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●１０月の新入会者のご紹介 

●会員変更事項 

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

●【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 「不動産調査実務編」  10/28 リリース  

「ステップアップトレーニング」とは宅地建物取引業に初めて従事する方はもちろんのこと、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。今回は、売買の不動産調査につきまして、初心者

向けに制作した内容となっております。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。 

入会日 免許番号 商号・名称 代表者 住所 電話番号 

R2.10.2 
新潟県知事

(1)5532 
合同会社コムズトラスト 吉田 剛 新潟市中央区紫竹山 1-1-28 025-244-1700 

R2.10.2 
新潟県知事

(1)5533 
さえ株式会社 髙橋冴佳 新潟市中央区和合町 1-7-3 025-248-8318 

R2.10.16 
新潟県知事

(1)5537 
株式会社メモリーハウス 上野 敬 

新潟市江南区長潟 1-3-31 

         ハセガワハイツ 101 
025-288-5029 

R2.10.26 
新潟県知事

(1)5539 
株式会社アーキファクトリー 北原雄一 

南魚沼郡湯沢町湯沢 1丁目

10番地 7 
025-784-4777 

商号・名称 変更事項 変更内容 

㈱レーベンホーム 専任取引士の増員 新取引士：齋藤 友美 （登録番号 新潟 第 11904 号） 

㈱サンセットライズ 
事務所所在地・ 

専任取引士の変更 

新住所：〒950-0916 新潟市中央区米山 5 丁目 5 番 14号 1 階 

新取引士：井邊 正太（登録番号 新潟 第 10787 号） 

旧取引士：髙橋 正基 

㈲L E C
エルイーシー

ソリューション 商号の変更 
新商号：有限会社 LEC ソリューション 

旧商号：有限会社パレス開発  

㈱ユニオンプラン 代表者の変更 新代表： 河田 広子  旧代表： 河田 誠 

伊津分店 事務所所在地の変更 新住所：〒940-0048 長岡市台町二丁目 5 番 18 号 
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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/ 

入会希望者のご紹介をお願いします！ 

 

 

 

https://portal.rabbynet.zennichi.or.jp/
http://niigata.zennichi.or.jp/fee_paper/
https://www.facebook.com/zennichiniigata/
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●事務所備え付け書類等について 

今年も１１月頃より、宅地建物取引業法第７１条に基づく事務所調査の案内が不特定多数の業者に通知される予定 

です。下記に記載いたしました調査基準となる内容に従い、掲示物、携帯・提示物（入会説明会の際に無償でお渡しした

ものを含む）の所持、書類等の設置がなされているかどうか、各自ご確認下さいますようお願い申し上げます。 

◎標識、宅建業者票、報酬額表（令和１年１０月１日施行 税率１０％）の掲示等 

① 宅建業者票・・・・県本部にて販売（１部１５０円 用紙） 

② 報酬額表・・・・・・ラビーネットにてダウンロード可  県本部にて販売（１部１５０円 用紙） 

         ③ 個人情報の取扱いについて・・・・・ラビーネットにてダウンロード可 

◎契約締結権者および専任取引士の設置等 

        ④ 政令使用人設置・専任取引士の変更・・・・・県本部ホームページにて変更書類ダウンロード可 

◎従業者証明書等の携帯（従業者名簿の設置も必要） 

        ⑤ 従業者証明書・・・・ラビーネットにてダウンロード可 県本部にて販売 （ケース付き１部２５０円） 

⑥ 従業者名簿・・・・・・ラビーネットにてダウンロード可 

⑦ 従業者変更・・・・・・県本部ホームページにて変更書類ダウンロード可 

◎過去５年間の売買契約書及び重要事項説明書及び媒介契約書 

⑧ 各種契約書・重要事項説明書・媒介契約書・・・ラビーネットにてダウンロード可 

◎各契約に伴う取引成立台帳の記帳 

⑨ 取引成立台帳（売買用・：賃貸用）・・・・・ラビーネットにてダウンロード可 

◎取引の態様の明示、誇大広告等の禁止等 

   ⑩ 不動産取引における公正取引競争規約に基づいた広告の掲載 

 

 

 

 

 

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

●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 

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

●全国不動産協会（ＴＲＡ）提携のお知らせ 

この度、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、会員の皆様へご案内いたします。 

【講座内容】 

宅建パーフェクト総合セット  

講義 35回/165時間 通常受講料 290,000円(税別) ➡ 提携特別受講料 210,000円（税別） 

宅建総合講座 

講義２３回/１２８時間  通常受講料 250,000円（税別） ➡ 提携特別受講料 170,000円（税別） 

宅建パワーアップ演習講座  

講義 7回/53時間 通常受講料 100,000円(税別) ➡ 提携特別受講料 80,000円（税別） 

 

※ラビーネット 

https://portal.rabbynet.zennichi.or.jp/ よりログイン ※ログインには、「ＩＤ」 「パスワード」が必要 

※新潟県本部ＨＰ 

 http://www.niigata.zennichi.or.jp/ 「変更届出書類提出」からダウンロード 

http://www.pref.niigata.lg.jp/kanzai/1198515643773.html
http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/zaisan/shiyutibaikyaku/nyusatsujyoho.html
https://portal.rabbynet.zennichi.or.jp/
http://www.niigata.zennichi.or.jp/
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賃貸不動産経営管理士WEB講座  

講義 11回/24時間  通常受講料 82,000円(税別) ➡ 提携特別受講料 50,000円（税別） 

         

【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 新潟校」 へお問合せください。 

    住所：新潟市中央区女池 6-5-27 ☎025-385-6418 ＦＡＸ025-385-6414 

ＨＰ： https://www.shikaku.co.jp/guide/kanto_koshinetsu/niigata/top.html  

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

 

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  

※保険商品についてはこちらにてご確認ください。 http://z-rabby.co.jp/product/  

 

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。 

https://www.shikaku.co.jp/guide/kanto_koshinetsu/niigata/top.html
http://www.shougakutanki.jp/exam/exam_cbt.html
http://z-rabby.co.jp/product/

