
  

 

   

 
 

 

７月になり早いもので今年も半分が過ぎました。梅雨空はまだしばらく続くようです

が、雲の間から時折顔を見せる太陽が夏の訪れを感じさせてくれます。 

会員の皆さまにおかれましては、気温の変化に気を付けながら夏に備えて十分な栄養・

睡眠を確保して、体調を崩さないよう、ご健康に留意してお過ごしください。 

 

愛知県本部では、令和３年７月７日（水）に理事会を開催しました。 

 

 

✽✽✽ 理 事 会 審 議 事 項 ✽✽✽ 

 

 

１．入会申込者（主・従）、代表者変更に関する審議 

標題について審議の結果、主たる事務所７社、従たる事務所１社、代表者変更４社

が原案どおり承認されました。 

 

 

✽✽✽ 理 事 会 報 告 事 項 ✽✽✽ 

 

 

１．行事報告    

☆ 本部事業・支部事業・他団体事業の行事報告は以下のとおりです。 

開催日 会議等の種別と内容 開催場所 担当者 

6.01 理事会 愛知県本部 役員 

6.02 総本部 保証・全日常務理事会 Zoom 萩原本部長 

6.03 総本部 保証・日政連・全日・ＴＲＡ理事会 Zoom 萩原本部長 

6.04 名古屋市打合せ（消費生活フェア） 愛知県本部 事務局 

6.04 愛知県建設局河川課打ち合わせ（水防法） 愛知県本部 事務局 

6.09 （公社）中部圏不動産流通機構 理事会 

 

書面表決 萩原本部長、 

神田理事 

6.09 名古屋市住宅確保要配慮者居住支援協議会 

令和３年度定期総会 

書面議決 事務局 

6.14 愛知ゆとりある住まい推進協議会 

第１回住情報部会 

Zoom 事務局 

6.21 東海不動産公正取引協議会 定期総会 

①令和２年度事業報告承認に関する件 

②令和２年度収支決算書報告承認に関する件 

令和２年度事業並びに会計監査報告 

③令和３年度事業計画（案）承認に関する件 

④令和３年度収支予算書（案）承認に関する件 

⑤役員補選に関する件 

書面表決 萩原本部長、 

安田、 

江尻副本部長、 

林副本部長、 

稲葉理事 

神田理事 

令和３年 

７月号 

全日・保証・ＴＲＡ 愛知のたより 
 

名古屋市中区栄五丁目２７番１４号 朝日生命名古屋栄ビル４階 
ＴＥＬ（０５２）２４１－０４６８（代）  ＦＡＸ（０５２）２４２－３５７７ 



  

開催日 会議等の種別と内容 開催場所 担当者 

6.22 宅地建物取引士法定講習  受講者：４５名 自主学習 希望者 

6.22 組織委員会 

委員会の所管事項および令和３年度の事業につい

て協議が行われました。 

愛知県本部 委員 

6.23 総本部 理事会 全日東京会館 萩原本部長 

6.24 総本部 定時総会 

 

ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ 萩原本部長、 

代議員 

6.25 資格審査委員会 

入会申込者の審査７件、代表者変更４件、従たる

事務所新設１件について協議が行われました。 

愛知県本部 委員 

6.28 （公社）中部圏不動産流通機構定時社員総会 

 

ＭＲＴ 萩原本部長、 

神田理事 

6.28 豊田市開発事業対策協議会 第１回準備会 豊田市役所 岩月理事 

6.29 無料相談委員会 

委員会の所管事項および令和３年度の事業につい

て協議が行われました。 

愛知県本部 委員 

6.29 第９回中部ブロック居住支援に係る勉強会 

福祉支援の現場から住まいの課題を考える 

YouTubeによる

ライブ配信 

事務局 

6.30 総務委員会 

令和３年度の事業について協議が行われました。 

愛知県本部 委員 

6.30 豊田市居住支援協議会設立総会 

 

豊田市 

福祉ｾﾝﾀｰ 

萩原本部長、 

岩月理事 

 
２．ＴＶ愛知スポット広告及びサービス広告に関する件（７・８月分） 

７月１日から８月３１日の間に、全日愛知県本部のスポットＣＭ（１５秒）が１０５

本、サービススポットが８本流れる旨の報告がありました。 

タイム提供（３０秒）は引続き、テレビ愛知にて毎週火曜日１８時５５分～１９時５

４分の時間帯で放送される「火曜エンタ」内で流れます。 

 

 
 

 

 

【開催日程】令和３年７月１７日（土） １２時ごろ～２２時ごろ 

      令和３年７月１８日（日） １２時ごろ～２１時ごろ 

      ※時間変更の可能性がございます。 

【開催形式】YouTube LIVEからの動画生配信 

一部ラジオ生放送との同時配信 

 

 

 

 

ＣＢＣラジオ番組「つぼいノリオの聞けば聞くほど」(予定) 

 

 

“ＣＢＣラジオ ネットで夏まつり２０２１”に協賛 

コンテンツの幕間で５分間のパブリシティが行われます。 

全日愛知の魅力をＰＲする寸劇形式で萩原本部長、林組織委員長、岩

月組織副委員長が出演しています。 

お時間のある方は、是非ご覧ください！ 

また、ＣＢＣラジオで８月１日～９月３０日の２カ月間、午前９時台

の時間帯で、全日愛知のＣＭ（２０秒間）が合計４０本流れます。 



  

 

 

 
 

☆ 令和３年６月 新入会員ご紹介 ☆ 
【主たる事務所】 

全国不動産流通㈱ 代表 本田健二 ・・・ 名東 

尾張旭市旭前町一丁目 5番地 3     

ファンファンライフ㈱ 代表 黄元圭 ・・・ 名北 

名古屋市東区白壁三丁目 24番 58号 東海ｾｷｭﾘﾃｨｰﾋﾞﾙ内 1階  

㈱央 代表 河島央 ・・・ 中央 

名古屋市中区栄四丁目 21番 24号 ﾌﾟﾚｼｬｽﾋﾞﾙ 301号   

エグチエスタス㈱ 代表 江口肇 ・・・ 中央 

名古屋市中区栄五丁目 13番 27号 江口ﾊｲﾂ 201   

㈱二友組 代表 辻亨 ・・・ 名東 

名古屋市名東区亀の井三丁目 177番地 3F   

住空間 Labo㈱ 代表 
ﾘﾑ ｼﾞｪﾂｨｰﾂ

ｰﾍﾞﾙﾒｽ 
・・・ 尾張 

犬山市大字犬山字中道 43番地 1 ｷｬｯｽﾙﾊｲﾂ犬山 1階   

ＴＤＫ合同会社 代表 谷津哲明 ・・・ 尾張 

西春日井郡豊山町大字豊場字志水 13番地 2階   

㈱渡邉実業 代表 渡邉栄彦 ・・・ 名西 

清須市西枇杷島町南松原 24番地    

㈱ウインマネジメント 代表 谷内量 ・・・ 尾張 

春日井市白山町二丁目 15番地 18 2階   

㈲ウルーズ 代表 安達雅司 ・・・ 中央 

名古屋市中区大須二丁目 9番 33号 ｱｽﾀｰ開発ﾋﾞﾙ 5階   

犬山ツーリスト㈱ 代表 小川誠 ・・・ 尾張 

犬山市上坂町三丁目 81番地 3階    

共立メディアル㈱ 代表 村上徹 ・・・ 名北 

名古屋市北区杉村一丁目 15-12 ﾈｯﾄﾋﾞﾙ 1階   

 

☆  令和３年６月～７月 代表者変更および従たる事務所新設 ☆ 
 

【代表者変更】 

㈱不動産ドゥイング 代表 玉置諒平 ・・・ 名南 

半田市仲田町二丁目 7番地の 1    

富田㈱ 代表 森本日和 ・・・ 中央 

名古屋市中区富士見町 5番 19号 中穂高ﾊｲﾂ B1階 A号   

㈱フューチャー 代表 阿部良造 ・・・ 名北 

名古屋市東区代官町 17番 32号 ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞﾋﾞﾙ 2F   

㈲スターブル 代表 海本健太 ・・・ 名西 

名古屋市中川区山王 3-14-7     

Point 



  

 

【従たる事務所】 

㈱ＡＶＡＮＴＩＡ 福岡支店 代表 沢田康成   

福岡県福岡市中央区大名一丁目 2番 23号 ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾜﾝけやき通りﾋﾞﾙ 1階 

 
【従たる事務所 東京都本部承認済み】 

㈱ＧＲエステート 名古屋支店 代表 瀧澤典之 ・・・ 名北 

名古屋市東区葵 1-25-1 ﾆｯｼﾝﾋﾞﾙ 808号室  

㈱ｼﾞｪｲ・ｴｽ・ﾋﾞｰ・ﾈｯﾄﾜｰｸ 八事店 代表 近藤雅彦 ・・・ 名南 

名古屋市昭和区広路町字石坂 38-1 ﾌｨｵｰﾚ八事 2F 

 

 

 
 

【期  間】令和３年７月１日（木）～令和４年２月２１日（月） 

【対 象 者】上記期間内に入会申込があり、入会承認を経た方。 

【支払時期】入会時の費用から２０万円を減額します！！ 

 

※詳細は全日愛知県本部までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
会議内容の詳細について、すべてをお伝えすべきところですが、伝えきれていない

部分が多々あるかと思います。 

【総会・理事会議事録】【各種会議報告書】は、事務局にて閲覧が可能です。くわ

しい情報を必要とされる会員さんは、是非ご来局をお願いします。 

 

 

☆☆  ご紹介制度のご案内  ☆☆ 
ご紹介された入会申込者の方が、ご入会くだされば紹介交通費として４万円

を愛知県本部より進呈させていただいております。 

ただし、紹介者は１社のみとなります。 

お知り合いの方で不動産業の新規の開業をご検討されている方がいらっしゃ

いましたら、是非、当協会をご紹介ください。 

よろしくお願いします！！ 


