
 

翔集 第２５０号 平成２９年 ５月２５日 

★全日会員間不動産情報★ 直・先物は不問となっております。物件数により２回連続掲載します。掲載原稿は書式不問・ＦＡＸ受付 

形態 種類 価格/万円 最寄駅 歩バ 所在区域 土地/㎡ 建物㎡ 用途･使途 商  号 ＴＥＬ 態様 

売 売地 600 上溝 バ 25 水郷田名 129.00  宅地 ﾄｰﾀﾙﾊｳｼﾞﾝｸﾞ久野 042-762-0096 売主 

売 売地 630 橋本 バ 17 水郷田名 92.00  宅地 ﾄｰﾀﾙﾊｳｼﾞﾝｸﾞ久野 042-762-0096 売主 

売 売地 490 橋本 バ 17 水郷田名 92.00  宅地 ﾄｰﾀﾙﾊｳｼﾞﾝｸﾞ久野 042-762-0096 売主 

            

 

◎新規開業者をご紹介ください 

入会金･年会費は全日が断然お得 

◎支部会員支援メニュー 

印刷機使用できます  

会議・催事             

5/26（金） 県本部総会 

6/ 4（日） 相模川クリーン作戦 

        参加者募集！！ 

6/26（月） 宅建業者講習 
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本年度入会数 ２社（本店２・支店０） 

本年度入会数 ６ 社 （本店 ６ 

支店 １） 
本年度退会数 ０社（本店０・支店０） 

種類 地区 本支 商号：代表：所在 

入会 ２ 本店 アステル不動産(株)   代表者：淺田 彰 

   住所：相模原市緑区西橋本２－２５－３－２Ｆ 

   TEL:042-703-1970  FAX:042-703-1971 

変更 １１ 本店 店舗ステップ      代表者：喜代門 みのる 

   住所変更：座間市入谷５－１６７５－１ 

   TEL・FAX：変更なし 

変更 ７ 本店 (株)セイカ    代表者変更：片山 愼矢 → 古川 京子 

    

    

    

    

    

 

第４５回定時総会議案                  

第１号議案 支部運営規程改定に関する件 

第２号議案 支部職務執行者候補者の選任

に関する件 

第３号議案 神奈川県本部理事候補者選出

に関する件 

第４号議案 支部監事の選任に関する件 

第５号議案 神奈川県本部代議員候補者選

出に関する件 

※ 全議案承認されました 

神奈川県本部代議員選出            

(株)サーティーフォー     唐橋 和男 

(有)リビングホーム      加藤  勉 

(有)光地所          川崎 高正 

(有)トータルハウジング久野  久野 新一 

(有)広部ハウジング      廣部 徹也 

(株)プライム         石塚  惠 

(株)レクト住販        山口 総一 

(有)邦友ハウジング      五十嵐邦子 

スコア・コンサルタント(有)  鈴木 克司 

エス・デザイン(株)      竹内 正徳 

(株)Plat Home          小椋 洋一 

(株)ビゴラス         滝沢 健児 

 

 

 

 

 

○宅建業者講習   

 ６月２６日（月） 厚木市文化会館 

受付時間 月･火･木･金 10:00～16:00 

発行人：(公社)全日本不動産協会相模原支部 

TEL042-776-3036 FAX042-776-5816 

毎月 20日〆切・25日の月 1回発行 

内移管入０社（本店０・支店０) 

内移管入０社（本店 

０・支店 ０） 

副支部長（中央ﾌﾞﾛｯｸ担当）・綱紀委員長 

       廣部 徹也   ㈲広部ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ 

副支部長（南ﾌﾞﾛｯｸ担当）・総務副委員長 

       石塚  惠     ㈱ﾌﾟﾗｲﾑ 

総務副委員長  小椋  洋一  ㈱Plat Home 

副委員長  竹内 正徳 ｴｽ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ 

副支部長  小川 耕作    ㈱三愛 

財務委員長   田中祐一郎    ㈱ｻﾏﾃﾞｨ 

  副委員長  吉田 辰徳  ㈱ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾌ 

綱紀副委員長  高山 勇成  ㈱神奈地所 

組織委員長   松浦  卓司   ㈱ｻﾝｱﾝﾄﾚ 

  副委員長  滝沢 健児    ㈱ﾋﾞｺﾞﾗｽ 

  副委員長  荒川 滋良㈱まるしげ不動産 

教育研修委員長 山口 総一    ㈱ﾚｸﾄ住販 

  副委員長  山田 邦彦    ㈱ﾘﾌﾞﾗﾎｰﾑ 

厚生副委員長  淺田  彰   ㈱ｱｷﾗﾎｰﾑ 

  副委員長  野﨑 光春 ㈱ｱﾝﾋﾞｼｬｽ・ﾗｲﾌ 

広報委員長   五十嵐邦子 ㈲邦友ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ 

  副委員長  川永浩太郎   ㈱だるま 

 

 

 

 期首会員数２２０社（本店２０２・支店１８） 

）  

  

期首会員数 

  

内転入０社(本店０・支店０） 

［雑 記］相模原支部も唐橋支部長体制になり 2期目に突入しました。一社一社の会員が「全日相模原に入会して良かった」と実感

して頂ける様な支部運営を目指します。引き続き会員同士の交流の場を（家族も含め）多数企画し、仕事に対する家族からの理解を

より深め、情報交換の活性化を更に加速し、会員多くが仕事に繋がる様、努めたいと思います。     （副支部長 廣部 徹也） 

内転出０社(本店０・支店０) 

 

内移管出０社（本店０・支店０） 

退会 

 

現会員数２２２社（本店２０４・支店１８） 

現会員数 

現会員数２１２社（本店２０３・支店９） 

現会員数 

  

 目指せ！ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ登録 100％！！！ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ等が変わった際、又は未登

録の方は当支部事務局までご連絡下

さいますようお願い申し上げます。 

(株)リブラホーム      山田 邦彦 

(株)三愛          小川 耕作 

神奈川県本部政治連盟代議員選出         

(株)サーティーフォー     唐橋 和男 

(有)リビングホーム      加藤  勉 

(有)光地所          川崎 高正 

(有)トータルハウジング久野  久野 新一 

(有)広部ハウジング      廣部 徹也 

(株)プライム         石塚  惠 

(株)レクト住販        山口 総一 

(有)邦友ハウジング      五十嵐邦子 

スコア・コンサルタント(有)  鈴木 克司 

エス・デザイン(株)      竹内 正徳 

(株)Plat Home          小椋 洋一 

(株)ビゴラス         滝沢 健児 

(株)リブラホーム       山田 邦彦 

29年度支部役員決定！          

支部長     

唐橋 和男    ㈱ｻｰﾃｨｰﾌｫｰ 

筆頭副支部長・総務委員長 

川崎 高正     ㈲光地所 

副支部長（北ﾌﾞﾛｯｸ担当）・厚生委員長 

  久野 新一㈲ﾄｰﾀﾙﾊｳｼﾞﾝｸﾞ久野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


