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●１月の新入会者のご紹介 

 

 

●会員変更事項

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

●今後の行事予定   

    

             

 

第４回 法定研修会   ※１月中に案内文書郵送済  

日   時 ： 平成２９年 ２月 ８日（水） １３:２０～１６:５０ 

テーマ① ： 「新潟県の経済情勢」 日本銀行新潟支店 支店長 亀田 制作 氏 

テーマ② ： 「宅建業法改正と住宅インスペクション」 ジャパンホームシールド㈱ 市場開発課  川上 拓也 氏 

テーマ③ ： 「未来を見据えた不動産業者の二次創業（仮）」 ㈲エムシーエー 代表取締役 小松俊樹  氏 

会   場 ： 新潟ユニゾンプラザ ４階 大研修室 （新潟市中央区上所２丁目２番２号 TEL 025-281-5511） 

入会日 免許番号 商号・名称 代表者 住所 電話番号 

H29.1.12 
新潟県知事 

(1)5328 
㈱佐藤企画 佐藤修二 見附市学校町 2丁目 5番 33号 0258-62-4400  

●商号・名称 変更事項 変更内容 

㈱スタースーパーフーズ・ 

インターナショナルジャパン 
商号変更 

旧商号：株式会社 星元不動産 

             代表者  星 忠承 

Ｎ・Ａ企画 
専任取引士の

変更 

新専任取引士 秋山 奈々絵   （旧：戸枝邦子） 

取引士番号 （新潟）第 012108号 

ワンダフルワールド株式会社 
専任取引士の

変更 

新専任取引士 本間 淳子   （旧：平澤正行） 

取引士番号 （新潟）第 010800号 

    

 

 

放送期間 ２０１７年１月２０日～２月２８日 放送局 ＢＳＮ（新潟放送） 

 

 
全日にいがた通信 

発行／公益社団法人 全日本不動産協会新潟県本部 

     公益社団法人 不動産保証協会新潟県本部 

発行人／ 高木剛俊  編集／広報委員会 

〒950-0961 新潟市中央区東出来島７番１５号  

全日新潟会館 

TEL 025-385-7719  FAX 025-385-7785 

 

 

 

第３回 ラビットカップ U-12 フットサル大会  

日   時 ： 平成２９年 ２月 ５日（日）  ９：００～１７：００ 

会   場 ： 新潟市体育館  新潟市中央区一番堀通町３－１ 

協賛・運営 ： フットサルショップクアルト 

内   容 ：  １２歳以下のフットサルチーム１６チームによるリーグ戦。  

北信越フットサルリーグで活躍する強豪チームによるエキシ 

ビジョンマッチも開催。どなたでも無料で観覧できます！！ 

 

 

本部会員数   主たる事務所    ２１９社    従たる事務所    ２５ヶ所  (平成２９年１月３１日現在)  

全国会員数   主たる事務所 ２９，０８６社    従たる事務所 ３，３９９ヶ所  (平成２８年１２月３１日現在) 

 

全日本不動産協会のＣＭがＴＢＳ系で 

放送中！ぼく、ラビーも出演しているよ！ 

 

 

 

◆お知らせ◆ 

平成２９年２月１７日

（金）、関東地区協議

会主催「取引・苦情

処理業務指導者研

修会」に参加するた

め事務局業務をお休

み致します。 

http://niigata.zennichi.or.jp/cost.html
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●新潟地域振興局 地域整備部 移転のお知らせ 

新潟市、五泉市、阿賀町に事務所が所在する宅建業者様におかれましては、３月６日（月）より、免許更新申請、変更

申請、廃業申請を行う地域振興局が下記の住所に移転いたしますのでご案内いたします。 

                                     

  

住所  新潟市東区竹尾２丁目２－８０  （旧 新潟東工業高校） 

  電話  建築課 ０２５－２７３－３２０４ 

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

●全日会員支援システム 『ラビーネット』スタート！ 

  １月１８日より、ＺｅＮＮＥＴが新機能満載で「ラビーネット」としてリニューアルいたしました。ラビーネット（全日会員支援

ポータルサイト）は、会員の皆様の業務に役立つツールが集約されています！！ 

             「ラビーネット」 https://portal.rabbynet.zennichi.or.jp/ 

                

物件の登録・検索 

システム

Z-Reins は

こちらから 

入れます！ 

 

 業務開始 平成２９年 ３月 ６日（月） から 

 

※３月３日（金）までは、現在の川岸町庁舎にて業務を行います。 

充実の業務

コンテンツ 

※詳細は以下を

ご覧ください。  

https://portal.rabbynet.zennichi.or.jp/
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⚠ ＩＤ・パスワードの確認のお願い 

  ラビーネット使用には、「Z-reins （ZeNNET）」の ＩＤ・パスワードでログインが必要です。システムの仕様上 Z-reins

に保存したＩＤ・パスワードはラビーネットに引き継ぐことができません。事前に Z-reinsのＩＤを控えていただきますよう 

お願いいたします。また、Z-reinsのログイン画面にお気に入り登録をしている方は、自動的にラビーネットのログイン 

画面に遷移されますので新たにお気に入りの登録変更をお願いします。 

まずは、https://portal.rabbynet.zennichi.or.jp/ から、 

Z-ReinsのＩＤ・パスワードでログイン！！ 

※ＩＤ・パスワードをお忘れの方は、全日関東流通センター（電話 ０３－３２６３－４４８４）へお問い合わせください。 

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

●宅建業法一部改正に伴う施行期日について 

「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」において、建物状況調査（インスペクション）関係の規定について公布の

日から２年以内、それ以外の規定について公布の日から１年以内の政令において定める日から施行することとしている

ため、以下の通り施行期日を定めています。 

（１）建物状況調査（インスペクション）に関する規定の施行期日を 平成３０年 ４月 １日 とします。 

〇既存の建物の取引における情報提供の充実を図るため、宅地建物取引業者に対し、以下の事項を義務付け 

・媒介契約において建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の交付 

・買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明 

・売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付  

（２）（１）以外の規定の施行期日を 平成２９年 ４月 １日 とします。 

〇営業保証金・弁済業務保証金制度の弁済対象者から宅地建物取引業者を除外 

〇従業者への体系的な研修の実施についての業界団体に対する努力義務    等 

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

●免許年月日を間違えていませんか？ 

 重要事項説明書で、宅建業者欄の中の「免許年月日」を多くの方が誤って記載しています。免許証の中下段に記載の

有効期間の始まりの日を入れている業者様が多いと思われます。これは間違いで、正しくは有効期間の始まりの日の

「前日」となりますので （下の例を参照） 契約の際はご注意ください。 

 例： 免許年月日 平成２９年 ４月 １日 （有効期間 平成２９年４月２日から平成３４年４月１日まで）  

業務コンテンツ     ※（  ）はサービス開始日 

① 契約書・書式集 (1/18 ※リニューアル版は 4/3～)  

② マイページメーカー（ホームページ作成ソフト） (1/18)   

③ 住宅インスペクション (1/18)   

④ ラビーネット不動産査定 (1/26)   

⑤ Web版既存住宅価格査定マニュアル (1/18)   

⑥ 評価額レポート (1/18)   

⑦ PDFtoJPG ファイル変換ツール (1/18)   

⑧ 間取り図作成・販売図面作成ソフト (1/18)  

⑨ 賃貸管理ソフト (1/18)  

⑩ 宅地建物取引士賠償責任保険 (1/18)   

⑪ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険(宅建業者用)団体割引 (1/18)  

⑫ ローンシミュレーション (1/18)   

⑬ 利回り計算(1/18)     ・・・・・etc  

 

https://portal.rabbynet.zennichi.or.jp/
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●公益事業 生活の知恵セミナー（一般消費者セミナー） 開催報告 

平成２９年１月１９日（木）、新潟市中央区にある日報メディアシップ日報ホールにて、消費者対象セミナー「生活の知恵

セミナー」が開催され、６２名の一般消費者並びに当会員の皆様が出席されました。 

第１部の講演では、日本管理センター株式会社 代表取締役 武藤英明氏より、「究極の空室改善とは？～県下空室

率 26.4％ 人口減少、供給過多時代を見据えた賃貸経営の将来とは～」と題しご講演頂きました。同氏は、国土交通省 

移住推進プロジェクト準備委員会委員、全国賃貸管理ビジネス協会新事業新商品開発委員会委員、財団法人日本賃貸

住宅管理協会サブリース協議会協議委員、日本賃貸住宅オーナー共済連合会専務理事を歴任された、いわば賃貸経営

のエキスパート。研修講師の要請も多数受けられている売れっ子講師とあり、受講者は一言一句聞きのがすまいと真剣 

に聞き入っていました。 第２部の講演では、株式会社 テラスオフィス 統括マネージャー 高岡はつえ氏より、「『沼垂市

場通り ＡＣＴＩＶＥ再生プロジェクト』 ～新商店街誕生までのプロセスとこれから～」と題しご講演頂きました。同氏は、実 

弟でありテラスオフィス代表の田村寛氏とともに、出身である新潟市沼垂地区の市場通りを再生、｢沼垂テラス商店街｣を

誕生させたパイオニアであり、以来、姉弟二人三脚で商店街運営や地域活性化に携わっています。講演では、商店街 

を再生させたそのプロセス、新名物の開発やその後の地域の活性につなげるにはどうしたらよいか等お話しされました。 

参加者アンケートでも多数の皆様より「満足した」と回答を頂き、非常に関心度の高いテーマであったことがうかがえま

す。来年度も、同時期に「消費者対象セミナー」の開催を予定しております。その際は、会員の皆様にも是非ぜひご出席 

いただければと思います。                                       教育研修委員長 小田嶋武史 

     

●平成２９年 新年会開催報告 

１月１９日（木）、生活の知恵セミナー終了後、会場をＡＮＡクラウンプラザホテル新潟 飯豊の間に移し、平成２９年 

新年会を開催。 来賓２名・会員４１名 合計４３名の皆様よりご出席頂きました。 

会の中盤、今年度の新入会員のご紹介として、新しいお仲間である新潟市逢谷内の㈲石澤建築設計の河村さん、 

新潟市二葉町の㈱渋谷建築設計事務所の渋谷さん、三条市嵐南地区の㈱嵐南エステートの田崎さん池田さん、長岡市

柏町の㈱三共土地開発の関さんが前に並ばれ、お一人ずつ、会社の所在地や業態、今後の抱負などを述べ、場内から

温かい拍手が送られました。 

 その後、アトラクションとして出席者参加型のビンゴ大会が行われ、参加者は読み上げられる数字に耳を澄まし、ビンゴ

カードと睨めっこ。中には同時にビンゴとなった方々もいらっしゃり、景品を賭けジャンケンをするなど白熱したビンゴ大会 

となりました。結果、９名の方に景品が手渡されました。 

その後、歓談の時間を挟み、中締めのご挨拶として、当新潟県本部 県央地区事務所長のアールホーム株式会社 

斎藤登さんが登壇。 当会のますますの発展と会員の皆様の健勝を祈り、三本締めで締めくくりました。 

       

第１部講師 武藤英明氏 第２部講師 高岡はつえ氏 

本年度入会者のご紹介 宴会の様子 ビンゴ大会で景品を手にした参加者 


