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全宅連および全宅保証は、消費者セミナー2021秋「大人へのトビラ」
スペシャルサイトを2021年11月1日（月）に公開しました。
今年の消費者セミナーのテーマは「新成人」です。
https://www.zentaku.or.jp/lp/training_seminar_consumer_2021_autumn/

スペシャルサイト公開！スペシャルサイト公開！

本キャンペーンサイトで紹介するコンテンツの理解度をチェックするテスト（全5問）に全問正解し、
応募された方の中から抽選で「大人準備金」としてAmazonギフト券が当たるキャンペーンを実施します。

【応募条件】キャンペーン応募期間中に本キャンペーンサイト（スマートフォン・PC）より、出題されている設問に全問正解し、メールアドレスを入力した上で応募された方。
【キャンペーン応募期間】2021年11月1日（月）～2022年3月31日（木）
【当選景品・当選者数】「応募条件」すべてを満たした方の中から抽選で10名の当選者を決定し、「Amazonギフト券30,000円分」の進呈をいたします。
【景品進呈方法について】応募締め切り後、抽選を行った後、2022年4月下旬頃に、当選者を決定。当選発表はご登録いただいたメールアドレスへの当選通知と
ギフトコードのご案内をもって代えさせていただきます。
【注意事項】※本キャンペーン主催者は公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会・公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会です。※Amazon、
Ama z o n . c o . j pおよびそれらのロゴはAma z o n . c om . I n cまたはその関連会社の商標です。※個人情報保護方針につきましてはこちら
（https://www.zentaku.or.jp/policy/）をご覧ください。※本キャンペーンで得た権利の譲渡はできません。※本キャンペーンは予告なく変更または中止する場合が
あります。※本キャンペーン対象となる条件を変更、または期間を延長する場合があります。※特典の景品がメールアドレスの不備などで送信することができない
場合、受け取り辞退の扱いとさせていただきますのでご了承ください。

大人準備金プレゼントキャンペーン

AED（自動体外式除細動器）を設置しております。
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不動産物件を探すなら

http://www.hatomarksite.com/search/aomori/

ハトマークサイト青森 検索

【豊富で多彩な会員メリットの数々】
宅建協会は、青森県が唯一設立許可した宅地建物取引業者による団体で、県内の
約8割の業者が宅建協会のメンバーです。
・宅建協会に入会することは、社会的信用の獲得につながります。
・広報誌の配布、各種研修会の実施、レインズシステムの利用等、営業活動を強力にサポートします。
・消費者とのトラブルに対し、公正な立場で解決のバックアップをします。
・営業保証金1,000万円のかわりに弁済業務保証金分担金60万円で営業を開始できます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　■詳しくは、宅建協会本部まで。TEL 017－722－4086

宅建協会へご入会を！！
我々会員のシンボルマーク「ハ
トマークバッジ」を着用しましょ
う。特に、各種会合等で着用し、
ユーザーにPRを図りましょう。
ハトマークバッジは、各支部で
販売しております。

ハトマークバッジを
着用しましょう

年頭にあたっての所感

令和４年誌上名刺交換会

令和４年度税制改正要望に対する結果概要について(速報)

おとり広告の禁止に関する注意喚起等について

｢【民間資格】賃貸不動産経営管理士｣（令和４年６月15日まで）終了のお知らせ

ハトマーク消費者セミナーの開催日程について

法定講習会の日程について

【青森県居住支援協議会】住まいと空き家相談会の開催について

十和田支部　十和田市に要望書提出

弘前支部　カレンダー寄付活動報告

黒石支部　視察研修会

三沢支部　献血促進活動実施報告

新入会員紹介

協会の主な活動記録
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会員の皆様におかれましては、ハトマークサイ
ト青森にログインし、ユーザー管理から会員店
情報管理を入力していただきますと、一般消費
者への有効な自社のPRになりますので、是非
ご活用下さい。（写真で自社の営業内容等をPR
できます）

謹
ん
で
新
春
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す

2022

　昨年もまた一昨年と同様、新型コロナウイルスのまん延に翻弄された一年間
でした。
　まさに、マスクの着用と手洗い、消毒に明け暮れ、ワクチン接種の動向に気
をもむ一年でもありました。
　当協会の各行事やイベントもたびたび延期、中止を余儀なくされ、皆様には
御心配、御不便をお掛け致しました。
　ただ宅建士の資格試験をはじめ、一定課程の研修会等、皆様の協力のもとに
主だったものを一通りこなせた事は幸いでした。
　そうした不安の中にあって国内では東京オリンピック、パラリンピックが開
催され、日本人選手の活躍が多くの感動と力を与えてくれたことはコロナ禍に
あって何よりの僥倖でした。また県内においては三内丸山遺跡、是川石器時代
遺跡など8か所の遺跡を含むいわゆる縄文遺跡群がユネスコ文化遺産に登録さ
れたことは将来に向けての明るいニュースとなりました。
　私達不動産業者も公益法人として微力ながらも地域社会を笑顔にできるパー
トナーとしてコロナにめげずに経済と地域社会に貢献していきたいものです。
　さて、その不動産業界にあっては近年法改正等が多く、昨年3月には「ITを
活用した重要事項説明」が賃貸に限らず売買にまで本格運用となり、また6月
には賃貸管理業の法律に基づく登録制度が始まり、賃貸不動産経営管理士が国
家資格として活用され賃貸管理業は業界の一分野としてより明確化されまし
た。また本年4月からは民法の成年年齢が18歳に引き下げられ、契約にあたっ
てはより一層の注意が必要となります。今後とも消費者保護と会員の信頼性向
上、スキルアップのため、本会研修会等の充実に努めて参ります。
　本会の今年の重要な事業としては長年の懸案でした「支部統廃合」が4月1日
より、いよいよ新たに4支部体制として発足致します。御承知の通り一昨年に
臨時総会を経て大多数の会員の賛成のもとに支部の統廃合が決定され、昨年一
年をかけて統廃合に至る手順、運営方針等がほとんど決定されております。か
つての市町村合併と同様に種々の合理化、軽量化を推し進めるには少なからず
痛みを伴うこともありますが将来を見据えて役職員共々粛々と進めていく所存
であります。先ずは皆で決めたことを実行する事が肝要です。会員の皆様の特
段の御支援御協力を賜りますようお願い申し上げます。
　また今年の目標としては当宅建協会の存在感を高めるため昨年にも増して広
告、メディア、イベントを通じて発信力を強めていきたいと考えております。新
型コロナで低迷している協会の発信力を是非とも盛り返していきたいものです。
　本年も引き続き本会では空き家問題の解決、新たな住宅セーフティーネット制
度への対応など青森県居住支援協議会及び県所管課ならびに各市町村などと連
携を図りながら地域社会に貢献しつつ、会員へ資する協会を目指して参ります。
　結びに地域社会の皆様と会員の皆様の益々の御繁栄と御健勝をお祈り申し上
げ年頭にあたっての所感と致します。

年頭にあたっての所感

公益社団法人 青森県宅地建物取引業協会         
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会青森本部

会長・本部長　藤林　吉明
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古間木勝弘
Winコーポレーション

西北五支部

TEL 0173‐34‐8711
FAX 0173‐34‐8720

五所川原市字布屋町9-5
杉野森照道
（株）東奥宅建

西北五支部

TEL 0173‐33‐0507
FAX 0173‐33‐0509

五所川原市字栄町19‐1
江良　金光
（有）サカエ住販

下北むつ支部

TEL 0175‐23‐0909
FAX 0175‐23‐0910

むつ市下北町5-17
藤田　鉄哉
（株）フジタ不動産

下北むつ支部

TEL 0175‐22‐6691
FAX 0175‐22‐6397

むつ市大字田名部字前田4‐9
小島　　順
（有）大地ハウジング

青森支部

TEL 017-752-1233
FAX 017-752-1286

青森市安方2-17-15-1201号
松井　謙介
日本住研

八戸支部

TEL 0178‐43‐5789
FAX 0178‐20‐0367

八戸市城下4丁目7‐3
小林　利光
㈱小林不動産

弘前支部

TEL 0172‐28‐1166
FAX 0172‐26‐1456

弘前市大字外崎2丁目1‐3
齋藤　弘臣
（有）協和不動産

八戸支部

TEL 0178-22-2553
FAX 0178-71-2300

八戸市大字馬場町12-2
大黒　裕明
㈱ベストライフ

弘前支部

TEL 0172‐88-5061
FAX 0172‐88-5062

弘前市大字城東中央２丁目１-１８
中嶋　　功
（株）アイディアルホームズ

西北五支部

TEL 090‐1064‐6151
FAX 0173‐29‐3272

五所川原市大字前田野目字長峰79‐2
笹森　健市
アラケン住まいル企画

下北むつ支部

TEL 0175‐22‐8430
FAX 0175‐23‐6404

むつ市新町10‐23
竹本　博典
（有）サンアイ地所

弘前支部

TEL 0172-37-6511
FAX 0172-37-6512

弘前市大字三岳町6-5
大越　一幸
（株）マップサービス

八戸支部

TEL 0178-33-9628
FAX 0178-33-9628

八戸市白銀町字大沢頭30-5
髙橋　史郎
とうほく不動産

弘前支部

TEL 0172‐34‐0355
FAX 0172‐32‐9507

弘前市大字松森町114
中井　芳隆
（有）青い森不動産

弘前支部

TEL 0172‐27‐6760
FAX 0172‐28‐2127

弘前市大字外崎1丁目9‐6
奈良岡清寿
（有）マルナ地建

弘前支部

TEL 0172‐32‐2000
FAX 0172‐35‐6966

弘前市大字野田1丁目1‐6
高村　光二
（株）第一不動産

弘前支部

TEL 0172-33-0345
FAX 0172-33-4560

弘前市大字親方町20‐1
高橋　秀樹
興和不動産（株）

黒石支部

TEL 0172-52-3486
FAX 0172-52-3486

黒石市下目内澤字目内澤堰末13
浅原　要一
浅原不動産

三沢支部

TEL 0176‐57‐1010
FAX 0176‐53‐8088

三沢市幸町1‐10‐10
安田　勝位
（株）東北企画

青森支部

TEL 017-774-4102
FAX 017-776-0575

青森市緑1-2-15
菊地　綾子
（有）あおもりホームセンター

弘前支部

TEL 0172-36-6233
FAX 0172-36-6244

弘前支部

TEL 0172-32-5584
FAX 0172-32-5594

弘前市大字住吉町22-7
柳田健太郎
（株）よつば不動産

十和田支部

TEL 0176-25-8778
FAX 0176-25-6833

十和田市東二十二番町16-20
吉田　　茂
（有）ヨシコー

十和田支部

TEL 0176-25-1726
FAX 0176-25-7271

十和田市西二十一番町24-21
古賀　　崇
（有）サンポウ

西北五支部

TEL 0173-35-1234
FAX 0173-35-1234

五所川原市字旭町63-2
山田　美之
青森宅建商事（株）

弘前市大字本町52
阿部　　寛
（株）本町不動産

青森支部

TEL 017-734-3101
FAX 017-734-3131

青森市北金沢1-8-2
千葉　智美
（有）創建地所

下北むつ支部

TEL 0175‐22‐6333
FAX 0175‐22‐6337

むつ市金谷1‐14‐23
藤林　吉明
（株）トーリン

八戸支部

TEL 0178-38-9321
FAX 0178-38-9324

八戸市石堂3丁目6-3
北山　光廣
WIN不動産

十和田支部

TEL 0176‐25‐1222
FAX 0176‐25‐2422

十和田市東二十三番町1‐1
中野渡健一
不動産マップ（有）

黒石支部

TEL 0172-55-0087
FAX 0172-55-0871

平川市本町平野24‐1
三浦　　稔
ヒラカワ土地

西北五支部

TEL 0173‐33‐4558
FAX 0173‐34‐9699

五所川原市中央4丁目139
秋田　春樹
（株）タウンプランナー

青森支部

TEL 017-773-4656
FAX 017-773-4664

青森市長島2-4-18
中川　隆司
（株）不動産ナカガワ

青森支部

TEL 017-752-8025
FAX 017-752-8026

青森市大野字若宮191-2
櫻庭　敬子
（株）太陽不動産

八戸支部

TEL 0178‐20‐6233
FAX 0178‐20‐6272

田名部　丈
㈱東北産業　八戸支店

八戸市下長4丁目10-3

弘前支部

TEL 0172‐32‐8163
FAX 0172‐32‐8114

弘前市大字寒沢町19‐27
山下　　治
おさむ不動産（同）

八戸支部

TEL 0178-88-3981
FAX 0178-79-6322

三戸郡階上町角柄折字東平1-222
小野寺　正
みのり不動産

TEL 0178-61-1100
FAX 0178-61-1101

上山　　貢
㈱東北産業

三戸郡五戸町大字豊間内字地蔵平1-865

八戸支部

西北五支部

TEL 0173-33-0035
FAX 0173-34-3675

五所川原市字大町28
野上　友明
フジホームタッケン

西北五支部

TEL 0173-23-3115
FAX 0173-23-3116

五所川原市字大町1
佐々木邦和
五所川原駅前不動産（株）

青森支部

TEL 017-774-3348
FAX 017-776-8069

船橋　　寛
（有）光陽不動産

青森市古川1-10-2-101号 

青森市古川2-4-17 三ツ木ビル1号

三沢支部

TEL 0176‐54‐4010
FAX 0176‐54‐2674

三沢市前平2-11-1
吉田　広美
家導楽
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誌上名刺交換会
（順不同）

令和4年

青森支部

TEL 017-776-7922
FAX 017-776-7995

青森市長島3-5-18
宮本　達子
（株）ヴィナスフォ－ト

青森支部

TEL 017-777-1914
FAX 017-753-0025

青森市北金沢2-14-13
腰山　研二
アークシティ開発

青森支部

TEL 017-752-1617
FAX 017-752-1619

渡辺　　聡
栄町不動産サポート

弘前支部

TEL 0172‐31‐8131
FAX 0172‐31‐8228

弘前市大字本町34‐1
椛澤　睦子
（株）アート不動産

弘前支部

TEL 0172‐27‐7771
FAX 0172‐29‐1188

弘前市大字城東4丁目4‐4
大川　　誠
（株）大川地建

三沢支部

TEL 0176‐57‐1455
FAX 0176‐57‐1476

上北郡おいらせ町住吉3‐50‐631
古間木勝弘
Winコーポレーション

西北五支部

TEL 0173‐34‐8711
FAX 0173‐34‐8720

五所川原市字布屋町9-5
杉野森照道
（株）東奥宅建

西北五支部

TEL 0173‐33‐0507
FAX 0173‐33‐0509

五所川原市字栄町19‐1
江良　金光
（有）サカエ住販

下北むつ支部

TEL 0175‐23‐0909
FAX 0175‐23‐0910

むつ市下北町5-17
藤田　鉄哉
（株）フジタ不動産

下北むつ支部

TEL 0175‐22‐6691
FAX 0175‐22‐6397

むつ市大字田名部字前田4‐9
小島　　順
（有）大地ハウジング

青森支部

TEL 017-752-1233
FAX 017-752-1286

青森市安方2-17-15-1201号
松井　謙介
日本住研

八戸支部

TEL 0178‐43‐5789
FAX 0178‐20‐0367

八戸市城下4丁目7‐3
小林　利光
㈱小林不動産

弘前支部

TEL 0172‐28‐1166
FAX 0172‐26‐1456

弘前市大字外崎2丁目1‐3
齋藤　弘臣
（有）協和不動産

八戸支部

TEL 0178-22-2553
FAX 0178-71-2300

八戸市大字馬場町12-2
大黒　裕明
㈱ベストライフ

弘前支部

TEL 0172‐88-5061
FAX 0172‐88-5062

弘前市大字城東中央２丁目１-１８
中嶋　　功
（株）アイディアルホームズ

西北五支部

TEL 090‐1064‐6151
FAX 0173‐29‐3272

五所川原市大字前田野目字長峰79‐2
笹森　健市
アラケン住まいル企画

下北むつ支部

TEL 0175‐22‐8430
FAX 0175‐23‐6404

むつ市新町10‐23
竹本　博典
（有）サンアイ地所

弘前支部

TEL 0172-37-6511
FAX 0172-37-6512

弘前市大字三岳町6-5
大越　一幸
（株）マップサービス

八戸支部

TEL 0178-33-9628
FAX 0178-33-9628

八戸市白銀町字大沢頭30-5
髙橋　史郎
とうほく不動産

弘前支部

TEL 0172‐34‐0355
FAX 0172‐32‐9507

弘前市大字松森町114
中井　芳隆
（有）青い森不動産

弘前支部

TEL 0172‐27‐6760
FAX 0172‐28‐2127

弘前市大字外崎1丁目9‐6
奈良岡清寿
（有）マルナ地建

弘前支部

TEL 0172‐32‐2000
FAX 0172‐35‐6966

弘前市大字野田1丁目1‐6
高村　光二
（株）第一不動産

弘前支部

TEL 0172-33-0345
FAX 0172-33-4560

弘前市大字親方町20‐1
高橋　秀樹
興和不動産（株）

黒石支部

TEL 0172-52-3486
FAX 0172-52-3486

黒石市下目内澤字目内澤堰末13
浅原　要一
浅原不動産

三沢支部

TEL 0176‐57‐1010
FAX 0176‐53‐8088

三沢市幸町1‐10‐10
安田　勝位
（株）東北企画

青森支部

TEL 017-774-4102
FAX 017-776-0575

青森市緑1-2-15
菊地　綾子
（有）あおもりホームセンター

弘前支部

TEL 0172-36-6233
FAX 0172-36-6244

弘前支部

TEL 0172-32-5584
FAX 0172-32-5594

弘前市大字住吉町22-7
柳田健太郎
（株）よつば不動産

十和田支部

TEL 0176-25-8778
FAX 0176-25-6833

十和田市東二十二番町16-20
吉田　　茂
（有）ヨシコー

十和田支部

TEL 0176-25-1726
FAX 0176-25-7271

十和田市西二十一番町24-21
古賀　　崇
（有）サンポウ

西北五支部

TEL 0173-35-1234
FAX 0173-35-1234

五所川原市字旭町63-2
山田　美之
青森宅建商事（株）

弘前市大字本町52
阿部　　寛
（株）本町不動産

青森支部

TEL 017-734-3101
FAX 017-734-3131

青森市北金沢1-8-2
千葉　智美
（有）創建地所

下北むつ支部

TEL 0175‐22‐6333
FAX 0175‐22‐6337

むつ市金谷1‐14‐23
藤林　吉明
（株）トーリン

八戸支部

TEL 0178-38-9321
FAX 0178-38-9324

八戸市石堂3丁目6-3
北山　光廣
WIN不動産

十和田支部

TEL 0176‐25‐1222
FAX 0176‐25‐2422

十和田市東二十三番町1‐1
中野渡健一
不動産マップ（有）

黒石支部

TEL 0172-55-0087
FAX 0172-55-0871

平川市本町平野24‐1
三浦　　稔
ヒラカワ土地

西北五支部

TEL 0173‐33‐4558
FAX 0173‐34‐9699

五所川原市中央4丁目139
秋田　春樹
（株）タウンプランナー

青森支部

TEL 017-773-4656
FAX 017-773-4664

青森市長島2-4-18
中川　隆司
（株）不動産ナカガワ

青森支部

TEL 017-752-8025
FAX 017-752-8026

青森市大野字若宮191-2
櫻庭　敬子
（株）太陽不動産

八戸支部

TEL 0178‐20‐6233
FAX 0178‐20‐6272

田名部　丈
㈱東北産業　八戸支店

八戸市下長4丁目10-3

弘前支部

TEL 0172‐32‐8163
FAX 0172‐32‐8114

弘前市大字寒沢町19‐27
山下　　治
おさむ不動産（同）

八戸支部

TEL 0178-88-3981
FAX 0178-79-6322

三戸郡階上町角柄折字東平1-222
小野寺　正
みのり不動産

TEL 0178-61-1100
FAX 0178-61-1101

上山　　貢
㈱東北産業

三戸郡五戸町大字豊間内字地蔵平1-865

八戸支部

西北五支部

TEL 0173-33-0035
FAX 0173-34-3675

五所川原市字大町28
野上　友明
フジホームタッケン

西北五支部

TEL 0173-23-3115
FAX 0173-23-3116

五所川原市字大町1
佐々木邦和
五所川原駅前不動産（株）

青森支部

TEL 017-774-3348
FAX 017-776-8069

船橋　　寛
（有）光陽不動産

青森市古川1-10-2-101号 

青森市古川2-4-17 三ツ木ビル1号

三沢支部

TEL 0176‐54‐4010
FAX 0176‐54‐2674

三沢市前平2-11-1
吉田　広美
家導楽
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　（1）住宅用家屋に係る登録免許税の軽減措置の延長
　➡築年数要件が廃止され、 昭和57年以降に建築された住宅は新耐震基準に適合す
るものとみなす緩和がなされたうえで、 令和6年3月31日まで2年間延長されます

　（2）新築住宅の固定資産税の減額措置の延長
　➡令和6年3月31日まで2年間延長されます
　　なお、 一定の住宅は適用対象から除外されます

　（3）不動産取得税に係る特例措置の延長
　➡令和6年3月31日まで2年間延長されます

　（4）買取再販の住宅用家屋における登録免許税の軽減措置の延長
　➡築年数要件が廃止され、昭和57年以降に建築された住宅は新耐震基準に適合する
ものとみなす緩和がなされたうえで、令和6年3月31日まで2年間延長されます

　（5）居住用財産の譲渡に係る各種特例措置の延長
　①居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
　②特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
　③特定の居住用財産を買換え等した場合の譲渡益課税の繰延制度
➡令和5年12月31日まで2年間延長されます

　（6）その他適用期限を迎える各種税制特例措置の延長
　①住宅ローン減税制度
　➡制度見直しのうえ、 以下の措置が講じられます

②不動産の譲渡に係る印紙税の軽減措置

③住宅の耐震、 バリアフリー、省エネ改修工事に係る固定資産税の特例措置

④長期優良住宅普及の促進に関する法律に基づく認定長期優良住宅を新築した場合における特例措置
（登録免許税、 不動産取得税、 固定資産税）

⑤都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定低炭素住宅を新築した場合における登録免許税の
特例措置

⑥老朽化マンションの建替え等の促進に係る特例措置（登録免許税、不動産取得税）

⑦都市のスポンジ化対策のための特例措置（登録免許税、 不動産取得税、 固定資産税等）
➡上記②～⑦においては、令和6年3月31日まで2年間延長されます
⑧直系尊属から住宅取得等資金贈与を受けた場合の非課税措置（贈与税）
➡非課税限度額が最大1,000万円（質の高い住宅）となり、築年数要件が緩和された
うえで、令和5年12月31日まで2年間延長されます。また、受贈者の年齢要件が
18歳以上に引き下げられます

⑨住宅取得等資金を受けた場合の相続時精算課税制度（贈与税）…令和3年12月31日
➡築年数要件が廃止され、昭和57年以降に建築された住宅は新耐震基準に適合する
ものとみなす緩和がなされたうえで、令和5年12月31日まで2年間延長されます

○こどもみらい住宅支援事業（令和3年度補正予算成立が前提）
一定の省エネ性能を有する住宅の新築や、一定の要件を満たすリフォームを行う場合、所定の補助金
を交付

【制度概要】
◇新築は、子育て世帯・若者夫婦世帯を対象とし、最大100万円の補助金を交付。
◇リフォームは、全ての世帯を対象とし、最大30万円の補助金を交付。
（子育て世帯・若者夫婦世帯の場合等に上限引上げの特例あり。）
◇補助金の交付は、 住宅を整備・分譲する事業者の申請に基づき、 住宅の取得・リフォームを行う方に
補助金全額分が還元されることを条件に、 当該事業者に対して補助金を交付。

◇令和3年11月26日から令和4年10月31日までに契約の締結等を行い、住宅を整備・分譲する事業者
が所定の手続により事務局（今後国が選定）の登録を受け、 その後に着工したものが対象。

令和4年度税制改正要望に対する結果概要について
【速　報（一部抜粋）】

適用期限を迎える各種税制特例措置の延長

適 用 期 限：4年間延長（令和7年12月31日まで）
控　除　率：一律0. 7％に引き下げ
床面積要件：50㎡（新築の場合、令和5年までに建築確認：40㎡（所得要件1, 000万円以下））
所 得 要 件：合計所得金額2,000万円以下
控 除 期 間：新築住宅・買取再販においては、原則13年（既存住宅は10年）
築年数要件：昭和57年以降に建築された住宅（新耐震基準適合住宅）に緩和
　　　　　　※上記以外の場合は耐震基準に適合する証明が必要
借入限度額：以下のとおり

入　　居　　年 2022年 2023年 2024年 2025年

新築住宅・買取

既　存　住　宅

長期優良住宅・低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅

5,000万円
4,500万円
4,000万円

4,500万円
3,500万円
3,000万円

その他の住宅 3,000万円

3,000万円

2,000万円

0円
(2023年までに新築の
 建築確認 : 2,000万円
 （控除期間10年））

長期優良住宅・低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
その他の住宅

➡こどもみらい住宅支援事業が創設されます

〈税制関係〉

令和4年度不動産関係税制改正の概要について詳しくは下記をご覧ください。
当協会ホームページ：http://aomori-takken.or.jp/news/4901

〈その他住宅取得支援策について〉
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宅建業に従事している
宅建士の方

申込み必要書類

　宅地建物取引士証の有効期限が切れますと、新たに交付
を受けるまでの期間、宅建士としての業務に従事すること
はできませんので、有効期限内に更新のための法定講習を
受講する必要があります。

見必
①宅地建物取引士証交付申請書
②同一の顔写真　3枚
③法定講習会受講申込書
④証交付申請手数料 4,500円
　受 講 料 12,000円
　合　　　　　　計 16,500円

（　　　　　 ）カラー 3㎝×2.4㎝
「顔の大きさ約2㎝」

法定講習会の開催日程について

実 施　　日 時　　　　間 開催地区 会　　　　　場

令和４年 ２ 月16日（水）

令和４年 ５ 月12日（木）

9：30～16：40

9：30～ 16：40 青森市

自宅学習

※新型コロナウイルス感染状況により、変更となる場合がございます。
※令和4年2月の講習をもって、自宅学習での講習会は終了予定です。

おとり広告の禁止に関する注意喚起等について

１　宅地建物取引業法により、誇大広告等の禁止に
ついて規定されており、顧客を集めるために売る
意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の
物件を販売しようとする、いわゆる「おとり広告」
及び実際には存在しない物件等の「虚偽広告」に
ついても禁止されています。
　　また、これらの広告は、不当景品類及び不当表
示防止法及び不動産の表示に関する公正競争規約
においても禁止されているところです。

　（1）具体的には、例えば、実際には取引する意
思のない物件を、顧客を集めるために、合理的
な根拠なく「相場より安い賃料・価格」等の好
条件で広告して顧客を誘引（来店等を促す行為）
した上で、他者による成約や事実ではないこと
（例えば、生活音がうるさい、突然の水漏れが
生じた、治安が悪い等）を理由に、他の物件を

紹介・案内することは「おとり広告」に該当し
ます。

　（2）成約済みの物件を速やかに広告から削除せ
ずに当該物件のインターネット広告等を掲載す
ることや、広告掲載当初から取引の対象となり
得ない成約済みの物件を継続して掲載する場合
も、故意・過失を問わず「おとり広告」に該当
します。

　（3）他の物件情報等をもとに、対象物件の賃料
や価格、面積又は間取りを改ざんすること等、
実際には存在しない物件を広告することは「虚
偽広告」に該当します。

２　各宅地建物取引業者においては、上記を踏まえ、
広告の適正化に一層取り組むとともに、宅地建物
取引業法を始めとする関係法令等の遵守の徹底を
お願いします。

　広告の適正化等については、年度末にかけて宅地建物取引が増加する時期を迎えることから、
業務の適正な運営と宅地建物の公正な取引の確保を図るため、改めてお知らせいたします。 　当協会では、一般消費者を対象とした「ハトマーク消費者セミナー」を下記のとおり開催し

ます。人口減少による空き家問題に係る「家財整理」等において、様々な事情をお持ちの家庭
がたくさんあると思います。実際に日常の業務として行っている花輪氏からご講演いただきま
すので、お時間のある方は是非ご参加下さい。

【賃貸不動産経営管理士協議会】
「【民間資格】賃貸不動産経営管理士」（移行講習未修了）は

令和4年6月15日をもって終了します
　「【民間資格】賃貸不動産経営管理士」は令和4年6月15日をもって終了となることが決定いた
しました。
　令和2年度以前の試験に合格し、当協議会に登録された「【民間資格】賃貸不動産経営管理士」で、
「移行講習」を令和4年6月15日までに修了されなかった方は、お持ちの管理士証の有効期限に関
係なく6月15日をもって終了し、その効力は失われます。
　継続して資格を所持するためには、「移行講習」の修了をもって、「【国家資格】賃貸不動産経営管
理士」に移行してください。

https://www.chintaikanrishi.jp/dm202107/詳細は右記URLよりご覧ください。

ハトマーク消費者セミナー開催

【遺品整理・特殊清掃・生前整理】
●残った家具は…
●神棚や仏壇を粗末にしたくない…など

公益社団法人　青森県宅地建物取引業協会
TEL.017－722－4086

主催・申込先

受講無料
定員50名

弘前市　ヒロロ　4階「市民文化交流館ホール」

遺品整理・生前整理・特殊清掃業務の現場から

㈱トータルプロデュースモコ
　　　　　　　　　　代表取締役　花輪　隆俊 氏

令和４年 2月21日（月）13：30～ 15：00日　時

会　場

内　容

講　師
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　青森県居住支援協議会では、住宅確保要配慮者が安心して暮らせる住まいの
確保と空き家等の適正管理及び有効活用に向けて「住まいと空き家相談会」を
青森市、弘前市、八戸市において下記のとおり開催いたします。
　どなたでも相談ができ、相談料は無料です。是非ご相談下さい。

【相談員】（3会場共通）
○空き家相談員（宅地建物取引士）　　　　　○司法書士
○すまいアップアドバイザー（建築士）　　　○市役所職員

十和田支部　十和田市長に要望書を提出十和田支部　十和田市長に要望書を提出
　令和３年12月６日、中野渡健一支部長は要望書を取りまとめ、吉田茂副支部長、古賀崇副支部長、生出隆
雄幹事と共に十和田市役所を訪問し、小山田市長に要望書を手渡しました。

　今後もより良い地域づくり、街づくりのため、十和田市と
協力しながら前向きに住環境整備に取り組んでまいります。

会場 はっち　５階「レジデンスA」
日時八戸

会場
令和4年 2月2日（水）10：30～ 14：00

八戸市共催

弘前市共催

青森市共催

会場 ヒロロ　３階「多世代交流室1」
日時弘前

会場
令和4年 2月7日（月）10：30～ 14：00

会場 アスパム　８階「しらかみ」
日時青森

会場
令和4年 2月9日（水）10：30～ 14：00

※相談時間：1組約30分（3会場共通）
※相談無料・事前予約推奨
　（予約なしでも受け付けますが、お待ち
　いただく場合や当日の相談をお断りさ
　せていただく場合があります。）

青森県居住支援協議会
TEL.017－722－4086　FAX.017－773－5180

青森市長島3丁目11-12　青森県不動産会館主催・申込先

申込書　▶
QRコード

要望事項は以下の通りです。

●行政が組織する都市計画や街づくり、地域づくりに関
する審議会等に当支部の代表者も委員として参加さ
せていただきたい。

●移住者等で空き家と農地をセットで取得する場合に
限って、農地法３条による下限面積を引き下げてくだ
さるよう市として、農業委員会に働きかけていただき
たい。

●十和田市の移住・定住支援事業の新築住宅取得対象者
は、上十三・十和田湖広域定住自立圏以外からの移住
定住者となっているが、これを十和田市外からの移住
定住者に拡大していただきたい。

黒石支部　三陸震災復興取組に関する視察研修会黒石支部　三陸震災復興取組に関する視察研修会
　令和3年12月9日、出発一日目は晴れ渡った清々
しい天気の日でありました。訪れた釜石鵜住居復興
スタジアムは、ラグビーワールドカップ2019日本
大会「フィジー対ウルグアイ」戦が行われたところ
です。2011年の東日本大震災で被害にあった小中
学校跡地に釜石鵜住居復興スタジアムは建設されま
した。スタジアムを通して釜石市の震災の記憶と防
災の知恵を伝えています。私どもを含め、このスタジ
アムを訪れた人たちは、震災の怖さと対処できる行
動を学び、伝えていかなければならないのだと思い
ました。
　令和3年12月10日、二日目の気仙沼市は薄曇
りの天気でしたが、動きやすい丁度よい気温でし
た。気仙沼市で訪れたのは、東日本大震災遺構伝承
館。こちらも震災で被害にあった旧気仙沼向洋高校
の跡地に建っています。被災した高校は4階建てに
もかかわらず、津波は屋上まで攻め入ったそうで
す。屋上に避難した人たちと津波との戦いは壮絶
で、何時間も生死の狭間にたたずんでいたのだそう
です。震災の凄まじさを痛感しました。壊滅的な被
害の中、幸いにも生徒・教職員は全員無事でした。
震災直後、校庭は手作業で分別した瓦礫集積処理場

に利用され、今では、市民の憩いの場としてのパ
ターゴルフの楽園になっています。震災の最中だけ
でなく、その後生きていくには、どのようにしてい
かなければいけないかを考えさせられました。
　被災地の方々の頑張りが復興という形で見て感じ
られることができました。一年後、二年後、新たな
復興が見えてくるのが楽しみです。

弘前支部　カレンダー寄付活動実施報告弘前支部　カレンダー寄付活動実施報告
　令和３年12月27日（月）に来年のカレンダーを支部
会員らが持ちより、社会福祉法人弘前豊徳会、社会福祉
法人愛成会、社会福祉法人つがる三和会の３施設にカレ
ンダー総数522部を寄付させていただきました。この
うち、弘前豊徳会（下山保則理事長）が運営する市内大
川の「サンタハウス弘前」に、大川誠副支部長、椛澤睦
子専任幹事、高村光二企画情報委員長らが訪れ、下山理
事長にカレンダーを手渡して参りました。下山理事長は
「入居者の方々に季節や日にちを感じていただくために
もカレンダーは大事。入居者の方も毎年喜んでいます。」
と感謝しておりました。
　このカレンダー寄付事業は今回で９回目になります。
需要があるのか、カレンダーが集まるのか、毎回心配し
ておりますが、この貢献事業が支部会員の皆様に定着し
つつあり、今回も会員の皆様から、500部以上ものカ
レンダーを提供していただきました。
　そしてまた、３施設も快く受け取っていただきまし
た。今後も活動を広げていきたいと思います。ご協力あ
りがとうございました。

住まいと空き家相談会開催日程
【青森県居住支援協議会】
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採用
年月日 所属支部 商号又は名称 従業者氏名（証明書番号）

３年 ８ 月 1 日

３年10月 4 日

青　森

八　戸

退職

㈱ハシモトホーム
青森支店

㈱ハシモトホーム
弘前支店

中村光太郎（210813）

酒井　今子（211008）

田村　　晟（211202）

須藤　明子（211213）

葛西　和春（2111D12）

山谷　盛根（2111F14）

３年10月17日

３年10月31日

３年11月20日

３年11月28日

３年11月29日

３年11月30日

３年11月30日

３年12月13日

㈲橋場不動産

青森不動産（同）

タウンマイスター㈱

㈱アクト

アップルハウジング㈱

㈲かわさき住宅

㈲ファインホームズ

㈱ユタカ工業

山本久美子（210312）

後藤　胡桃（210403）

木村　隆志（210603）

坂本　　登（191203）

橋本真紀子（1904A26）

石岡　一希（210303）

奈良三奈子（080303）

田村　浩志（081105）

十和田

青　森

青　森

青　森

青　森

青　森

弘　前

十和田

今後ともよろしくお願いします。

新 入 会 員 紹 介

大橋　進悦
《八戸支部》

12月末 支部別会員数

178（17） 126（14） 97（6） 20（0） 49（2） 39（3） 28（1） 31（2）

（　　）内は従たる事務所

三戸郡三戸町大字川守田字東張渡22
TEL.0179－22－2290
FAX.0179－22－1154
入会年月日／令和3年12月9日

商号又は名称／㈲サントーヨー住器
免許番号／青森県知事（1）3597
宅地建物取引士／大橋彩人（青森）5787

小野伸治郎
《弘前支部》

弘前市大字田園1－8－5
TEL.0172－28－4006
FAX.0172－28－4016
入会年月日／令和3年12月9日

商号又は名称／㈱グラーテス
免許番号／青森県知事（1）3598
宅地建物取引士／小野亜矢（青森）4696           

合　計　　　568（45）

青  森 八　戸 弘　前 黒　石 十和田 三　沢 西北五 下北むつ

三沢支部　献血促進活動実施報告三沢支部　献血促進活動実施報告
　令和3年12月23日（木）役員並び青年部会員が開
始1時間前の午前9時に三沢市役所に集合し、献血
を呼びかけ、「無料相談窓口」PR用チラシ（支部事
務所案内図及び会員名簿）と献血ノベルティーを作
成し配布致しました。

　コロナ禍の影響でまだまだ血液が不足していると
の事。献血希望者も少ないのではと心配の中、車2
台で受付者93名、採決者88名と県赤十字血液セン
ターさんの目標86名を達成することが出来ました。
　皆さまのご協力に感謝致します。

年月日 所属支部 商号又は名称 変更事項 変更後 変更前

３年10月31日

３年11月 1 日

３年11月 1 日

３年11月 1 日

３年11月18日

３年12月 1 日

３年12月 1 日

３年12月 1 日

３年12月 1 日

３年12月17日

３年12月21日

青　森

青　森

八　戸

青　森

八　戸

八　戸

十和田

八　戸

弘　前

青　森

弘　前

青　森

三　沢

宅建士

宅建士

政令使用人

宅建士

宅建士

宅建士

代表

代表

宅建士

代表

宅建士

政令使用人

宅建士

宅建士

代表

政令使用人

（退任）

石山　貴行（秋田）3643

石山　貴行

（退任）

水上　智博（青森）3063

附田　　卓（青森）3806

谷口　文弥

関川　　明

市川　尚実（青森）4923

佐々木幸成

佐々木幸成（青森）3217

三浦　幸輔

三浦　幸輔（青森）4310

齋藤　和広（青森）4997

清河　智英

堀　　隼斗

小林　裕樹（石狩）18928

穴水　　豪（新潟）7647

穴水　　豪

鴨澤　　恵（青森）4812

（就任）

中田　清隆（青森）3808

池田　雄一

中野渡　悟

田中美津子（青森）5449

熊谷　慎二

熊谷　慎二（青森）2451

佐々木幸成

佐々木幸成（青森）3217

工藤　友久（神奈川）59874

水戸　篤人

上野あや子

会員異動状況

大和ハウス工業㈱北東北支社青森営業所

大和ハウス工業㈱北東北支社青森営業所

㈱ワタナベ設計

水上不動産商事㈱

㈱土屋ホーム八戸支店

㈱ロゴスホーム

㈱ガイア実業

㈱アイラス

㈱太陽地所

㈱太陽地所青森支店

弘前倉庫㈱

㈱常口アトム青森

㈱小坂工務店アパマンショップ三沢

３年 ９ 月30日

３年10月 1 日

青　森

弘　前

下北むつ

弘　前

３年12月 1 日

３年12月 1 日

３年11月 1 日

３年11月 1 日

㈱サンホームむつ

㈱あさひほうむ

㈱アクト

㈲エビナ

年月日 所属支部 商号又は名称 従業者氏名（証明書番号）

　㈲サントーヨー
住器

　㈲サントーヨー
★住器

㈱グラーテス★㈱グラーテス

●
ミニストップ

●
三戸玉泉院 ●

マルワ
リフォーム

●ファミリーマート

さとう耳鼻咽喉科
医院● 従業者異動状況

会員退会状況　
会 員 承 継権

年月日 所属支部 承継の事由 承継前の商号又は名称新免許番号

3年11月11日

3年12月16日

十 和 田

下北むつ

商号又は名称

㈱ガイア実業 

大間不動産（同）

個人→法人

個人→法人

ガイア実業

大間不動産

旧免許番号

青森県知事（1）3569

青森県知事（1）3460

青森県知事（1）3596

青森県知事（1）3601
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協会の主な活動記録

協会二団体関係

協会の主な活動記録

年月日 会議・行事等の名称 場　　　所

三 沢 市　三沢市総合社会福祉センター
青 森 市　アスパム
弘 前 市　弘前市総合学習センター
黒 石 市　スポカルイン黒石
む つ 市　まさかりプラザ
十和田市　市民交流プラザトワーレ
八 戸 市　はちえきキャンバス
青 森 市　県不動産会館
青 森 市　県不動産会館
弘 前 市　弘前パークホテル
青 森 市　県不動産会館
青 森 市　県不動産会館
青 森 市　県不動産会館
（自宅学習）
青 森 市　アスパム
八 戸 市　八戸プラザホテル
青 森 市　県不動産会館
青 森 市　ホテル青森
青 森 市　県不動産会館

令和３年 11月 2 日
11月 3 日

11月 5 日
11月 6 日
11月 7 日
11月 8 日

11月10日
11月12日

11月17日
11月18日
11月26日
12月 1 日

12月21日

他団体関係
年月日 会議・行事等の名称 場　　　所

新潟県　ANAクラウンプラザホテル新潟
（Web会議）
青森市　県総合社会教育センター
弘前市　ヒロロ
十和田市　十和田市民文化センター
青森市　ウエディングプラザアラスカ
神奈川県　ホテル河鹿荘
東京都　第一ホテル東京
東京都　第一ホテル東京
東京都　TKPガーデンシティPREMIUM京橋
青森市　アピオあおもり
秋田県　ホテルメトロポリタン秋田
（Web会議）
青森市　県庁西棟8階大会議室
（Web会議）

北海道・東北・甲信越地区　第3回運営協議会
全宅保証第2回監査会
子供・女性見守りスキルアップ研修会（青森会場）
子供・女性見守りスキルアップ研修会（弘前会場）
子供・女性見守りスキルアップ研修会（十和田会場）
第3回青森県人材還流政策連絡会
全宅連東日本地区指定流通機構協議会「評議員会」
全宅保証第3回理事会
全宅連第3回理事会
全宅管理第2回理事会
県消費者トラブル防止ネットワーク　第3回会議
東北地区公取協調査員・規約担当事務局員研修会
東北地区公取協第2回理事会
第148回青森県都市計画審議会
都道府県宅建協会・本部事務局長会議

令和３年 11月 1 日
11月 8 日

11月12日
11月16日
11月17日
11月25日

11月26日
12月16日
12月17日
12月20日
12月22日
12月23日

空き家相談会（三沢会場）
空き家相談会（青森会場）
空き家相談会（弘前会場）
空き家相談会（黒石会場）
空き家相談会（下北むつ会場）
空き家相談会（十和田会場）
空き家相談会（八戸会場）
三役会議
第2回常務理事会
一定課程研修会（弘前会場）
三役会議
第3回理事会
第3回幹事会
法定講習会
相談担当者研修会
一定課程研修会（八戸会場）
三役会議
一定課程研修会（青森会場）
第5回企画情報委員会

青森市長島三丁目11番12号　TEL017‐722‐4086（代）

公益社団法人 青 森 県 宅 地 建 物 取 引 業 協 会
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会青森本部
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青森県不動産会館
シンボルマーク（ハトマーク）は、私たちがこれから目指
していくべき姿の象徴です。2羽の鳩は会員とユーザー
の信頼と繁栄を意味し、赤色は「太陽」を、緑色は「大地」
を、そして白色は「取引の公正」を表しています。また、
REAL（不動産の・本当の）PARTNER（仲間・協力し
あう）は会員とユーザーがREAL PARTNERとなり、
「信頼の絆」が育まれるようにとの願いをシンボルマー
クにこめたものです。

【お電話】03-5821-8181（平日9時～17時） https://www.zentaku.or.jp/useful/single/navi/

はじめての一人暮らしガイドブック寄贈のご案内
部屋探しから入居までの流れはもちろん、賃貸借契約時に必要な法律知識
や金銭管理に関する情報、基本的な生活マナー、そして緊急時の対処法ま
で各プロセスごとに分かりやすく紹介しています。これからはじめて一人
暮らしを始める方へのガイドブックとして、ぜひご活用ください。
ガイドブックの寄贈を希望される方は、以下までご連絡ください。

（公社）全国宅地建物取引業協会連合会　広報研修部

大学・高校等関係者のみなさまへ

編 集 後 記

　新年明けましておめでとうございます。

　青森県内は、昨年末の大寒波から大雪が続き、今年も雪の心

配から始まりました。また、新型コロナウイルスの新たな変異

株、オミクロン株の感染者が県内でも確認されており、一人ひ

とりが基本的な感染防止対策を徹底し、健康管理に十分注意す

る事が求められます。

　今年こそは、新型コロナウイルスが終息し景気も少しずつ回

復していく事を願い、本年が、会員の皆様にとって輝かしい一

年であります様、心よりお祈り致します。

企画情報副委員長　宮本　達子
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復していく事を願い、本年が、会員の皆様にとって輝かしい一

年であります様、心よりお祈り致します。

企画情報副委員長　宮本　達子
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全宅連および全宅保証は、消費者セミナー2021秋「大人へのトビラ」
スペシャルサイトを2021年11月1日（月）に公開しました。
今年の消費者セミナーのテーマは「新成人」です。
https://www.zentaku.or.jp/lp/training_seminar_consumer_2021_autumn/
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本キャンペーンサイトで紹介するコンテンツの理解度をチェックするテスト（全5問）に全問正解し、
応募された方の中から抽選で「大人準備金」としてAmazonギフト券が当たるキャンペーンを実施します。

【応募条件】キャンペーン応募期間中に本キャンペーンサイト（スマートフォン・PC）より、出題されている設問に全問正解し、メールアドレスを入力した上で応募された方。
【キャンペーン応募期間】2021年11月1日（月）～2022年3月31日（木）
【当選景品・当選者数】「応募条件」すべてを満たした方の中から抽選で10名の当選者を決定し、「Amazonギフト券30,000円分」の進呈をいたします。
【景品進呈方法について】応募締め切り後、抽選を行った後、2022年4月下旬頃に、当選者を決定。当選発表はご登録いただいたメールアドレスへの当選通知と
ギフトコードのご案内をもって代えさせていただきます。
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Ama z o n . c o . j pおよびそれらのロゴはAma z o n . c om . I n cまたはその関連会社の商標です。※個人情報保護方針につきましてはこちら
（https://www.zentaku.or.jp/policy/）をご覧ください。※本キャンペーンで得た権利の譲渡はできません。※本キャンペーンは予告なく変更または中止する場合が
あります。※本キャンペーン対象となる条件を変更、または期間を延長する場合があります。※特典の景品がメールアドレスの不備などで送信することができない
場合、受け取り辞退の扱いとさせていただきますのでご了承ください。

大人準備金プレゼントキャンペーン

AED（自動体外式除細動器）を設置しております。
協会本部 八戸支部弘前支部

全国宅地建物取引業協会連合会
公益社団法人

全国宅地建物取引業保証協会
公益社団法人

公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会
Mail:info@zentaku.or.jp
URL：https://www.zentaku.or.jp/

問合せ先

大
人
に
な
る
っ
て
、

ワ
ク
ワ
ク
す
る
。

全宅連および全宅保証は、消費者セミナー2021秋「大人へのトビラ」
スペシャルサイトを2021年11月1日（月）に公開しました。
今年の消費者セミナーのテーマは「新成人」です。
https://www.zentaku.or.jp/lp/training_seminar_consumer_2021_autumn/

スペシャルサイト公開！スペシャルサイト公開！

本キャンペーンサイトで紹介するコンテンツの理解度をチェックするテスト（全5問）に全問正解し、
応募された方の中から抽選で「大人準備金」としてAmazonギフト券が当たるキャンペーンを実施します。

【応募条件】キャンペーン応募期間中に本キャンペーンサイト（スマートフォン・PC）より、出題されている設問に全問正解し、メールアドレスを入力した上で応募された方。
【キャンペーン応募期間】2021年11月1日（月）～2022年3月31日（木）
【当選景品・当選者数】「応募条件」すべてを満たした方の中から抽選で10名の当選者を決定し、「Amazonギフト券30,000円分」の進呈をいたします。
【景品進呈方法について】応募締め切り後、抽選を行った後、2022年4月下旬頃に、当選者を決定。当選発表はご登録いただいたメールアドレスへの当選通知と
ギフトコードのご案内をもって代えさせていただきます。
【注意事項】※本キャンペーン主催者は公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会・公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会です。※Amazon、
Ama z o n . c o . j pおよびそれらのロゴはAma z o n . c om . I n cまたはその関連会社の商標です。※個人情報保護方針につきましてはこちら
（https://www.zentaku.or.jp/policy/）をご覧ください。※本キャンペーンで得た権利の譲渡はできません。※本キャンペーンは予告なく変更または中止する場合が
あります。※本キャンペーン対象となる条件を変更、または期間を延長する場合があります。※特典の景品がメールアドレスの不備などで送信することができない
場合、受け取り辞退の扱いとさせていただきますのでご了承ください。

大人準備金プレゼントキャンペーン




