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会員総数４８２名（正会員 422名・準会員 60名）※平成 30年 3月 20日現在 

◆執行部より◆ 
 

平成３０年３月６日（火）、協会本部（３Ｆ）にて執行部役員

会が開催され、下記の事項が報告並びに審議・決定されました

ので、ご報告いたします。 
 

≪報告事項≫   

(1)本部報告  (2)支部長報告  (3)各担当理事報告 

(4)２/８ 全支部青年部合同研修会・懇親会の件   

(5)２/１６ 第２回ハトマーク研修会の件 

(6)平成３０年度 資格審査委員会等 開催日程の件 

(7)その他 
 

≪審議事項≫  

(1)３/２ 第３回情報交換会の件 

(2)３/６ 全役員会・懇親会の件 

(3)平成 30・31年度 評議員・理事 割当数の件  (4)その他 

※ 平成３０年４月の執行部役員会開催について 

日時：平成３０年４月６日（金）午後２時３０分～ 
 

◇ 転 入 ◇ 
 

（株）京神不動産 

〒600-8258 京都市下京区金換町 109－1 

代表者・専任宅地建物取引士  池川 佳宏氏 

ＴＥＬ：075-932-0039  ＦＡＸ：075-874-5166 

 

（株）ハウスイノベーション 

〒604-0036 京都市中京区二条通西洞院東入 

正行寺町 662番地 フォース二条城東 1階 

代表者・専任宅地建物取引士 白川 淳氏 

ＴＥＬ：075-221-5300  ＦＡＸ：075-221-5400 

 

◇ 代 表 者 変 更 ◇ 
 

（株）杉徳 

（旧）濵口 直樹氏 →（新）和田 俊彦氏 

 

◇事務所所在地変更◇ 
 

（株）レアル 

新住所 〒600-8421 京都市下京区綾小路通烏丸西入 

童侍者町 159番地 1 
 

（株）総合計算センター 

新住所 〒604-8873 京都市中京区壬生花井町 23番地 6 

 

（株）クライス 

新住所 〒600-8216 京都市下京区東洞院通七条下る 

          東塩小路町 717番地 1 
 

（株）キャプテンハウス 

新住所 〒600-8182 京都市下京区間之町五条下ル 

塗師屋町 113番 1 

◆平成 30・31年度 評議員選出選挙について◆ 

第二支部選挙管理委員会 
 

去る平成３０年３月２０日（火）、標記選挙の開票が行われ、

第二支部では２３名の評議員が選出されました。   

投票数（投函枚数）は１７３枚で、投票率は４１．５％で

した。 

年度末のお忙しい中にもかかわらず、ご投票いただきまし

た会員の皆様にこの場をお借りして感謝申し上げます。 

今後は平成３０年４月２日（月）に開催する「新・評議員

会」にて、理事候補と支部長が選出されます。 

◆３月度  新入会員・転入会員・ 

各種変更会員のご紹介◆ 
 

◇ 新 入 会 ◇ 
 

（株）オールイン 

〒604-8811 京都市中京区壬生賀陽御所町 3番地 3 

ドルミ四条大宮 903号 

代   表   者  江田 慶子氏 

専任宅地建物取引士  西村 嘉忠氏 

ＴＥＬ：075-406-5765  ＦＡＸ：075-406-5765 

 

（株）クロニクル クロニクル京都四条ショールーム 

〒600-8006 京都市下京区四条通柳馬場西入 

立売中之町 99番地 四条 SETビル 1階 

代   表   者  門谷 尚子氏 

専任宅地建物取引士  塩満 督氏 

ＴＥＬ：075-283-0440  ＦＡＸ：075-283-0441 

 

（株）谷町君 京都支店 

〒604-8104 京都市中京区姉小路通柳馬場西入 

木之下町 299 Coto Glance姉小路通 5F 

代   表   者  趙 金輝氏 

専任宅地建物取引士  西川 泰宏氏 

ＴＥＬ：075-585-5080  ＦＡＸ：075-585-5081 
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会員総数４８２名（正会員 422名・準会員 60名）※平成 30年 3月 20日現在 

◆新入会員よりご挨拶◆ 

株式会社クロニクル   

クロニクル京都四条ショールーム  

  門谷 尚子 
 

 初めまして。私どもはプロポライフグループ株式会社クロ

ニクル・京都四条ショールームと申します。 

弊社は「住」に関連する各種事業を行う総合不動産企業で

ございます。 

クロニクルは主に不動産仲介＋弊社リノベーションブラン

ド「ログマンション」の分譲を行っております。「ログマンシ

ョン」とは中古マンションの室内をリノベーションし、天然

無垢材をふんだんに使用したオリジナル建材を全室に採用す

るなど、新たな付加価値を追求したリノベーションブランド

です。 

京都には下京区・中京区・上京区などに現在８戸のログマ

ンションがございますので、ぜひお客様へのご紹介をお願い

致します。また、仕入不動産も募集しておりますのでお気軽

にご連絡ください。 

今後ともよろしくお願い致します。 
 

◆転入会員よりご挨拶◆ 

株式会社京神不動産  池川 佳宏 
 

初めまして。株式会社京神不動産の池川です。 

前職は中堅デベロッパーに在籍し、主にマンション事業に

携わってきました。そのエリアごとでの顧客の調査、間取り

考案、共用部の創り込み、販売、引渡し、アフターフォロー

まで行ってきました。 

その経験を活かし、他社の新築マンション販売に携わるべ

く活動しながら、中古マンションや戸建て等の仲介を行って

います。 

 まだまだ若輩者ですが、今後ともご指導ご鞭撻のほどよろ

しくお願い申し上げます。 

◆協会からのお知らせ メール配信のご案内◆ 
 

日頃より会員の皆様には、支部だよりをはじめとして研修会

や懇親会のご案内など様々なお知らせを、ＦＡＸとメールの２

種類の方法で配信をさせていただいています。しかし、将来的

にはメールでの配信を主とすることを考えており、皆様にはメ

ール配信のご利用をお願いしております。 

現在、協会からのメールを受信されておられず、新たにメー

ル配信をご希望される方は、件名を「第二支部メール配信希望」

として、本文に ①商号 ②代表者氏名をご入力いただき、第

二支部までメール（s i b u 2 @ ky o t o - t a k k e n . o r . j p）をお送

りいただきますよう、お願い申し上げます。 

なお、パソコン環境がない等の理由でＦＡＸ配信（メール配

信との併用も含む）を希望される方には、継続させていただき

ます。 

◆第二支部 全役員会のご報告◆ 

総務部長  大岸 義幸 
 

今年度第２回目の第二支部全役員会が平成３０年３月６

日（火）に開催されました。２４名の役員の皆様にご出席

いただき、各委員会における今年度下半期の報告等をして

いただきました。 

◆支部合同事務所のご案内◆ 
 

●所在地：京都市上京区中立売通新町西入三丁町４５３－３  

京都府宅建会館１階 

●ＴＥＬ：４１７－０００７  ＦＡＸ：４１７－０００８ 

●休業日：土曜日・日曜日・祝日・盆休み・年末年始 

●業務時間：午前９時～正午・午後１時～午後５時  

●支部メールアドレス：sibu2@kyoto-takken.or.jp 

★ いつも『支部だより』をご愛読いただきありがとうございます。 

皆様からの色々な情報等のご投稿をＦＡＸ・メールにてお待ちしております。 
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