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特

　集
福岡に新しいランドマークが出来ました。
竹下駅から徒歩13分、筑紫通りに面したエントラ
ンスでは実物大ガンダムの立像がお出迎えします。
九州初出店57店を含む約220店舗が揃い、国内3
店舗目となるキッザニアも7月31日にオープンして
います。

（博多支部　㈱森田不動産　森田 由美  氏）

ららぽーと福岡とガンダム

（奇数月15日発行） 一部 50円〔会費に含む〕
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広　報

今号表紙担当：博多支部

・ 令和5年10月1日から消費税に係る「インボイス
　制度（適格請求書等保存方式）」スタート ‥1～2
・ 9月1日施行、公取規約変更に伴い
　　「ふれんず」が一部変わります！　‥‥‥‥‥‥‥5



課税売上げに係る消費税額 － 課税仕入れや経費に係る消費税額 ＝ 納付する消費税額

（売上税額） （仕入税額） （納付税額） 

差し引く計算が 

仕入税額控除 

概　要

インボイス制度とは、一定の要件が記載され

た請求書や納品書を発行・保存するという制度

で、制度導入後は、「いつ」「どの事業者から」「何

を仕入れて」「金額や税率ごとの税額がいくら

だったのか」等を請求書上で明確にすることが

求められます。

このインボイス（適格請求書）を発行できるのは、
税務署にインボイスを発行できる事業者として登録を
受けた事業者だけです。

消費税の免税事業者はインボイス発行事業者として
登録できず、登録するためには、課税事業者選択届出
書を事前に提出し、課税事業者になっておく必要があ
ります。

登録を受けることで、売上等に係る消費税（預かっ
た消費税）から仕入等に係る消費税（支払った消費税）
を控除することができるようになります。

このような厳格な制度ができた背景として、以下の
ような理由が考えられます。

❶消費税額の正確な把握

日本では、令和元年 10 月から軽減税率制度が導入
されましたが、税率が複数存在するため、取引ごとの
税率を明確にしなければ正確な経理処理ができなくな
ります。

❷益税問題の解消

益税（えきぜい）とは、消費者が免税事業者に支払
った消費税の一部が納税されずに、事業者の利益にな
ることを言います。消費者が負担する消費税が国等に
納められず、事業者の利益になることから、税の公平
性から適切でないという議論が長く続いていました。

令和５年10月１日から消費税に係る
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【課税事業者】
課税事業者は本制度が導入されても元々消費税の納

税義務があるため、税務署でインボイス発行事業者の
登録をするとともに、制度に対応した経理システムの
導入等が必要になります。

また仕入等に係る消費税額控除の適否の観点から、
取引先に対し、登録を受けた事業者か否かを確認する
ことも必要です。

インボイス制度開始後は、免税事業者等の未登録事
業者からおこなった課税仕入れは、原則として仕入税
額控除の適用を受けることができません。

インボイス制度開始日から登録事業者としての適用
を受けるためには、令和５年３月 31 日までに登録申
請書を提出する必要があります。

未登録事業者の仕入等に係る消費税額控除について
は、経過措置が６年間設けられており、制度開始日か
ら３年間は仕入税額相当額の 80％、その後３年間は
50％の控除が可能となっています。

【免税事業者】
免税事業者が課税事業者と取引している場合、課税

事業者になるか否かの選択を迫られます。課税事業者
として登録を受けなければ、取引先との取引が解消す
る可能性も考えられます。しかし、課税事業者になる
とこれまで免除されてきた消費税の支払いが発生する
ため、一定の負担になります。

また、家賃等の通常請求書等が発行されない取引に
ついては、請求書の必要記載事項の要件を満たすよう
に賃貸借契約書に追加記載等の見直し対応が必要と考
えられます。

令和５年10月１日から消費税に係る

　詳しくは、国税庁の「特集インボイス制度」
をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/
zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/
invoice.htm

影　響

対　応
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全国宅地建物取引業協会連合会（全宅連）およ

び全国宅地建物取引業保証協会（全宅保証）は、6

月 28 日に令和 4 年度定時総会をホテルニューオ

ータニ東京において開催しました。

　冒頭の挨拶で、来賓の斉藤鉄夫国土交通大臣が「国
民の生活や経済活動を支える、住まいや働く場を提供
する不動産業には、一層大きな役割を果たすことが期
待されています。国交省としても、時代にマッチした
産業の姿を目指していただくため、必要な施策の推進

に努めてまいります」と述べました。また、全宅保証
が創立 50 周年を迎えたことにも触れ、斉藤大臣から
坂本会長に感謝状が授与されました。

両団体とも、新型コロナウイルス感染症対策のため
オンライン出席も交えての開催となりましたが、全て
の議案が承認されました。

なお、同日開催された各団体の理事会において、全
宅連・全宅保証の会長として坂本久氏が再任され、全
宅保証の副会長として福岡県宅建協会の加藤龍雄会長
が選任されました。

㈱福岡県不動産会館及び㈱ふれんず宅建保証は、

7月 7日及び 8月 10日に不動産会館においてそれぞれ取締役会を開催し、

下記担当役員を決定しましたのでご報告します。

役　職 氏　名

代表取締役社長 角　田　幸　雄

取締役会長 加　藤　龍　雄

取締役副社長 小　川　正　久

取締役副社長 今　林　政　秋

専務取締役 南　　　博　文

取締役総務財政部長 次　田　武　史

取締役流通部長 財　部　曉　宏

取締役保険保証部長 井　上　隆　博

取締役商品開発部長 増　田　　　茂

取締役研修部長 坂　口　　　隆

取締役管理部長 石　川　浩　司

相談役 榎　本　敏　己

監査役 倉　田　邦　孝

監査役 林　　　輝　彦

監査役 札　元　健　二

役　職 氏　名

代表取締役社長 角　田　幸　雄

取締役副社長 小　川　正　久

専務取締役 次　田　武　史

取締役保証推進部長 重　本　康　彦

取締役経理部長 浜　田　　　真

取締役保険部長 井　上　隆　博

監査役 倉　田　邦　孝

監査役 林　　　輝　彦

監査役 札　元　健　二

㈱福岡県不動産会館役員 （令和4年・5年度） ㈱ふれんず宅建保証役員 （令和4年・5年度）

㈱福岡県不動産会館及び㈱ふれんず宅建保証の
担当役員について

全国宅地建物取引業協会連合会

令和4年度定時総会（第58回総会）を開催令和4年度定時総会（第58回総会）を開催令和4年度定時総会（第58回総会）を開催令和4年度定時総会（第58回総会）を開催
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を受賞（東和眞 前財政委員長）令和4年 国土交通大臣表彰

福岡県宅建協会の前財政委員長である東和眞氏〔晃榮住宅（株）〕が令和 4 年国土交
通大臣表彰を受賞され、7 月 11 日に国土交通省において表彰式が行われました。

東氏は平成 24 年度に理事へ就任すると、同 27 年度までの 2 期 4 年間、（一社）九州
不動産公正取引協議会の監事を務めました。平成 28 年度から令和 3 年度までの 3 期 6
年間では財政委員長を務め、財政基盤の安定化を図るため、事業費・管理費を精査しつ
つ会員数の増減を予想し、向こう 5 年間の財政シミュレーションを作成するなど、将来
の財政収支の展望について精力的に分析・考察を行い公益社団法人として適正な事業運
営に貢献しました。

東氏は平成 29 年には福岡県知事感謝状を受賞しています。
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前号でもお伝えしたとおり、令和 4年 9月 1日

に「不動産の表示に関する公正競争規約（表示規約）」

及び「表示規約施行規則」が、改正施行されています。

詳しい改正内容は（一社）九州不動産公正取引協議

会のホームページにある表示規約・同施行規則の主

な改正点をご確認のうえ、規約違反広告とならない

ように、広告の作成をお願いします。

今回の規約改正等に伴い、不動産情報ネット「ふれ
んず」では９月より下記のとおり、登録項目等を変更
しますのでご確認をお願いします。

①管理方式の項目変更

現在、「管理方式」という名称を「管理員の勤務形態」
に変更し、登録を必須化します。また、選択肢の名称
も変更・追加します。※１ イメージ参照

②入居日等の項目変更
賃貸居住用の項目 「入居日」を「入居可能時期」に

変更します。また、その他の種目 「引渡し時期」を「引
渡し可能時期」に変更します。

③売マンション等の項目変更
一般消費者向けサイトに表示している「一括売マン

ション」「売アパート」の名称を、「一棟売マンション」
「一棟売アパート」に変更します。

④備考入力方法の案内
ふれんず上に入力項目が無くても、物件に応じて公

取規約上必要な内容を掲載する必要があります。これ
らの内容については備考に記載いただくことになるた
め、どのような書き方をすればいいか案内表示が出る
ように仕様変更します。※２ イメージ参照

【参考】表示規約・同施行規則の主な改正点：https://www.k-koutori.com/news/232/

施 行

９ 　１
 公取規約変更に伴い

「　　　　」が一部変わります！一部ふれんずふれんず「 」

不動産情報ネット「ふれんず」では会員の皆様から成
約報告をいただくことで、相互に売却相場を把握でき、

適正な不動産取引にも繋がっています。今後もよりいっ
そう、会員の皆様に適正かつ正確な情報を提供するため
にも成約報告はなるべく成約日当日に行っていただきま
すようご協力のほどよろしくお願いします。

※ 1

※ 2

ふれんずから成約報告に関するお願い
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事務所の掲示物や帳簿類は揃っていますか？
― 宅建業法の義務付け事項に不備のないようご注意ください ―

１．標識（宅地建物取引業者票）
事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場

所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければなりません。

２．報酬額表
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。最新は令和元年 10 月 1 日施行のものです。

３．帳簿（取引台帳）
国土交通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国
土交通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、事業年度末日の閉鎖から
5 年、業者自ら売主となる新築住宅に関するものは 10 年です。

４．従業者証明書
国土交通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りません。また、従業者は、取引の関係者の請求があ
ったときは、従業者証明書を提示しなければなりません。代表者自身も証明書を携帯する必要があり
ます。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
国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、従業

者証明書の番号、その他国土交通省令で定める事項（生年月日、主たる職務内容、宅地建物取引士で
あるか否かの別、当該事務所の従業者となった年月日、当該事務所の従業者でなくなったときはその
年月日）を記載しなければなりません。また、取引の関係者から請求があったときは、従業者名簿を
その者の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
宅地・建物の売買契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う際に、顧客の本人確認を行い確認記

録を作成しなければなりません。確認記録の保存期間は契約が終了した日から 7 年間です。
なお、犯罪収益移転防止法では、取引時確認の実施、確認記録の作成・保存、取引記録の作成・保

存、疑わしい取引の届出が義務付けられています。

毎年、免許権者による宅建業者への立入検査が実施されており、事務所へ設置や備え付けが義務付けら
れている事項に不備があった場合には、監督処分が行われています。

人材育成委員会（西村竜一委員長）では、会員の皆様が免許権者より業法違反を指摘されることがないよ
うに、法律で宅建業者に課されている下記事項について確認すべく、例年、会員実態調査を実施しています。

会員各位におかれましては、事項に不備が生じないよう、今一度ご確認いただきますようお願いします。

また、人材育成委員会が実施する会員実態調査の際には、専任の宅地建物取引士の設
置状況の確認を行い、業者講習会等研修会の出席状況を報告します。さらに、本会が推
進している専任宅地建物取引士票の掲示も確認しますので、ご協力いただきますようお
願いします。

専任宅地建物取引士票の記載例
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〈お問い合わせ先〉
（一社）賃貸不動産経営管理士協議会 受付センター
TEL：0476-33-6660（平日 10:00 ～ 17:00）

相談所運営委員会（髙島照彦委員長）及び（公

社）全国宅地建物取引業保証協会福岡本部（加

藤龍雄本部長）は、7 月 27 日に不動産会館 6

階研修ホールにおいて、不動産相談員資格認定

研修会を実施しました。

「不動産無料相談所」では、不動産を買う時、
売る時、借りる時等の事前相談や、宅地建物取引
に関して本会会員との間にトラブルが生じた場合
の相談を受け付けています。

本研修会は、消費者からの疑問やお悩みに不動
産のプロとして対応する不動産相談員になるにあ
たり具備しておくべき事柄や不動産知識について
学び、不動産相談員資格を取得することを目的と
して開催されました。

研修会当日は 16 名が本研修を受講し、保証協

（一社）賃貸不動産経営管理士協議会は、賃

貸不動産管理業務に必要な専門知識の習得と実

務を遂行する能力を高めることを目的とし、国

家資格の取得に向けた試験学習の場として「賃

貸不動産経営管理士講習」（いわゆる 5 問免除

講習）を実施しています。

本講習会は、概ね 2 週間の事前学習と 1 日のみ
の座学講習（受講料 18,150 円税込）を受講するこ
とで、修了年度とその翌年度の試験 50 問のうち 5
問が免除される講習です。※別途テキスト代 4,048
円（税込）がかかります。福岡県不動産会館 6 階
研修ホールにおいては 8 月 24 日に開催されました。

賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅管理業務等
の適正化に関する法律において、賃貸住宅管理業
務を行ううえで設置が義務付けられている「業務
管理者」の要件を満たします。また、賃貸不動産
経営管理士資格は、昨年から法体系に基づく国家

会の組織及び事業内容の説明にはじまり、相談所
にて消費者からの相談を受ける際の流れや対応方
法、一般相談と宅建業法 64 条の 5 が定める苦情
相談の違いについて確認したほか、消費者から多
く相談が寄せられる事案についての研修が行わ
れ、研修の最後には修了試験が実施されました。
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、認定資格者は、所属支部からの
推薦を受けて理
事会で承認を得
た後に、不動産
相談員として活
躍することとな
ります。

資格となりました。
近年、管理の多様化や複雑化が進む賃貸住宅に

おいて、専門的な知識を持ち、オーナーと入居者
等に対して公正中立な立場で職務を担う賃貸不動
産経営管理士は、重要な存在として期待され、社
会的ニーズが高まるにつれて受験者数も年々増加
しています。

11 月 20 日に実施される令和 4 年度試験のお申し
込みは、8 月 15 日～ 9 月 29 日までとなっています。
詳細については、（一社）賃貸不動産経営管理士協
議 会 ホ ー ム ペ ー ジ（https://chintaikanrishi.jp/
exam/summary/）よりご確認ください。

不動産相談員資格認定研修会を開催しました！

賃貸不動産経営管理士講習（5問免除講習）について
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No．24

九公取
だより
九公取
だより 広告相談事例

（問１） 現地看板や友の会の会員誌による広告は広告

開始時期の制限の規制対象になるか？

（回答）宅建業法 33 条及び不動産の表示に関する公正
競争規約（以下、「表示規約」という。）第 5 条の規制
はすべての広告媒体が対象となります。現地看板や友
の会会員誌の広告はもちろん口頭による広告も規制の
対象となります。未完成の建物に関しては建築確認許
可後でないと広告はできません。また、未完成の宅地
でも宅地造成の許可後でないと広告はできません。た
だし、建築確認や宅地造成の許可がおりなくても、敷
地内に設置する看板において①建築予定地である旨②
会社名③電話番号の 3 項目のみを記載することは差し
支えありません。これは近隣の住民に建築工事関係の
車両の出入りを告知するための看板であって、広告と
は見なしていないからです。

（問２） 広告媒体に取引態様を表示しない場合はどう

なるか？

（回答）取引態様は、宅建業法によりすべての広告媒
体において表示が義務付けられており、これを表示し
ない場合は 7 日間の業務停止処分を受けることがあり
ます（宅建業法第 34 条第 1 項、同第 64 条第 2 項）。
表示規約では、一定の広告媒体に必要事項として取引
態様の表示を義務付けています。表示義務を課されて
いない広告媒体であっても、取引態様を表示しなけれ
ば、例えば取引態様が媒介であるのに一般消費者に売
主であると誤認される恐れがあり、不当表示として規
制を受ける場合があります。

（問 3） 営業マンが手作りで製作する投げ込みチラシ

も規制の対象になるか？

（回答）営業マンの手作りであっても印刷会社で印刷
したものであっても、不動産の広告媒体として規制の
対象となります。手書きのメモや口頭説明だとしても、
宅建業者が不動産を売ります、貸しますとしたものは、
規制の対象となりますので、注意が必要です。

すべての事業者が消費者に対して広告を行う場合、「不当景品類及び不当表示防止法」（景品表示法）の適
用があります。景品表示法は、平成 21 年 9 月 1 日に消費者庁の発足に伴い、公正取引委員会より所管が消費
者庁に移管されました。事業者が不当表示をおこなったり、過大な景品類を提供した場合、内閣総理大臣（消
費者庁長官に権限代理）が景品表示法に基づき措置命令（行政処分）等を行います。
不動産業界には、広告表示に関するルールを定めた「不動産の表示に関する公正競争規約」（表示規約とい
う）と景品類の提供に関するルールを定めた「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」
（景品規約という）の二つの規約があります。この二つの公正競争規約を運用しているのが不動産公正取引協
議会です。（一社）九州不動産公正協議会は九州地区を管轄しており、九州・沖縄地域内の 19 の業者団体会
員及び 3社の個人会員で構成されており、当協議会は、修事業、広報事業、相談・調査・指導事業の三つの
事業を行っています。特に相談・調査・指導事業では、広告作成に係る事前相談や現地実態調査活動を行っ
ており違反広告を行った事業者に対して資料徴求及び現地調査、事情聴取を行った後、違反の事実が確定す
れば一定の措置（注意・警告・厳重警告・違約金課徴）が講じられます。「不動産の表示に関する公正競争規
約」には、宅建業法第 32 条「誇大広告の禁止」・同法 33 条「広告の開始時期の制限」及び同法 34 条「取引
態様の明示」と同様の規定が定められており、広告を作成する際には注意が必要です。

不動産広告の自主規制ルール 公正競争規約とは

（一社）九州不動産公正取引協議会では、不動産広告に関する相談を受け付けています。
具体的な相談内容をQ＆A方式にて解説します。
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総務委員会（古賀健一郎委員長）では毎年、福岡

県内で不動産業の新規開業予定の方や不動産業に興

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。

今年度も、受付時の検温、手指消毒、ソーシャルデ
ィスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染症対
策を講じたうえで実施します。

プログラムとしては、「宅建業免許取得までの流れ」、
「法人・個人開業のメリット・デメリット」、「開業資金
の作り方」など、開業までに抱えるさまざまな不安や
疑問を解消できる内容となっています。さらに現役不
動産業者に直接相談できる個別相談会も実施しますの
で、不動産業界について更に知識を深めたい方や、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。

日時・会場
⃝福岡会場　　令和 4 年 10 月 19 日（水）　13：00 ～
　　　　　　　福岡県中小企業振興センター
⃝久留米会場　令和 4 年 11 月 12 日（土）　13：00 ～
　　　　　　　久留米シティプラザ

⃝北九州会場　令和 4 年 12 月 10 日（土）　13：00 ～
　　　　　　　小倉興産 KMM ビル
⃝福岡会場　　令和 5 年　1 月 21 日（土）　13：00 ～
　　　　　　　天神ビル

プログラム
第 1部：�宅建業免許取得までの流れ
　　　　～宅建協会・保証協会とは～
第 2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 3部：法人・個人開業のメリット・デメリット
第 4部：開業資金のつくり方
第 5部：実務家によるパネルディスカッション
第 6部：個別相談会（自由参加）
※ 第 5 部の終了予定が 16 時、個別相談会の終了予定が

16 時 30 分です。

申込方法
協会HPの不動産開業支援セミナーお申込みページ
より必要事項をご入力ください。
（https://www.f-takken.com/kyoukai/seminar/
contact/）

広報部会（鶴田誠二部長）と（株）福岡県不動産

会館（角田幸雄社長）は、広報活動の一環として 8

月よりテレビにて、9 月より YouTube・TVer にて

CM を放映しています。

例年、テレビにのみ CM を放映していましたが、イ
ンターネットの普及や娯楽の多様化などにより、特に
若年層のテレビ離れは言われて久しいです。

そういった状況に対応すべく、今年度はテレビに加
えて YouTube・TVer でも CM を放映し、幅広い年齢
層に宅建協会の PR を行っています。

● YouTube 広告とは
・YouTube 動画の視聴前・視聴中に表示される広告
・�「5 秒でスキップできる」ことが特徴でユーザーが

スキップしなかった場合動画を長く見せることがで
きるため、深い理解につなげることが可能

● TVer 広告とは
・ 民放テレビ局の番組を無料で視聴できるポータルサ

イトで、視聴前・視聴中に表示される広告
・ 広告をスキップできないため、完全視聴率が高いの

が特徴

宅建協会の HP に本年度放映するテレビ CM 動画を
掲載していますので、まだご覧になっていない方はぜ
ひご確認ください。

福岡での開業を全力サポート
不動産開業支援セミナーを開催します !!

９月より、YouTube・TVer でも宅建協会のCMを
放映しています！

参加費無料
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シロアリ検査・駆除予防工事のご案内
（株）福岡県不動産会館（角田幸雄社長）では、日

本長期住宅メンテナンス有限責任事業組合と提携し、

会員向けにシロアリ検査や駆除予防工事のあっせんを

行っています。

同組合は全国対応可能なシロアリ防除業者の事業組

合であり、売買時だけでなく管理物件や買取再販物件

でもご利用いただけるサービスを提供しています。ま

たシロアリ工事を検討している方を紹介いただき、成

約した場合には紹介手数料のお支払いもございます。

下記にサービスの詳細をまとめましたのでご参照い

ただくとともに、この機会に是非お申込みください。

ご好評をいただいている宅建協会の団体保険「宅

地建物取引業者賠償責任保険」の新規・更新手続き

のお知らせです。

今年度のパンフレットと加入依頼書は、前号の「広報
宅建ふくおか No551」と一緒に 7 月 20 日頃に皆様のお
手元にお届けしましたので、申込方法をご確認のうえ 10
月 14 日までに加入依頼書を福岡県不動産会館へ FAX い

ただきますようお願いします。締切日を超えた場合は翌
月からの中途加入となりますのでお気を付けください。

パンフレット、加入依頼書は福岡県宅建協会ホーム
ページにも掲載しております。掲載場所や商品内容な
どのお問合せは福岡県不動産会館（TEL092-631-6000）
までご連絡ください。

https://member.f-takken.com/top-news-detail?id=2173
（会員個別の ID・PW が必要になります。）

宅地建物取引業者賠償責任保険制度の募集開始のお知らせ！

【シロアリ検査】
対象物件の床下・外周・玄関回りについて目視および

触診による検査を行い、シロアリ被害、シロアリ侵入リ
スクの検査を実施するとともに、写真付きの詳細な報告
書を提出します。また、確認できる範囲での漏水や雨水
の侵入、木部の腐朽等の状況もあわせてチェックし、必
要な補修のアドバイスなども行うサービスとなっていま
す。
■利用料金：15,000 円（税抜）

■サービス内容

（1）床下検査（シロアリ、水漏れ、部材痛み等）
（2）点検報告書作成
（3）シロアリ駆除予防お見積作成

【シロアリ駆除予防工事】
　シロアリ防除薬剤を床下に散布、木部に塗布・注入す
るシロアリ防除工事を実施します。
■利用料金：2,300 円／㎡（税抜）

※  1 階床面積で計算されます。保証料・中間点検込みの
金額になります。

■サービス内容
（1）シロアリ工事
（床下へのシロアリ薬剤散布。大阪ガスケミカル製薬剤、
タケロック使用）
※ 床下が狭い、基礎断熱工法を採用しているなどの理由

で工事が行えない場合があります。
※ 部分的に工事ができない箇所がある、イエシロアリの

被害がある等の理由により、工事を実施しても保証を
付保できない場合があります。詳しくは見積もり時に
ご確認ください。

（2）施工報告書作成
（3）シロアリ 5年保証
※ 保証期間内に万一シロアリの被害が発生した場合は、

所定の保証約款に基づき当該部分の駆除施工及び 500
万円までの補修費用を保証します。なお、上記保証に
は適用条件があります。調査・見積もり時にご確認く
ださい。

※ シロアリ工事を実施した場合、2 年目もしくは 3 年目
に中間点検が行われ、5 年目にも保証満了点検が実施
されます。

（4）紹介手数料バックあり（工事金額の 10％）
※ 福岡宅建協会会員へのご請求の場合は、紹介料分が値

引きされます。

【シロアリ検査・駆除予防工事のご案内（宅建協会会員サイト）】
URL：https://member.f-takken.com/partner-info

（会員個別の ID・PW が必要になります。）

お問い合わせ

日本長期住宅メンテナンス有限責任事業組合
TEL：072-668-2511
※ お問い合わせの際は、「福岡県宅建協会の会員」であ

ることをお伝えください。
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入 会 者 一 覧 表 期間 : R04.06.01 ～ R04.07.31

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 （09） 9877 ㈱コムハウス
箱崎店 角田　浩崇 福岡県福岡市東区筥松新町 4-12

南里ビルフローレンス店舗 2 号 092-624-6672 092-624-6675 R4.6.7

東部支部 （01） 19999 エンジェル I ㈱ 黄　聖子 福岡県福岡市東区多の津 1-10-1
ビジネスエンジェルビル 405 092-626-5850 092-626-7036 R4.6.7

東部支部 （01） 20055 ㈱ふじわら不動産 藤原　晃一 福岡県福岡市東区香住ヶ丘 2-11-36
ジョイナス九産大前 101 092-692-5056 092-692-5031 R4.7.21

博多支部 （02）
大臣 9174 新栄不動産ビジネス㈱

九州支店 佐々木　強 福岡県福岡市博多区中洲 5-6-10
LA 博多 9 階 092-261-5877 092-710-7252 R4.7.12

博多支部 （01）
大臣 10147 ㈱大建地所 NEX

博多支店 林　照子 福岡県福岡市博多区博多駅前
3-19-18 アルディコンテ 21　902 092-409-2001 092-409-2071 R4.7.12

博多支部 （03） 16953 ㈱ REFIC 野見山　純 福岡県福岡市博多区博多駅前
3-18-27 092-292-9149 092-292-8976 R4.6.7

博多支部 （01） 19333 ㈱福岡ふたば不動産
南福岡支店 中村　亮平 福岡県福岡市博多区竹丘町 2-5-18

J’ sSTAGE201 092-558-1200 092-558-1201 R4.6.7

博多支部 （01） 19932 ㈱ビッグホールディングス 三浦　かをる 福岡県福岡市博多区青木 1-14 092-624-3888 092-624-3882 R4.6.7

博多支部 （01） 19997 ㈱ E ＆ E 大島　直樹 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-4-25
アクロスキューブ博多駅前 519 092-419-7285 R4.6.2

博多支部 （01） 20008 ㈱エクアル 平　孝治 福岡県福岡市博多区寿町 2-3-13-1F 092-586-6172 092-586-6173 R4.6.10

博多支部 （01） 20021 ㈱ GM エステート 金山　圭充 福岡県福岡市博多区住吉 1-2-25
キャナルシティビジネスセンター 8F 092-283-1122 092-283-7888 R4.6.16

博多支部 （01） 20029 博多都市企画（同） 新田　尚史 福岡県福岡市博多区美野島 2-12-8
フォレストコート住吉 401 050-3154-0809 050-3154-0728 R4.6.27

博多支部 （01） 20032 ㈱福岡エージェンシー 竹内　正幸 福岡県福岡市博多区博多駅東
2-10-16 092-481-3505 092-510-7271 R4.7.12

博多支部 （01） 20035 ㈲ビーグル 西村　嘉之 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-5-
27　グリーンハイツ 402 号 092-260-8381 092-260-8391 R4.7.12

博多支部 （01） 20036 ㈱ SquareKnot 飯島　誓一 福岡県福岡市博多区半道橋 1-7-7-1F 092-477-5125 092-477-5126 R4.7.12

博多支部 （01） 20056 ㈱ラック 松井　秀二 福岡県福岡市博多区東比恵 3-14-25 092-473-0101 092-473-0090 R4.7.21

博多支部 （01） 20058 ㈱ヨカイエ 宮下　剛 福岡県福岡市博多区山王 1-17-17
第 3 よしみビル 103 号 092-432-5788 092-432-5789 R4.7.27

中央支部 （03）
大臣 8121 悠悠ホーム㈱

薬院店 一ノ瀬　勇人 福岡県福岡市中央区高砂 1-24-26-
801 092-406-4422 092-406-4423 R4.6.7

中央支部 （01）
大臣 9773 日神住宅流通㈱

福岡支店 池田　敏之 福岡県福岡市中央区大名 1-9-45
藤和大名コープ 308 号室 092-707-3787 092-707-3788 R4.6.7

中央支部 （01）
大臣 10129 ㈱ MARKS

福岡支店 小松　直樹 福岡県福岡市中央区大名 2-3-3
308 号ラピスラズリ 092-600-0382 092-600-0383 R4.6.7

中央支部 （02） 17108 ㈱ステージラボ
CAREL 山口　征也 福岡県福岡市中央区今泉 1-9-19

BuLaLa ビル 4 階 092-406-7295 092-406-7296 R4.6.7

中央支部 （01） 20001 ㈱エステート六本松 岸川　亮太 福岡県福岡市中央区草香江 2-6-14 092-738-8521 092-752-4629 R4.6.6

中央支部 （01） 20002 ㈱草香江不動産 無津呂　賢一 福岡県福岡市中央区草香江 2-6-14 092-738-8873 092-711-8947 R4.6.6

中央支部 （01） 20003 ㈱アスシード 吉川　元美 福岡県福岡市中央区大手門 2-1-
17-1F 092-406-6887 092-406-6885 R4.6.7

中央支部 （01） 20009 lien　design ㈱ 伊藤　博幸 福岡県福岡市中央区高砂 2-12-13-
102 092-534-1445 092-510-7320 R4.6.10

中央支部 （01） 20010 ㈱ DAZAI 住空間研究所 香水　睦夫 福岡県福岡市中央区薬院 3-11-18 092-522-2124 092-522-2125 R4.6.10

中央支部 （01） 20023 ㈱ライフクリエート 馬場　秀一 福岡県福岡市中央区大宮 2-1-31-2F 092-522-7755 092-522-7766 R4.6.21

中央支部 （01） 20025 T ＆ K アセット㈱ アイズマイティ  アイニワー 福岡県福岡市中央区高砂 2-15-22-
210　第 7 ダイヨシビル 092-406-9330 092-406-9331 R4.6.22

中央支部 （01） 20030 フィフス㈱ 五島　正樹 福岡県福岡市中央区天神 2-9
新天町ビル 505 号 092-716-3055 092-716-3056 R4.6.28

中央支部 （01） 20031 ㈱ TENET 手嶋　稜 福岡県福岡市中央区清川 2-17-14 092-522-3111 R4.6.28

中央支部 （01） 20038 ㈱ OLD wide 古財　宗一郎 福岡県福岡市中央区高砂 1-1-25-
306 092-791-4516 092-791-4517 R4.7.12

中央支部 （01） 20043 ㈱青山財産ネットワークス九州 佐藤　誠 福岡県福岡市中央区天神 2-14-8
福岡天神センタービル 4 階 092-401-0797 092-401-0798 R4.7.12

中央支部 （01） 20044 JAPAN STANDARD ㈱ 瓦田　一希 福岡県福岡市中央区大名 2-3-3 092-406-5522 092-406-5523 R4.7.12

中央支部 （01） 20059 ㈱ドミール 藤嵜　健士 福岡県福岡市中央区平尾 1-9-9-8F 092-522-2276 R4.7.28

中央支部 （01） 20061 ㈱ランドネット九州 榮　章博 福岡県福岡市中央区天神 5-9-2
ファミール天神 2F201 092-733-1858 R4.7.28

南部支部 （01） 19926 ㈱エスコン 南　浩己 福岡県福岡市南区大楠 2-5-2 092-791-8460 092-532-1125 R4.6.7

南部支部 （01） 20034 ㈱タイムリンク 原　康則 福岡県福岡市南区野間 4-17-35-2
階 -201 号 092-554-8533 092-554-8534 R4.7.12

筑紫支部 （01）
大臣 10179 U2JAPAN ㈱

福岡支店 城戸　羊子 福岡県春日市伯玄町 2-48
稲永アパート 1 号室 092-586-7515 092-586-7519 R4.6.15

筑紫支部 （01） 20000 ㈱アネストリールス 大鶴　数一 福岡県筑紫野市筑紫駅前通 1-155-2 092-926-2300 092-926-2306 R4.6.7

筑紫支部 （01） 20014 ㈱ホームケアふくおか 竪山　研一 福岡県春日市白水ヶ丘 1-25 092-502-0321 092-584-3011 R4.7.12

筑紫支部 （01） 20022 若草企画 川邉　慎二 福岡県大野城市牛頸 4-13-8
カーサジアラ 103 092-586-7837 092-586-7837 R4.6.21

筑紫支部 （01） 20032 ㈱福岡エージェンシー
イオンハウジング イオンモール筑紫野店 吉村　匡弘 福岡県筑紫野市大字立明寺 434-1

イオンモール筑紫野 3F 092-929-5755 092-929-5756 R4.7.12

福岡西支部 （01）
大臣 9787 ㈱ Lib Work

福岡マリナ通り支店 井上　太佑 福岡県福岡市西区愛宕 4-21 092-213-3723 R4.7.12

福岡西支部 （01） 20013 ウィルコーポレーション㈱ 長光　隆志 福岡県福岡市西区泉 3-12-12 092-834-6379 092-834-6379 R4.6.13

福岡西支部 （01） 20019 ハッピー企画㈱ 伊賀　龍三郎 福岡県糸島市大門 71-7 092-323-8454 092-323-8454 R4.6.15
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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

福岡西支部 （01） 20026 ㈱不動産オトンコンサルティ
ング福岡 片江　宏典 福岡県福岡市西区今宿駅前 1-21-2

プレチサメンテ今宿駅前 102 092-205-0698 092-206-7505 R4.6.24

福岡西支部 （01） 20033 KNT ㈱ 山脇　兼太 福岡県福岡市西区小戸 3-30-19 092-600-0944 092-600-0944 R4.6.28

福岡西支部 （01） 20046 ㈱エルスタイル 梯　芳夫 福岡県福岡市早良区田隈 1-15-
26-2 号 092-400-1462 050-3488-7784 R4.7.15

福岡西支部 （01） 20047 ㈱ Lightning 村井　愛美 福岡県福岡市早良区飯倉 8-29-8 092-516-8646 050-3488-8320 R4.7.20

福岡西支部 （01） 20049 ㈱ BAYLEAF 執行　泰宏 福岡県糸島市篠原西 1-4-5-102 号 092-334-1607 092-334-1607 R4.7.21

福岡西支部 （01） 20054 対星建設㈱ 濵本　明成 福岡県糸島市前原西 4-10-5 092-334-5055 092-321-3080 R4.7.26

北九州支部 （01）
大臣 9900 ㈱よかタウン

小倉南営業所 上原　竜見 福岡県北九州市小倉南区湯川 1-3-
21-201 093-967-2208 093-967-2209 R4.6.7

北九州支部 （04） 15205 ㈲エステートプラン
小倉店 野上　大輔 福岡県北九州市小倉北区大手町

7-38　大手町ビル 102 号 093-967-7707 093-967-7708 R4.6.7

北九州支部 （01） 20007 YES ㈱ 楢崎　靖将 福岡県北九州市八幡東区祝町 1-3-3 093-883-9009 093-883-8998 R4.6.9

北九州支部 （01） 20039 SInSeI ㈱ 溝尻　武則 福岡県北九州市小倉北区皿山町 3-5 093-561-7378 093-561-0333 R4.7.6

北九州支部 （01） 20050 桃源産業㈱ 赤瀨　達人 福岡県北九州市小倉南区曽根新田
北 3-13-36 093-473-8261 093-473-8261 R4.7.23

北九州支部 （01） 20051 CML．HD ㈱ 加藤　秀隆 福岡県北九州市八幡西区京良城町
3-16 093-482-5865 093-482-5862 R4.7.22

久留米支部 （15） 1984 西日本産業㈱
Smile Home Town 原　愛奈 福岡県久留米市花畑 3-1-8-1F 0942-39-5727 0942-35-5809 R4.7.12

久留米支部 （01）
大臣 10169 ㈱ソロン

久留米大手町店 藤野　洋佑 福岡県久留米市大手町 5-33 0942-64-8737 0942-64-8738 R4.7.12

久留米支部 （01） 20015 ㈲大棟建設 小林　修 福岡県久留米市藤山町 219-5 0942-22-8088 0942-22-8085 R4.6.13

久留米支部 （01） 20027 ㈱みくに不動産 田添　謙二 福岡県小郡市大保 1217-1
ディアコーポ大保 102 0942-48-0592 0942-48-0593 R4.6.27

県南支部 （01） 20016 森の不動産 FORESTATE（同） 森　善宣 福岡県柳川市一新町 2-8
田中貸事務所 2 階 0944-85-8232 0944-85-8232 R4.6.13

県南支部 （01） 20052 フナツエンジニアリング㈱ 牛島　正教 福岡県大牟田市新開町 3-56 0944-59-5177 0944-59-5178 R4.7.22

退 会 者 一 覧 表 期間 : R04.06.01 ～ R04.07.31

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 （01）

大臣 9768 タマホーム不動産㈱
福岡店 出田　聖也 福岡県糟屋郡新宮町大字上府 612-1 R4.7.11

東部支部 （03） 16726 海岸通り不動産 山川　建 福岡県福津市宮司浜 2-35-17 R4.6.30

博多支部 （02） 17645 ㈱トリニティコード 畠田　亜有美 福岡県福岡市博多区麦野 4-35-11-901 R4.7.20

博多支部 （02） 18265 ㈱新洋マネジメント 日髙　丸朗 福岡県福岡市博多区博多駅南 3-3-12 R4.6.30

中央支部 （13） 4172 東和産業㈱ 古賀　龍彦 福岡県福岡市中央区鳥飼 3-10-20　ドミール鳥飼 507 R4.7.28

中央支部 （04） 15172 ㈲東宝企画 田中　實信 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 514 号） R4.6.29

中央支部 （03） 16002 ㈱アースクリエイト 下田　忠浩 福岡県福岡市中央区唐人町 1-12-18-901 R4.6.30

中央支部 （02） 17191 ㈱玄海リテールマネジメント 原　昌康 福岡県福岡市中央区大名 2-4-22（新日本ビル 3F） R4.7.28

中央支部 （01） 18382 ㈱ネクストライフ 樋口　美佐子 福岡県福岡市中央区天神 4-8-25-1F R4.6.29

南部支部 （02） 17714 アークエステート㈱ 山本　博久 福岡県福岡市南区市崎 1-2-8
福岡高宮マンション 122 号室 R4.7.26

筑紫支部 （03）
大臣 7725 ㈱駅前不動産

春日原店 本田　湧士 福岡県春日市春日原北町 3-59　サンライフ春日原 1 階 R4.6.21

筑紫支部 （09） 9667 ㈱東亜土地 髙尾　重隆 福岡県筑紫野市二日市中央 6-2-17 R4.7.26

筑紫支部 （06） 12862 ㈱柿元不動産 柿元　幸義 福岡県春日市昇町 8-71 R4.7.26

福岡西支部 （02） 17685 セーラ不動産㈱ 坂田　将彦 福岡県福岡市城南区長尾 5-8-9　長尾小林ビル 302 号 R4.6.30

福岡西支部 （01） 18312 徳永工務店 徳永　卓見 福岡県糸島市蔵持 799-1 R4.6.20

福岡西支部 （01） 18422 ㈱アールファーマ 濱田　惠子 福岡県福岡市早良区藤崎 1-1-47 R4.6.10

北九州支部 （12） 5981 ㈱九銀不動産鑑定所
北九州事務所 二村　吉則 福岡県北九州市小倉北区田町 11-10-302 R4.6.22

北九州支部 （11） 6379 ㈲公基地建 河野　恵美 福岡県北九州市戸畑区沢見 1-6-9 R4.6.28

北九州支部 （11） 6484 ㈲佐野商 佐野　正治 福岡県北九州市小倉南区葛原 1-5-9　シティベール湯川 R4.7.20

北九州支部 （04） 14998 ㈲広岡建設工業　若松店 馬場　仁志 福岡県北九州市若松区宮丸 2-2-33　ヴィレッタ若松 202 R4.6.28

北九州支部 （03） 15793 ㈱カズホーム 天野　和久 福岡県北九州市八幡西区則松 7-5-10-2F R4.6.9

北九州支部 （03） 16791 いこい企画 馬場　君夫 福岡県築上郡築上町大字椎田 1024-4 R4.7.26

北九州支部 （02） 18202 ㈱ほうむパートナー 服部　忠典 福岡県北九州市小倉南区徳力 2-9-15 R4.7.28

北九州支部 （01） 18397 Yell － Link ㈱ 安永　聖和 福岡県北九州市八幡西区本城東 5-15-8-2F R4.6.1

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 R4.7.15

久留米支部 （03）
大臣 7725 ㈱駅前不動産

久留米大学駅前店 鶴薗　凜太郎 福岡県久留米市御井町 1859-2 R4.6.13

筑豊支部 （01） 19644 （同）TIDE 小俣　宏斗 福岡県飯塚市新飯塚 21-26　AS ビル 1F R4.7.26
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宅地建物取引士法定講習会のお知らせ

　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。
　なお、令和 4 年 5 月 23 日より、Web 申込・Web 受講が可能になりました。Web か座学のどちら
かでご受講ください。
　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 座　学　講　習　日 ご案内発送
H 35（R５）年　4月 11/15（火）・11/16（水）アクロス福岡、11/18（金）小倉興産 KMMビル Ｒ４年９月上旬

H 35（R５）年　5月 12/15（木）・12/16（金）アクロス福岡、12/21（水）小倉興産 KMMビル Ｒ４年10月上旬

H 35（R５）年　6月 1/18（水）・1/19（木）アクロス福岡、1/24（火）小倉興産 KMMビル Ｒ４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。
  　　　　https://www.f-takken.com/kyoukai/torihikishi/
※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ください。
※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  Web受講も可能です！

法定講習会に関するお問い合わせ

H P

円（税込）

ご存じですか
？
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本会の顧問である 向井功氏〔向井不動産（株）〕が
本年 6 月にご逝去されました。

向井氏は昭和 54 年に理事に就任すると、専務理事、
副会長など要職を歴任し平成 3 年から同 14 年の 4 期
11 年間に亘って会長を務められ本会に多大な貢献を頂
きました。

この間昭和 59 年 6 月に全宅連・全宅保証の理事に
就任、平成 6 年から同 9 年まで全宅連副会長、同 9 年

から同 12 年まで全宅保証副会長を務めるなど上部団
体の要職を歴任されました。

また、不動産業界の発展・地位向上に尽力したとし
て「国土交通大臣表彰」「黄綬褒章」並びに平成 19 年
には「旭日双光章」を受章されました。

ここに生前のご厚誼を深く感謝しご冥福をお祈りす
るとともに謹んでお知らせいたします。

訃報について

　この視覚表現＝VI（ビジュアル・アイデンティティ）マークは、昭和 56 年
（1981 年）に大成印刷（当時）がデザインを制作し、本会の「福岡県不動産流
通センター」のシンボルマークとなりました。当時の本会の広報誌には「鳩のマー
ク」として紹介されました。ハトマークは、赤、緑、白の 3 色で構成され、そ
れぞれ「太陽の赤、大地の緑、取引の公正を象徴する白」を表現しており、ま
た 2 羽のハトが寄り添う形は、信頼で結ばれる消費者と本会会員の姿を願いデ
ザインされたものです。
　その後、会員店の信頼向上に役立てようと、ハトマークの使用を推奨し、昭
和 58 年（1983 年）には「ハトマークモデル店舗」活動を推進、県内に広く浸
透しました。昭和 60 年（1985 年）には、全国宅地建物取引業協会連合会（全宅連）
の統一マークとし、全国展開が開始されました。
　現在では、本会加盟店のシンボルマークとして、また安心のマークとして広く認
知されるに至りました。

宅建協会の
ハトマークのはじまり

日時　10月10日（月・祝） 12：00～
場所　JR博多駅　博多口駅前広場

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

　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７回よか街福岡をＪＲ博多駅前広場にて開催します。

　標記講習会を、Ｗｅｂでの講習並びに下記の会場にて開催いたしますので、
是非ご受講いただきますようお願い申し上げます。

●Ｗｅｂ講習　　令和４年１０月３日（月）～ １１月１８日（金）
　　　　　　　福岡県宅建協会ホームページ内「動画視聴ページ」に掲載
　　　　　　　https://member.f-takken.com/video
　　　　　　　（会員個別の ID・PW が必要になります。）

「ＩＴ重説と電子契約の基礎知識」
「所有者不明土地解消に向けた不動産登記法・民法の改正」

※いずれの会場も13 時開場、
　13 時 30 分開演

●会場講習 日  　程 会  　場
令和 4 年 10 月 3 日（月） アクロス福岡　B2F イベントホール
令和 4 年 10 月 4 日（火） 石橋文化センター　石橋文化ホール
令和 4 年 10 月 5 日（水） のがみプレジデントホテル
令和 4 年 10 月 7 日（金） 北九州国際会議場　メインホール

動画視聴ページ

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。

１．日時・会場

２．本講習内容

予 定

よか街福岡のお知らせ第７回 

業者講習会のお知らせ
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