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ヴィッセル神戸  観戦チケットプレゼント 
 
ヴィッセル神戸のホームゲーム観戦チケット（指定席）を各試合１組２名様にプレゼント致します。 
ご応募は、下記に必要事項を記入し、ご希望の試合を１試合選んで、協会本部までＦＡＸにてお申込みください。 
また、下記の注意事項のご確認をお願いします。  
応募者多数の場合は、抽選となりますので、あらかじめご了承の程宜しくお願い致します。 
なお、当選の発表は賞品の発送をもってかえさせて頂きます。  
※コロナウイルス感染拡大等の影響により、開始時刻等の変更の可能性や 

チケットをご用意できない可能性がありますので、あらかじめご了承願います。 商 号  

免許番号 知事 ・ 大臣 （    ） 

お名前  

メール 

アドレス 
 

電 話  

 

開 催 日 会 場 対戦チーム 
ご希望の試合 
(1 試合のみ) 

５月３０日 日 14：00 

ノエビア 

スタジアム 

サガン 
鳥栖 

 

６月２３日 水 19：00 横浜 FC  

７月３日 土 19：00 
湘南 

ベルマーレ 
 

※ご希望の試合（１試合のみ）に必ず○印を付して下さい。 
※締切後のご応募や複数の試合選択、希望試合が無記載の場合は無効となります

のでご注意ください。 

FAX：078-351-0164 

５月１７日（月） 

申込締切 

【ご確認ください】 
●今シーズンより「紙媒体のチケット」が廃止され、スマートフォン等を用いた「QR コードチケット」になりました。当選者の方への発送は、お申し込み時にご記入のメールアドレス

宛にチケット表示用の URL をお送り致します。メールアドレスは、類似形状の文字等の判別がつくように楷書で記載をお願い致します。 

●メールが受け取りできるよう、【vissel@tstar.jp】のドメイン指定をお願いいたします。 

●チケットを表示するには、受信メール記載の URL からのみ表示可能ですので、受信メールは試合終了後も大切に保管ください。 

●チケットの表示方法等の詳細は、下記のヴィッセル神戸ホームページをご参照下さい。 

https://vissel.tstar.jp/purchase （【特別 ID】QR チケット表示方法＞STEP7 QR チケットを送る場合＞QR チケットの連絡を受けた方） 

令和３年度（上期分）会費納付のご案内 
 

宅建協会上期分（４月～９月）会費［＠5,500円×６ヶ月分］及び 
保証協会年会費［＠6,000円］について、次のとおりご案内申し上げます。 

 
★口座振替の手続き済みの方★ 
 

５月２７日（木）の自動引落となりますので、前日５月２６日（水）までに指定口座へご入金をお願いします。 
振替金額は、集金代行会社（ＣＳＳ）から届く「振替案内ハガキ」にてご確認ください。 
案内ハガキは５月２１日～２２日頃に届く予定です。 

 

 

 

 

★口座振替ができない又は手続未了の方★  
 

５月中旬に会費請求書（専用振込用紙）をお送りしますので、６月末日までに、振込手数料をご負担の上、ゆうちょ銀行にて 
お振り込み願います。 

※ 口座振替申込書を提出されていても、滞納会費がある方は請求書での納付となります。予めご了承願います。 

お届け口座の内容に変更（閉鎖・解約等）がありましたら、新たに口座振替用紙を提出していただく必要がありますので、 
本部事務局（担当：野村(陽)・小笠・冨田）までご連絡いただきますようお願いします。 
ただし、口座を変更される場合、次回、下期分（１１月２９日引落）からとなります。 

「人間サイズのまちづくり賞」受賞候補の募集について 
 

兵庫県では、授賞候補となるまちなみや建築物及び団体等を募集していま
す。自薦・他薦を問いませんので、幅広くご応募頂きますようお願い致します。 
 
１．賞の部門 
まちなみ建築部門／まちづくり活動部門／花緑部門 
２．応募方法 
応募用紙に必要事項を記入のうえ、下記提出先へ郵送又は電子メールに
てご応募下さい。応募用紙は兵庫県ホームページからダウンロードできます。 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks18/wd20_000000008.html 
３．お問い合せ及び提出先 
兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課都市政策班 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通 5 丁目 10-1 
Tel:078-341-7711（内線 4669） 
E-mail:kendo_toshi@pref.hyogo.lg.jp 

４．募集期間 
令和 3 年 4 月 26 日（月）～6 月 4 日（金）（当日消印有効） 

宅地建物取引士証の有効期限を確認しましょう 
 

宅地建物取引士として業務を行うためには、有効な宅地建物取引士証を
所持していなければなりません。有効期限が切れている取引士証では、取引
士としての業務を行うことは出来ません。また、宅建業者は、専任の取引士の
法定数が不足した場合は、２週間以内に補充等必要な措置をとらなければ
なりません。違反した場合は、宅地建物取引業法違反となりますので、ご注意
ください。 

宅地建物取引士証を更新するには 
都道府県知事の指定する法定講習会を受講することが必要です。兵

庫県知事に登録している更新対象者には、取引士証の期間満了日から
約４～５ケ月前頃に封書にて受講申込書を登録されている住所に送付
します。 
※住所等が変更されている場合は案内が届きませんので、必ず変更登録

申請書を提出してください。 



兵庫宅建総務委員会からのお知らせ

入会 入会
商号・名称 事務所所在地 商号・名称 事務所所在地
➤尼崎支部 ➤神戸中央支部
マナマハウジング㈱ 糸野　〇誠 ㈱ナルアーノ 藤本　謙吾 神戸市北区東大池1-20-20
  武庫之荘店 ②佐藤宣明 ㈱TIC 稲田　利彦 神戸市兵庫区荒田町3-8-2
パルコーポレーション㈱ 成山　弘輝 尼崎市水堂町2-38-1 ➤神戸西支部

㈱くにづか 友久　和幸 神戸市⾧田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館3F
㈱つかさ工建 鏡原　修司 神戸市西区桜が丘東町6-13-14

福田奈津喜 ㈱LinX　Estate 森口　純弥 神戸市西区伊川谷町有瀬315
②渡邊　勝治 ㈲アークコート藤 藤村　良裕 神戸市西区伊川谷町有瀬1524-3陽光ビル1F南

㈱アスリード開発 田中　秀知 尼崎市東難波町5-8-26アネスト尼崎9C ㈱ユーユーフォーム 富川　雄介 神戸市西区伊川谷町有瀬510-2
㈱Nスタイルハウジング 中西　順平 尼崎市立花町1-9-24-101 ㈱幸建 佐伯　秀孝 神戸市垂水区名谷町1793-1
阪神住販㈱ 山下　博之 尼崎市三反田町2-15-30 岡本　明樹 神戸市西区桜が丘中町3-2-3
FPリアルエステート 南〇　一彦 尼崎市富松町2-2-18 ②渡邉　秀治 タウンセンタージョイフル4F

松元　寿士 ㈱Rebro 辰巳　直子 神戸市垂水区舞子坂2-13-12西側
②大富　則夫 ➤北播磨支部

➤芦屋・西宮支部 ジオプランナーズ㈱ 橋本　賢良
山根花武人   ジオ不動産販売 ②松浦　立幸
②沼田　清光 ㈱グッドラインハウジング 松本　克基

不二屋エステート㈱ 桒田　大介 西宮市南昭和町4-1    イオン社店 ②阿江　勝史
キノエネ工務店㈱ 中山伊知郎 西宮市甲子園三保町5-14 タマホーム㈱ 玉木　康裕
㈱Canael ⾧谷川彩子 西宮市寿町4-22    滝野社店 ②河合　秀憲
㈱プラス 辻〇　文隆 西宮市馬場町3-25 ➤明石支部
サステナブル・ジャパン㈱ 釜平　雅史 芦屋市茶屋之町2-21-501 ㈱ウィズホーム 柴田　澄男
㈱橘 平元麻菜美 芦屋市業平町6-34-302    明石店 ②金　　秀勇
㈱ライズハウジング 影山　直美 西宮市戸崎町6-5 ㈱髙井工務店 髙井　正則 明石市二見町福里679-11
➤阪神北支部 ㈱ニムス 中谷亜沙美 明石市相生町2-5-5
㈱リビングサポート 小西　哲司 宝塚市南口2-14-5サンビオラ5番館 (同)Two　Three　Style 穐原　直哉 明石市二見町東二見2028-5
㈱GKコーポレーション ⾧澤　啓之 宝塚市中州1-4-19 ㈱アルファス 太田　隆之 明石市鳥羽1538
㈱阪神エステート 安達　孝三 伊丹市西台3-9-22 ラクスルホーム㈱ 足立　賢孝 明石市大久保町ゆりのき通1-5-24

土井　淳司 中西不動産㈱ 中西　康貴
②大西　亮暢    大久保店 ②永田　和正

➤三田・丹波支部 ➤加古川支部
㈱ワイエスイー 山口　治行 三田市下相野1534-55 嶋一商事㈱ 嶋田　寛也 高砂市中筋5-1-5
㈱TONE ⾧谷川敬謙 丹波市氷上町朝阪490-1 ㈱ウイル 岸本　静樹 加古川市別府町別府682-6
➤神戸東支部 リビルト・パートナーズ 藤川　和啓 加古川市野口町北野79-43
なんくるないさ(同) 徳田　壮一 神戸市東灘区森南町1-15-14 建築工房Forest 杉山　和馬 加古郡播磨町北本荘1-1-22

福永　健志 ㈱マハロハウジング 南野　知之 加古川市野口町野口101-10
②福永　　翔 ㈲佐伯倉庫 北川　浩子 加古郡播磨町西野添3-21-2

㈱House　Labo 中村　大樹 神戸市東灘区住吉宮町2-5-8 米田不動産 米田　安徳 加古郡播磨町西野添3-21-2
㈱A-route　home 宮城　有人 神戸市東灘区御影本町4-8-10御影オフィス4F 藪内　由夏
㈱松興不動産 松原　本貴 神戸市灘区篠原伯母野山町3-9-36 ②狩野　智司
ロクシティ㈱ 石田　亮二 神戸市灘区備後町3-1-23-701 ㈱イシカワ 石川　幸夫 加古川市尾上町今福字大樋49-1
㈱三城工務店 山本　亮介 神戸市中央区国香通6-3-22    兵庫支店 ②神田　大輔 神戸新聞ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ加古川会場内
㈱bud 浅井雄一郎 神戸市中央区生田町1-4-1ショダリ21東館3F-E305 ➤姫路支部
➤神戸中央支部 ㈱N-ESTATE 西脇　宣行 姫路市三条町1-47

二川　〇徹 尾上　結希
②宇根元　弘明 ②住　和

神戸Yʻｓ不動産㈱ 吉岡　勇樹 神戸市中央区北⾧狭通7-2-3 ㈲タナカ建築 田中　博士 神崎郡神河町⾧谷1950-1
㈱神戸みなとオフィス 市田　幸大 神戸市中央区東町116-2オールドブライトビル6F E-Smile㈱ 松本恵理奈 姫路市書写1019-561
㈱メインワークス 宮﨑　大輔 神戸市中央区下山手通2-11-1 ㈱木下不動産 木下　優樹 姫路市市川台1-106-1
㈱VRSサービス 東田　　 昇 神戸市中央区東町123-1貿易ビル703 ㈱マオ不動産 常陰　真弥 姫路市大津区天神町2-62-2
居留地不動産販売㈱ 柏木　健吾 神戸市中央区栄町通1-1-9東方ビル3F ㈱親和エステート 小島　由香 姫路市亀山2-51-2
白猫ホーム 進藤　和子 神戸市中央区元町通2-9-1元町プラザ505 ㈱白鷺不動産 桑原　秀仁 姫路市福中町81-101

松岡　成二 光家 野村　光弘 姫路市勝原区下太田326-5
②松岡　貴瑛 ㈱TATSUKAWA 達川　陽介 姫路市神屋町5-10

㈱仁俊キャリア 朱〇　格燹 神戸市中央区元町通6-7-8-3-7F ➤西播磨支部
㈱s-front 室橋　卓子 神戸市中央区北⾧狭通1-2-6 ㈱ホームセンターアグロ 安黒　千能 宍粟市山崎町今宿129-1
㈱エムトレーディング 芳村　美貴 神戸市中央区中山手通7-7-2ｼｬｰﾒｿﾞﾝ中山手ﾃﾗｽB棟 平林建築工房㈱ 平林　喜文 赤穂市加里屋26-4
正友不動産販売㈱ 志岐　和俊 神戸市兵庫区湊山町4-1 ➤但馬支部
㈱Elegant不動産 山崎　海人 神戸市中央区北⾧狭通3-3-6 ㈱ホームライフ 手﨑　孝道
ガウディエステート 河田　〇晋 神戸市兵庫区湊町1-57　1F    朝来店 ②波多野千詠

㈱岩﨑木材店 岩﨑　宏樹 神戸市北区道場町日下部463-1 ➤淡路支部
㈱島Style 西山　成未 淡路市楠本256-1

退会 ㈱シェルメール 横山　夕納 淡路市志筑3111-15

はだし不動産㈱ 神戸市中央区伊藤町110-2 あすなろ㈱ 姫路市白浜町乙372-1-2F

㈱アール・イー・ホーム

イズモ㈱

代表者名

㈱西日本開発

ブライトホーム㈱

代表者名

㈱グレードアップ 福永　和隆

尼崎市武庫之荘西２-48-1

アイエイリアルティ㈱ 尼崎市七松町3-6-13立花アイエイビル4F

㈱ジャスト不動産 西宮市甲子園浦風町19-4

㈱プロフィット 伊丹市荒牧南3-17-68

神戸市東灘区森南町1-5-1-129

神戸市中央区古湊通2-2-28

尼崎市南武庫之荘1-2-25-2B

尼崎市武庫之荘1-20-13-1F

加古郡播磨町東野添2-8-22

朝来市和田山町玉置647-10

桜が丘TCJ㈱

加西市北条町北条28-1

加東市社1126-1

加東市北野378-3

明石市天文町1-6-17

明石市大久保町駅前1-18-14

会員動態（１１月～３月）
今回より、会員様の会員動態（入会・退会）をFAX通信でお知らせさせていただくことになりました。

※商号・代表者・支店⾧・所在地の変更につきましては、兵庫宅建協会ホームページの「会員検索」から対象会員を検索し、ご確認頂きますようお願い申し上げます。

商号・名称 商号・名称 商号・名称 商号・名称 商号・名称 商号・名称
➤尼崎支部 ➤阪神北支部 ➤神戸東支部 ➤神戸中央支部 ➤北播磨支部 ➤姫路支部
㈱近畿ツー・ワン 髙木　隆璽 ㈱アシストコーポレーション 宮下　吉則 TK　FIRM(同) 河村　繼雄 ㈱エステートホーム 大石　良章 ㈲共栄産業 ⾧井　義博 ㈱新栄ビルサービス 村上　義夫
㈱福現 福田　剛士 ㈱ポリアート 鴨下　義明 神鋼不動産ｼﾞｰｸﾚﾌｻｰﾋﾞｽ㈱ 田中　〇肇    三宮店 ②上山　隆次 八州興産㈱ 来住　利男 トーヨーエステート 東藤　〇洋
関西住宅流通㈱ 中川　成章 中央建設 内田　〇徹 萩尾　〇仁 石田侑太郎 けんもつ不動産 劒物　良麿 Ryuホーム㈱ 井上　浩二
REトラスト㈱ 依田　利大 ㈲兼吉 中谷由美子 ②柴田　積志 ②満岡　千夏 ➤明石支部 兵庫西農業協同組合 福本　博之

石本　一也 赤坂工務店 赤坂　孝誠 三幸開発㈲ 神田真紀子 雅亭㈱ 華　　    龍 南海観光開発㈱ 兼松　〇徳     資産管理センター ②宮川　志郎
②福井　早苗 但馬不動産 今村　吉伸 ㈲莉穂 兼山　弘俊 ㈱ケイアイホーム 堀江　祐樹 信和土地 島尾　和明 ㈱ライムエステート 池田　昇平
村上　是也 プレシャスホーム㈱ 三木　貴史 ㈱クリア 磯本　史郎    神戸元町店 ②河田　〇晋 すみれ恒産㈱ 森本　善一 紅日企画㈱ 亀井　英人

②橋本　〇正 ㈲ランドホーム 鎌田　〇陽 柳瀬　一利 ㈲悠豊 堺谷　哲也 ➤加古川支部 平野　聖也
➤芦屋・西宮支部 ➤神戸東支部 ②西田　節子 久保田建設㈱ 松本　正伸 東播開発 吉田　裕彦 ②芝本　芳江
増田興産 増田　髙義 昌三建設㈱ 樋野　憲治 依田　功隆 ➤神戸西支部 池澤総合計画㈱ 池澤　文雄 ➤西播磨支部
ヒガシ建設 東〇　秋良 アール・イー・ホームズ 丸井　一娘 ②西村　仁司 北山　順一 兵庫住宅センター㈱ 井上　〇弘 知広不動産 小林智賀子
西宮不動産 谷田　典子 三喜不動産 三村　利彦 ㈱不動産の窓口 北野上晴彦 ②玉串　由紀 あおば不動産 青木　正光 ➤但馬支部
㈱Good　Heart 與那嶺康雄 佐藤慎二郎    神戸支店 ②吉田　祐樹 ㈲太陽エステート 藤原　歳史 ㈱エー・エス・ケイ 玉田　誠二 ㈲平山建設 平山　義幸
㈱リブマックスリーシング 有山　〇仁 ②清水　〇透 Re-Design㈱ 福壽　格久 ㈱神鹿開発 濱之上　力 出雲興産㈱ 山本　房枝 ㈱カチタス 新井　健資
  西宮北口店 ②大寺　〇傑 積水ハウスGMパートナーズ㈱ 関〇　紀郎 ㈱エフ・アイ・ジェイ 林〇　秀樹 島田　鉄也 今津産業 今津　裕美    豊岡店 ②森　　理光
㈱三喜ホーム 文野巳津良 積水ハウスGMパートナーズ㈱ 関〇　紀郎    神戸支店 ②山口　治美 ②福永　友香 ㈱ケイアイホーム 堀江　祐樹 ➤淡路支部
㈱冨久屋商事 小堂　安彦 賃貸事業部 ②髙井　〇徹 KALA　MANAGEMENT㈱ 茂木　雄介 松下工務店 松下　慶三     加古川店 ②西村　太郎 中井不動産 中井　啓丞
㈲サークルホーム 小川　久喜    神戸支店 ②遠藤　〇寛 ㈲GENESIS 新井　良侑 ㈱来田材木店 耒田　国広

 フィールズ不動産販売垂水店 ②石井　修一

代表者名

㈱リッチライフ

㈱エムトラス

姫路リビングパートナーズ㈱

代表者名代表者名 代表者名 代表者名代表者名

キーズ・プランニング㈱

㈲柴田土地建物

㈱遊

㈱ベルフォール

㈱ファーストインベスタ

㈱Infinity

ラーン不動産㈱


