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● 事業案内

● 組織

コンピュータ管理されたレインズの不動産情報をリアルタイムに提供。不動産の迅速かつ
公正な取引を推進するため、オンライン利用に関するサービス業務などを行っています。
また、消費者向け物件情報システム「ハトマーク東京不動産」を運用しています。
1997年４月からの公益財団法人東日本不動産流通機構（東日本レインズ）利用に関わる
業務、さらには2000年４月からのハトマーク不動産情報センター（ハトマークサイト）に
関わる業務を公益社団法人東京都宅地建物取引業協会から受託し、会員・組合員相互の
流通機構利用活性化を担当しています。

情報事業

組合ホームページの運営や、ハトマーク東京不動産等の各種組合事業のＰＲを行っています。
また、ハトマークフェアプレーカップ（東京都4年生サッカー大会）への協賛等、さまざまな活動
を行っています。

広報事業

宅建賠、家賃保証のご案内や、家財保険（少額短期保険）会社の斡旋、商工中金の事業資金の斡
旋、全宅住宅ローンの斡旋を行っています。

金融事業

不動産業界の人材育成をめざし、宅建士講座を開設するほか、不動産実務セミナー等の各
種研修を行っています。また、特約・容認事項文例集の作成を行っています。

教育事業

業務支援サービスの充実や、不動産業界関連商品の斡旋販売等を行っています。企画・販売事業
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総務委員会
組合員・組織・関係団体・諸官庁等に関する事項、また諸行事・福利厚生に関する事項のほ
か、倫理に関する事項など運営に関わる広範な業務を担当しています。

財務委員会
組合の予算・決算の立案、経理帳簿ならびに金銭出納の保管に関する事項など財務管理
に関わる業務を担当しています。

広報委員会

組合の活動等を広く周知させるための活動を行っています。

金融事業委員会
各種保険のご案内や金融事業に関わる業務を担当しています。

情報事業委員会
不動産情報の研究開発に関する事項、情報交換事業に関する事項など、新しい情報シス
テムの構築等を担当しています。

教育事業委員会
宅建士講座の開催、不動産実務セミナーの企画・運営、また特約・容認事項文例集の作成
等を担当しています。

企画・販売事業委員会
業務に関連した機器、図書の販売並びに企業振興に関する業務を担当しています。

『営業』に役立つ
・レインズ

・ハトマークサイト

・ハトマーク東京不動産（通称：ハトさん）

・宅建賠（宅地建物取引士賠償責任保険）

・家賃保証（宅建ハトさん保証）

・家財保険（少額短期保険）・宅建ブレインズ紹介

『業務』に役立つ

・特約・容認事項文例集

・不動産実務セミナー

・宅建士講座

・TAS-MAP

『取引』に役立つ
・ハトマークフェアプレーカップ
・ハトさん自動販売機

『広報活動』

・土壌汚染、アスベストリスク対策、各種鑑定、相談の斡旋
・不動産関連書籍の斡旋販売
・様々な支援サービス

各種斡旋支援サービス

組合員の皆様をサポートする
様々なサービスをご活用ください！

「東京都不動産協同組合」が運営する「ハトマーク東京不動産」の公式キャラクター
ハトさんハトっち
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● レインズ

● ハトマークサイト

1997年４月から公益財団法人東日本不動産流通機構（通称「東日本レインズ」）利用に関わる業務を公益社団法人東京
都宅地建物取引業協会から受託しています。レインズ（業者間情報）は、宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣から指
定を受けた指定流通機構が情報交換事業を中心に各種サービスを行うコンピュータ・ネットワーク・システムのことで
す。東日本レインズのほか、2006年４月からは中部圏不動産流通機構との共同利用を開始し、さらに2009年４月から近
畿圏不動産流通機構・西日本不動産流通機構の物件情報を網羅することで、会員の登録物件や会員情報がダイレクトに
オンラインで検索できるようになり、たいへん便利になりました。
※なお、物件の所在地が近畿および西日本圏域で、取引態様が専属専任・専任媒介契約の場合は、それぞれの圏域を管
轄する流通機構（近畿や西日本）への物件登録が必要です。

ハトマークサイトは、組合員の方は登録・検索とも無料で利用できます。登録し
た物件情報は、一般消費者向けサイトに無料で公開されるほか、「不動産ジャ
パン（消費者向け）」にも自動的に無料で公開されます。また「東日本レインズ
（宅建業者向け）」にも選択によって無料で公開できるので、特に登録が義務付
けられている専属専任媒介契約や専任媒介契約の場合は、事務の省力化にも
つながり便利です。さらに民間の提携サイトにも選択で有料公開することもで
きます。また、ハトマークサイトからハトさんへのデータ連携もできます。

レインズシステムの利用申込は、東京都不動産協同組合までご連絡ください。
組合員の方は無料でサービスがご利用できます。 TEL.03-3262-9381

ハトマークサイトの利用申込をご希望の方、他お問い合わせに関しては
東京都不動産協同組合までご連絡ください。 TEL.03-3262-9383

●レインズを利用するメリット●

１. 希望条件に沿った購入相手の
スピーディーな発見

２. 取引事例に基づく適正な
市場価格の設定

３. お客様へのきめ細かな
サービスの提供

レインズにより多数の会員不動産
会社がオンラインで結ばれており、
売却希望物件は探している会員に
リアルタイムに伝わります。そのた
め売買成立に至るまでの時間が短
縮されます。

レインズには大量の取引の事例が
蓄積されており、会員不動産会社は
必要な事例を都度引き出すことが
できます。そのため市場の動向に基
づいた、合理的かつ適正な価格の
設定および把握が可能になります。

レインズのオンラインシステムによ
り、各会員不動産会社間で不動産情
報の共有化が図られるため、各会員
はお客様のさまざまなニーズへの
対応に努め、積極的にサービス向上
を推し進めることが可能になります。

レインズを利用した
不動産売買のしくみ

消費者の皆様が、東日本レインズの会員不動産会社を通じ、不動産の売却あるいは購入を依頼すると、
以下のようなレインズのメリットを享受できます。

「すべては反響を得るために！」の旗印のもと、先進のクラウド・コンピューティングや的確に時代変化を捉えた
Webマーケティング、そして不動産業者の実務ノウハウを結集して創り上げた業務支援システム、
それが「ハトさん」です。

不動産業者による、不動産業者のための、不動産業務支援システム！

2016年7月1日、「ハトさん（ハトマーク東京不動産）」が生まれ変わりました。

もっと便利に、もっと使いやすく、リニューアルした「ハトさん」の全貌を

ご紹介いたします。

「ハトさん」Facebook

コミュニケーション
ファンの醸成・拡散

口コミによる拡散

検索や口コミから
関心を持つ

物件情報や
地域情報の発信

お役立ち情報
つぶやきの発信

ハトさん事業部
お客様サポート

☎050-8881-1999

将来の
物件探しユーザー

物件探しユーザー

誘導

誘導

ハトさん会員

機能追加・研修セミナー リスティング広告や
地名・駅名で検索

物件
掲載

物件検索

各ハトさん会員の
Twitter、Facebookなど

Webサイト「ハトさん」

「ハトさん」リニューアルオープン！

さまざまなＳＮＳで拡散する「ハトさん」の全体像

● ハトマーク東京不動産（通称：ハトさん）
はじめまして、
「ハトさん」で
ございます。
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物件一覧画面 物件詳細画面

〈最新のＳＥＯ，ＬＰＯに特化した新しい物件情報サイト！〉

ハトさん広告施策例

Yahoo!、Googleへの
リスティング広告

Yahoo!不動産
プライムディスプレイ

バナー広告
大型ビジョン広告

● 反響の要、Webサイト「ハトさん」

ＳＥＯを全面的に見直し、最新の検索エンジン対策を施したWebサイト「ハトさん」は、
徹底して消費者目線を貫くことで、消費者が安心して問い合わせできる構造になっています。

ポー♪
コメントや設備など、文字を沢山入れられる
ようにして、またその全てのテキストが

検索対象となるようにしてございます（SEO対策）。
詳しい情報を記載することが
消費者からの信頼度を高め、
反響につながるのでございます。

トップページ 煩雑な管理業務の各種データを一元化して、省力化を実現する「ハトさん」管理機能の全体像

「ハトさん」は、募集の際に作成した物件データに顧客（貸主・売主・借主・買主・業者）データや契約データを
ヒモづけて、効率的に管理データベースが構築できる構造になっています。

〈募集情報の蓄積からクラウド型顧客物件データベースを構築！〉

契約データ管理

物件データ管理 顧客データ（貸主・売主）

問合せデータ（借主・買主）

修繕データ管理
エアコン交換、水漏れ修理…

隣室騒音、給湯器不良…
クレームデータ管理

全90種の帳票印刷
物件図面、契約書類…

関係強化につながる顧客・物件管理機能

間取り図作成機能のコンセプトは、操作がカンタン！見た目がキレイ！短時間で作れる！をテーマに開発
されました。間取り図作成の労力を減らし、かつ仕上がりもキレイな業者思いのアプリケーションです。

〈直感的な操作で素早く、質の高いカラー図面が作成可能！〉

技術不要！の間取り図作成機能

ポー♪
間取り図作成機能の基本操作は
パーツを選んで配置するだけの
お手軽さでございます。
マウスの操作ができれば

どなたにでも短時間でキレイな
仕上がりの間取り図を

お作り頂けるのでございます。

● Web掲載だけじゃない！ 「ハトさん」で何ができる？

不動産業者が全面監修！ だから実用的、誰でもカンタン間取り図作成機能の概要

ハトマーク東京不動産に入会をご希望の方、他お問い合わせに関しては
ハトさん事務局（東京都不動産協同組合内）までご連絡ください。 TEL.03-6746-3355
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2015年テーマ

『不動産トラブルの現場から得た 弁護士のこたえ』

南青山法律事務所　青木龍一弁護士 

● 不動産実務セミナー ● 宅建士講座

● TAS-MAP

当組合では、組合員・都宅協会員の皆様を対象とした、不動産実務セミナーを開催しております。一般の方へは非公開、
あくまでも不動産業者様を対象とした実務に役立つセミナーです。皆様のご来場、心よりお待ちしております。

何から始めたら良いかわからない、そんな方から再受験者の方にまで対応した講座で、「受ければ受かる！」宅建士講座
を開催しています。

お問い合わせに関しては東京都不動産協同組合までご連絡ください。 TEL.03-3262-9381

TAS-MAPとは、インターネット経由で全国の土地建物評価やマンション評価、ブ
ルーマップ閲覧、賃料査定サービス等を提供する会員制Webサイトです。組合
員の皆様は、特別価格でご利用頂けます。IDを取得後は、不動産鑑定手法による
本格的な不動産査定レポートや住宅地図をはじめとする都市計画図、路線価図な
どの各種地価マップの取得が簡単にできるようになります（有料）。組合員の皆様
は、初期登録料の30,000円（税別）が2,000円（税別）になり、月額基本料の
10,000円（税別）が無料になります。（年間更新料として、毎年2,000円（税別）は
別途かかります）株式会社タスは、トヨタ自動車グループです。

講座申込等お問い合わせに関しては東京都不動産協同組合までご連絡ください。 TEL.03-3262-9360

当組合が主催する宅建士講座のコンセプトは、ズバリ“合格”です！
皆様のニーズに合わせた各種コースを充実したカリキュラム、講師陣、リーズナブルな
価格設定にてご用意しております。
本気で合格したい方、是非当組合の『宅建士講座』を受講して、“合格”を掴み取りましょう。

基本から演習、ポイント精査、模擬試験まで。
合格までの道のりを完全サポート致します！

基本講義・問題演習 初級者～上級者まで自分の力に合わせて３つのレベルから
選ぶことができます。

直前ポイント講座

直前模擬試験

直前時期に、１日で宅建士試験の重要分野を総ざらいで
講義致します。

会場での模擬試験で、実力のチェックを行います。

1
2
3

万一講義を休んでも、後からDVDで聴講可能！※

全日程終了後、WEBで講義が聴講可能！※

早期申込特典でお得に講義受講！（3月末までのお申し込みの方）

組合の宅建士講座「基本講義」はココが違います！

2015年 告知チラシ

2014年テーマ

『確実で効率的な家賃回収・明渡しの方法おしえます』 弁護士法人 鈴木康之法律事務所 鈴木康之弁護士 ・ 藤田悟郎弁護士

2013年テーマ

『地主・家主から信頼を得て売り上げに繋げる8つのステップ』 株式会社ＥＡＲＴＨ ＣＲＥＡＴＥ 多胡早人氏

『新しい価値観、新しい視点 ～東京R不動産の実践から～』 株式会社スピーク共同代表 / 東京R不動産ディレクター 林厚見氏

2012年テーマ

『不動産契約における特約・容認事項の必要性について』 深沢綜合法律事務所 柴田龍太郎弁護士 ・ 髙川佳子弁護士

セミナーだけでなく、組合の事業紹介ブースも
設置していますので、是非お立ち寄りください。

※セミナーレジュメはホームページからダウンロード可能です。

私たちも応援に
行ってるポー！

2016年度  パンフレット

利用申込等お問い合わせに関しては、
株式会社タス マーケティング部 東京都不動産協同組合担当までご連絡ください。 TEL.03-6222-1023

※「３ヵ月コース」を除く
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● 宅建賠（宅地建物取引士賠償責任保険）
東京都不動産協同組合100%出資子会社　株式会社宅建ブレインズ取扱商品

ご契約関係図

賃貸保証契約

賃貸借契約 保証委託契約

入居者様

宅建ハト
さん保証家主様

● 家賃保証（宅建ハトさん保証）

が皆さまの入居生活を強力にバックアップ！！宅建ハトさん保証

家賃保証といえば、一昔前までは、賃貸物件の契約時に連帯保証人を用意できない借主の為の保証の制度でしたが、個人の連帯保証
人の形骸化などの諸問題に対応し近年では家賃回収業務のアウトソーシングとしての役割が大きくなってきています。
当組合の子会社、宅建ブレインズでは、組合員の皆様に「安心」を提供するために家賃保証事業「宅建ハトさん保証」をこの度スタート
いたしました。

「宅建ハトさん保証」は入居者の皆さまと家主様との
経済的信用と信頼関係をつなぐ役割をいたします。

例　2

家賃滞納しています。
早く支払ってください。

すみません。
まだ払えません。

困ります。
支払ってください。

入居者

入居者

○○不動産

○○不動産

家賃保証に入っていれば
万が一の時、保証会社が
立替しますので安心です。

逃げろ～

例　1

この家に住みたい。

ありがとうございます。
連帯保証人が必要ですが、
いらっしゃいますか？

いないです。。

入居希望者

入居希望者

○○不動産

○○不動産

家賃保証に入っていれば連帯
保証人を立てなくても、安心して
お部屋を貸すことができます。

ガーン

例

ハトさんとの
連携で事務の
効率化アップだ

ポー

家賃保証についてのお問い合わせは
株式会社宅建ブレインズ 宅建ハトさん保証事業部までご連絡ください。 TEL.03-3239-6407

こんな時、宅地建物取引士賠償
責任保険がお役に立ちます。

○○不動産

SJNK16-04585（2016/07/01）

準防火地域と説明をされたから土地を
購入したんだけど、防火地域だったよ。
予定していた建築費が変更になるんだ
けど、どうしてくれるのかな。

しまった。調査したのに誤って重要事項
の説明等で準防火地域として記載・説明
してしまった。どうしよう・・・。

このパンフレットは、概要を説明したものです。
詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパン日本
興亜までお問い合わせください。

取扱代理店／ 株式会社宅建ブレインズ
住　　所／ 東京都千代田区飯田橋3-7-12

K・Pビル4階
Ｔ Ｅ Ｌ／ 03－3234－0699
Ｆ Ａ Ｘ／ 03－3239－7540
受付時間／ 平日9時から17時

引受保険会社／損害保険ジャパン日本興亜株式会社（幹事）
団体・公務開発部第二課

住　　所／ 〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1　
Ｔ Ｅ Ｌ／ 03－3349－5402
Ｆ Ａ Ｘ／ 03－6388－0161
受付時間／ 平日9時から17時

その他引受保険会社／東京海上日動火災保険株式会社
公務第一部東京公務課

土地購入者

問い合わせ先

※１ 宅地建物取引業法第３５条・３７条の業務および被保険者が取引の一方の当事者になる行為は補償対象となる業務から外れます。
※２ 基本補償ご加入の宅建士がワイド補償加入時に行った宅建業法第３５条・３７条に基づく損害賠償請求を退職後５年間にかぎり補償します。

宅建業者（宅建業に従事する者）～が遂行した主に次の業務です。

宅建業者向けのワイド補償（任意加入）

宅地建物取引業法
第２条に基づく業務※1

職務中に発生した
自転車加害事故

退職した宅建士がワイド補償の保険期間中に
行った宅地建物取引業法第３５条・３７条に
基づく業務（退職後5年以内にかぎります。）※２

○○不動産

宅地建物取引士固有の次の業務です。

宅建士向けの基本補償（必須加入）

宅地建物取引業法第３５条に定める

「重要事項の説明等」
宅地建物取引業法第３７条に定める

「書面の交付」

訴訟費用や弁護士費用など

訴訟・仲裁・和解
または調停に関する費用

（注）損保ジャパン日本興亜の事前の承認が必要です。

第35条、37条の業務に起因した法律
上、被保険者が負担する損害賠償金

お支払いする保険金は？
宅地建物取引士が適正に遂行した次の業務です。

（調査・確認を行っていることが前提です。）

損害賠償保険金

損害賠償金が増大しないように事
前に弁護士相談する費用など

損害防止費用
（注）損保ジャパン日本興亜の
事前の承認が必要です。

保険期間は？
１年間（中途加入も可能）
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● 宅建賠（宅地建物取引士賠償責任保険）
東京都不動産協同組合100%出資子会社　株式会社宅建ブレインズ取扱商品

ご契約関係図

賃貸保証契約

賃貸借契約 保証委託契約

入居者様

宅建ハト
さん保証家主様

● 家賃保証（宅建ハトさん保証）

が皆さまの入居生活を強力にバックアップ！！宅建ハトさん保証

家賃保証といえば、一昔前までは、賃貸物件の契約時に連帯保証人を用意できない借主の為の保証の制度でしたが、個人の連帯保証
人の形骸化などの諸問題に対応し近年では家賃回収業務のアウトソーシングとしての役割が大きくなってきています。
当組合の子会社、宅建ブレインズでは、組合員の皆様に「安心」を提供するために家賃保証事業「宅建ハトさん保証」をこの度スタート
いたしました。

「宅建ハトさん保証」は入居者の皆さまと家主様との
経済的信用と信頼関係をつなぐ役割をいたします。

例　2

家賃滞納しています。
早く支払ってください。

すみません。
まだ払えません。

困ります。
支払ってください。

入居者

入居者

○○不動産

○○不動産

家賃保証に入っていれば
万が一の時、保証会社が
立替しますので安心です。

逃げろ～

例　1

この家に住みたい。

ありがとうございます。
連帯保証人が必要ですが、
いらっしゃいますか？

いないです。。

入居希望者

入居希望者

○○不動産

○○不動産

家賃保証に入っていれば連帯
保証人を立てなくても、安心して
お部屋を貸すことができます。

ガーン

例

ハトさんとの
連携で事務の
効率化アップだ

ポー

家賃保証についてのお問い合わせは
株式会社宅建ブレインズ 宅建ハトさん保証事業部までご連絡ください。 TEL.03-3239-6407

こんな時、宅地建物取引士賠償
責任保険がお役に立ちます。

○○不動産

SJNK16-04585（2016/07/01）

準防火地域と説明をされたから土地を
購入したんだけど、防火地域だったよ。
予定していた建築費が変更になるんだ
けど、どうしてくれるのかな。

しまった。調査したのに誤って重要事項
の説明等で準防火地域として記載・説明
してしまった。どうしよう・・・。

このパンフレットは、概要を説明したものです。
詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパン日本
興亜までお問い合わせください。

取扱代理店／ 株式会社宅建ブレインズ
住　　所／ 東京都千代田区飯田橋3-7-12

K・Pビル4階
Ｔ Ｅ Ｌ／ 03－3234－0699
Ｆ Ａ Ｘ／ 03－3239－7540
受付時間／ 平日9時から17時

引受保険会社／損害保険ジャパン日本興亜株式会社（幹事）
団体・公務開発部第二課

住　　所／ 〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1　
Ｔ Ｅ Ｌ／ 03－3349－5402
Ｆ Ａ Ｘ／ 03－6388－0161
受付時間／ 平日9時から17時

その他引受保険会社／東京海上日動火災保険株式会社
公務第一部東京公務課

土地購入者

問い合わせ先

※１ 宅地建物取引業法第３５条・３７条の業務および被保険者が取引の一方の当事者になる行為は補償対象となる業務から外れます。
※２ 基本補償ご加入の宅建士がワイド補償加入時に行った宅建業法第３５条・３７条に基づく損害賠償請求を退職後５年間にかぎり補償します。

宅建業者（宅建業に従事する者）～が遂行した主に次の業務です。

宅建業者向けのワイド補償（任意加入）

宅地建物取引業法
第２条に基づく業務※1

職務中に発生した
自転車加害事故

退職した宅建士がワイド補償の保険期間中に
行った宅地建物取引業法第３５条・３７条に
基づく業務（退職後5年以内にかぎります。）※２

○○不動産

宅地建物取引士固有の次の業務です。

宅建士向けの基本補償（必須加入）

宅地建物取引業法第３５条に定める

「重要事項の説明等」
宅地建物取引業法第３７条に定める

「書面の交付」

訴訟費用や弁護士費用など

訴訟・仲裁・和解
または調停に関する費用

（注）損保ジャパン日本興亜の事前の承認が必要です。

第35条、37条の業務に起因した法律
上、被保険者が負担する損害賠償金

お支払いする保険金は？
宅地建物取引士が適正に遂行した次の業務です。

（調査・確認を行っていることが前提です。）

損害賠償保険金

損害賠償金が増大しないように事
前に弁護士相談する費用など

損害防止費用
（注）損保ジャパン日本興亜の
事前の承認が必要です。

保険期間は？
１年間（中途加入も可能）
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● ハトさん自動販売機
自動販売機正面・側面にハトさんのラッピング広告を施した飲料の自動販売機設置のご案内を行っております。
設置場所に合わせて最適な自動販売機をご提案致します。
※対象となる自動販売機のメーカーはキリンビバレッジ社になります。

可愛いキャラクターデザインだから、管理物件や会社に設置すること
で、ハトさんサイトとの連携により、さらなる宣伝効果を高めます。

ハトさん（ハトマーク東京不動産）のPRのために、設置のご協力をお願
い致します。

設置から管理まで、すべて任せられるから安心してご利用いただけます。

ハトさん自動販売機に関するお問い合わせは
東京不動産協同組合までご連絡ください。 TEL.03-3262-9381

自動販売機設置で
POINT1

POINT2

POINT3

ご紹介手数料

設置・メンテナンス費用

入居率・集客率アップ

１万円（税込）をお支払い！！

管理は一切０円

● ハトマークフェアプレーカップ

ハトマークフェアプレーカップとは、都内のクラブチームに在籍する小学校4年生が出場するサッカー大会で、約700チームが
参加する都大会です。将来を担う子供たちの健全な育成に役立つべく、この歴史ある大会をサポートしています。大会で使用
する「大型テント」、「横断幕」や「のぼり旗」、さらには決勝大会出場者全員に贈られる記念品に「ハトマーク及びハトさん」を入れ、
広くPRを行っています。

株式会社宅建ブレインズは、1985年有限会社東宅協同として、公益社団法人東京都宅地建物
取引業協会（以下「都宅協」）および東京都不動産協同組合（以下「協同組合」）の機関代理店と
して設立され、2001年、株式会社宅建ブレインズに社名変更し、今日に至っております。1999
年には、現在主商品になっております「宅地建物取引士賠償責任保険（宅建賠）」を都宅協会員
に紹介し、現在では全国46都道府県の宅建協会のご支持を頂いております。
なお、「宅建賠」は2015年10月より補償範囲を大幅に拡大いたしました。
また、2011年には協同組合と連携し少額短期保険の普及に努め、2013年12月には賃貸物件仲
介に伴う保証リスクを担う「家賃保証事業（宅建ハトさん保証）」を開始致しました。その他にも、各
種生命保険や「役員傷害保険」・「団体ゴルファー保険」等の損害保険を販売しております。

いまお使いの保険会社との併用からはじめてみてください！
東京都不動産協同組合では、賃貸住宅向けに販売する家財保険について、
ジャパン少額短期保険株式会社及び日本共済株式会社を推薦し、
組合員の皆様にご案内しております。

少額短期保険業とは…
少額短期保険業とは2006年4月に施行された、保険業法の改正によって新たにスタートした保険業のスタイルで、保険金額が
「少額」（＝損保系商品では1000万円以下）かつ保険期間が「短期」（＝損保系商品では2年以内）の保険商品を販売する会社です。

家財保険とは？

● 家財保険（少額短期保険）

宅建ブレインズは、会員、組合員の皆様を全面的にサポートいたします。

TEL.03-3234-0699    FAX.03-3239-7540その他の保険に関するお問い合わせは
株式会社宅建ブレインズまでご連絡ください。

商品等詳細は
株式会社宅建ブレインズ
事業案内をご覧ください！

● その他の保険

24時間いつでもインターネットでの
契約が出来ます。お支払はクレジッ
トカードになります。

プレー中の思わぬ事故やホー
ルインワンの費用までワイドに
補償します。

日常の偶然・突発的
な傷害事故を補償し
ます。

その他の損害保険･生
命保険もご用命くだ
さい。

その他各種保険各種傷害保険新・海外旅行保険〈off!〉 （東京都宅地建物取引業協会会員向け）
団体ゴルファー保険

ジャパン少額短期保険株式会社
TEL.03-3516-8550

担当部署：営業推進部 宅建業務室
本社：東京都千代田区大手町2-1-1 大手町野村ビル7階

http://www.japan-insurance.jp

日本共済株式会社
TEL.03-3292-6904

担当部署：営業部 宅建サポートセンター
本社：東京都千代田区猿楽町2-8-16 平田ビル9階

http://www.nihonkyosai.com

ハトっち
ハトさんに憧れ、ハトさんの
そばを離れない、ハトさん
の子供？孫？不動産に関して
は全くの素人だが好奇心旺
盛。純真無垢がゆえにタマ
に無邪気な毒を吐く。

「ハトさん・ハトっち」は東京都不動産協同組合が運営する
不動産業務総合支援サイト「ハトマーク東京不動産」の公式キャラクターです。

ハトさん
この道ウン十年の不動産マ
イスター。物件探しのコン
シェルジュとしてお客様を
サポート。柔和さと落ち着
きを併せ持つ紳士だが、極
マレに興奮するとハトの本
能が出てしまう。

家財保険（少額短期保険）に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。
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● ハトさん自動販売機
自動販売機正面・側面にハトさんのラッピング広告を施した飲料の自動販売機設置のご案内を行っております。
設置場所に合わせて最適な自動販売機をご提案致します。
※対象となる自動販売機のメーカーはキリンビバレッジ社になります。

可愛いキャラクターデザインだから、管理物件や会社に設置すること
で、ハトさんサイトとの連携により、さらなる宣伝効果を高めます。

ハトさん（ハトマーク東京不動産）のPRのために、設置のご協力をお願
い致します。

設置から管理まで、すべて任せられるから安心してご利用いただけます。

ハトさん自動販売機に関するお問い合わせは
東京不動産協同組合までご連絡ください。 TEL.03-3262-9381

自動販売機設置で
POINT1

POINT2

POINT3

ご紹介手数料

設置・メンテナンス費用

入居率・集客率アップ

１万円（税込）をお支払い！！

管理は一切０円

● ハトマークフェアプレーカップ

ハトマークフェアプレーカップとは、都内のクラブチームに在籍する小学校4年生が出場するサッカー大会で、約700チームが
参加する都大会です。将来を担う子供たちの健全な育成に役立つべく、この歴史ある大会をサポートしています。大会で使用
する「大型テント」、「横断幕」や「のぼり旗」、さらには決勝大会出場者全員に贈られる記念品に「ハトマーク及びハトさん」を入れ、
広くPRを行っています。

株式会社宅建ブレインズは、1985年有限会社東宅協同として、公益社団法人東京都宅地建物
取引業協会（以下「都宅協」）および東京都不動産協同組合（以下「協同組合」）の機関代理店と
して設立され、2001年、株式会社宅建ブレインズに社名変更し、今日に至っております。1999
年には、現在主商品になっております「宅地建物取引士賠償責任保険（宅建賠）」を都宅協会員
に紹介し、現在では全国46都道府県の宅建協会のご支持を頂いております。
なお、「宅建賠」は2015年10月より補償範囲を大幅に拡大いたしました。
また、2011年には協同組合と連携し少額短期保険の普及に努め、2013年12月には賃貸物件仲
介に伴う保証リスクを担う「家賃保証事業（宅建ハトさん保証）」を開始致しました。その他にも、各
種生命保険や「役員傷害保険」・「団体ゴルファー保険」等の損害保険を販売しております。

いまお使いの保険会社との併用からはじめてみてください！
東京都不動産協同組合では、賃貸住宅向けに販売する家財保険について、
ジャパン少額短期保険株式会社及び日本共済株式会社を推薦し、
組合員の皆様にご案内しております。

少額短期保険業とは…
少額短期保険業とは2006年4月に施行された、保険業法の改正によって新たにスタートした保険業のスタイルで、保険金額が
「少額」（＝損保系商品では1000万円以下）かつ保険期間が「短期」（＝損保系商品では2年以内）の保険商品を販売する会社です。

家財保険とは？

● 家財保険（少額短期保険）

宅建ブレインズは、会員、組合員の皆様を全面的にサポートいたします。

TEL.03-3234-0699    FAX.03-3239-7540その他の保険に関するお問い合わせは
株式会社宅建ブレインズまでご連絡ください。

商品等詳細は
株式会社宅建ブレインズ
事業案内をご覧ください！

● その他の保険

24時間いつでもインターネットでの
契約が出来ます。お支払はクレジッ
トカードになります。

プレー中の思わぬ事故やホー
ルインワンの費用までワイドに
補償します。

日常の偶然・突発的
な傷害事故を補償し
ます。

その他の損害保険･生
命保険もご用命くだ
さい。

その他各種保険各種傷害保険新・海外旅行保険〈off!〉 （東京都宅地建物取引業協会会員向け）
団体ゴルファー保険

ジャパン少額短期保険株式会社
TEL.03-3516-8550

担当部署：営業推進部 宅建業務室
本社：東京都千代田区大手町2-1-1 大手町野村ビル7階

http://www.japan-insurance.jp

日本共済株式会社
TEL.03-3292-6904

担当部署：営業部 宅建サポートセンター
本社：東京都千代田区猿楽町2-8-16 平田ビル9階

http://www.nihonkyosai.com

ハトっち
ハトさんに憧れ、ハトさんの
そばを離れない、ハトさん
の子供？孫？不動産に関して
は全くの素人だが好奇心旺
盛。純真無垢がゆえにタマ
に無邪気な毒を吐く。

「ハトさん・ハトっち」は東京都不動産協同組合が運営する
不動産業務総合支援サイト「ハトマーク東京不動産」の公式キャラクターです。

ハトさん
この道ウン十年の不動産マ
イスター。物件探しのコン
シェルジュとしてお客様を
サポート。柔和さと落ち着
きを併せ持つ紳士だが、極
マレに興奮するとハトの本
能が出てしまう。

家財保険（少額短期保険）に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。
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● 土壌汚染、アスベストリスク対策、各種鑑定、相談の斡旋

● 不動産関連書籍の斡旋販売

ご利用申込・お問い合わせについては
株式会社東京カンテイ アセット事業本部
までご連絡ください。

TEL.03-5719-6641

ご利用申込・お問い合わせについては東京都不動産協同組合までご連絡ください。 TEL.03-3262-9381

株式会社東京カンテイは創業以来、不動産ビジネスのサポート会社として信
用と信頼を得て参りました。長年培ってきた経験（各分野のスペシャリスト）と
知識（不動産データベース）を最大限活用することにより、地歴調査から対
策工事までワンストップにて土地に係る土壌汚染リスクの問題を解決へと導
きます。組合員の皆様には、優遇価格で東京カンテイの土壌汚染調査・コンサ
ルティング業務をご利用いただけます。

当組合では、業務に役立つ図書を組合員特別価格にて斡旋販売をしており
ます。
詳細は組合ホームページに掲載しておりますので、ぜひご利用ください。

（2016年6月現在）

公益社団法人東京都宅地建物取引業協会会員であること。
所属の支所まで、下記の必要書類をご提出ください。
※支所は、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会の支部と同じ場所にございます。
ア．加入申込書
イ．レインズＩＰ型システム利用申込書
ウ．預金口座振替申込書
※上記書類は、各支所もしくは、ア・イについては公益社団法人東京都宅地建物取引業協会ホーム
ページにございます。
ア．加入手数料　　　５０，０００円
イ．出資金 ３０，０００円
ウ．賦課金（組合費）　１８，０００円

東京都不動産協同組合のシンボルマークです。
東京のT、不動産のR（REAL ESTATE）と、協同組合のC（COOPERATIVE）を図形化し、

中小企業者の結束と隆盛を象徴しています。

全宅連系47都道府県宅建協会会員のシンボルマークです。
2羽の鳩は“会員業者と消費者の信頼と繁栄”を意味しています。
赤は“太陽”緑は“大地”、そして白は“取引の公正”を表しています。

指定流通機構のシンボルマークです。
相互に関係し合う円のつながりにより、発展性、情報性、先進性、

そして信頼感を表します。

加入条件
加入方法

必要書類

費　　用

組合加入に関するお問い合わせについては東京都不動産協同組合までご連絡ください。 TEL.03-3262-9381

● 東京都不動産協同組合加入のご案内

／
／

／

／

掲載各社
（2016年6月現在）
・住宅新報社
・週刊住宅新聞社
・ゼンリン
・きんざい
・新日本法規出版
・日本加除出版
・大成出版社
・ぎょうせい

● 様々な支援サービス
この他、住宅ローン（フラット35）のご紹介「全宅住宅ローン」、事業資金の融資のご紹介「商工中金」等様々なサービスで皆
様を支援しております。詳しくは組合ホームページをご覧ください。
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〒102-0071　東京都千代田区富士見2-2-5　飯田橋メインビル6階
TEL.03-3262-9381　FAX.03-3262-9385
URL.http://www.kyodokumiai.org/
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