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あいぽっぽサイトのご案内

愛知宅建版不動産流通サイト
「あいぽっぽ」
について
会員様へお伝えしたいポイント

ポイント

1

「あいぽっぽ」の魅力
① 会員の皆様は無料にて愛知宅建版不動産流通サイト
「あいぽっぽ」
が利用できます。
のパスワードにて物件登録ができます。
②「会員マイページ」

（利用開始時には初回のみ
「利用規程」
に基づく審査があります。）

に物件登録することで全宅連統合サイト
「ハトマーク
③「あいぽっぽ」
サイト」、不動産流通４団体が参加する
（公財）不動産流通推進

センタ ー 運 営 の「 不 動 産 ジャパ ン 」、不 動 産 流 通 機 構 運 営 の

「レインズ」へ無料で物件掲載ができ、一部有料不動産ポータル
サイトへの連動も可能です。

ポイント

2

より簡単に！
！
「物件登録システム」のリニューアル
令和３年２月１日より数多く寄せられた会員の皆様のご意見を踏まえ

「あいぽっぽ」
の
「物件登録システム」
がより使い易く生まれ変わりました。
最低限の項目入力にて物件が掲出でき、初めての会員様でも楽々操作

で入力ができるようになりました。
ポイント

3

「物件代行登録サービス」のスタート
令和３年２月１日よりパソコン操作が苦手な会員様や業務が多忙で物

件登録ができない会員様向けの
「物件代行登録サービス」
をスタートし
ました。
月額５，
５００円（税込）
で５物件まで、間取り図等作成をセットにして
「あいぽっぽ」
へ物件の登録を代行いたします。
また別プランもご用意しておりますので詳細は会員マイページにて
ご確認ください。
ポイント

4

「一般消費者へのＰＲ」を積極展開
「あいぽっぽ」
について、インターネットやテレビＣＭ等、各種広告
媒体にて一般消費者へのＰＲを積極的に実施していきます。

「あいぽっぽ」について
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（公社）愛知県宅地建物取引業協会 理事会開催
１月２２日
（金）午後１時００分よりキャッスルプラザに
おいて理事会を開催しました。開会に先立ち伊藤亘
会長の愛知県表彰受賞をたたえ、顕彰状の贈呈が
行われました。
司 会 者

村井 欣宏

議

岩村 清司 副会長

長

報告事項

総務財政副委員長

（１）
村上尚彦専務理事 （２）各委員長

（１）前回理事会以降の主な会務報告について
（２）委員会報告について

●承認された各議案の内容●
第１号議案

新愛知県不動産会館における
設計者の募集に関する件

二村 伝治 愛知県不動産会館建設特別委員長
プロポーザル
（公募型）方式により設計者の募集を行うこと
について提案し、
可決・承認された。
第2号議案

特定費用準備資金の
新設に関する件

村上 尚彦 専務理事
一層の会員の業務支援に繋げることを目的として、
継続的
な広報事業を実施するため、
特定費用準備資金の新設に
ついて提案し、
可決・承認された。
第3号議案

組織運営に関する
内規一部改正に関する件

中林 正人 会員支援委員長
入会手続内規の新設に伴う手続きの見直し及び、従業者
会員の入会金が廃止されたことに伴う、従業者会員が
専任の宅地建物取引士会員に会員権承継を行う際の
入会追加差額金について、内規一部改正の提案をし、
可決・承認された。
伊藤 亘

会長へ顕彰状の贈呈

第4号議案

新入会員の承認に関する件

中林 正人 会員支援委員長
令和２年９月１日より、
令和２年１２月３１日までの新規入会者
【内訳：正会員７８名、準会員３５名、計１１３名】の入会を
伊藤 亘

会長

提案し、可決・承認された。

MONTHLY REPORT

（公社）全国宅地建物取引業保証協会愛知本部 幹事会開催
１月２２日
（金）業協会理事会終了後、
キャッスルプラ
ザにおいて幹事会を開催しました。
司 会 者

村井 欣宏

総務財政副委員長

議

光岡 新吾

副本部長

長

報告事項

（１）
各委員長、
（２）
岡本 大忍

全宅保証専務理事

（１）委員会報告について
（２）全宅保証の規則一部改正について

●承認された各議案の内容●
第１号議案

尾頭 一喜 専任幹事
令和３年度事業計画（案）承認について提案し、可決・
承認された。
第2号議案

2021年 春号
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令和３年度収支予算書
（案）
承認に関する件

鈴木 良之 総務財政委員長
令和３年度収支予算書（案）承認について提案し、可決・
承認された。
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令和３年度事業計画
（案）
承認に関する件

地域事業 の 紹介 3

名南東支部
名南東支部では例年、
瑞穂区(８月)昭和区(１０月)

天白区(１０月)の３つの区民まつりに参画しています。
ブースの出展ではピンポンダーツを開催し、
ハト

マークと不動産無料相談の周知活動に取り組んで
おります。

ピンポンダーツの景品
（小学生以下）
は担当役員

が100円ショップで、子ども達の笑顔が見られる

ように、毎年真剣に選んでおります。ハトマークの

紙袋には不動産無料相談所の周知を目的とした

パンフレット・あいぽっぽのノベルティグッズを入れて配布して
いますが、会場にはその中にピンポンダーツの景品も入れた
笑顔の親子連れが多く見受けられます。

２０１９年の昭和区民まつりでは、マスコットキャラクター

「あいぽっぽ」
の着ぐるみが大人気でした。同日、
まつり天白では
役員手作りの
「あいぽっぽ」
も参加いたしました。

２０２０年は３会場ともコロナウィルスの影響で
中止になり残念で仕方ありません。
「あいぽっぽ」が
再び沢山の笑顔に囲まれる日が１日でも早く来る日
を願っております。
名南東支部

村井 欣宏 支部長

名南西支部
名南西支部は毎年１０月に開催される
「かにえ町民

まつり」
に参加しており、本年度で１５年目となります。
当日は当事業にご協力頂いている愛知県赤十字血液

センターの献血車をブース横に配置し、ハトマークと
不動産無料相談のＰＲ活動を兼ね、ご来場の皆様に

献血を呼びかけています。毎年まつりの開始前から
受付に人が並び
います。

受付制限するほど盛況を極めて

また、子どもたちを対象に行なっているピンポン

ダーツの列も絶えることなく、景品のお菓子を嬉し

そうに受け取る光景は私達の励みにもなっています。

令和に入り新型コロナウイルスの影響で、
かにえ町民まつりが中止になったため、場所を
イオンモール名古屋茶屋に移し開催したところ、
こちらも多数のご来場をいただきました。但し、
残念ながら会場の都合でマスコットキャクター
「あいぽっぽ」を呼ぶことができなかったので是非
来年度は蟹江町で、あいぽっぽと一緒に参加
することを願っています。
名南西支部

波多野 昭一 支部長

地域事業の紹介
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碧海支部と安城市において
「町内会等の加入促進に関する協定」
を締結しました
碧海支部と安城市は令和３年２月１５日に
「町内会等の加入促進に関する協定」を
締結しました。
締結式には安城市 神谷学市長、町内
会長連絡協議会 加藤研一会長、
碧海支部
鈴 木 良 之 支 部 長、増田昌二 副 支 部 長が
出席されました。
本協定は、碧海支部と安城市が連携し、
町内会や自治会の加入促進の周知・広報等
に取り組むことにより、地 域コミュニティの
活性化を図り、
住み良い魅力あるまちづくりに
資することを目的としています。
（左から）
町内会長連協 加藤会長、
神谷市長、
鈴木支部長、
増田副支部長
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町内会・自治会加入促進ポスター等の掲示、配布にご協力ください
町内会・自治会は、町内など地域の方々が自主的につくりあげる住民自治組織です。
地域の防犯灯の維持管理や道路・公園などの清掃活動、
ごみや資源の集積場所の決定や
管理、
回覧板などを通じた情報伝達に日ごろから取り組んでいるほか、
おまつりや防災訓練、
高齢者や子どもの見守りなどの活動も実施し、
安心・安全で快適なくらしを支えています。
また、
東日本大震災や阪神・淡路大震災などでは、
町内会・自治会を通じて近所づきあい
のあるところほど、
地域による救助が進み、
復旧も早かったと言われています。
その一方で、
町内会・自治会への推計加入率は、
平成20年度には82.4％であったものが、
令和2年度の調査結果では69.7％と、
単身世帯の増加やライフスタイル・価値観の多様化等
の社会状況の変化などにより低下傾向にあります。
名古屋市では今年度、
新たにポスターを作成するなど、
町内会・自治会の加入促進支援
に取り組んでおります。
また、
その他にも冊子やリーフレット等をご用意しております。
いざというときにお互いが助け合えるように、
また、
より住みよいまちをつくるために、
くらしや
住まいに関わりの深い愛知県宅地建物取引業協会の皆さまには、
こうしたポスターや
冊子等を店頭などで掲示、
配布いただくなどご協力をお願いいたします。
ご協力いただける
場合は、
必要部数をお送りさせていただきますので、
ぜひ、
ご連絡ください。
お問い合わせ

名古屋市スポーツ市民局地域振興課

新たに作成した町内会・自治会PRポスター

TEL 052-972-3118 FAX 052-972-4458

新入会員名簿
支部

入会日

免許番号

東名 2020.09.29 知事24245
東名 2020.10.06 知事24493
東名 2020.10.13 知事24508
東名 2020.10.20 知事24517
東名 2020.12.08 知事24568

商号又は名称

自 令和2年9月1日〜 至 令和2年12月31日

代表者

事務所々在地

Ｈｏｍｅｂａｓｅ㈱

野田

直希 〒480-1113 長久手市山野田１３１４

㈱リプラス

笠原

裕介 〒465-0025 名古屋市名東区上社２-２１８ 森本ビル４Ｃ

㈱ＭＡＮＡ ＣＯＮＮＥＣＴ

寺西

㈱Ｋ
ＩＮＧ．

齊藤

㈱ミライノカタチ

樋田

名西 2020.09.15 大臣9773-1 日神住宅流通㈱ 名古屋支店

吉田

祐大 〒464-0858 名古屋市千種区千種３-１-５ 丸正ビル３階

誠司 〒465-0061 名古屋市名東区高針１-７０５７ｔｈＡｖｅ１Ｆ
大 〒465-0058 名古屋市名東区貴船１-３２８

豊 〒450-0002 名古屋市中村区名駅５-４-１４ 花車ビル北館５０７Ｂ

名西 2020.10.13 知事20633-1 積和レント㈱ シャーメゾンショップ名駅店 上林 喜章
伊東 秀明
名西 2020.12.15 知事24554 相続不動産レクサー
坂野 良輔
名南東 2020.10.13 知事24507 ㈱スマートテクニカ
長谷川太志
名南東 2020.10.13 知事24511 ㈱ライフサイト

〒450-0002 名古屋市中村区名駅４-２４-１６ 広小路ガーデンアベニュー１階
〒450-0002 名古屋市中村区名駅３-２１-４ 名銀駅前ビル４階
〒467-0003 名古屋市瑞穂区汐路町２-１０-４
〒466-0826 名古屋市昭和区滝川町２２-１ シェソワ滝川１Ｆ-Ｂ

名南東 2020.10.20 知事24513

㈱ＴＯＹＯハウジング

大畑

典道 〒466-0851 名古屋市昭和区元宮町４-３７１Ｆ

名南東 2020.11.10 知事24528

あーるハウス㈱

増田

直路 〒468-0014 名古屋市天白区中平５-７０３-１

名南東 2020.12.15 知事24574

㈲伊藤産業

伊藤

名南西 2020.11.02 知事24514

宮崎商事㈱

宮崎

憲治 〒455-0831 名古屋市港区十一屋３-２３７-１

ＣＫＫＢＯＲＤＥＲＬＥＳＳ㈱

岡澤

康広 〒454-0852 名古屋市中川区昭和橋通４-１４-２

㈱アオテック

青木

大河 〒456-0034 名古屋市熱田区伝馬１-７-９ 第２佐久間ビル３Ｆ

㈱雨宮

雨宮

秀寿 〒462-0831 名古屋市北区城東町７-１６１-２

名南東 2020.10.20 知事24520

㈱ＭＬＤＫ

名南東 2020.11.17 知事8059-1 ㈱大広住宅新瑞橋支店
名南東 2020.12.15 知事24575
名南西 2020.11.24 知事24542
名南西 2020.11.24 知事24550
名南西 2020.12.15 知事24565
名南 2020.10.13 知事24495
名南 2020.10.27 知事24516
名城 2020.09.01 知事24463
名城 2020.10.13 知事24506
中
中

㈱ＳＤ不動産

福田
鳥居

光史 〒466-0831 名古屋市昭和区花見通１-１７ 雨宮ビル１Ｆ
泰成 〒467-0066 名古屋市瑞穂区洲山町２-２６-３
翼 〒466-0058 名古屋市昭和区白金２-６-１７

白井みゆき 〒468-0055 名古屋市天白区池場５-１０４番地 ＳＤビル１０２号

㈱かとう不動産

加藤

㈱吉川建設

吉川

㈱トゥフォーティー

西尾

Ｏｆ
ｆ
ｉ
ｃｅＺＥＮ

伊藤

2020.09.01 大臣9346-28 ㈱不動産ＳＨＯＰナカジツ Nagoya Lounge 引地
飯塚
2020.09.15 知事24483 ＷＩＮ ＳＱＵＡＲＥ㈱

正利 〒490-1204 あま市花長川内１６

啓 〒497-0037 海部郡蟹江町今西２-１０６

芳郎 〒470-1101 豊明市沓掛町荒畑２６-１７５ １Ｆ

頼子 〒461-0018 名古屋市東区主税町２-３９ ローレルコート主税町６０１号

拓 〒460-0008 名古屋市中区栄３-６-１ 栄三丁目ビルディング１０階
萌 〒460-0008 名古屋市中区栄２-３-１８ 長者町中京ビル １Ｆ

information
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新入会員名簿
支部

中
中
中

入会日

免許番号

商号又は名称

代表者

㈱みらいふどうさん

草野

恵 〒460-0003 名古屋市中区錦１-５-１１ 名古屋伊藤忠ビル４Ｆ

2020.09.29 知事24492

㈱ナゴヤセントラル

前野

圭亮 〒460-0003 名古屋市中区錦１-１０-１ ＭＩテラス名古屋伏見ビル１Ｆ

2020.11.17 知事24526

ジャパンマーケティング㈱

石川

義明 〒460-0008 名古屋市中区栄１-２２-１６ ミナミ栄ビル４階

2020.09.29 知事24472

㈱不動産ラボ

柄松

2020.09.29 大臣7576-1 ミサワホーム㈱ 中部資産活用事業部 奥田
2020.11.02 大臣8089-4 ㈱快適住まいづくり 名古屋マンションライブラリー 永峯

中

2020.11.17 知事24547

中
中

事務所々在地

2020.09.22 知事24476

中

中

自 令和2年9月1日〜 至 令和2年12月31日

㈱ＹＯＫＯＹＡＭＡ

横山

㈲リングコーポレーション

金原

2020.12.22 知事23873-2 ケイアイプランニング㈱ 名古屋栄営業所 原
石川
健不動産

東三河 2020.09.15 知事24461
東三河 2020.09.18 知事24485

東三河 2020.09.18 大臣9781-1 松屋不動産販売㈱ 豊橋柱店

糟谷

東三河 2020.09.18 大臣9781-2 松屋不動産販売㈱ 豊川南大通店 坂口
奥
東三河 2020.09.29 知事24496 ㈱松屋住まいるパートナーズ

諒 〒460-0008 名古屋市中区栄４-１６-８ 栄メンバーズオフィスビル６０８号室

征之 〒460-0007 名古屋市中区新栄２-１９-６ グランスクエア新栄６Ｆ

亮 〒460-0003 名古屋市中区錦１-２０-１０ ＨＲ・ＮＥＴ伏見ビル７階Ａ号室

和宏 〒460-0008 名古屋市中区栄１-１４-１４ 御園パレス４１３号

和由 〒460-0005 名古屋市中区東桜２-２２-１８ 日興ビルヂング４Ｆ-４号
三男 〒443-0021 蒲郡市三谷町川原２９-２２ 第２岡和ビル２Ｆ
栄 〒440-0897 豊橋市松葉町２-３２番地 ララ松葉ビル５Ｆ

俊介 〒441-8052 豊橋市柱三番町１３６
卓也 〒442-0889 豊川市南大通３-２８

純一 〒441-8151 豊橋市曙町字南松原１２３ ライフパークミナミ１Ｆ

東三河 2020.09.29 知事24496-1 ㈱松屋住まいるパートナーズ 豊川南大通店 町田ももこ 〒442-0889 豊川市南大通３-２８
矢澤 勝幸 〒449-0206 北設楽郡東栄町下田字市場１７-２
東三河 2020.10.06 知事24489 奥三河不動産
東三河 2020.12.08 知事24560

三浦不動産

三浦

東三河 2020.12.15 知事24556

東海建物㈱

花田

東三河 2020.12.08 知事24562
東三河 2020.12.22 知事24573

大羽

秀岳 〒441-3501 田原市高松町名幸５ １Ｆ

向陽エステート㈲

熱田

裕保 〒440-0053 豊橋市老松町５２

牧野
ＭＫエステイト
西三河 2020.09.29 知事24496-2 ㈱松屋住まいるパートナーズ 岡崎店 伊藤
石川
西三河 2020.10.27 知事21812-8 アルファス㈱ 西尾鶴城店
東三河 2020.12.22 知事24584

麻未 〒440-0814 豊橋市前田町２-１-２３

孝幸 〒442-0857 豊川市八幡町大池３-２ １Ｆ
伸幸 〒444-0051 岡崎市本町通２-８

哲也 〒445-0894 西尾市上町泡原１７-２

ランダーズ不動産㈱

七味

碧海 2020.11.17 知事24541

ＡＳＫＡ ＣＲＡＮＥ㈱

鶴田

豊田 2020.11.24 知事24537

ホーメックスホールディング㈱

餅原

㈲エルミオーレ

桑原広之進 〒470-0328 豊田市勘八町勘八２７２

㈱ＳＥ
Ｉ
ＫＡＩ

山崎

マルタケ㈱

早川

ゆうわい設計室

山下

相川開発㈱

相川

㈱イエスタ

外塚

㈱マルシュウミライズ

山本

京子 〒489-0954 瀬戸市台六町５３３

㈱不動産Ｌ
ｉ
ｂｒ
ａ
ｒ
ｙ

片桐

規雄 〒491-0859 一宮市本町４-４-１ マルゲンビル２Ｆ

みはな不動産

田中

さくら通り不動産㈱

佐藤

㈱シンエイライフ

田中

コラゾンデザイン㈱

伊藤

西三河 2020.12.22 知事24589
碧海 2020.10.20 知事24504

栄コンサルタント

畑川

豊田 2020.09.29 知事24496-3 ㈱松屋住まいるパートナーズ 豊田西町店 浅見
水谷
豊田 2020.10.06 大臣245-129 大和ハウス工業㈱豊田支店

隆夫 〒444-0813 岡崎市羽根町字若宮４３-１

正勝 〒448-0855 刈谷市大正町３-１０５ ユニオンハイツ刈谷１０１
尚康 〒446-0051 安城市箕輪町神戸３５
俊雄 〒471-0025 豊田市西町４-２５-１３
新 〒471-0834 豊田市寿町７-４５

幹也 〒471-0865 豊田市松ケ枝町３-３０ １Ｆ

オフィス未来

水野

小出運送㈱

小出

直哉 〒470-0226 みよし市西一色町池ノ内１３-１

㈱豊不動産

近藤

真理 〒478-0054 知多市つつじが丘１-６-１ １Ｆ

知多 2020.11.10 知事24540

クロスフィード㈱

小林

東尾張 2020.09.01 知事24470

㈱マイシリウス

松田

㈱Ｏ・Ｋ不動産

小林

㈱樋江井建築

樋江井共明 〒488-0818 尾張旭市向町３-３-３３

㈱ＴＮＤコンサルタント

角田

カールトン㈱

位田

㈱ＧＯＥＮＹＡ

木全

㈱平和住建

小池

フォーチュン㈱

川村

豊田 2020.11.24 知事24544
豊田 2020.12.22 知事24586
豊田 2020.12.08 知事24563
知多 2020.09.08 知事24479
知多 2020.10.20 知事24519
知多 2020.10.27 知事24521
知多 2020.11.17 知事24539

東尾張 2020.09.08 知事24478
東尾張 2020.09.15 知事24488
東尾張 2020.10.06 知事24503
東尾張 2020.10.13 知事24477
東尾張 2020.12.15 知事24553
東尾張 2020.12.15 知事24583
西尾張 2020.09.08 知事24471
西尾張 2020.10.13 知事24490
西尾張 2020.10.20 知事24500
西尾張 2020.11.17 知事24538
西尾張 2020.11.24 知事24543
西尾張 2020.12.01 知事24561
北尾張 2020.09.01 知事24451
北尾張 2020.11.02 知事24529
北尾張 2020.11.24 知事24533
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潤 〒442-0855 豊川市新栄町２-１ 神戸ビルエクセラン１階西

大羽建設㈲

2021年 春号

information

博人 〒470-0374 豊田市伊保町向山４６-２４

正郎 〒479-0004 常滑市青海町３-７３ プリミエールＭ・Ｋ１ ２Ｆ
武仁 〒474-0061 大府市共和町２-８-１２

功明 〒478-0052 知多市八幡新町３-７-１６ ２Ｆ

裕也 〒470-2555 知多郡武豊町字大門田８-１ マルエ産業㈱４Ｆ
泰幸 〒480-1207 瀬戸市品野町２-１８５

令奈 〒463-0002 名古屋市守山区大字中志段味字大洞口２７０５-６ １階
祐也 〒489-0927 瀬戸市川北町１-１３

真一 〒488-0838 尾張旭市庄中町１-８-１９ ２Ｆ

桂輔 〒463-0072 名古屋市守山区金屋２-１８９-１ １階
祐希 〒492-8184 稲沢市日下部松野町３-１３９

大介 〒491-0831 一宮市森本４-２１-１ アイギハイツⅡ１０２
健二 〒491-0923 一宮市大和町氏永字北壱反割１３-２

高樹 〒492-8137 稲沢市国府宮１-６-２７ レオパレス長橋２０５号
和雄 〒491-0051 一宮市今伊勢町馬寄字郷前４１-３
孝昌 〒484-0077 犬山市大字上野字米野１１５２-２
明弘 〒485-0049 小牧市山北町６３

芳章 〒485-0029 小牧市中央３-２６６Ｔｓドリーム小牧１Ｆ

まちがいさがし

2021年 春号
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今月のあいちの花

スプレーバラ

スプレーバラは、
１つの茎からいくつもの小ぶり
な花を咲かせる「スプレー咲き」という咲き方を
するバラのことです。
他の花との相性も良く、
花束やアレンジメント
などに重宝します。

切り花を長く楽しむためには、
直射日光や風が当たる場所をさける事が重要です。
具体的には、
カーテン越しに光が当たるような場所や、
エアコン等の風が直接当たら
ない場所に置くといいでしょう。
茎を斜めに切り、
茎の断面が水に接する面積を大きく
したり、
1日1回水の交換をして雑菌の繁殖を抑えることなどの日頃の管理も重要です。

花の王国あいち県民運動実行委員会 電話：052-954-6419 メール：engei@pref.aichi.lg.jp

【国土交通省】行政手続きにおける押印原則の見直しに係る
宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について
「押印を求める手続きの見直し等のた
めの国土交通省関係省令の一部を改正
する省令」等を制定し、宅地建物取引業法
施行規則等において定められている、行
政庁に提出すべき書類の様式より押印欄
を削る等の改正を行いました。
これに伴い、令和3年1月1日以降の宅
地建物取引業等に係る行政庁への申請・
届け等の取扱いについて国交省より右記
の通り周知依頼があったのでご案内いた
します。

周知内容
①以下の法令において定められている、行政庁に提出すべき書類の
書式における押印欄を削る。
・ 宅地建物取引業法施行規則
・ 宅地建物取引業者営業保証金規則
・ マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
・ 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
②現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、
これを取り繕って
使用することができることとする。
③上記の法令に基づく告示・通達等に係る申請・届出等の手続きに
ついても、上記の方針に準じて取り扱うこととする。

新型コロナウイルス感染症への対策について
本会ではコロナウイルス感染拡大防止策として、各種手続きの郵送受付や受付時間の変更等の対応を行っています。
会員の皆様にも、なるべく本部・支部事務所への来所はお控えいただき、対面によらない手続きにご協力ください。
やむを得ず、本部・支部事務所へ来所される場合は、マスクの着用をお願いします。
今後の状況により変更が生じる場合は、協会ホームページ等で随時お知らせします。

シンボルマーク
（ハトマーク）
は、私達がこれから目指
していくべき姿の象徴です。
２羽の鳩は会員とユーザー
の信頼と繁栄を意味し、使用されている色については、
赤色は
「太陽」
を、緑色は
「大地」
を、そして白色は
「取引
の公正」
を表しています。またREAL
（ 不動産の、本当の）
P A R T N E R（ 仲 間 、協 力しあう）は会 員とユ ー ザ ー が
REAL PARTNERとなり、
「 信頼の絆」
が育まれるように
との願いをシンボルマークにこめたものです。

本誌内容の無断転載はご遠慮下さい。

愛 知 県 宅 建 協 会 のホームペ ージ
https://www.aichi-takken.or.jp/

Eメール : takkeninfo@aichi-takken.or.jp
●編
集／広報啓発委員会
●編集発行人／委員長 河合 保人
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名古屋市西区城西５-１-１４ 愛知県不動産会館
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転載ご希望の方は、協会本部事務局まで
必ずお問い合わせ下さい。

TEL：052-522-2575

