全宅連のご案内
ハトマークグループ

公益事業
会員支援

入会のメリット あれこれ
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ハトマークグループ
10年後の理想の姿
私たち、ハトマークグループは、
みんなを笑顔にするために、
地域に寄り添い、生活サポートの
パートナーになることを
目指します。

公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会

全宅連の概要と沿革
全国47都道府県に約10万会員！
全不動産業者（約13万業者）の約80％が加入！国内最大の業界団体！
全国47都道府県の宅建協会（宅地建物取引業協会）には、各都道府県で事業を行っている多く
の不動産業者が会員となって所属しています。
この各都道府県の宅建協会の全国組織が全宅連（公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合
会）です。全宅連傘下の会員業者数は約10万事業者で、全国の不動産業者の約80％が会員となっ
ている国内最大の組織です。
全宅連と都道府県宅建協会は消費者のみなさまが安心・安全な不動産取引が行えるよう公益事
業を推進するとともに、会員のみなさまの事業をさまざまな面からサポートしています。
全宅連・都道府県宅建協会の会員はまた、全宅保証（公益社団法人全国宅地建物取引業保証協
会）の会員にもなっています。全宅保証は、消費者を保護し、会員を支援するため、弁済業務、苦情
解決業務、研修業務等を行っています。

全宅連
公益社団法人
全国宅地建物取引業協会連合会

ハトマークは、私たちが目指していくべ

宅建協会

き姿の象徴です。2羽の鳩は、会員と

各都道府県
宅地建物取引業協会

ユーザーの信頼と繁栄を意味していま
す。赤色は 太陽 緑色は 大地 そして
白色は 取引の公正 を表しています。

全宅保証
公益社団法人
全国宅地建物取引業保証協会

全宅連、宅建協会は、上のハトマークを
シンボルとして掲げ、会員のみなさま、
地 域 の み なさまを 支 援して います 。
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全宅連の概要と沿革

全宅連の沿革

平成24年4月1日から公益社団法人として再スタート

宅地建物取引業者の業務は、国民生活にとってもっとも重要な宅地・建物の供給や流通などを主
な内容とするもので、とくに公共性、社会性を要請されます。
そこで宅地建物取引業者が互いに協力し、努力を重ね、業界の進歩向上と健全な発達を図って
いくために、自主的な組織として、全国の各都道府県に宅建協会を設立し、さらに全国組織として
の全宅連を設立し、公益的な活動を行っています。
全宅連はこれまで社団法人として活動を続けてきましたが、平成24年3月に内閣総理大臣から
公益社団法人の認定を受け、同年4月から公益社団法人として再スタートしました。これまで以上
に公益事業に力を入れていくとともに、公益社団法人のメンバーである会員のみなさまの支援活
動、啓発活動を積極的に展開しています。
●昭和42年9月29日

全国宅地建物取引業協会連合会 設立

●昭和43年5月9日

社団法人許可（建設大臣）

●平成24年3月21日

公益社団法人認定（内閣総理大臣）

●平成24年4月1日

公益社団法人としてスタート

ハトマークグループが業務を強力にサポート！
全宅連、宅建協会、全宅保証等は、ハトマークグループ全体のビジョンを策定し、会員のみなさま、
地域のみなさまを支援しています。
ハトマークグループにはこのほか、各宅建協会の関係組織団体（事業協同組合、サポートセン
ター、会館会社等）、一般財団法人ハトマーク支援機構、一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会
（全宅管理）、全宅住宅ローン株式会社等が所属しています。

ハトマークグループビジョン

ハトマークグループ
10年後の理想の姿
私たち、ハトマークグループは、
みんなを笑顔にするために、
地域に寄り添い、生活サポートの
パートナーになることを
目指します。

宅建協会

全宅連

全宅保証

ハトマーク
事業
全宅管理
協同組合 支援機構
サポート
センター

会館会社 全宅住宅
ローン
等
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全宅連の主な事業
宅地・建物の供給や流通などを主な内容とする宅地建物取引業者の業務は、国民生活にとって
最も重要であり、とくに公共性・社会性を要請されるものです。
全宅連（公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会）は公益社団法人として、宅地建物取
引に係る者の資質向上を図り国民の住生活の向上を図るとともに、一般消費者を保護するため
の公益事業、会員を支援するための共益事業を行っています。
主な事業は次のとおりです。

●全宅連の事業のイメージ
■会員支援のための事業（共益事業）

■一般消費者のための事業（公益事業）

セミナー開催
情報提供
相談業務
教育研修事業
etc.

住生活の向上

宅建業者の資質向上

安全・安心な
不動産取引の推進

業務支援

教育・研修
etc.

①宅地建物取引業の適正な運営
宅地建物取引業の適正な運営の確保と健全な発達を図るため、都道府県宅建協会、国土交通
省をはじめ関係省庁と連携し、会員のみなさまへの通知、連絡等を行っています。業務上必要な
法令・通達等は、全宅連ホームページや各宅建協会を通じて会員のみなさまへ周知徹底を図って
います。ときには、指導することもあります。そのための調査研究事業も推進しています。
さらに、消費者保護を目指した事業にも力を注いでいます。

②土地・住宅政策の改善を目指して
土地・住宅に対する国民の強い期待に応えて、土地の流動化や有効利
用を図るために土地住宅政策・税制の改善を柱とした要望事項をまとめ、
適宜、関係各方面へ働きかけています。
全宅連の税制改正要望、土地住宅政策要望の多くは毎年、税制改正や
予算に反映されています。

税制改正要望
土地住宅政策要望

■宅建業者のための民法改正を考える最新動向パンフレット

■不動産従業者の資質向上計画パンフレット
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全宅連の主な事業

③教育研修事業
教育研修事業として平成25年度から、公益認定事業全宅連認定資格「不動産キャリアパーソ
ン」を実施しています。会員、宅建業者だけでなく、消費者の方々を含めた不動産取引に関わる
すべての方に適正な取引知識を普及することで、安心安全な不動産取引を推進するためのもの
です。全宅連が定めるテキストとインターネット講義動画に基づき学習（通信教育）し、最後に修
了試験を受験していただきます。試験に合格した方には、別途登録のうえ、消費者への適切な情
報提供に資する信頼の証として「不動産キャリアパーソン」資格が授与されます。
このほか、セミナー等も実施し教育研修事業に力を入れています。

不動産キャリアパーソン講座テキスト
1

従業者としての大切な心構え

（社会的使命と役割、
トラブル事例、宅建業法）

2

物件調査・価格査定

3

不動産広告

4
5
6

資金計画

（資金計画、住宅ローン）

契約の基本

（売買契約、賃貸借契約）

その他知識

（賃貸管理、建築、
リフォーム、関係法令）

④広報啓発事業
関係官公庁、業界団体、都道府県宅建協会、消費者団体等と連携し、全宅連やハトマークが、一
般消費者のみなさまから親しみが持たれるようになる事業を推進しています。
たとえば毎年、9月23日の「不動産の日」から10月31日まで、インターネットを活用し、一般消費
者の方を対象に「不動産の日アンケート調査（住宅の居住志向および購買等に関する意識調査）」
を実施し、全国各
地から数多くの回
答や貴重な意見を

●不動産は買い時ですか？─2015年「不動産の日」アンケート調査結果
+2.4pt

75

いただいています。
アンケートの回答

50

25

24.4% 24.2%

28.6%
18.3%

ついての参考意見
となっていること
だと思います。

0

2009

2010

2011

2012

買い時だと思う

23.0%

23.3%
21.0% 17.9% 22.6%

2009

2010

15.2%

2013

%
59.1% 61.5

+0.7pt

-3.1pt

結 果 は、多くの 人
にとって住まいに

52.2% 54.8% 53.5%

2011

2012

2013

2009

買い時だと思わない

2010

2011

2012

2013

わからない

■「買い時だと思う」がわずかに減少（−3.1pt）
（14年度調査時比較）
■「買い時だと思わない」→23.3％（+0.7pt）
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宅建協会＝全宅連 入会のメリット
全宅連傘下の宅建協会に入会すれば、会員のみなさまは、さまざまなメリットが得られます。業
務の種々の局面でサポートが受けられます。
主なメリットは次のとおりです。

●ハトマーク支援機構が業務を多角的にサポート
■実効性ある支援等をスピーディーに実施
全宅連をはじめとする「ハトマークグループ」は、全国10万社の仲間、40万人の従事者を誇っ
ています。
ハトマーク支援機構（正式名称は「一般財団法人ハトマーク支援機構」）は、全宅連会員の「宅
建協会」と「傘下会員事業者・従業員」のために実効性ある支援等をスピーディーに実施する組
織として、平成25年1月23日に設立されました。
会員のみなさまへの業務支援を通じて、会員の方だけでなく地域の消費者、生活者の方々に喜
ばれる各種事業を展開し、会員企業の維持、発展、業績向上に資する活動を実施しています。
また新規入会者のみなさまには、開業支援の一環として、入会者向けサービスや特典をご案内
しています。
●一般財団法人ハトマーク支援機構・組織のイメージ
地域の消費者、生活者
地域密着

顧客満足（CS）向上

47都道府県宅地建物取引業協会および
関係組織体（事業協同組合、サポートセンター、会館会社等）
連合体
（全国組織）

業務支援

全国10万社（従業者40万人）の宅地建物取引業者

A社

一般財団法人
ハトマーク支援機構

C社

平成25年1月23日設立
D社

公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会
（略称：全宅連）

■3つの支援事業が柱

B社

E社

ハトマークグループ

事業紹介
事業提携

ハトマーク支援機構の提携企業は平成28年5月末日現在、31社。お客さまの紹介で手数料が
支払われる「紹介手数料支払事業」、会員特別価格等でサービスを提供する「割引サービス提供
事業」、宅建協会会員の方向けの商品を案内する「サービス商品提供事業」を柱に、宅建協会会
員のみなさまに、お得で役立つサービスを揃えており、順次拡大中です。

紹介手数料支払

割引サービス

サービス商品
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宅建協会＝全宅連 入会のメリット

■会報誌とホームページで役立つ情報を提供
ハトマーク支援機構の提携情報、各社のサービス情報など、見逃せない情報満載の会報誌を発
行しています。
ホームページでは、提携企業のすべてが掲載されていますので、ぜひご覧ください。
●ハトマーク支援機構のホームページ

http://www.hatomark.or.jp
提携企業のバナーをクリッ
クして、会員限定サービス
を確認してください。
ID/パスワードは、所属の
宅建協会またはハトマーク
支援機構
TEL03-5821-0677に
お問い合わせください。

●ハトマーク支援機構
の会報誌

あったらいいな をかなえます
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宅建協会＝全宅連 入会のメリット

●開業支援関連─開業時の負担が大幅に軽減されます
■営業保証金1,000万円の供託を免除
不動産業を始める場合、
「営業保証金」を法務局に供託することが宅建業法で義務づけられて
います。供託に必要とされる金額は、主たる事務所1,000万円、従たる事務所1ヵ所につき500万
円で、これが開業時の大きな負担となっています。
その一方で、宅建業法は、営業保証金制度に代わる弁済業務保証金制度（第64条の9）も定め
ています。保証協会に加入すると営業保証金の供託が免除され、保証協会に弁済業務保証金分
担金を預ければ開業できる制度です。
全宅連傘下の宅建協会に入会すれば、宅建業法の規定に基づいて設立された保証協会である
「公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会」
（全宅保証）にも、同時入会することになります。
つまり、宅建協会と全宅保証に入会し、全宅保証に「弁済業務保証金分担金」を預ければ営業保
証金の供託が免除され、開業できます。
弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所60万円、従たる事務所1ヵ所につき30万円です。
開業時の負担が大幅に軽減できます。
●営業保証金と弁済業務保証金制度

営業保証金（主たる事務所1,000万円、従たる事務所500万円）
供託所

営業保証金
供託
宅建業者
分担金（主たる事務所60万円、従たる事務所30万円）
全宅保証

弁済業務保証金
分担金

弁済業務
保証金

供託所
（東京法務局）

宅建業者

分担金
宅建業者

■安心・信用が得られる手付金保証制度と手付金等保管制度
全宅保証は、手付金保証制度と手付金等保管制度も行っています。両制度とも不動産取引に安
全と安心を与えてくれ、信用力アップにつながります。
手付金保証制度とは、売主・買主ともに一般消費者、会員が媒介業者となる取引で、売買契約が
効力を失ったにもかかわらず、買主が売主から手付金の返還を受けることができなくなった場合に、
全宅保証から保証金が支払われる制度です。
手付金等保管制度は、宅建業者自らが売主で、一般消費者が買主である場合の手付金等の保全
措置の1つです。手付金等を売主に代わって全宅保証が受け取り、物件の引渡しと所有権移転登記
手続きが済むまで保管します。
両制度ともに無料で利用することができます。
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宅建協会＝全宅連 入会のメリット

●営業支援関連─大小さまざまなメニューでサポート─
■ハトマークサイト、レインズ、その他でネット営業を支援
これからの不動産業は、インターネットでの物件情報提供が必要不可欠になってきます。全宅連の
不動産物件情報サイト「ハトマークサイト」には、会員が取扱物件を登録・公開することができます。
インターネットに公開された物件情報は、見る人が多くなればなるほど成約のチャンスも多くなり
ます。そこで、ハトマークサイトでは、登録された物件情報を、日本最大級の物件検索サイトである
「不動産ジャパン」をはじめとして、
レインズ、アットホーム等にも同時登録できる機能を備えていま
す。さらに、平成25年からSUUMOとも連動し、その他、大手検索サイトと連携も検討中です。
このほか、各都道府県宅建
協会で不動産物件情報サイト

●ハトマークサイトＴＯＰ画面

を独自で運営しているところ
もあります。
会員はまた、国土交通大臣
から指定を受けた不動産流
通 機 構 が 運 営しているレイ
ンズを利用することができま
す。宅建業者に義務づけられ
て いる 専 任 媒 介 物 件 の 登
録 を行うことができ、豊富
な物件情報をリアルタイムで
入手可能なので、日常業務に
大いに役立ちます。

http://www.hatomarksite.com/

■宅建協会会員だけが取扱える全宅住宅ローン
全宅連傘下の都道府県宅建協会の会員および関連団体の出資で、平成16年11月に全宅住宅
ローン株式会社が設立されました。宅建協会会員だけが取扱える住宅ローンで、マイホーム販売
●全宅住宅ローンのホームページから
宅建協会会員専用ページ

を住宅ローンの面からもサポートしてくれま
す。独立行政法人住宅金融支援機構との提携
で住宅ローン「フラット35」を取扱っています。
会員自らがローン取扱いの窓口となるた
め、マイホーム販売とローン契約を同時進行
することが可能なので、多くの会員から利用
されています。他の金融機関の場合、審査や
融資で順番待ちになってしまうようなケース
もありますが、そういうことはなく、事前審
査は2営業日以内で結果がわかります。ロー
ンが成約した場合、事務取次手数料が取扱

●お問合せ 全宅住宅ローン（株）TEL 03（3252）1414

店に支払われるので、増益につながります。
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宅建協会＝全宅連 入会のメリット

■提携少額短期保険（入居者向けの家財共済等）が取扱える
ほとんどの都道府県宅建協会では、少額短期保険会社（入居者向けの家財共済等）と提携し、
会員がこれを取扱えるようにしています。
家財補償はもちろん、賠償責任補償が充実しています。たとえば、借主の責任で火災・破壊・爆
発・漏水の事故により借用戸室が損壊し、貸主に対して法律上の賠償責任を被った場合に、保険
金が支払われます。だから、大家さんからも喜ばれています。
少額短期保険募集人の資格があれば取扱うことができ、損害保険代理店の場合のようなノル
マは一切ありません。契約成立の場合は手数料が支払われるので、増益につながります。

■全国の不動産業者の80％で構成されるハトマークグループのブランドが営業支援
全国の不動産業者の約80％にあたる約10万店が、ハトマークが目印の宅建協会に加入してい
ます。どうして、これだけ多くの不動産業者が加入しているかというと、不動産業には安心と信頼
が不可欠で、
「ハトマーク」が絶大な安心と信頼のブランドになっているからです。
「ハトマークのお店であれば、安心できるし、信頼もできる」というようなイメージが、一般消
費者のみなさまのあいだに広がりつつあります。実際に、ハトマークを店のドアや窓に貼ったり、
ハトマークのあるノボリを店頭に掲示したりするなどして、安心と信頼をアピールしている会員
業者は多くいて、街のあちらこちらで見かけます。
「安心と信頼のブランド・ハトマーク」を共有す
ることができるのです。
全国
約10万店

■地域密着を支援。青年部会、女性部会等で情報やヒントを入手
各都道府県宅建協会では、活発な会員間交流が行われています。宅建協会には地域ごとに支
部があり、支部内の会員間交流も盛んです。各支部は、役所・役場、商工会議所等の公的機関等と
緊密に連携して地域密着を図り、地域に貢献しようと努めています。不動産業にとって地域密着
は大前提、不可欠なのはいうまでもなく、それを支援してくれます。
また、各都道府県宅建協会では、青年部会やレディス部会を設置し、若手経営者、女性起業家な
ど、次代の経営者を積極的に応援しています。参加はもちろん自由ですが、思わぬ仕事上のヒン
ト、知らなかった不動産最新情報、地域情報等が得られるケースがよくあります。
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宅建協会＝全宅連 入会のメリット

●実務支援関連─複雑な実務を定評ある書式、ツール、相談などで支援
■充実した各種書式の
ダウンロードが可能
会員のために、全宅連策定書式として「重

●全宅連のホームページ
http://www.zentaku.or.jp/index.html
「書式のダウンロード」

要事項説明書」
「売買契約書」その他を用意
しています。インターネットなら、これらの書
式を無料でダウンロードして利用できます。
これらの書式は、宅建業法やその他の関係法
令が改正された場合には随時見直しを行って
いますので、安心してご利用いただけます。ま
た、高度で複雑な昨今の不動産取引に対応す
るため、会員限定で解説書も頒布しています。
新訂版
わかりやすい
売買契約書の書き方／
重要事項説明書の
書き方

●全宅連の書式の一例

重要事項説明書

重要事項説明書説明資料
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宅建協会＝全宅連 入会のメリット

■全宅連の税務相談、都道府県宅建協会の不動産相談
全宅連では、不動産無料税務相談の窓口を設けています。また、都道府県宅建協会には不動産
相談所が設置されています。一般消費者からの相談に対応するとともに、会員からの相談にも対
応しています。

■各種出版物が会員限定特別価格で
会員向けサービスとして、不動産関係の各種出版物（税金の本、不動産手帳、住まいのガイド、
一人暮らしのガイドブック等）を会員限定特別価格で購入することができます。

■仕事上の万一に備える「宅建士賠責」
宅地建物取引士賠償責任保険(宅建士賠責)は、宅地建物取引士のために開発された保険で、
1宅建士あたり5,000円（年額）で１事故5,000万円までと、7,000円（年額）で1事故1億円までの
2商品があり、仕事上での万一のミスを補償してくれます。全国で約5万人が加入しています。
2,600万円という高額支払事例もあります。
●お問合せ （株）宅建ブレインズ

TEL 03（3234）0699

■賃貸管理業をサポート！ 全宅管理への入会
一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会（全宅管理）は、全宅連の関連団体として、平成23年
4月から一般社団法人として事業を開始しています。宅建協会の会員であれば入会することがで
きます。賃貸不動産管理業に関する各種研修や、業界最新情報の提供、賃貸不動産管理関係書式
や業務支援ツールの提供、電話法律相談等を行って、会員の業務をサポートしています。また、会
員になると賃貸管理業賠償責任保険に加入することになるので、業務上での万一の備えにもなり
ます（保険掛け金は年会費に含まれているので、基本的には費用負担が生じることはありません）。
さらに、賃貸管理業を適正化し、将来的な法制化にも対応できるよう、業務の標準化ガイドライ
ンに取組んでいます。
●お問合せ （一社）全国賃貸不動産管理業協会

TEL 03（3865）7031

http://www.chinkan.jp/

12

宅建協会＝全宅連 入会のメリット

●教育・情報、レベルアップ関連の支援
■種々のセミナーを実施

●全宅連のセミナーの様子

全宅連は毎年、実務セミナーをはじめ、い
くつかのセミナーを実施しています。各都道
府県宅建協会でも各種セミナーを実施して
います。不動産業の最近の動き、
トレンド、留
意点等がキャッチできます。

■広報誌で情報キャッチ、レベルアップ
全宅連は毎月、広報誌『リアルパートナー』
を発行しています。最新ニュースやトレンド、
法令・税制改正情報がいちはやくキャッチで
きるとともに、実務解説、専門知識解説、周辺
知識解説等が満載なのでレベルアップに役立
てることができます。宅建業法第64条の6に
基づく研修を紙上でも行っています。
また、各都道府県宅建協会も独自に広報誌
を発行しています。

■各都道府県宅建協会の法定講習が充実
「宅地建物取引士証」の有効期限は5年で、5年ごとに更新しなければなりません。更新時は、
法定講習を受講することが義務づけられています。各都道府県宅建協会では法定講習を実施し、
宅地建物取引士証更新手続きの迅速化に努めています。

●その他（福利厚生、人材育成）
■会員、家族、従業員のための福利厚生制度を提供
各都道府県宅建協会では、保険会社や共済団体と提携し、
会員、家族、従業員のための福利厚生制度を提供しています。
さらにハトマーク支援機構は、全国10万超の提携施設で
各種優待サービスが受けられ、ハトマークが券面にデザイン
された会員・従業員向けのクレジットカード（初年度会費無
料）を提供しており、申込みが可能です。

■後継者育成等、大学不動産学部への推薦入学制度
会員の従業員・後継者等を育成するため、不動産関連学部のある大学に推薦入学する制度が
あります。明海大学、宇都宮共和大学と協定が結ばれており、会員およびその子弟、従業員がこ
の制度を受けられます。
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入会・開業の流れ
宅地建物取引業を開業しようとした場合、宅地建物取引業法にはさまざまなルールが定められ
ていて、開業手続きや開業してからの業務を、この法律に則って進めることになります。まず、開業
するためには、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受ける必要があり、その前提として、い
くつかの要件を整えなくてはなりません。
●開業までのフロー

開業決意

（1）事務所の設置

事務所の設置

業務を営むにあたって、その拠点となる事務所や店舗を構えるこ
とになります。営業という側面からも、事務所の立地などの条件
はとても重要であると同時に、会社設立の場合は本店または支
店という位置づけとなります。また、宅地建物取引業の免許申請
でも、事務所の所在地によって免許の申請先が決まることになり、
業務を安全に遂行するための形態も整える必要があります。
（2）会社の設立

会社の設立

宅地建物取引業は個人での開業も可能ですが、ビジネスを積極
的に展開させようと考えている場合には、会社として法人格にし
た方がメリットは大きいといえます。会社を設立する場合は株式

宅地建物取引士の設置

会社になりますが、いくつかの要件を整えた上で設立の手続きを
行うことになります。

宅地建物取引業免許の申請

（3）免許の申請
宅地建物取引業免許は、申請すれば必ず受けられるものではな
く、厳重な審査を経て受理されることになります。申請するに際
しては、申請者や会社の役員が欠格事由に該当しないことや、事

宅地建物取引業免許の通知

務所の形態が業務を継続的にできる機能を有しているか、所在
地がどこか、また一定数の宅地建物取引士を設置しているかなど
について、登録の基準を満たしている必要があります。

全宅保証・宅建協会への入会

（4）全宅保証・都道府県宅建協会への入会
宅地や建物といった高額なものを取引する宅地建物取引業者は、
もしも取引において事故が発生したとしても、取引の当事者に
対して損害賠償ができることが必要です。そのために、営業保証
金1,000万円を法務局に供託することが宅建業法で義務づけら
れているのですが、全宅保証へ入会すると、この営業保証金
1,000万円が免除され、開業初期費用を大幅に軽減できます。
全宅保証と都道府県宅建協会には、同時入会することになります。

開

業
ご入会のお問合せは、各都道府県宅建協会へ
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連絡先一覧
■47都道府県宅地建物取引業協会（宅建協会）全国宅地建物取引業保証協会（全宅保証協会）都道府県本部
地区

協会名（上）
・本部名（下）
(公社)北海道宅建協会

所在地
〒060-0001 札幌市中央区北1条西17-1

協会TEL（上）
・FAX（下） 本部TEL（上）
・FAX（下）
011（642）4422
同 左

北海道不動産会館

011（621）7855

同

〒030-0861 青森市長島3-11-12

017（722）4086

017（722）5560

(公社)全宅保証協会青森本部

青森県不動産会館

017（773）5180

同

左

(一社)岩手県宅建協会

〒020-0127 盛岡市前九年1-9-30

019(646)1111

同

左

(公社)全宅保証協会岩手本部

岩手県不動産会館

019(646)3939

同

左

(公社)秋田県宅建協会

〒010-0942 秋田市川尻大川町1-33

018(865)1671

018（865）1672

(公社)全宅保証協会秋田本部

秋田県不動産会館

018(865)1670

同

(公社)山形県宅建協会

〒990-0023 山形市松波1-10-1

023(623)7502

023（631）2857

(公社)全宅保証協会山形本部

山形県不動産会館

023(642)7373

同

左

(公社)宮城県宅建協会

〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-4-18

022(266)0011

同

左

(公社)全宅保証協会宮城本部

宮城県不動産会館

022(266)2189

同

左

(公社)福島県宅建協会

〒960-8055 福島市野田町6-3-3

024(531)3445

同

左

(公社)全宅保証協会福島本部

福島県不動産会館

024(531)8162

同

左

(公社)新潟県宅建協会

〒950-0084 新潟市中央区明石1-3-10

025(247)1177

同

左

(公社)全宅保証協会新潟本部

新潟県宅建会館

025(247)0131

同

左

(一社)長野県宅建協会

〒380-0836 長野市南県町999-10

026(226)5454

同

左

(公社)全宅保証協会長野本部

長野県不動産会館

026(226)9115

同

左

〒400-0853 甲府市下小河原町237-5

055(243)4300

同

左

(公社)全宅保証協会山梨本部

山梨県不動産会館

055(243)4301

同

左

(公社)茨城県宅建協会

〒310-0066 水戸市金町3-1-3

029(225)5300

029(227) 0095

(公社)全宅保証協会茨城本部

茨城県不動産会館

029(225)5785

同

左

(公社)栃木県宅建協会

〒320-0046 宇都宮市西一の沢町6-27

028(634)5611

同

左

(公社)全宅保証協会栃木本部

栃木県不動産会館

028(634)5670

同

左

(一社)群馬県宅建協会

〒379-2154 前橋市天川大島町1-4-37

027(243)3388

同

左

(公社)全宅保証協会群馬本部

群馬県不動産会館

027(243)3383

同

左

(公社)埼玉県宅建協会

〒330-0055 さいたま市浦和区東高砂町6-15

048(811)1820

048(811)1868

(公社)全宅保証協会埼玉本部

埼玉県宅建会館

048(811)1821

同

(一社)千葉県宅建協会

〒260-0024 千葉市中央区中央港1-17-3

043(241)6671

043(248)5988

(公社)全宅保証協会千葉本部

千葉県不動産会館

043(245)0886

同

(公社)東京都宅建協会

〒102-0071 千代田区富士見2-2-4

03(3264)7041

03(3264)5831

(公社)全宅保証協会東京本部

東京不動産会館

03(3264)7047

03(3264)5833

(公社)神奈川県宅建協会

〒231-0013 横浜市中区住吉町6-76-3

045(633)3030

045（633）3033

(公社)全宅保証協会神奈川本部

神奈川県不動産会館

045(633)3031

045（633）3034

(公社)富山県宅建協会

〒930-0033 富山市元町2-3-11

076(425)5514

同

左

(公社)全宅保証協会富山本部

富山県不動産会館

076(491)4536

同

左

(公社)石川県宅建協会

〒921-8047 金沢市大豆田本町ロ46-8

076(291)2255

同

左

(公社)全宅保証協会石川本部

石川県不動産会館

076(291)1118

同

左

(公社)福井県宅建協会

〒910-0004 福井市宝永4-4-3

0776(24)0680

同

左

(公社)全宅保証協会福井本部

福井県不動産会館

0776(24)9030

同

左

(公社)岐阜県宅建協会

〒500-8358 岐阜市六条南2-5-3

058(275)1551

058(275)1199

(公社)全宅保証協会北海道本部
（公社)青森県宅建協会

北海道・東北・甲信越

（公社)山梨県宅建協会

左

左

関東

左
左

中部
近畿

岐阜県不動産会館

058(274)8833

同

左

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠3-18-16

054(246)1511

同

左

(公社)全宅保証協会静岡本部

静岡県不動産会館

054(245)9730

同

左

(公社)愛知県宅建協会

〒451-0031 名古屋市西区城西5-1-14

052(522)2575

同

左

(公社)全宅保証協会愛知本部

愛知県不動産会館

052(521)1837

同

左

(公社)三重県宅建協会

〒514-0008 津市上浜町1-6-1

059(227)5018

同

左

(公社)全宅保証協会三重本部

三重県不動産会館

059(227)5019

同

左

(公社)滋賀県宅建協会

〒520-0044 大津市京町3-1-3

077(524)5456

同

左

(公社)全宅保証協会滋賀本部

逢坂ビル

077(525)5877

同

左

(公社)京都府宅建協会

〒602-0915 京都市上京区中立売通

075(415)2121

同

左

(公社)全宅保証協会京都本部

新町西入三丁町453-3 京都府不動産会館

075(415)2120

同

左

〒540-0036 大阪市中央区船越町2-2-1

06(6943)0621

06(6943)0704

大阪府宅建会館

06(6946)0320

06(6941)3480

(公社)全宅保証協会岐阜本部
（公社)静岡県宅建協会

（一社)大阪府宅建協会
(公社)全宅保証協会大阪本部
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連絡先一覧

地区

協会名（上）
・本部名（下）
(一社)兵庫県宅建協会

所在地
〒650-0012 神戸市中央区北長狭通5-5-26

協会TEL（上）
・FAX（下） 本部TEL（上）
・FAX（下）
078(382)0141
078(382)0581

近畿
中国・四国

(公社)全宅保証協会兵庫本部

兵庫県不動産会館

078(351)0164

同

左

(公社)奈良県宅建協会

〒630-8133 奈良市大安寺6-20-3

0742(61)4528

同

左

(公社)全宅保証協会奈良本部

奈良県宅建会館

0742(62)9104

同

左

(公社)和歌山県宅建協会

〒640-8323 和歌山市太田143-3

073(471)6000

同

左

(公社)全宅保証協会和歌山本部

和歌山県不動産会館

073(472)5555

073(472)5556

(公社)鳥取県宅建協会

〒680-0036 鳥取市川端2-125

0857(23)3569

同

左

(公社)全宅保証協会鳥取本部

鳥取県不動産会館

0857(27)1854

同

左

(公社)島根県宅建協会

〒690-0063 松江市寺町210-1

0852(23)6728

同

左

(公社)全宅保証協会島根本部

島根県不動産会館

0852(21)8036

同

左

(一社)岡山県宅建協会

〒700-0023 岡山市北区駅前町2-5-28

086(222)2131

同

左

(公社)全宅保証協会岡山本部

岡山県不動産会館

086(222)2179

同

左

(公社)広島県宅建協会

〒730-0046 広島市中区昭和町11-5

082(243)0011

同

左

(公社)全宅保証協会広島本部

広島県不動産会館

082(243)9917

同

左

(一社)山口県宅建協会

〒754-0021 山口市小郡黄金町5-16

083(973)7111

083（973）7112

(公社)全宅保証協会山口本部

山口県不動産会館

083(973)7522

同

(公社)徳島県宅建協会

〒770-0941 徳島市万代町5-1-5

088(625)0318

088(625)0317

(公社)全宅保証協会徳島本部

徳島県不動産会館

088(625)3669

同

左

(公社)香川県宅建協会

〒760-0067 高松市松福町1-10-5

087(823)2300

同

左

(公社)全宅保証協会香川本部

香川県不動産会館

087(823)1212

同

左

(公社)愛媛県宅建協会

〒790-0807 松山市平和通6-5-1

089(943)2184

089(947)2542

(公社)全宅保証協会愛媛本部

愛媛不動産会館

089(943)2364

同

左

(公社)高知県宅建協会

〒780-0901 高知市上町1-9-1

088(823)2001

同

左

(公社)全宅保証協会高知本部

高知県不動産会館

088(822)2301

同

左

(公社)福岡県宅建協会

〒812-0054 福岡市東区馬出1-13-10

092(631)1717

同

左

(公社)全宅保証協会福岡本部

福岡県不動産会館

092(631)0445

同

左

〒840-0804 佐賀市神野東4-1-10

0952(32)7120

同

左

(公社)全宅保証協会佐賀本部

佐賀県不動産会館

0952(32)7153

同

左

(公社)長崎県宅建協会

〒852-8105 長崎市目覚町3-19

095(848)3888

同

左

(公社)全宅保証協会長崎本部

長崎県不動産会館

095(847)0025

同

左

(一社)熊本県宅建協会

〒862-0950 熊本市中央区水前寺6-1-31

096(213)1355

同

左

(公社)全宅保証協会熊本本部

熊本県不動産会館

096(213)1356

同

左

(一社)大分県宅建協会

〒870-0025 大分市顕徳町2-4-15

097(536)3758

同

左

(公社)全宅保証協会大分本部

大分県不動産会館

097(533) 0105

同

左

(一社)宮崎県宅建協会

〒880-0862 宮崎市潮見町20-1

0985(26)4522

同

左

(公社)全宅保証協会宮崎本部

宮崎県不動産会館

0985(26)4523

同

左

(公社)鹿児島県宅建協会

〒890-0052 鹿児島市上之園町24-4

099(252)7111

099(252)7442

(公社)全宅保証協会鹿児島本部

鹿児島県不動産会館

099(257)1452

同

左

(公社)沖縄県宅建協会

〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7

098(861)3402

同

左

(公社)全宅保証協会沖縄本部

沖縄県不動産会館

098(868)7963

同

左

（一社)佐賀県宅建協会

左

九州・沖縄

■そのほかのハトマークグループ
（一財）ハトマーク支援機構
http://www.hatomark.or.jp

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-6-3

03（5821）0677

全宅連会館3階

03（5821）0678

（一社）全国賃貸不動産管理業協会
http://www.chinkan.jp

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-6-3

03（3865）7031

全宅連会館5階

03（5821）7330

〒101-0047 東京都千代田区内神田2-16-9

03（3252）1414

センボービル5階

03（3252）1415

全宅住宅ローン株式会社
http://www.zentakuloan.co.jp

公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-6-3 全宅連会館3階
TEL:03-5821-8111
（代）FAX:03-5821-8101
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
TEL:03-5821-8121
（代）FAX:03-5821-8200

http://www.zentaku.or.jp
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-6-3 全宅連会館2階
http://www.hosyo.or.jp
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