
平成３１年１月３０日 
 
会 員 各 位     EA  

         
                 取引活性局 局長 山田康宏 

情報交換委員会委員長 佐藤元則 

不動産建設白門会情報交換会開催のご案内 

 ２月の情報交換会を下記のとおり開催いたしますので、皆様のご参加をお

願い申し上げます。 
 また、その他の当会主催の情報交換会のお知らせと各地域情報交換会の当

会の各世話人の一覧も添付致しますので、各地域情報交換会への参加やお問

い合わせの際は、この一覧をご確認の上、各世話人にご連絡くださいますよ

うお願いいたします。 
記 

１． 日 時 平成３１年２月２１日（木）午後５時３０分～午後７時         

２． 会 場 中央大学駿河台記念館  ６７０号室 
 

※ 情報交換会終了後、１階のレストラン・プリオールにて懇親会を行いま

すので、ご出席をお願いいたします。男性会員の会費は 3,000 円です。

女性会員の会費は 2,000 円になります。ご注意ください。 
※ 追 伸 
＊ 資料は、５０部程度ご用意ください。端的な物件のご説明とお得意

とされる業務分野を「ひとことで」お話下さい。 
＊ 売り物件の情報も、買い物件の情報も資料をご用意ください。 
＊ 時間の都合で、情報交換会の席上で資料配布の不可能な方は、懇親会

の席上での資料配布も出来ます。 
＊ 時間の都合で、情報交換会への出席が不可能な方は、懇親会からの参

加も大歓迎です。プリオールでお待ちください。 



※会員間で取引完了の際は、情報交換委員へ成約報告をお願いします。

※成約相手先、内容（可能な範囲で結構です）、金額を明記ください。 
 
重 要 情報交換会 今後の資料配布と着席について 
     ◎資料配布は、裏返しで順番に上に重ねて、時計回りで配布して下さい。 
     ◎資料を配布した順番に着席してください。 
      （司会席に向かい、右側端の席から順に着席して下さい） 
     ◎配布資料のない方は、司会席に向かって左側前方より着席して下さい。 
     ◎ご不明な点は、遠慮なく情報交換委員までご質問下さい。 
   ご協力をお願い致します。 
 

そのほかの情報交換会等のお知らせ 

不動産建設白門会 売買・宅建士会 

１．日 時 平成３１年３月８日（金） 開場 18：00 開始 18:30～ 

２．場 所 駿河台記念館 ５５０号室 

 

【売買・宅建士会】 

  売買（仲介・仕入）を生業とする、宅地建物取引士の有資格者の部会です。 

 毎月密な情報交換を行っており、既に数件の成約報告が届いております。 

 事前登録制になりますが、会員を常時募集しております。苅田・坂井までお問

い合わせ下さい。 

【お問い合わせ先】 

宅建士・サロン委員会 

委員長 苅田一郎（kiyny24@gmail.com：080－5380－8589） 

副委員長 坂井和由（kanda357@yahoo.co.jp：090－5518－3514） 

 

 

※今月の「翔和建物情報交換サロン」はお休みです。  
 



平成31年2⽉現在

UREL地域会 地域 代表世話⼈ Emailアドレス 原則開催⽇と会場 開催スケジュール

⻑⽥　茂 世話⼈ ⻑⽥　茂 osada@fortune-co.jp

（不動産建設⽩⾨会） 副世話⼈ 須藤　吉章 keiyu@mx7.ttcn.ne.jp

原⽥　仁敦 世話⼈ 佐々⽊　雅弘 earth.real-estate@ivory.plala.or.jp

（不動産三⽥会） 副世話⼈ 森　雅⼈ mori@rpads.co.jp

世話⼈ 酒井　めぐみ meg@meagrees.com

副世話⼈ 伊藤 宗⼀郎 s.ito.mbs@gmail.com

副世話⼈ 三沢　修 sun.msw03@gmail.com

世話⼈ 寺本 健太 kenta-t@s-t-r.co.jp

副世話⼈ 坂井 和由 kanda357@yahoo.co.jp

内⽥　剛 世話⼈ 杉浦　右峯 dainen1105@ybb.ne.jp

（不動産⻘⼭会） 副世話⼈ ⽵内　敬雄 iaczaisan@gmail.com

柳　済⿓ 世話⼈ 渡邉　剛 watanabe@urel.info

（建設・不動産橙法会） 副世話⼈ 佐藤　豊 sato@sdec-corporation.jp

時⽥　眞吾 世話⼈ ⼭⽥　康宏 yasuhiro.yamada@best-land.co.jp 

（不動産三⽥会） 副世話⼈ ⻄⽥　紀⼦ rds.nishidan@gmail.com

松井　時弘 世話⼈ ⿃⾕越　剛 tsuyoshi_toriyakoshi@nichiboshin.co.jp

（不動産建設桜⾨会） 副世話⼈ 清⽥　英之 h_kiyoda@guun.co.jp

福⼭　稔 世話⼈ 福⼭　稔 ch.fukuyama@gmail.com

（不動産建設⽩⾨会） 副世話⼈ 安島　志郎 yasujima@musashichuo.com

中村　孝三 世話⼈ ⾵岡　淳⼀ kazaoka@w6.dion.ne.jp

（不動産三⽥会）

中川　和之 世話⼈ 佐藤　元則 satou0806@odakyu-fudosan.co.jp

（東京REクローバー倶楽部） 副世話⼈ 森　雅⼈ mori@rpads.co.jp

供⽥　茂彰 世話⼈ ⽷屋　⿓ itoya@a-realty.co.jp

（建設・不動産駿台会） 副世話⼈ 宇野　翔太 uno-s@fujita.co.jp

⾼橋　仁 世話⼈ 丸⼭　瑞枝 m.maruyama@maru-legal.com

（不動産建設⽩⾨会） 副世話⼈ 苅⽥　⼀郎 kiyny24@gmail.com

太⽥　隆⽂ 世話⼈ 中根　敏則 nakane@f-partner.net

（横浜商⼤不動産会） 副世話⼈ 川窪　⾂知 sunrepair.k@gmail.com

＊詳しい⽇程や開催概要につきましては、当会HP(http://hakumon.jp/)もあわせてご参照下さい。

■各地域会への参加、または毎⽉のご案内を希望される⽅は、直接、上記の各世話⼈に連絡下さい。 　　　　　　　　　　　　【連盟地域会委員会】
（ご参加の場合は、必ず各世話⼈までご連絡をお願い致します。） 　　　　　　　　　　　　⽷屋　⿓（H12)　　✉ itoya@a-realty.co.jp 　 ☎ 090-7001-9454　　＊上野会世話⼈兼務

　尚、申込時期によっては、定員に達し参加できない場合もございますので、予めご了承下さい。 　　　　　　　　　　　　中根　敏則（S56）  ✉ nakane@f-partner.net　　＊UREL⽥園都市世話⼈兼務
（特に「※」の定例会・イベントは、⽇程的に既に締め切り後の可能性があります。翌⽉以降もご検討下さい。） 　　　　　　　　　　　　寺本　健太（H18)　 ✉ kenta-t@s-t-r.co.jp　　＊CMC会世話⼈兼務
■お問い合せは、連盟地域会委員会にご連絡頂いても結構です。お気軽にお問合せ下さい。 　　　　　　　　　　　　伊藤　宗⼀郎（H19)　　✉ s.ito.mbs@gmail.com　　＊城南会副世話⼈兼務

当会世話⼈

【不動産建設⽩⾨会】 平成30年度 14地域情報交換会　世話⼈⼀覧　（敬称略）
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渋⾕区、⽬⿊区

東関東会

UREL むさしの1

2

3

4

5

9

豊島区、北区、板橋区、練⾺区、
埼⽟県南部

新宿

13

14

【主に第⼆⾦曜⽇】
池袋

【主に第⼀⽕曜⽇】
新宿歌舞伎町ルノアール会議室

【毎⽉第⼀⽊曜⽇】
横浜駅・かながわ県⺠センター

【偶数⽉の第⼆⾦曜⽇】
府中市市⺠活動センタープラッツ

【毎⽉第⼆⽉曜⽇(例外的に第⼆⽕曜⽇)】
埼⽟会館（浦和）

【毎⽉第四⽕曜⽇】
MCS税理⼠法⼈⽴川事務所

6

7

8

【毎⽉第四⽊曜⽇】
アートフォーラムあざみ野

【毎⽉第⼀⽉曜⽇】
東京⽂化会館会議室（上野）

多摩、⼭梨、埼⽟⻄部、相模原エリア

⽥園都市線沿線地域

神奈川県

【主に第三⽉曜⽇】
武蔵野商⼯会議所（吉祥寺）

【毎⽉第四⽉曜】
タワーホール船堀（船堀）・
すみだ産業会館（錦⽷町）

【毎⽉第三⽉曜⽇】
(奇数⽉情報交換会、偶数⽉勉強会)

東京都南部労政会館（⼤崎）

【毎⽉第⼀⽊曜⽇】
主に毎⽇コムネット（⼤⼿町）

【毎⽉第三⾦曜⽇】
主に六本⽊

【毎⽉第⼆⽉曜⽇】
渋⾕区⽂化総合センター⼤和⽥・
T'sフラッグ会議室（ともに渋⾕）

⼩林　裕明
（建設・不動産駿台会）

⾼橋　弘
（建設・不動産駿台会）

2/18（⽉）定例会
3/18（⽉）定例会

2/28（⽊）定例会
3/28（⽊）定例会

2/26（⽕）定例会
3/26（⽕）定例会

2/4（⽉）定例会（浅草開催） ※
3/4（⽉）定例会

2/22（⾦）定例会
3/22（⾦）定例会

2/5（⽕）定例会 ※
3/5（⽕）定例会

2/5（⽕）定例会 ※
3/5（⽕）定例会

2/12（⽕）定例会
3/11（⽉）定例会

2/8（⾦）定例会 ※
3/8（⾦）定例会

2/8（⾦）定例会 ※

2/7（⽊）定例会 ※
3/7（⽊）定例会

2/7（⽊）定例会 ※
3/7（⽊）定例会

2/18（⽉）定例会
2/19（⽕）〜2/20（⽔）旅⾏会 ※
3/18（⽉）定例会

2/25（⽉）定例会（錦⽷町）
3/25（⽉）定例会（船堀）

上野を発信基地（始発）とした
城東周辺のエリア

UREL ＳＵＮ ＴＡＭＡ 三多摩エリア

埼⽟県全域

全国

UREL ⽥園都市

UREL ⽴川

新宿を基点とする城⻄エリア（新宿、中野、
杉並、世⽥⾕北部）、都下地域全域）

隅⽥川より以東
（東京都城東地区、千葉県、茨城県）

城南地区

千代⽥区、港区、中央区

UREL かながわ

UREL 新都⼼

城北ブランチ

城南会

渋⾕会

CMC会

上野会

UREL 六本⽊

UREL さいたま



 2⽉　2019 3⽉　2019
⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

1 2 1 2

3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9
上野会 UREL新都⼼ CMC会 城北ブランチ 上野会 UREL新都⼼ CMC会 城北ブランチ

URELさいたま URELかながわ UREL SUN TAMA URELさいたま URELかながわ 売買・宅建⼠会

10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16
建国記念の⽇ 渋⾕会 渋⾕会 ⽩⾨会

情報交換会

17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23
URELむさしの ⽩⾨会 UREL六本⽊ URELむさしの 秋分の⽇ UREL六本⽊

城南会 情報交換会 城南会

24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29 30
東関東会 UREL⽴川 UREL⽥園都市 東関東会 UREL⽴川 UREL⽥園都市

UREL若⼿会 31

 【⼤学不動産連盟　地域情報交換会】

不動産建設⽩⾨会 情報交換会  ★⼤学不動産連盟（UREL︓University Real Estate League）は現在、正会員17校、オブザーバー校1校、
地域情報交換会（定例会） 計18校から構成されており、14の地域情報交換会があります。

地域情報交換会（イベント⾏事） 　正会員校︓中央・慶応・早稲⽥・明治・⻘⼭・⽇⼤・法政・⽴教・同志社・横浜商⼤・上智・東洋・専修・明治学院・
　東海・学習院・駒沢、オブザーバー校︓獨協⼤

 ★⼤学不動産連盟に加⼊している当会会員は、各地域会に参加する事ができます。

　他⼤学の⽅と情報交換＆親睦を深める機会ですので是⾮ご参加下さい。

地域情報交換会 開催スケジュール

城南会旅⾏会



2 東関東会 船堀
錦⽷町

地域会名 開催地

1 UREL むさしの 吉祥寺

3 城南会 ⼤崎

4 CMC会 ⼤⼿町

5 渋⾕会 渋⾕

6 城北ブランチ 池袋

7 UREL 新都⼼ 新宿

8 UREL かながわ 横浜

9 UREL ＳＵＮ ＴＡＭＡ 府中

10 UREL さいたま 浦和

11 UREL 六本⽊ 六本⽊

12 上野会 上野

13 UREL ⽴川 ⽴川

14 UREL ⽥園都市 あざみ野

地域情報交換会 MAP
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