実務における注意点

　被保険証をもって、本人確認を行う場合、被保険者等記号・番号等にマスキング（墨消し・

墨塗り）した上で、コピーする等の対応が必要です。

　また、犯罪収益移転防止法上の「確認記録」を被保険者証等で本人確認書類として用いる

場合にも、被保険者証の被保険者等記号・番号等を書き写すことのないように注意してくだ

さい。被保険証のコピーを「確認記録」に添付する場合には、当該コピーの被保険者証等記号・

番号等を復元できない程度にマスキングを施す等の対応を取る必要があります。

　健康保険法等の一部が改正され、保険者番号及び被保険者等記号・番号等について、個人
情報保護の観点から、健康保険事業またはこれに関する事務の遂行等の目的以外で告知を求
めることを禁止する「告知要求制限」の規定が、令和２年１０月１日から施行されています。

　なお、会員サイトにも今回の改正について掲載しておりますのでご確認ください。
https://www.f-takken.com/member/oshirase/（全会員共通の ID・PWが必要です）

（参考例）

参考例
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人材育成委員会（秋山伸也委員長）は、令和 2年
8月 27日から 9月 18日にかけて、全会員の中か
ら無作為に抽出した 95社の会員事務所を訪問し掲
示物、備え付け帳簿などについて調査を行いました。
業法上の事務所に備え付け義務があるものについ
て、不備のあった会員へは指導改善を促すとともに、
今回の調査により住所不確知、専任取引士不在など

の疑いがあった10社については、福岡県建築都市
部建築指導課宅建業係へ報告しました。
まだ消費税が 8％のままの報酬額表を掲示し、確
認記録を事務所に備え付けていない会員も多くみら
れました。報酬額表や確認記録などの帳簿の備え付
けについては、今一度、ご確認されますようお願い
します。

宅建協会では、新型コロナウイルス感染症対策として室
内に紫外線を照射し、浮遊菌を除菌する紫外線照射型の空
気清浄機を不動産会館内の 12 カ所に設置しました。この
空気清浄機は医療施設や福祉施設にも導入されているもの。
宅建協会では今後も引き続き、新型コロナウイルス感染

症対策をしていくこととしています。

令和２年度会員実態調査を実施しました！

新型コロナウイルス感染症対策として空気清浄機を導入！

福岡県不動産コンサルティング協議会（加藤

龍雄会長）は、8月から9月に 3回にわたって、

不動産会館6階研修ホールにて「不動産コンサ

ルティング基礎教育講座」を実施しました。

本講座は、不動産コンサルティング業務の基礎
的な知識・技能の習得を図ること及び不動産コン
サルティング技能試験対策を目的として毎年実施
しているもので、今年度は感染症対策を講じた上
での開催となりました。
講座内容は、不動産コンサルティング業務に不

可欠な「事業・実務」「建築・法律」「税制・経済
金融」を学ぶもので、講師には、本講座で使用す
る「不動産コンサルティング基本テキスト（不動
産流通推進センター発行）」の執筆者を含む不動産
コンサルティングの専門家や弁護士・税理士・建

築士を招きました。
会場には、今年度の不動産コンサルティング技
能試験受験者や不動産コンサルティング業務を志
す方々が集い、皆さん集中して受講していました。
不動産コンサルティング協議会では、他にも、
公認不動産コンサルティングマスターを対象とし
た講座も実施していくこととしています。

を実施しました

公認不動産コンサルティングマスターへの一歩！

不動産コンサルティング基礎教育講座
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入 会 者 一 覧 表 期間 : R02.08.01 〜 R02.09.30

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 9120 大東建託リーシング㈱古賀店 奥　大祐 福岡県古賀市花見東 7-9-1 092-941-0073 092-941-0076 R2.8.6

東部支部 （02） 16949 ㈱フロムハート香椎照葉支店 黒木　秀俊 福岡県福岡市東区香椎照葉 3-2-1
シーマークビル 203 092-410-5050 092-410-5051 R2.9.8

東部支部 （01） 19386 ㈱ Reiming 阿津坂　英紀 福岡県福岡市東区若宮 5-2-1
新井ビル 203号 092-692-2064 092-692-2082 R2.8.6

東部支部 （01） 19434 ひかり不動産㈱ 田代　洋己 福岡県福津市日蒔野 5-4-3
T2-officeB 0940-62-6671 0940-62-6672 R2.9.9

博多支部 （02） 17520 日本ライフサポート㈱ライフホームズ 原田　恵美 福岡県福岡市博多区祇園町 8-22 092-281-5090 092-281-5080 R2.9.8

博多支部 （01） 19375 明日商事㈱ 林　美恵 福岡県福岡市博多区東光 2-2-22
第一平野ビル 401 092-482-8422 092-482-8423 R2.8.6

博多支部 （01） 19405 ㈱隆旭 時松　新太郎 福岡県福岡市博多区博多駅前 4-9-
28 092-710-6281 092-710-6282 R2.9.8

博多支部 （01） 19418 八方不動産㈱ 周　明慧 福岡県福岡市博多区博多駅前
2-11-22-606 092-292-5852 092-292-5863 R2.8.18

博多支部 （01） 19430 ㈱アセットデザインカンパニー 亀田　征吾 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-22-6
ビジネス・ワン博多駅前ビル 6F 092-413-0586 092-413-0587 R2.9.1

博多支部 （01） 19441 ㈱えんメディアネット 坪倉　伸一 福岡県福岡市博多区住吉 3-12-1-3 階 092-260-5370 092-260-5371 R2.9.14

中央支部 （02）
大臣 8126 ㈱ホームステージ福岡支店 村山　孝史 福岡県福岡市中央区大名 2-8-18 092-791-8924 092-791-8925 R2.8.6

中央支部 （01） 19401 ㈱ハウスリンク 重永　孝博 福岡県福岡市中央区高砂 2-16-28 092-753-8883 092-753-8865 R2.8.6

中央支部 （01） 19406 ㈱アイネットデザイン 德田　泰寛 福岡県福岡市中央区六本松 2-3-3 092-737-3733 092-737-3722 R2.8.7

中央支部 （01） 19413 ㈱傳設計 岩本　茂美 福岡県福岡市中央区舞鶴 1-6-13 092-737-1500 092-737-1501 R2.8.14

中央支部 （01） 19424 ㈱ HALE 宮崎　祥平 福岡県福岡市中央区天神 2-4-12
コスモ天神 402号 092-738-8688 092-738-8689 R2.8.26

中央支部 （01） 19429 ㈱ JTR 谷口　淳 福岡県福岡市中央区大手門 3-8-16 092-726-8003 092-726-8004 R2.9.1

中央支部 （01） 19436 ㈱ DAYS 山田　大 福岡県福岡市中央区小笹 2-12-3-
103 092-287-6023 092-287-6023 R2.9.9

中央支部 （01） 19440 ㈱エス 浦田　忠和 福岡県福岡市中央区小笹 3-9-11 092-401-1669 092-401-1669 R2.9.16

中央支部 （01） 19443 ホームブライト㈱ 小川　哲司 福岡県福岡市中央区大名 2-4-38-
1004　チサンマンション天神Ⅲ 092-707-2616 092-707-2617 R2.9.16

中央支部 （01） 19444 ㈱パワーホールディングス 廣畑　慎太郎 福岡県福岡市中央区舞鶴 1-1-11
- 天神グラスビルディング 9階 092-718-1918 092-718-1932 R2.9.16

筑紫支部 （07） 11943 眞鍋建設㈱五条支店 外山　真伍 福岡県太宰府市五条 2-6-29
マナホームビル 102 092-555-3988 092-555-3989 R2.8.6

筑紫支部 （01） 19412 ㈱ A－ forest　Project 杉森　アニータ 福岡県春日市塚原台 1-74-2 092-596-5718 092-596-5718 R2.8.14

筑紫支部 （01） 19422 ㈱リビングクリエイト 福島　健司 福岡県大野城市南ケ丘 2-23-14　
2F 092-589-1166 092-589-1177 R2.8.24

福岡西支部 （01）
大臣 9120 大東建託リーシング㈱福岡西店 江﨑　勇介 福岡県福岡市早良区次郎丸 1-11-

48 092-862-7211 092-862-7214 R2.8.6

福岡西支部 （01）
大臣 9631 積水ハウスノイエ㈱九州営業所 笹井　規 福岡県福岡市城南区東油山 2-7-17 092-404-2020 092-400-8855 R2.8.6

福岡西支部 （01） 19390 カナホーム 庄島　果菜子 福岡県福岡市早良区西新 1-10-13
西新前田ビル 302 092-821-2622 092-821-2623 R2.8.6

福岡西支部 （01） 19402 ㈱ HKコーポレーション 有田　聖一 福岡県福岡市城南区片江 1-4-54-
202 092-836-7301 092-836-7302 R2.9.8

福岡西支部 （01） 19421 ㈱徳大ハウジング 德永　大和 福岡県福岡市城南区別府 1-4-45
トーソンビル 203 092-707-7211 092-707-7212 R2.8.19

北九州支部 （01） 18717 ㈱よかネットクラウド小倉営業所 上原　康暉 福岡県北九州市小倉南区東貫
2-15-22 093-474-6444 093-474-6445 R2.8.6

北九州支部 （01） 19350 ㈱エフワイ 各務　秀人 福岡県北九州市小倉南区上吉田
4-14-22 093-473-9055 093-473-9538 R2.8.6

北九州支部 （01） 19397 フェリス都市開発㈱ 黒谷　真功 福岡県北九州市小倉南区若園 1-2-
20 093-601-9977 093-921-9311 R2.8.6

北九州支部 （01） 19399 ㈱セイエイ 滑石　修 福岡県北九州市八幡西区楠橋南
1-1-5 093-617-6027 093-618-0499 R2.9.8

北九州支部 （01） 19404 ㈱鬼丸塗装 鬼丸　隆 福岡県北九州市戸畑区一枝 1-5-20 093-871-6255 093-871-6259 R2.8.7

北九州支部 （01） 19415 ㈱ラメールホーム 大倉　利弘 福岡県北九州市小倉北区宇佐町
2-13-6 093-482-2555 093-482-2556 R2.9.8

北九州支部 （01） 19417 ㈱イチゴイチエ 野﨑　亜樹 福岡県北九州市八幡東区枝光 1-2-4 093-980-5242 093-980-5242 R2.8.14

北九州支部 （01） 19419 ㈱さくら地所 光山　智治 福岡県北九州市八幡西区山寺町
1-1　エステート和光 102 093-883-7522 093-883-7521 R2.8.19

久留米支部 （01）
大臣 9120 大東建託リーシング㈱久留米店 日髙　元気 福岡県久留米市東合川 3-16-12 0942-45-6930 0942-45-2955 R2.8.6

久留米支部 （01） 19394 ふるさと管理綜合㈱ 馬田　直明 福岡県久留米市田主丸町菅原 1368 0943-73-7708 0943-73-7708 R2.8.6

久留米支部 （01） 19416 ㈱大成ハウス工業 高橋　建之 福岡県久留米市荒木町白口 3001-
28 0942-48-1026 0942-48-1029 R2.8.14

久留米支部 （01） 19433 セデックス開発㈱ 緒方　瓔子 福岡県久留米市北野町高良 313-5 0942-78-4442 0942-78-4242 R2.9.9
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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

久留米支部 （01） 19445 ㈱ AFFECT 緒方　久則 福岡県久留米市山川町 1662-1 0942-44-8033 0942-43-6004 R2.9.16

県南支部 （01） 19400 ROOMアセットマネジメント㈱ 平島　秀一 福岡県八女市大島 112-1-101 0943-22-9555 0943-22-9595 R2.8.6

筑豊支部 （01） 19425 ㈱ DAISEI 毛利　健太 福岡県飯塚市川津 215-2
第一高見ビル 106号 0948-52-6355 0948-52-6366 R2.8.27

筑豊支部 （01） 19439 早麻不動産 早麻　英樹 福岡県田川郡糸田町自由ケ丘
1870-23 0947-26-0555 0947-26-0555 R2.9.10

退 会 者 一 覧 表 期間 : R02.08.01 〜 R02.09.30

支部名 免許証番号 商号・名称 代表者 所在地 退会日

東部支部 （08） 9673 丸正不動産 奥田　正良 福岡県福岡市東区多の津 4-9-15 R2.8.6

東部支部 （07） 12215 タックマネジメントサービス㈲ 柴田　拓司 福岡県宗像市大井台 9-7 R2.8.31

東部支部 （07） 12393 占部建設㈱宗像支社 占部　くす子 福岡県宗像市光岡 4-5 R2.8.31

東部支部 （03） 15833 黒田木材商事㈱志免店 黒田　明 福岡県糟屋郡志免町南里 6-20-20 R2.8.28

博多支部 （02） 16832 ㈱マンセイ 納富　勝敏 福岡県福岡市博多区奈良屋町 11-12 R2.9.30

博多支部 （02） 17596 駅前の社宅サービス㈱ 木村　貴弘 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-22-6
大野ビル 1階 R2.8.28

博多支部 （01） 18270 ㈱シーレ福岡 白岩　克也 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-3-12-401
（第 6ダイヨシビル） R2.9.30

中央支部 （09）
大臣 3456 昭光通商㈱福岡支店 村上　泰章 福岡県福岡市中央区天神 4-1-1 R2.9.16

中央支部 （04）
大臣 6857 タマホーム㈱九州分譲支店 横山　涼 福岡県福岡市中央区渡辺通 5-2-25 R2.8.28

中央支部 （03） 16403 ㈱ TAKE 伊藤　竹子 福岡県福岡市中央区警固 3-2-22 R2.9.17

中央支部 （02） 16715 ㈱ファミリー・不動産買取販売 橋本　大輔 福岡県福岡市中央区天神 5-7-1
ファーネスト天神ビル 3F R2.9.28

中央支部 （01） 19120 ㈱イエノタネ 原田　なみ 福岡県福岡市中央区大名 2-11-25-2F R2.8.28

南部支部 （11） 6037 二葉屋 松本　鐵彌 福岡県福岡市南区曰佐 3-3-10 R2.9.29

南部支部 （05） 13523 ㈲宮田工務店 宮田　正治 福岡県福岡市南区井尻 1-9-1 R2.8.6

福岡西支部 （01）
大臣 9199 ㈱アパマンショップリーシング姪浜駅前店 石橋　輝 福岡県福岡市西区姪浜駅南 1-5-1 R2.9.28

福岡西支部 （01） 17916 ㈱エフ・エス・ケー 藤川　泰紀 福岡県福岡市城南区茶山 4-25-8 R2.8.21

福岡西支部 （01） 18905 ラッキーエステート 清武　信宏 福岡県福岡市城南区神松寺 2-13-15
ユンゲルハイム神松寺 302 R2.9.8

北九州支部 （02）
大臣 8700 大英産業㈱小倉店 甲斐　琢也 福岡県北九州市小倉北区片野 4-18-18 R2.8.28

久留米支部 （03） 15603 ㈲ KTハウジング 髙嶋　和弘 福岡県久留米市合川町 418-1 R2.8.21

県南支部 （04） 14374 ㈱九州ビルシステム小浜営業所 福島　龍一 福岡県大牟田市小浜町 1-2-1 R2.8.21

県南支部 （02） 17760 ㈱ブランディング・イノベーションBI 不動産部 齊藤　顕子 福岡県八女市本町 1-92 R2.9.16

筑豊支部 （02） 16699 ㈱サンエステート 田中　浩二 福岡県田川郡赤村大字赤 5071-22 R2.9.28

　市場動向の把握に繋がり、賃貸オーナーへの賃料設定や建設等を提案する際にも役立つ指標とすべく実施する同調査
結果の精度を更に高めるために、1社でも多くの皆さまに回答へのご協力をお願いします。令和2年10月31日時点
を目安として調査をしていただき、12月18日までに本誌同封のアンケート用紙にご記入の上、FAXでご返信いただ
くか、WEBフォーム（https://f-takken.com/）からご回答いただきますよう宜しくお願いします。

　賃貸市場整備委員会では、平成�23�年度より毎年実施し、会員サイトにて調査結果を公開している「賃
貸住宅の空室率調査アンケート」を今年度も実施します。
　同調査は、賃貸管理業務を主力とし、空室対策を積極的に行っている会員の方々が管理・斡旋して
いる賃�貸住宅の全戸数と空室戸数を取りまとめているもの。昨年は、479社から回答を頂き、空室率
7.3％という調査結果となりました。（全調査戸数9万 3,343戸、全空室戸数�6,851戸）

■�会員サイト「不動産市況」
　https://www.f-takken.com/member/f_sikyou/（全会員共通の ID・PWが必要です）

空室率調査アンケートご協力のお願い
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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。（ 1 月～ 3 月開催分）

宅建士証有効期限 講　　習　　日 ご案内発送

H�33（R３）年 6月 1/19（火）・1/20（水）アクロス福岡、1/15（金）小倉興産KMMビル Ｒ２年11月上旬

H�33（R３）年 7月 2/18（木）・2/19（金）アクロス福岡、2/16（火）小倉興産KMMビル Ｒ２年12月上旬

H�33（R３）年 8月 3/18（木）・3/19（金）アクロス福岡、3/16（火）小倉興産KMMビル Ｒ３年１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　福岡県不動産会館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）

10 月 1日以降宅建士証に旧姓を
併記することができます。詳細に
ついては、お問い合わせください。
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表紙について
【『糸島・白糸の滝』にウィルス浄化祈願に！】
　『糸島市～福岡市～那珂川市』に跨る『背振・雷山県立自然公
園』の『羽金山』中腹にある福岡県指定：名瀑『白糸の滝』は、
24Mの高さから、その流るる姿の美しさで、広く県民に喜ばれ
ている滝です。
　この滝は、長野川となって加布里湾に流れ、糸島の牡蠣たち
に栄養を送ってもいます。この秋冬に『糸島牡蠣小屋』も楽し
んでください。
　新型コロナウィルス『疫病退散』も込めて、撮影してきました。
（撮影とコメント：福岡西支部　㈱モモチ住宅　讃井�嘉樹�氏）

　（株）福岡県不動産会館ではこの度、新商品として「メガネ型フェイスシールド」の販売を開始し
ました。
　この商品は、昨今社会的に大きな影響を与えている新型コロナウイルス感染症予防対策商品とな
ります。メガネ型ですので、ズレにくく普段ご使用のメガネの上からでもご使用いただくことが可
能です。洗浄することができるため、大変経済的です。
　販売価格は 1 個あたり 200 円（税別）となります。この機会に是非お買い求めください！お申込
みは今号裏面掲載の専用注文票をご使用ください。
　お問合せは、不動産会館商品販売コーナー TEL 092（631）3340、FAX 092（631）3350 まで。

　「告知要求制限」の規定が施行され、被保険者等記号・番号を書き写すこと等が禁止されました。
それ以外にも、被保険者等記号・番号の告知を求めているかのような説明も禁止されており、
ホームページ等において、「被保険者証の記号・番号が記載された面の写しを送付してください」
といった記載を行わないよう十分留意してください。

編集後記

　2021 年版『不動産手帳�2021』が完成しまし
た。会員の皆様には、今号の広報（宅建ふくお
か 10・11 月号）に同封して、1冊ずつ無償に
て配布します。更に必要な方には1冊770円（消
費税込）で販売します。
　販売は、不動産会館 1階商品販売コーナーも
しくは支部等でも販売致しますが、FAXでのご
注文も承っております。また、ネットショッピ
ング（https://www.f-takken.com/shopping/）
でもご購入頂けます。

メガネ型フェイスシールド販売開始！！

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。

2021年版不動産手帳販売開始のお知らせ

感染症予防対策に！

宅建協会、不動産会館、九公取、取引士証申
請受付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 12月 29日（火）～

令和3年 1月 4日（月）　　　

不動産無料相談所は
　　12月 28日（月）～ 1月 5日（火）

ふれんず事務局は
　　12月 29日（火）～ 1月 4日（月）

年末年始お休みのお知らせ
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（株）福岡県不動産会館より
新商品販売開始のお知らせ

※送料 1,100 円となります。

但し、合計金額が 11,000 円以上の場合送料無料です。

下記【注文票】にご記入の上、（株）福岡県不動産会館までご注文ください。

FAX：（092）631-3350
TEL：（092）631-3333 担当：錦戸

飛沫感染防止対策に！

メガネ型フェイスシールド販売開始！！

●何度でも使える！ ●不動産営業等の対面接客に最適！
●メガネの上からでも着用できる！ ●軽量なので疲れない！

ご商号

電話番号 FAX 番号

ご住所 注文数

注文

方法

通気性がよく、快適なつけ心地で顔全体を保護！

わずか 30gの超軽量設計で長時間つけていても邪魔にならず、クリアな視界で飛沫感染防止対策が

可能です。バンドタイプとは異なり肌に密着しないので、通気性に優れています。顔全体を覆うこ

とで、マスクでは防ぐことが出来なかった目の粘膜まで保護できます。

商品代金：200円（税別）
交換用フェイスシールド（10枚入り）：1,000円（税別）

※商品表示価格は税抜き価格となっております。 別途消費税が加算されます。

□フェイスシールド：
□　交 換 用 ：
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