


相互扶助の基本精神で、

組合員の経済活動を促進し、

地位の向上を図る

本組合は、1981年5月に公益社団法人東京都宅地建物取引業協会全会員のみなさまの総

意によって設立された事業協同組合です。

宅地建物取引業法改正による「媒介契約制度」導入に伴い、流通の近代化を実現するため、

本格的な流通機構の体制づくりを目指し、協業化組織として設立されました。本組合の基本

理念は、組合員の相互扶助の基本精神に基づき、組合員のための共同事業を行うとともに、

組合員の自主的な経済活動を促進し、経済的地位の向上を図ることです。

設立より今日まで、多種多様化する組合員のニーズに即した業務支援サービスを行って参り

ました。

現在も、組合員のみなさまの業務の効率化・迅速化を強力にバックアップするため、各種事業

活動にも積極的に取り組み、推進しています。

今後も、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会と連携しながら、組合員のみなさまの要

望に応えつつ、時代に即応した新しいサービスを具現化させるべく、内容の充実と強化、組合

員の経済的地位の向上を図っていく所存です。

ご挨拶

〈関係諸団体と連携〉

都宅協=（公社）東京都宅地建物取引業協会
東政連＝東京都宅建政治連盟
全宅連=（公社）全国宅地建物取引業協会連合会
全宅保証=（公社）全国宅地建物取引業保証協会
全政連＝全国宅建政治連盟

● 沿革
理事長　瀬川信義
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・5月1日創立総会　（社）東京都宅地建物取引業協会会員の不動産流通機構として、東京都宅建協会全会員の総意により設立

・事業開始　〈情報誌発行事業〉不動産情報誌「ザ・リアルター」創刊　〈展示会開催事業〉

〈金融事業〉事業資金の貸付、斡旋　住宅ローンの斡旋〈共同宣伝事業〉　〈教育情報事業〉　〈福利厚生事業〉

・取引事例管理事業開始　・媒介契約制度施行

（社）全国宅地建物取引業協会連合会が認定流通機構第１号に東京都不動産協同組合不動産流通センターを認定

・小口事業資金取扱開始　・「不動産物件総覧」配布開始

・広報誌「くみあい通信」創刊

・支所制度導入　・（有）東宅協同設立（金融事業補完業務）※協同組合100%出資の子会社

・「東京レインズ」本部センター設置　・「東京レインズ」業務を受託、業務開始　日報第一号配信

・東京圏不動産情報誌「東京レインズ月報」創刊・建設省が流通機構活性化モデル事業第１号に「東京レインズ」を指定

・（財）首都圏不動産流通機構設立、事業開始　・専属専任媒介契約制度施行

・「宅建講座」事業開始　・「住宅ローンつなぎ資金」制度化　

・「不動産売買成約事例集」発行　・「住宅ローン相談日」開設

・「レインズ・プロ」ソフト販売開始

・「（財）首都圏不動産流通機構」から「（財）東日本不動産流通機構」（東日本レインズ）に名称変更

・インターネット情報システム「Home Web」利用開始

・「レインズ・プロ」ソフト販売終了　・「ハトマーク情報センター」利用開始

・「不動産Pro」ソフト販売開始

・「東宅協同（株）」から「（株）宅建ブレインズ」に商号変更

・「Home Web」から「ハトマークネット」に名称変更

・不動産総合サイト「不動産ジャパン」システム稼働開始

・携帯サイト「ケータイハトマークネット」運用開始　・「不動産Pro」ソフト販売終了

・全宅住宅ローン株式会社設立

・東日本レインズと中部レインズ、システム共同利用開始

・近畿・西日本レインズ、直接検索利用開始

・特約・容認事項文例集の提供開始　・「ハトマーク東京不動産」グランドオープン　・少額短期保険会社２社の推薦開始

・「ハトマークネット」から「ハトマークサイト」に名称変更

・不動産実務セミナー開催開始

・（株）宅建ブレインズ家賃保証事業開始

・「ハトマーク東京不動産」と家賃保証システムの連携開始

・「ハトマーク東京不動産」リニューアル

・近畿・西日本レインズ、直接登録開始　利用料課金制度開始

● 概要

東京都不動産協同組合　　　　

 1981年5月1日　　　　

1981年6月1日　

 4億758万円（2017年3月31日現在）　

 13,586名（2017年3月31日現在）

 〒102-0071　東京都千代田区富士見2丁目2番5号　飯田橋メインビル6階

 http://www.kyodokumiai.org/
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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ました。また、2016年 4月からは登録もでき、たいへん便利になりました。

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！

「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

☎050-5305-4099

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」

無料で使える「ハトさんクラウド」

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。

業務効率化に最大限貢献します！
 ◆物件入力がとにかく簡単
 ◆間取り図、チラシ作成機能
 ◆一つの登録でレインズを含む6つのサイトに一括掲載
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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！

「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

☎050-5305-4099

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」

無料で使える「ハトさんクラウド」

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。

業務効率化に最大限貢献します！
 ◆物件入力がとにかく簡単
 ◆間取り図、チラシ作成機能
 ◆一つの登録でレインズを含む6つのサイトに一括掲載
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2016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』～第２弾～

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！

2016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

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

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！

2017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

11 12

『
取
引
』に
役
立
つ

『
取
引
』に
役
立
つ

Real Estate Agents’Cooperative of Tokyo Real Estate Agents’Cooperative of Tokyo



2016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』～第２弾～

南青山法律事務所　青木龍一弁護士 
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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
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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。

おかげさまで、
代理店がどんどん
増えてるポー！

ポ
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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。

おかげさまで、
代理店がどんどん
増えてるポー！

ポ
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