
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

令和 ４年１０月３日発行・第 11１号 

（公社）全日本不動産協会大阪府本部  

な に わ 南 支 部  

   TEL 6636-2103・FAX 6636-0505 
 

  

 

 
 
 

大阪府本部では一般消費者の方、会員の方に向けて様々な情報を発信しています。最新情報を随時更新中！！ 
❤協会の活動 ❤セミナーのご案内 ❤開業エピソード ❤倶楽部活動報告（会員交流）など 

こちらから→ 全日本不動産協会大阪府本部 - ホーム | Facebook 
                         

全日本不動産協会大阪府本部公式 facebookに     いいね！ をお願いします！ 

 

支 部 だ よ り 

 

 
 
不動産取引に関する法律相談窓口の電話番号等が変更になりました。 
【変更前】 
梅田総合法律事務所  TEL：06-6348-5566 
【変更後】 TEL：06-6225-7688 
対象会員  西日本エリア（近畿・中国・四国・沖縄・九州地区）の会員 
相 談 料  無料 
受付時間  平日 10：00～16：00（土日祝日、夏季・冬季休暇を除く） 

相談時間  原則 10 分程度 
相談方法  電話にてご相談ください。メールでの受付はなくなりました。 
※ご利用上の注意事項等がありますので、ご利用前に必ずご確認ください。 

詳しくは→3b6e4a2dd12613ec10a547b86f114dbe.pdf (zennichi.or.jp) 

 
 
令和 4 年 9 月 9 日（金）ホテルニューオータニ大阪にて（公社）全
日本不動産協会大阪府本部 70 周年、（公社）不動産保証協会大阪府
本部 50 周年記念式典が開催されました。 
なにわ南支部から、以下の方が「理事長表彰」と「本部長表彰」を受
賞されました。おめでとうございます！！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

公益社団法人 全日本不動産協会 大阪府本部 70周年 
公益社団法人 不動産保証協会 大阪府本部 50周年 

記  念  式  典  開  催 

法律相談窓口  令和 4年 10月 3日より  
全日不動産相談センター「全日ラビー相談室」 に変更！！ 

 

本部長表彰名簿(R4.9.9記念式典）
洪 隆義 株式会社　アステルホーム

理事長表彰名簿(R4.9.9記念式典）　　　　　　　　　(敬称略・順不同) 本部長表彰名簿(R4.9.9記念式典）
氏名 商号 氏名 商号

久保田勝利 有限会社　クボタプランニング 樽井　瑠 株式会社 むとうの家

井田　眞治 井田住建 上野　博史 ツインホーム 株式会社

野口　裕之 株式会社 ダイワソシオ・カンパニー 立石　晴比古 有限会社 ライズトン企画

濱本　廣司 近畿住宅センター 柳　孝治 株式会社 ミタカ

吉岡　三郎 貴和住宅 股尾　力 ハウジングサポート

石田　良行 ストーンブリッヂ企画 株式会社 小谷　順子 有限会社　フジホーム

大西　剛義 株式会社 ライフライン 中谷　保彦 ファインエステート

中世　健司 株式会社 タウンホーム 大西　仁哉 有限会社　ハウス・ナビ

松永　政寛 有限会社 ルナホーム 谷後　徳子 株式会社　栄光堂

なにわ南支部 ゴルフコンペ ご報告 
令和 4 年９月２８日(水)に岸和田カントリー倶楽部にて 
支部ゴルフコンペを開催しました。 
前日までの雨もあがり 35 名の会員様が 
参加し、ゴルフコンペを楽しみました♫ 

優 勝  梁川 栄理 氏 
      （合同会社 YS コーポレーション） 

 

～ 新入会員・新代表者・新政令使用人 ～ 
 歓 迎 昼 食 交 流 会 の ご 報 告 

令和 4 年９月２９日(木)にホテルトラスティ大阪阿倍野にて 
歓迎昼食交流会を開催しました。 
新入会員と支部役員が、自己紹介や業務内容の紹介、 
名刺交換を行い、これからの不動産ビジネスについて 
語り合いました！！ 
 

会員状況のお知らせ
◆新入会会員◆
　越境物流中継発送センター㈱ 　浪速区戎本町2-4-3　106号
　代表者　陳　曦 　TEL：06-4395-5332
　㈱Ｎ．Ｐ．Ａ 　住吉区東粉浜2-8-16　3階
　代表者　西原　正能 　TEL：06-6671-5503
　㈱T＆T 　阿倍野区昭和町5-1-30　7階
　代表者　塩路　英介 　TEL：06-4400-2183
　㈱アリエース 　西成区太子1-8-3　6階
　代表者　楊　旭 　TEL：06-6214-0866
　㈱ＩＣＨＩＫＯ 　生野区巽北1-19-5
　代表者　山崎　優香 　TEL：06-6757-6757
　㈱トチトチ 　天王寺区堂ケ芝1-9-3
　代表者　堀　龍生 　TEL：080-3797-4665
　未来(同) 　生野区巽北1-19-22   106号
　代表者　ゴ　ズイ　フン 　TEL：06-4307-6168
　㈱サンエー不動産 　生野区巽東2-3-24
　代表者　金山　相哲 　TEL：06-6758-1268

◆商号変更◆
豊臣商事㈱  　　　 ⇒ 明治㈱
㈱７－HOUSE  　 ⇒ ㈱ＳＥＶＥＮ　ＨＯＵＳＥ

◆代表者変更◆
　㈱グランディスエステート 　天王寺区真法院町21-6   2階
　代表者　青砥　佐和樹 　TEL：06-6775-7600

◆事務所所在地変更◆
(同)Ａ．Ｐ．Ｃ．ＨＯＭＥ 西成区天下茶屋1-30-18

　代表者　硲　良太 TEL：06-6793-3058
㈱ＳＥＶＥＮ　ＨＯＵＳＥ 阿倍野区阪南町1-46-19

　代表者　髙橋　悠祐　 TEL：06-6623-7117	
㈱エイトハウジング 浪速区下寺1-6-7　4階

　代表者　眞宮　昇太　 TEL：06-6631-1088
㈲スカイハウジング 浪速区敷津東3-6-9　1階

　代表者　藤原　重美　 TEL：06-6634-1033
㈱グーミッション 西成区橘2-1-8-101

　代表者　ホァン ヴァン ジャン　 TEL：06-6556-7825

◆支部移籍◆
〈大阪東支部へ転出〉

(同)Ｒｅハウゼ 東大阪市豊浦町１４－３
代表者　杉岡　知子 TEL：090-5132-4374

〈大阪南支部へ転出〉
㈱リビングイノベーション大阪　本社営業部 堺市東区北野田９０－３　3階
代表者　山本　祐輝 TEL：072-239-0678

◆退　　会◆
㈱Ｍｉｒａｅ　Ｐｒｏｐｅｒｔy 浪速区日本橋東2-3-16
代表者　舩本　義雄 TEL：06-6616-9843

なにわ南支部

12月 6日 (火) なにわ南支部忘年会（ホテルロイヤルクラシック大阪）

大阪府本部

10月 17日 (月) パソコン研修会【レインズ検索・登録・図面作成】
10月 18日 (火) パソコン研修会【レインズ検索・登録・図面作成】
11月 9日 (水) 全日設立70周年記念ゴルフコンペ

                          　　（天野山カントリークラブ）

今  後  の  行  事  予  定宅地建物取引業 人権推進員「養成講座」のご案内！ 
 
開催日   ①10 月 5 日(水) ②12 月 1 日(木) ③令和 5 年 2 月 1 日(水)  

※各回とも同じ講義内容です。 
時 間  午後１時３０分～午後５時 (受付：午後 1 時～） 
会 場  全日大阪会館    受講料   無料  
対象者   代表者・政令使用人・専任取引士等 
詳しくは→ bosyuannai(20220425) (osaka.lg.jp) 

※申込みは大阪府本部  TEL：06-6947-0341 

9  月  度  活  動  報  告
9月 1日 (木) 不動産無料相談会（天王寺区役所） 3名 

5日 (月) 財務委員会 1名 
6日 (火) 無料相談員研修会 5名 
8日 (木) 運営会 4名 

12日 (月) 事務所調査・入会面接 4名 
13日 (火) 役員会 19名 
20日 (火) 不動産無料相談会（住吉区役所） 2名 
21日 (水) 不動産無料相談会（東住吉区役所） 2名 
26日 (月) 支部だより校正 1名 
27日 (火) 事務所調査・入会面接 4名 

無料相談委員会 5名 
29日 (木) 新入会員歓迎昼食交流会 6名 
30日 (金) 不動産無料相談会（咲洲事務所） 2名 

https://www.facebook.com/osakahonbu.zennichi
https://osakahonbu.zennichi.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/09/3b6e4a2dd12613ec10a547b86f114dbe.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/3026/00017314/bosyuannai(20220425).pdf

