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本部・支部が連携して、都宅協を
　　　　　　　　　未来へつなぐ

５月２８日に開催されました公益社団法人東京都宅地建物取引業協会第３回定時
社員総会におきまして、みなさまのご支持を賜り、池田会長の後継として会長に就
任いたしました。まずは、私達の先頭に立たれ、協会の抱える様々な課題の解決と
新たな展開に向け、積極的に活動された池田会長のご尽力とご功績に心から敬意を
表しますとともに、厚く御礼を申し上げます。

私は、日本経済の持続的な発展のために、不動産流通の活性化こそが大変重要
な鍵を握るものと考えています。それにはまず、我々不動産業界が持てる力を合わせ、
経済の活性化に向け、より確実なものとして貢献していかなければならないと考えて
おります。そして、我々協会におきましても、会員のみなさまが行う事業活動を、こ
れまで以上に積極的に支援できるよう、みなさま方の声に真摯に耳を傾け、都宅協
が頼れるパートナーとしてあり続けることが最重要課題と考えております。

みなさまに信頼され、頼られる協会とするためには、①法令遵守を徹底し、会員
のみなさまはもちろんのこと、一般消費者のみなさま方からのニーズに応えるべく的
確な情報公開の整備、②「不特定多数の方」の利益がかなう事業のさらなる充実、
③オープンで風通しが良く、意思決定と行動が迅速になされる役職員の高い意識に
よって支えられる組織環境づくり、④入会者数を伸ばすことによる財務体質の強化、
⑤「宅地建物取引士」へのふさわしい研修の充実など、これらのことが必要不可
欠と考えております。特に、このたびの宅建取引主任者の「宅地建物取引士」へ
の呼称変更には、支部および会員のみなさまのご支援・ご協力を得て 6 万余名の
署名が集まりました。このことは、今回の呼称変更実現に大きく貢献したものと考え
ております。ご協力いただきました支部および会員のみなさまには、この場をお借りし
て厚く御礼申し上げます。公益社団法人として２年が経過した都宅協は、各方面か
ら多くの期待が寄せられております。公益社団法人としての社会的使命や役割を認
識し、消費者のため、会員のため、都宅協の未来のあるべき姿のため、「一歩先
の都宅協」の礎を築くべく、全身全霊で会務運営にあたる所存でございます。

多くの先輩方のご努力により築き上げてこられた都宅協の成果をさらに拡大し、ま
すますの発展を遂げられるよう、支部および会員のみなさまをはじめ、関連団体と連
携しながら、取り組んでまいります。みなさまには変わらぬご指導ご鞭撻をよろしくお
願い申し上げます。

公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会

会長　瀬川　信義
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公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会

副会長　樫﨑　博

この度、都宅協の副会長に就任致しました。
合わせて、東京都不動産協同組合の副理事長も瀬川理事長より拝命致しました。
過去３期６年支部長として、会員の皆様方に大変お世話になり、ご指導いただきま

したこと、あらためて厚く感謝申し上げます。これから、本部役員として、八王子出
身であることを誇りに頑張っていきたいと思います。

さて、都宅協を取り巻く環境は誠に厳しいものがあります。特に恒常的な赤字の
問題、他団体との新規入会会員獲得競争に関しての諸問題等、解決しなければな
らないことが山積しております。定款によれば、副会長は会長を補佐することが与え
られた職務でありますので、瀬川会長を支え、間違えのない方向を定めなければな
らないと思っています。また、協同組合は業協会と違って、副理事長は最高意志決
定機関の一員であります。

懸案となっております、ハトマーク東京不動産通称「ハトさん」の問題を三役の
一員として、方向を定め、組合員の皆様方にあるべき姿を提示したいと思っています。

与えられた職務はいずれも責任ある立場ですので、野口支部長を始めと致します、
会員の皆様方の変わらぬご支援を賜り、本部、支部の発展に尽くしたいと思います。

今後も宜しくお願い申し上げます。

ご挨拶

会員の皆様こんにちは、平素より支部運営にご理解、ご協力を賜り心より御礼申
し上げます。

本年４月の支部総会におきまして支部長に就任いたしました野口でございます。本
年度から理事２６名から２０名でのスタートとなりました。微力ではありますが全力で支
部運営に取組んでまいりますので、前任者の樫﨑支部長同様に引続きご支援頂を賜
りますようお願い申し上げます。

公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 八王子支部

支部長　野口　文男
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ご挨拶

さて、４月より１７年ぶりに消費税が８％に上がりました、予想しておりましたとおり駆
け込み需要からの反動減により、景気回復が少々鈍く成って来ているところでもあり
ます。また、公益社団法人になりまして３年目となります、懸案でした「宅地建物取
引士」への呼称変更ですが、本年６月１８日に参議院本会議におきまして、宅地建
物取引業法の一部改正が可決、成立いたしました。会員皆様の署名活動のご協力
の賜物と感謝申し上げます。
「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」へと変更となりますが、新た

に設けられた「信用失墜行為の禁止」「知識及び能力の維持向上」等の規定を順
守していかなければなりません。本部研修会、支部研修会には是非おおくの会員の
皆様にご出席頂き自己研鑽の場として頂きたいと思います。また、ＩＴを利用した不
動産取引ができるか、国土交通省で検討されています。「対面以外の方法」による
重要事項説明の実証実験もはじまっており離せない状況であります。

支部運営として９月 1 日より事業所点検、１２日は支部研修会、２３日は不動産街
頭相談と各委員会が中心となって事業をすすめております。今後の事業にもご参加、
ご協力をお願いいたします。

私たちを取りまく経済環境も大変厳しいものがございます、関係諸団体との良好な
関係を保ちながら、業界の活性化と地域社会の発展に向けて頑張る所存ですので、
今後ともご指導ご鞭撻を皆様にお願い申し上げ挨拶にかえさせて頂きます。

「共創」という言葉をお聞き及びでしょうか。云うまでもなく読んで字の如く、「一
人ではなく、他の人と一緒に新しい価値を生み出す」事と解釈できると思います。
最近、民問、官庁を問わずこの言葉が使われていると聞きます。この言葉の中で
重要な事は「新しい価値を創造する」ことに違いないと思いますが、「共」即ち「一
人ではなく、他の人と一緒」という言葉のほうがより重要な意味を持っていることに
気づかされます。

私たちが属する東京都宅地建物取引業協会は公益制度改革に伴い、平成 24 年
4 月から公益社団法人となりました。当然、当初は「共益」を念頭に、業界の自浄
作用、資質の向上を目指し、且つ相談業務等、社会貢献も行い 40 数年の歴史を

公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 八王子支部

副支部長・財務委員長　齊籐　誠治
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刻んでまいりましたが、公益化に伴い、この 2 年は社会貢献等「公益」事業を如
何に推進するかが課題となり、多少窮屈な部分も味わってまいりました。又、委員会
の削減等により、支部組織の再編を行い、ご案内のとおり今年度より10 地区にて
スタートいたしました。組織のスリム化による弊害を乗り越えるべく青年部の協力を戴
き組織の充実をこの 4 月から実施致しました。このように共益から公益へと流れは
急速ではありますが、業界組織としての仲間意識を捨て去る事は出来ないと思いま
す。共益の「共」は共創の「共」 でもあります。仲間そして他の人をより意識する
ことが絆となり結果的には社会貢献に繋がっていくと思います。と同時に、私たち会
員が意識改革を求められる時期であることに違いありません。

此度、副支部長という大役を仰せつかりました。例え少しでも「共創」の概念を
私たち宅建八王子支部にもたらす事が出来るよう努力してまいります。何卒宜しくお
願い申し上げます。同時に財務委員長も拝命致しました。総会時に報告致しました
予算につきまして、公益事業および一般事業の適切なる執行に目を配らせ、特に公
益費割合の目標達成の為、当支部顧問であられます公認会計士若槻先生のご指導
ご助言を戴きながら尽力したいと思います。重ねて会員皆様のご協力ご鞭撞の程、
宜しくお願い申し上げます。

ご挨拶
副支部長・研修委員長　山口　覚

此度、平成 26 年度から副支部長という重要な役割を頂き、身の引締まる
思いで精一杯務めさせて頂くことをここにお誓い申し上げます。
平成 24 年度より公益社団法人に移行しての船出から早 3 年目になります。
本部支部による組織の一体化、会計の一体化に取組む中において、本年度

から支部会員のご理解とご協力により支部役員を 26 名から 20 名へスリム化、
地区を 14 地区から 10 地区へのスリム化などを進めて参りました。

新たな役割分担の中で副支部長 2 名がそれぞれ一委員会の委員長を兼務す
ることが支部決定しました。よって、支部長と共に副支部長も本部の委員会に
出向くことにより本部と支部を太いパイプで結ぶことで、一体化に向けた取組
の展開をしております。

又、支部や会員の事業所は、消費者の消費行動の変化、社会の常識の変化を
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ご挨拶
長期政策特別委員長　渋谷　尚史

平成 26 年度より長期政策特別委員長を拝命させて頂きました渋谷尚史と申
します。前任者の齊藤副支部長はテーマとして「地区再編制」を実施いたしま
した。本年 6 月の役員会にて当委員会の新たなテーマとして、支部ホームペー
ジのリニューアルを命じられました。新しい表示内容として、当支部主催の「常
設不動産相談所（例えば毎月第３火曜日の午後に実施。但し予約制）」の一般
消費者向けアナウンスを行いたく、年度内に完成するよう努力します。

リニューアルするホームページについて、会員の皆様のご意見がございまし
たら、是非私、渋谷までご一報いただければ幸いです。

新し物好きの委員長として頑張る所存です。

捉えながら事業を展開して行くことで生き残りを図らなければ成らない時代に
成っております。

個々の事業所は、地域に根差した事業活動により自助努力を重ねていくこと
が求められています。地域の都民市民の皆様（消費者の皆様）に生かされてい
ると考えるべき時代であります。

このことは、公益性を重視した事業として、会員と消費者との一体化を計る
ために研修委員会として公益性を加味した形式により都民市民公開セミナーと
して本部、支部研修会に取り入れております。

会員と消費者が一体になり、両者にとってより魅力的なテーマに沿った講演
が開催できる様に努力をしてまいる所存です。

今後とも支部会員のご指導、ご鞭撻を賜り支部会員より付託された重要な役
割を全うして参りまので宜しく願い致します。
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平成26年度第1回役員会 
平成26年4月8日　出席者23名

報告事項
◇本部関係報告 （樫﨑支部長）
◇東政連関係報告 （野口副支部長）
◇多摩ブロック関係報告 （樫﨑支部長）
＜報告会＞　
　市民相談報告　５件 （小谷田相談員）
◇入会の件 （小谷田副委員長）
　横山元横地区
　㈱エフ・ティー・アセット
審議事項
◇平成 25 年度事業報告（案）の件
 ≪可決承認≫
◇平成 25 年度決算報告（案）の件
 ≪可決承認≫
◇支部役員選任の件 ≪可決承認≫
◇本部理事候補者選任の件 ≪可決承認≫

平成26年度第2回役員会 
平成26年5月8日　出席者18名

報告事項
◇本部・多摩ブロック関係報告

（樫﨑ブロック運営委員長）
◇東政連関係報告 （野口支部長）
＜報告会＞　
　市民相談報告 なし
◇入会 （建部副委員長）
　子安地区
　フェイトシャインホーム㈱
審議事項
◇ボウリング大会の件　
　7 月 8 日（火）高尾スターレーン

≪可決承認≫
◇「あなたの不動産　税金は」購入の件
　各社 1 冊配布 ≪可決承認≫
◇事務局夏休みの件 
　本部と同様 ≪可決承認≫

平成26年度第3回役員会 
平成26年6月5日　出席者16名

報告事項
◇本部関係報告 （野口支部長）
◇東政連関係報告 （野口支部長）
＜報告会＞　
　市民相談報告　５件 （豊泉相談員）

審議事項
◇第１回支部研修会の件　
テーマ１ ≪可決承認≫
◇街頭無料相談会の件
　平成 26 年 9 月 23 日（火）費用・会場
 ≪可決承認≫
◇レディス部会担当幹事の件 ≪可決承認≫
◇長期政策特別委員会、支部 HP 作成
 ≪可決承認≫

平成26年度第4回役員会 
平成26年7月8日　出席者18名

報告事項
◇本部関係報告 （野口支部長）
◇東政連関係報告 （野口支部長）
＜報告会＞　
　市民相談報告　５件 （山口相談員）
審議事項
◇支部旅行の件　日帰り・日程≪可決承認≫
◇第 1 回支部研修会の件
　テーマ及び講師 ≪可決承認≫
◇事業所点検の件 ≪可決承認≫
◇支部ゴルフコンペの件
　日時・会場・会費 ≪可決承認≫
◇暑中広告について ≪可決承認≫

平成26年度第5回役員会 
平成26年9月4日　出席者19名

報告事項
◇本部関係報告 （野口支部長）
◇東政連関係報告 （野口支部長）
＜報告会＞　
　市民相談報告　５件 （齊藤相談員）
◇入会の件 （堤委員長）
　川口中野地区
　信用土地㈱
　子安地区
　㈱エスエストラストアパマンショップ
　　八王子駅南口店
審議事項
◇支部旅行の件　内容 ≪可決承認≫
◇宅建試験の件　メンバー ≪可決承認≫
◇中間監査日程の件 ≪可決承認≫
◇ 多摩ブロック幹事長会資料アンケートのお

願い　郵メールにて会員に発送
 ≪可決承認≫

支部役員会報告
於：支部会議室

幹事長　加藤　叔永
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H26 年 4 月 24 日（木）午後３時より、一
般社団法人時代から数えますと 47 年目、公
益社団法人となってからは 3 年目の通常総会
が八王子エルシィに於いて開催されました。　　
総会開始に先立ち、この 1 年間にご逝去され
ました方々に対し、深甚なる追悼の意を表し、
黙祷がささげられました。

Ｈ２５年８月、元横中野地区　㈱千賀良織　
小山好昭さま（享年５２歳）

Ｈ２６年３月、千人町地区　㈱西八商事　秋
間千代次さま（享年８１歳）

新入会員８社と所属支部変更６社の紹介のあ
と、議長の選出が行われました。議長として、
昨年に引き続き、有限会社カドヤ企画 長嶋政
雄氏が拍手多数をもって選出されました。

渋谷幹事長より、総会定足数について発表が
なされました。

支部正会員総数 297 名、出席正会員 74 名、
委任状提出者 178 名、合計 252 名。

議長は、本総会が定款 20 条に定める定足数
に達していることを確認し、総会の成立を宣言
し、ただちに議事に入りました。

報告事項２件、審議事項２件ともに、原案の
とおり報告、採決されて通常総会は閉会されま
した。

総会の進行は以下の式次第のとおりでした。

式次第
１. 支部長挨拶 樫﨑支部長
２. 新入会員紹介 堤総務委員長
３. 議長選出
４. 総会成立宣言 長嶋議長
５. 議事録署名人の選出
６. 書記の指名
７. 報告事項

報告事項１号 平成 25 年度事業報告、決算
報告、監査報告
報告事項２号 平成 26 年度事業計画報告、
予算報告

８. 支部長選出報告　　　小池選挙管理委員長
支部内規第１７条に基づいて、２月２８日
まで受け付けたところ立候補者が西八地区　
㈱野口不動産　代表取締役　野口　文男氏
に決定したと報告。

９. 審議事項
第１号議案　支部役員地区長推薦役員・監
査役選任の件
第２号議案　本部理事候補者選任の件
本部定款第２４条（役員の選任）、本部役員
選挙規約第２２条（理事候補者の推薦）同
条２号「支部より推薦された理事の候補者
は支部長を含める」により本部理事は、野
口文男支部長が推薦され満場一致で可決承
認された。

万歳三唱　　　佐藤相談役

八王子支部第3回通常総会 平成26年4月24日（木）
八王子エルシイ
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各委員会催事報告

総務委員会

H26 年度総務委員会の役割分担を以下のよ
うになりましたので、会員の皆様にご報告いた
します。公益社団となった平成 24 年度から当
協会のスリム化の為に、総務委員会、厚生委員
会、組織委員会の 3 部門が総務委員会１つに
統合されました。尚、総務委員会の担当役員で
ある加藤幹事長には、総務全般について監督を
していただきます。
【各委員の役割】
１. 全　　般 ･･･ 加藤　叔永幹事長
２. 総務部門 ･･･ 堤　吉久総務委員長
３. 厚生部門 ･･･ 瀬沼　庄次郎総務副委員長
  小山　敬治　　総務副委員長
４. 組織部門 ･･･ 小俣　茂　総務委員
［応援］ 建部　好正　 情報副委員長

【年間の主な行事】
１. 総務部門

ア．定期総会開催
イ．会員 1 社 1 冊不動産手帳の配布
ウ．役員・班長忘年会の開催
エ．支部規程等文書整備

２. 厚生部門
ア．第 1 ７回　支部ボウリング大会
　　開催日：26 年 7 月 8 日（火）
　　於：高尾スターレーン
イ．第 36 回　支部ゴルフコンペ
　　開催日：26 年 8 月 28 日（木）
　　於：八王子カントリークラブ
ウ．第 36 回　本部ゴルフ大会

　　開催日：26 年 10 月 1 日（水） 
　　於：武蔵丘ゴルフコース
エ．秋の親睦日帰り旅行
　　開催日は 26 年 11 月 19 日（水） 
　　於：横須賀軍港クルージング他
オ．平成 27 年支部新年会
　　開催日：27 年 1 月 9 日（金）
　　於：京王プラザホテル八王子
カ．宅建愛の募金への協力
　　  新年会、ゴルフ会等を通して会員に協力

依頼する。
３. 組織部門

　　  「新規入会申込」「所属支部転入」の事務
所調査。

皆様のご協力、ご指導を受けて、以上の役割
を総務委員が担ってまいります。今後ともよろ
しくお願いいたします。

八王子支部総務委員会報告 委員長　堤　吉久
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前日までのどんよりとした天気が一転、快晴
となったこの日21 名の方々が参加されました。
八王子支部コンペでグロス上位 4 名の方は 10
月 1日（水）武蔵丘ゴルフコースにて開催され
る本部ゴルフ大会の出場者に決定されることに
なっています。参加者は皆、本部ゴルフ大会
出場を目指し、和やかな上にも真剣にプレーし、
熱中症にもならずに、無事ホールアウトしました。
結果は以下のとおりです。
順位 氏　　名 グロス ハンデ ネット
優
勝
大貫雅之
（㈱トライ） 80 10.8 69.2

２
位
樫﨑　博
（アクシス㈱） 88 18.0 70.0

３
位
八木昭拡
（黒須建設㈱） 87 16.8 70.2

４
位
齊藤誠治
（㈱ライン企画） 90 18.0 72.0

５
位
岩倉満治
（㈲岩倉商事） 88 15.6 72.4

本部ゴルフ大会に出場者は、当会員の中から
グロス成績上位 4 位までの小俣　茂さん、大貫
雅之さん、木原智之さん、曽我行雄さんに決定。
支部長枠にて野口支部長、樫﨑副会長、堤総
務委員長も加わり優勝を目指すことになります。　

第36回支部ゴルフコンペ 平成24年7月10日（火）
八王子カントリークラブ

　平成26年7月8日（火）、八王子支部で恒例のボ
ウリング大会が高尾スターレーンで開催されまし
た。迫りくる大型台風8号の雨にもかかわらず、男性
57名、女性23名、合計80名もの参加者が腕を競
いました。1～3位は商品券にトロフィーとワイン、4～
10位は米5キロ15位から60位まで5位毎の飛び賞
は商品券、参加賞は素麺。
　これらの賞品がかかっているからなのか、ライバ
ルへの闘争心からなのか、皆さん笑顔のなかにも
真剣な表情で一投一投に歓声を上げていました。

　競技の結果は下記のとおりの２ゲームの合計ス
コアで男子、女子の1～3位が表彰されました。
【男子】
1 位	 山田産業㈱	 山田哲哉さん	 341 点
2位	 宝田不動産㈲	 寳田杉夫さん	 335 点
3位	 ㈱エンラージ	 鈴木　宣行さん	 318 点
【女子】
1 位	 ㈱エンラージ	 田中まどかさん	 269 点
2位	 豊徳開発㈱	 林　静香さん	 262 点
3位	 美ささ不動産㈱	隅田明美さん	 257 点

第17回ボウリング大会 平成26年7月8日（火）
高尾スターレーン
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公益社団法人に移行してからは、市民公開セ
ミナーでの研修会の開催により、公益性を出さ
なければなりません。

会員にとって有意義な研修内容であり、且つ
市民にとっても興味深い内容に心掛けて企画し
て参る所存です。

限られた予算により、講師の選定とテーマが
重要になると考えております。

年２回の本部研修（ブロック別）の開催は、
会場が１つになり八王子のオリンパスホールを
使用することにより多摩ブロック１０支部の全
会員が一堂に会することができる様になりまし
た。

よって、八王子支部としては、この地域であ

り、八王子支部会員が少しでも多く参集できる
様な広報活動もさせて頂き、市民も一体に成っ
た研修になる様に努力して参る所存です。

又、年２回の支部研修は、八王子駅北口の利
便性の高い八王子市学園都市センターを利用
し、本部研修に倣い地域の特色を生かした研修
になる様に企画して参ります。

今後とも、会員の皆様のご理解とご協力を賜
わり、委員会事業を進めて参ります。　

研修委員会

平成 26 年度の消費者保護推進委員会は委員
長に豊泉博之、副委員長に横山瀬如の両名で担
当させていただきます。

上半期の活動についてご報告させていただき
ます。
平成 26年 6月 24日　相談員研修会

於 　宅建支部 3 階
講 　 師　馬場弁護士
参 加 者　20 名
平成 26年 9月 23日　街頭無料相談会

於 　三崎町公園
相 談 者　45 件
内 　 訳
　　一般相談　　　３３件
　　弁護士相談　　　５件

　　税理士相談　　　６件
　　一級建築士相談　１件

その他
毎月 1 回　市役所市民相談員 2 名を派遣
毎月 1 回　都宅協本部相談員 1 名を派遣

今後とも消費者保護推進委員会の活動にご理
解とご協力を頂けますよう宜しくお願い申し上
げます。

消費者保護推進委員会

委員長　山口　覚

委員長　豊泉　博之
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今年も本委員会では平成２６年９月１日～９
月１２日の期間に事業所点検を実施致しまし
た。本委員会の小池副委員長、曽我委員に加え
他委員会の豊泉委員、建部委員、横山委員にお
手伝いを頂き２人１組の計３組の編成にて今回
は新規入会・転入等の入会の新しい方々を対象
として９社の事業点検を行うことが出来まし
た。

結果といたしましては、一部消費税アップに
伴う手数料の表示の変更がされていないなどや
従業者証の携帯等の細かな部分はありました
が、適正な業務をされており良好でした。
お忙しい中、点検作業にご協力を頂きました
各委員の皆様と９社の会員の方々には心より感
謝申しあげます。
当委員会としては宅地建物取引業務適正化の
ため今後も努力していきたいと思いますので、
皆様方のご協力をよろしくお願い申し上げま
す。

本年度より青年部会、部会長の拝命をお受け
させて頂きました横山瀬如でございます。まだ
まだ若輩、微力ではございますが鋭意努力し本
青年部会をしっかりと盛上げてゆきますのでど
うぞ宜しくお願い申し上げます。

本年は役員改選期を迎え、次の役員が選出さ
れました。（敬称略）
部 会 長：レオハウジング㈱・横山瀬如、
副部会長： ㈲はなぶさハウジング・岡野真一、

佐藤商事㈱・佐藤隆、専務理事／宝
田不動産㈲・寳田杉夫

会 計： ㈱オーク・三宮浩、㈱平田ハウジン
グ・平田篤史、

理 事： 美ささ不動産㈱・樫﨑雅彦、七国不
動産販売㈱・下村努、㈱すえひろ・
井上昌俊、東西不動産㈱・渋谷雅彦、
瀬沼木材㈱・瀬沼庄次郎、㈱マイス
ターホーム・橋本雄二、秋仙商事㈲・
秋山昌弘、美ささ不動産㈱・樫﨑光
治、二葉不動産㈱・井上悦男、㈱住
宅工営・齋藤祥文

本年度は、研修事業及び親睦活動を充実させ
部会運営及び会員増強の基盤創りに強化してゆ
きます。又、会報誌作成等により会員の方々に
活動内容の周知徹底を努力します。本部、多摩
ブロックの青年部会も活発に活動しており我々
八王子支部青年部会も積極的に参加をさせて頂
いています。

本青年部会は本年 9 月に満 7 年を迎え 8 年
目に入りました。

意義ある部会運営を邁進する為、選任役員一
同諸行事遂行してゆきますので会員皆様のご協
力、ご支援を宜しくお願い申し上げます。

社会貢献委員会

青年部会
部会長　横山　瀬如

委員長　大貫　雅之
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平成２６年６月２４日火曜日午後２時より東
京大神宮会館にて、東京宅建レディス部会第６
回通常総会を開催いたしました。

今年度は役員改選に伴い、雰囲気も大幅に変
わりました。
八王子支部は昨年度と変わりなく、社会福祉
事業委員を担当する事になりました。
長い間貢献していただいた宮本さんに代わ
り、一生懸命頑張りますので宜しくお願いいた
します。　

レディス部会
運営委員　矢野　輝子

東京都宅建協会は、入会促進活動の一環として、「新入会員紹介キャンペ
ーン」を実施しています（27年3月31日、支部入会申込み受付分まで）。
新規に不動産業を開業される方、すでに開業していて宅建協会に入会し
ていない方、会員の従業員で開業予定の方等に、東京都宅建協会への
入会をおすすめください。
後日その方が支部に紹介状（写真参照）を添えて入会申込みをされ、
所定の手続きを経て入会されましたら、2万円分の商品券を進呈いた
します。
所定の紹介状は、本部事務局または支部事務局にご請求ください。
また、本部ホームページの会員専用ページ（アクセスにはユーザー名
とパスワードが必要）からもダウンロードできます。

紹介状

■お問合せ：（公社）東京都宅地建物取引業協会 本部事務局 TEL.03-3264-7041
※紹介状は本部ホームページ会員専用ページからダウンロードできます。〈 ユーザー名　totaku　　パスワード　totaku 〉
  URL  http://www.tokyo-takken.or.jp/square/campaign/pdf/1016.pdf

都内約1万5,000会員が、あなたの開業を応援します。

宅建業界最大のネットワーク　　ハトマークの宅建協会!!

●これから宅建業を始められる方へ●

不動産に関する正しい知識、幅広い情報、トラブルへの適切な対処等々、

これらは到底一人の力で得られるものではありません。

宅建業界最大の会員数で構成される「ハトマークの宅建協会」が、

あなたのビジネスを強力にサポート。
たくさんの仲間と、お客さまからの信頼をもたらします。

重要事項説明書・契約書等の
書式を無料ダウンロードできます
宅建協会の会員になると、インターネットで「重

要事項説明書」や「売買契約書」等の書式を無料

でダウンロードして利用できます。これらの書式

は随時、宅建業法や不動産関連法令の改正に合

わせて改訂されるので安心です。 取引に“信用”をプラス手付金保証制度と手付金等保管制度

不動産取引に安全と安心を与えてくれるのが手

付金保証制度と手付金等保管制度で、会員は両制

度とも利用することができます。開業時は信用の

積み重ねがまだできていないため、この制度を利

用することで信用力がアップします。

営業保証金（1,000万円）の
供託が免除されます宅建業を始める場合、「営業保証金」を法務局に供託す

ることが宅建業法により義務づけられています。必要な

額は、主たる事務所1,000万円、従たる事務所1ヵ所につ

き500万円です。宅建業法の規定に基づいて設立され

た公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会（全宅保

証）に入会すると、営業保証金の供託は免除され、「弁

済業務保証金分担金」（主たる事務所60万円、従たる事

務所1ヵ所につき30万円）を預けることで開業できます。

＊全宅保証に入会するには、東京都宅建協会に同時入会すること

　が要件となります。

全国の宅建業者の約8割が
ハトマークの加盟店です
ハトマークでおなじみの宅建協会には、全国業

者の約8割にあたる約10万店、都内では約1万

5,000店が加盟しています。設立以来49年、

宅建業者からも、お客さまからも信頼できる団

体として認められてきた証です。

宅建協会入会ご紹介状

●私の紹介するお客さまです。
入会ご希望者（会社名）

●紹介者
※本状にお名前をご記入、ご捺印の上、支部事務所までご持参ください。 平成　　　　年　　　　月　　　　日

様印

ご紹介くださった会員の方に ２万円分の商品券 を進呈します

組織力の強化をめざし、
「新入会員紹介キャンペーン」を展開中！

平成 26 年度より情報委員長を拝命させて頂
きました青木徹矢と申します。　本委員は建部
好正副委員長と齋藤祥文委員、矢野輝子委員の
合計 4 名で活動して参ります。

本委員会では通年同様に年 2 回の広報誌の
発行と、情報関連をメインとした研修会の開催
を予定しております。

微力ではございますが、委員共々一生懸命努
めて参りますので、皆様のご協力の程お願い申
し上げます。

情報委員会
委員長　青木　徹矢
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商　　　　　号 ㈱エフ・ティー・アセット 免許番号 東京都知事（1）96381

代 表 者 氏 名 豊村　厚良
事務所所在地 八王子市横山町22－1

T E L 番 号 （660）0780 FAX番号 （660）0790
専任取引主任者 金川　直裕 登録番号 東京都知事219810号

商　　　　　号 ㈲相武住建 免許番号 東京都知事（1）96359

代 表 者 氏 名 前田　将始
事務所所在地 八王子市大和田町2－13－6

T E L 番 号 （660）1717 FAX番号 （660）1616
専任取引主任者 前田　瑞恵 登録番号 東京都知事226081号

商　　　　　号 フェイトシャインホーム㈱ 免許番号 東京都知事（1）96591

代 表 者 氏 名 石渡　竜也
事務所所在地 八王子市片倉町359－4　パラグアスF302

T E L 番 号 （683）0172 FAX番号 （683）0173
専任取引主任者 石渡　竜也 登録番号 東京都知事219758号

商　　　　　号 信用土地㈱ 免許番号 東京都知事（12）24640

代 表 者 氏 名 山本　哲子
事務所所在地 八王子市中野山王1－6－7

T E L 番 号 （625）8971 FAX番号 （686）0940
専任取引主任者 山下　幸恵 登録番号 東京都知事199452号

商　　　　　号
㈱エスエストラスト
アパマンショップ
八王子駅南口店

免許番号 東京都知事（6）63915

店 長 氏 名 福田　　仁
事務所所在地 八王子市子安町4－10－12

T E L 番 号 （620）7780 FAX番号 （620）7781
専任取引主任者 李　舜鉉 登録番号 東京都知事216875号

新入会員のご紹介
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申
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会
社
様

会社名（屋号

ご 住 所

ご 連 絡 先

ご 担 当 者 名

ご 依 頼 内 容 訪問希望 資料郵送希望 電話連絡希望

宅建ハトさん保証事業部 行 ＦＡＸ番号：０３ ３２３９ ６４０９

◆ ご訪問のご依頼など下記にご記入の上、ＦＡＸをお願いします。

宅建ハトさん保証 窓口：株式会社宅建ブレインズ 宅建ハトさん保証事業部
ＴＥＬ：０３－３２３９－６４０７　 ＦＡＸ：０３－３２３９－６４０９

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事務所・店舗の保証 

事務所は原状回復費用と 

      残置物の撤去・保管・処分費用あり 

事務所、店舗ともに初回保証料が 

           月額賃料等の100％ 
  ※ 最低初回保証委託料は７万円です。  

保証限度額は、 
 事務所・店舗ともに 

  賃料等の12ヶ月相当額＋訴訟費用１００万円  

会員の皆様には業務推進費として、 

初回保証委託料の１０％をお支払いたします。 

事
事務所、店舗

居住用住宅の保証 

原状回復保証と退去予告義務違反の違約金保証あり 

集金代行プランにはさらに更新料保証あり！ 

保証限度額は月額賃料等の２４ヶ月まで、 

さらに弁護士・裁判費用は別途１００万円まで 
保証します。 

保証限度額は月額賃料等の２４ヶ月まで、

会員の皆様の業務推進費は、 

50％商品と集金代行は初回保証委託料の10％  
60％商品は月額賃料等の10％  

会員の皆様の業務推進費は、

 初回保証料が月額賃料等の50％と60％商品あり  

 集金代行：初回保証料 ＋ 月額賃料等の １％   

 会員様およびオーナー様への個別送金に対応！ 
 

  ※  送金手数料はすべて宅建ハトさん保証が負担します。  

初回保証料

 
 
 
 

おかげさまでお取扱いの取次店は９月末で346社となりました。

１０月からは住宅向けの新商品の発売と事務所・店舗用は保証料の引き下げ、

保証限度額のアップでますます充実だポー！！

ご存知ですか？家賃保証のご存知ですか？家賃保証の

東京都不動産協同組合１００％出資子会社の

(株) 宅建ブレインズによる「家賃保証事業」です！！   す！！
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