
連盟地域会委員会より

       　　　　　    ウ レ ル

★大学不動産連盟（UREL：University Real Estate League）は現在、正会員17校、 ★昨年7月の大学不動産連盟理事会において地域会における統一ルールが決まりました。

　 準会員校1校、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。 　　（会場は定員の半分以下、マスク着用・手指アルコール消毒の徹底、検温の実施等。）

　正会員校：中央・慶応・早稲田・明治・青山・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、準会員校：獨協大

　　　大学不動産連盟のHPもご参照ください → http://www.urel.biz/ ★最近の傾向として、ペーパーレス化を進めている地域会もあります。

　 （事前に配布資料を世話人宛に送信して当日はプロジェクターで投影する等）

★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活用ください。

　※宅建業法にかかる取引情報を提供する場合には、配布資料に「会社名」と

　 　「宅建免許番号」のご記入をお願いいたします。

　 　また、地域会にご参加の際には「地域情報交換会運営細則」をご一読ください。

　　（http://www.urel.biz/rules.html）

浦和

UREL SUN TAMA
最寄駅︓府中駅
会 場︓府中市市⺠活動セ
ンタープラッツ

府中

URELむさしの
最寄駅︓吉祥寺駅
会 場︓武蔵野商⼯会議所

UREL⽴川
最寄駅︓⽴川駅
会 場︓MCS税理⼠法⼈

⽴川事務所

UREL ⽥園都市
最寄駅︓あざみの駅
会 場︓アートフォーラムあざみ野

URELかながわ
最寄駅︓横浜駅
会 場︓かながわ県⺠センター

東関東会
最寄駅︓船堀・錦⽷町駅
会 場︓タワーホール船堀・

すみだ産業会館

CMC会
最寄駅︓⼤⼿町駅
会 場︓毎⽇コムネット様会議室

UREL六本⽊
最寄駅︓六本⽊駅
会 場︓主にクレアスライフ
様会議室

UREL新都⼼
最寄駅︓新宿駅
会 場︓新宿歌舞伎町ルノアール会議室

城北ブランチ
最寄駅︓池袋駅
会 場︓東京セミナー学院・としま区⺠センター

URELさいたま
最寄駅︓浦和駅
会 場︓埼⽟会館

上野会
最寄駅︓上野駅
会 場︓主に東京⽂化会館

（浅草開催もあり）

渋⾕会
最寄駅︓渋⾕駅
会 場︓主に渋⾕区⽂化
総合センター⼤和⽥

城南会
最寄駅︓⼤崎駅
会 場︓東京都南部労政会館

新宿

吉祥寺
渋⾕

六本⽊

あざみ野

横浜

⼤崎

上野

錦⽷町

船堀

池袋

⼤⼿町（東京）
⽴川

※ 感染拡⼤防⽌のため、会場が異なる場合がございますので予めご了承ください。
随時、各地域会のご案内をご参照ください。



UREL地域会 地域 代表世話⼈ Emailアドレス 原則開催⽇と会場

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

伊藤　サユリ 世話⼈ 森　雅⼈ mori@rpads.co.jp

（不動産⽩⾦会） 副世話⼈ 佐々⽊　雅弘 earth.real-estate@ivory.plala.or.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

新⾕　加⽣ 世話⼈ ⽵内　敬雄 iaczaisan@gmail.com

（不動産⻘⼭会） 副世話⼈ 和⽥　裕之 wada@taise-housing.co.jp

岸⽥　⼀男 世話⼈ 渡邉　剛 watanabe@urel.info

（不動産三⽥会） 副世話⼈ 佐藤　豊 sdec.sato@gmail.com

世話⼈ ⻄⽥　紀⼦ nn19603553@gmail.com

副世話⼈ 上松　雄也 uematsu@kasa-am.com

副世話⼈ ⼭⽥　康宏 rizejp1177@gmail.com

松元　宏機 世話⼈ ⿃⾕越　剛 tsuyoshi_toriyakoshi@nbs-h.co.jp

（不動産⻘⼭会） 副世話⼈ 清⽥　英之 info@yp-t.net

世話⼈ 福⼭　稔 ch.fukuyama@gmail.com

副世話⼈ 佐熊　英明 sakumah@wj9.so-net.ne.jp

副世話⼈ 井上　英樹 inoueh@choice-j.net

唐澤　明良 世話⼈ 権　東⼀ daikokudo111@gmail.com　

（不動産建設⽩⼭会）

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 佐々⽊　雅⼈ sasaki@st-kokusai.com

⽷屋　⿓ 世話⼈ ⽷屋　⿓ itoya@a-realty.co.jp

（不動産建設⽩⾨会） 副世話⼈ 宇野　翔太 uno-s@fujita.co.jp

事務局 丸⼭　瑞枝 m.maruyama@maru-legal.com

世話⼈ 苅⽥　⼀郎 kiyny24@gmail.com

副世話⼈ 沼⼝ ⼀幸 k-numa@drc.sekisuihouse.co.jp

世話⼈ 川窪　⾂知 sunrepair.k@gmail.com

■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、上記の各世話⼈に
　連絡下さい。（ご参加の場合は、必ず各世話⼈までご連絡をお願いいたします。）
■開催⽇時等は当会HP(https://hakumon.jp/）もご参照ください。
■感染拡⼤防⽌のため、会場が異なる場合がございますので予めご了承ください。
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UREL ⽴川

上野会

UREL 六本⽊

UREL さいたま

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

⼩林　裕明
（建設・不動産駿台会）

【第⼀⽊曜⽇】
主に毎⽇コムネット（⼤⼿町）

【第三⾦曜⽇】
主に六本⽊

13

【第⼆⾦曜⽇】
東京セミナー学院・としま区⺠センター（池袋）6

7

8

【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

10

11

12

9

【主に第⼀⽕曜⽇】
新宿歌舞伎町ルノアール会議室

【第⼀⽊曜⽇】
横浜駅・かながわ県⺠センター

【第⼆⾦曜⽇】
府中市市⺠活動センタープラッツ

【第⼆⽉曜⽇】
埼⽟会館（浦和）

【第四⽕曜⽇】
MCS税理⼠法⼈⽴川事務所

時⽥　眞吾
（不動産三⽥会）

1

2

3

4

5

【不動産建設⽩⾨会】 14地域情報交換会　世話⼈⼀覧　（敬称略）

UREL むさしの

⾼橋　弘
（建設・不動産駿台会）

福⼭　稔
（不動産建設⽩⾨会）

⾼橋　仁
（不動産建設⽩⾨会）

渋⾕区、⽬⿊区

東関東会

城南会

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

渋⾕会

UREL ⽥園都市 ⽥園都市線沿線地域

神奈川県

当会世話⼈

【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）

　【第三⽉曜⽇】
武蔵野商⼯会議所（吉祥寺）

【第四⽉曜⽇】
タワーホール船堀（船堀）・
すみだ産業会館（錦⽷町）

【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）

【第四⽊曜⽇】
アートフォーラムあざみ野

太⽥　隆⽂
（横浜商⼤不動産会）

CMC会

豊島区、北区、板橋区、練⾺区、
埼⽟県南部

新宿

【連盟地域会委員会】

⽷屋 ⿓（H12) ✉itoya@a-realty.co.jp
渡辺 剛（H12) 佐々⽊ 雅⼈（H4)
寺本 健太（H19) 伊藤 宗⼀郎（H19)

感染防⽌対策として⼤学不動産連盟では、マスク着⽤・⼿指アルコール消毒の徹底・参
加時の検温が義務付けられております。また、会場収容⼈数の1/2以下の参加⼈数につ
き、先着順などの⼈数制限がかかる場合がございますのでご注意ください。
感染予防にご注意いただき、体調には⼗分ご留意くださいますようお願い申し上げます。
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