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●会員変更事項 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●レインズ休止期間に関するお知らせ 

東日本レインズは、令和３年（２０２１年）１月４日（月）午前７時に新レインズシステムに移行・リニューアルを行います。

そのため、下記①に記した期間について休止となります。また、それに関連し下記②～④についてご注意ください。 

リニューアル初日は、アクセスが集中することが予想されます。繋がりづらい場合には、時間をおいてアクセス頂きます

ようお願いいたします。 

① レインズシステム（IP型ホームページ）休止期間 

 令和２年（２０２０年）１２月２５日（金）２３：００ ～ 令和３年（２０２１年）１月４日（月）７：００まで 

休止期間中ＩＤ発行ページ等、全ての東日本レインズシステムへのログインができません。 

商号・名称 変更事項 変更内容 

㈱ワンホーム 専任取引士の減員 旧取引士：濱田 康孝 

㈱メモリーハウス 事務所所在地の変更 新住所：〒950-0945 新潟市中央区女池上山 2丁目 22番 1号 

㈱浅草屋地所 代表者の変更 新代表： 水澤 伸嘉  旧代表： 水澤 建一 

ハーバーエステート㈱ 専任取引士の増員 新取引士：浜田 みちを （新潟）第 009457号 

ハーバーエステート㈱ 

燕三条支店 
専任取引士の変更 

新取引士：土田 千帆  (新潟)第 013006号 

旧取引士：山田 路子 

新潟住まい合同会社 事務所所在地の変更 新住所：〒955-0141 三条市荒沢 641番地 ＴＥＬ 0256-68-9114 
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本部会員数   主たる事務所    ２５３社    従たる事務所    ２２ヶ所  (令和２年１１月３０日現在)  

全国会員数   主たる事務所 ３２，６８５社    従たる事務所 ３，７３１ヶ所  (令和２年１０月３１日現在) 

  入会希望者のご紹介をお願いします！ 

  

 

 

 

   

新規業者の入会に直接ご尽力を頂いた会員様に対し協会より感謝

の意を込め、商品券２万円を進呈しております。※2 年 4 月より改定 

免許申請及び入会パンフレット・入会書類につきましては、事務

局までお問い合わせ下さい。 

最新の入会金の詳細はこちらをご覧ください。  

http://niigata.zennichi.or.jp/fee_paper/ 

zennichi   

https://www.facebook.com/zennichiniigata/ 

 

 

 

【冬季休暇に関するお知らせ】 

令和２年１２月２９日から令和３年１月４日まで冬期休暇を頂き 

事務局業務をお休みいたします。よろしくお願いいたします。  
 

２０２０年秋の叙勲 髙木本部長、黄綬褒章受章のご報告 

新聞、ニュース等で既にご承知のとおり、２０２０年秋の叙勲が発表され、新潟県の不動産業の振興発展に大き

く貢献されたとして、当県本部の会員であり、長年本部長を務める 髙木 剛俊 氏 （㈱新潟フォーワン 代表） が

黄綬褒章を受章されました。 髙木氏の長年の功績を讃え、会員の皆様にご報告申し上げます。 

 

http://niigata.zennichi.or.jp/fee_paper/
https://www.facebook.com/zennichiniigata/
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② ラビーネット登録検索システムからの登録について 

 ラビーネット登録・検索システムからの東日本レインズへの物件連動については、１２月２４日（木）２２：００までの登録 

分については、翌日反映いたします。それ以降の登録分については、２０２１年１月４日（月）反映となります。 

③ 指定流通機構への登録義務期間について 

 指定流通機構への登録期間から除かれる休業日数として扱われます。 

※休止期間中の日数は、専属専任媒介契約（５日以内）、専任媒介契約（７日以内）の登録義務期間に含まれません。 

④ レインズシステム休止期間中の自動削除物件（賃貸物件（戸建て・マンション）等）について 

 システム休止期間中に自動削除される物件は、休止前までに変更処理等で更新を行ってください。 

※自動削除とは、媒介契約日の更新や期限ではなく、レインズシステムの自動削除機能のことです。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●令和２年度法定研修会に関するお知らせ 

令和２年度の法定研修会につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、初回より、集合による会場

開催を実施せず、代用として下記の内容で既に研修を終了しております。第４回目の研修につきましては、現在教育研

修委員会で講義内容、開催スタイルなどの運営について検討しております。詳細が決定いたしましたら、皆様にご案内

いたしますので今しばらくお待ちください。 

◆第１回法定研修会   最終受講修了者数 １４２名 

実施スタイル e ラーニング（動画配信）により実施 

実施期間   令和２年６月１日（月）から令和２年７月３１日（金）まで 

講義内容   第１部 「不動産取引における紛争事例と解決のポイントⅡ」（６０分） 講 師 弁護士 江口 正夫 氏 

講義内容   第２部 「２０２０年度税制改正のポイント」（６０分）  講 師  税理士 上野 雄一 氏     

◆第２回・第３回法定研修会   

実施スタイル 全会員宛にテキストを送付し、各自で学習する個別研修  ※学習報告書の提出不要 

実施時期   令和２年１０月上旬 （テキスト送付時期） 

送付テキスト ・最新わかりやすい不動産法令改正集 2020年度版  ・首都圏不動産公正取引協議会 広告規約研修用小冊子 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●【ラビーネット】 全日保証ｅラーニング研修 新コンテンツ追加のお知らせ 

ステップアップトレーニングでは 「不動産調査実務編」が１０月２８日にリリースされました。今回は、売買の不動産調

査について、初心者向けに制作した内容となっております。日々の実務の基礎知識の確認など、多くの宅地建物取引業

に従事する方に役立つ研修です。ぜひこの機会にご視聴下さい。 

ラビーネット   https://portal.rabbynet.zennichi.or.jp/  ※ラビーネットログインには、ID・パスワードが必要です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●新潟県有地及び新潟市有財産売却のご案内 

 新潟県・新潟県警に関する有地売却及び新潟市有財産売却について、下記ＨＰより最新の物件情報並びに入札日程

などの詳細情報を見ることができますのでご案内いたします。 

・新潟県有地・新潟県警に関する有地売却   http://www.pref.niigata.lg.jp/kanzai/1198515643773.html 

・新潟市有財産売却 http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/zaisan/shiyutibaikyaku/nyusatsujyoho.html 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●取引相談委員会・綱紀委員会からのお願い 

 最近、一般消費者の方より、当会会員業者が取り扱った取引又は営業等に関する相談が数件寄せられております。 

取引相談委員会では、宅建業法に係る取引の紛争事案に対し和解の斡旋等を行っておりますが、双方が和解に至らず

申出人に明らかなる債権がある場合は、総本部へ認証上申をする流れになります。弁済認証された場合には、一定の 

期日内に被申出社員（当該会員業者）は協会に対して全額の納付をしなければなりません。 

「苦情解決業務と弁済について」 https://www.fudousanhosho.or.jp/admission/complaint/ （保証協会ＨＰ抜粋） 

   

https://portal.rabbynet.zennichi.or.jp/
http://www.pref.niigata.lg.jp/kanzai/1198515643773.html
http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/zaisan/shiyutibaikyaku/nyusatsujyoho.html
https://www.fudousanhosho.or.jp/admission/complaint/
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また、苦情解決業務の範囲外の苦情であっても、消費者への真摯な対応などを怠ることにより、後に大きなトラブル 

に発展する可能性がございます。トラブルが長期化することにより、結果、会社の業務に支障を来たすこととなります。 

会員の皆様にはより一層ご注意いただき、公正な取引と消費者の立場に立った事業運営を進めていただきますよう 

お願いいたします。                                            取引相談委員会・綱紀委員会 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●全国不動産協会（ＴＲＡ）提携のお知らせ 

先月号でもお知らせしましたが、全国不動産協会（ＴＲＡ）は、建築士・宅地建物取引士等の資格取得講座を開講して

いる株式会社総合資格（総合資格学院）と新たに提携を結びました。この提携により、令和３年度の下記講座を会員割

引価格にて受講いただけることとなりましたので、再度会員の皆様へご案内いたします。 

【講座内容】 ※いずれも税別価格 

宅建パーフェクト総合セット 165時間 通常受講料 290,000円  ➡  提携特別受講料 210,000円 

宅建総合講座          １２８時間 通常受講料 250,000円  ➡  提携特別受講料 170,000円 

宅建パワーアップ演習講座  53時間 通常受講料 100,000円   ➡  提携特別受講料 80,000円 

賃貸不動産経営管理士WEB講座 24時間  通常受講料 82,000円  ➡  提携特別受講料 50,000円 

         

【問合せ、申込について】 

会員業者様から直接、最寄りの 総合資格学院の 新潟校 又は 長岡校 へお問合せください。 

          新潟校 ☎025-385-6418   長岡校 ☎0258-32-0211 

ＨＰ： 株式会社 総合資格 (sogoshikaku.co.jp) 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

全日ラビー少額短期保険株式会社の保険商品を取り扱いいただける代理店を募集しております！ 代理店に興味が 

あるという会員様のもとに担当者が直接ご説明に伺います。下記窓口へご連絡ください。 

 【少額短期保険募集人資格について】 

商品を販売するには、日本少額短期保険協会が実施する少額短期保険募集人資格の取得が必要となります。 

少額短期保険募集人試験についてのお申し込みは http://www.shougakutanki.jp/exam/exam_cbt.html  

全日ラビー少額短期保険株式会社 お客様ご相談担当窓口 

電   話： ０３（３２６１）２２０１  〒102-0093 東京都千代田区平河町 1-8-13 全日東京会館  

受付時間： 10：00～17：00  月曜日から金曜日（祝日および年末年始休業期間を除く） 

 

上記講座はいずれも WEB にて受講可能です。 

http://www.sogoshikaku.co.jp/?_ga=2.247351044.1082366295.1606193065-1537757898.1606193065
http://www.shougakutanki.jp/exam/exam_cbt.html

