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土田本部長　今年で司法書士制度が開始して150
周年とのことで、長い歴史を感じます。沖縄県司
法書士会も、いろいろな取り組みを予定されてい
ると思います。不動産登記に関することを中心に
最近の動向も含め、伺いたいと思います。本日は、
どうぞよろしくお願いいたします。

中村会長　はい。沖縄県司法書士会でも150周年
に合わせて、司法書士の業務について、県民のみ
なさんに周知していく1年にしたいと考えていま
す。司法書士は、県民にとって身近な法律の専門家、
ホームドクターのような役割でありたいと、常々、
話しております。気軽にご相談していただけるよ
う広報活動にも力を入れていく予定です。

土田本部長　司法書士の業務は非常に多岐にわた
ります。最近の登記事件数の動きなどは、どのよ
うにお考えですか？

中村会長　不動産登記に関していえば、相続登記
の義務化の影響が出てくると思います。これまで
相続登記は任意で登記申請の期限がありませんで
した。これが2024年度から、相続による取得を知っ
てから3年以内の登記が義務付けられました。正
当な理由がなく相続登記を怠ると過料ということ
なので、「相続登記」についての関心が、これまで
以上に高まっていると感じています。

土田本部長　全国的に「空き家問題」もありますが、
やはり相続トラブルが要因といえますか？

中村会長　所有者不明土地が増加し、空き家が放
置されているのには、さまざまな理由があります。
相続から何十年も経ってしまい、数次相続で権利
関係が複雑になっているケースは少なくありませ
ん。相続した不動産にあまり価値がなく放置され
てしまうというケースは、全国的に起きているこ
とでしょう。沖縄県特有のケースとしては、南米
などに移住した親族と音信不通になってしまい、
遺産分割協議が進まないということもあります。
相続登記の義務化の施行が迫っていますので、今
後、相談は増えていくだろうと考えています。

土田本部長　相続に関する相談には、どのような
傾向がありますか？

中村会長　本会では、コロナ禍以前は、年2回、
相続に関する講演会や相談会を実施していました
が、毎回、大勢の県民に参加いただいています。
最近はご高齢の方だけではなく、子ども世代の方
の参加も多くなってきています。相続が始まる前
に、何をやっておけばいいのかと、関心が高まっ
ているように思います。

土田本部長　相続に関しては、遺言書を用意して
おいてもらう、ということに尽きるのでしょうか？

中村会長　そうですね。業務上、さまざまなケー
スをみていますが、遺言書があれば、トラブル、
紛争にならなかったのに、というケースは散見さ
れます。ただ、遺言書を書いてほしいと親に頼み
づらいということはあるでしょうが、親の方も生
前贈与をしておくべきなのか、遺言書を残してお
かなければなど、考えておられる方が増えてきて
いるように思います。親が元気なうちに相続につ
いて取り組んで頂ければと思います。司法書士に、
事前にご相談を寄せていただければ、親族間のト
ラブルにならないよう助言し、具体的な手続きを
行いますので、先ずはお気軽に相談していただき
たいです。

土田本部長　自筆証書遺言というのもよく耳にし
ますが…。

中村会長　自筆証書遺言は、自身で遺言書を作成
し保管します。自筆証書遺言の問題点は、遺言書
の破棄、隠匿、改ざん等です。そうしたことを避
けるためには公正証書遺言の利用も１つの方法で
す。これは公証役場で遺言者が遺言内容を公証人
に伝え、公証人が作成する遺言で、公証役場が保
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管します。財産の価額に応じて手数料はかかりま
すが、相続開始後に家庭裁判所の検認が不要にな
るメリットはあります。ただ、2人以上の証人を
用意しなければならず、その証人に遺言の内容を
知られてしまうのを避けたいと考える方もいらっ
しゃいます。そこで、令和2年7月から始まったの
が、自筆証書遺言書を法務局が保管する、という
制度です。保管の際には法務局の職員が確認しま
すが、遺言の内容の相談を受けることはありませ
ん。相続開始後は、相続人に遺言の内容が確実に
伝わるように手続きを行います。家庭裁判所の検
認も不要です。まだできたばかりの制度ですが、
相続開始後、速やかに手続きに着手できるメリッ
トを広く伝えていきたいと考えています。

土田本部長　いろいろな方法があるのですね。ト
ラブル回避する制度は他にもあるのでしょうか？

中村会長　最近注目されているのが民事信託（家
族信託）でしょう。相続のご相談内容に応じて、
遺言書作成なのか信託を活用すべきかを検討する
際に、信託に関する業務を扱っている司法書士に
相談すると良いでしょう。遺言書では実現できな
いような内容の場合、民事信託を利用することも
選択肢の一つになります。通常の相続手続きでは、
困難になると想定されるケースも民事信託が有効
になるかもしれません。司法書士会では、県民か
らの信託業務のニーズに対応するために専門の委
員会を設けて取り組んでいきます。

土田本部長　問題を先送りせず、法律の専門家に
相談をして、肩の荷を早くおろしてほしいですね。

中村会長　そのとおりです。法律に関することは
期限があるものもあります。無料相談に来られた
ときには、一刻も早く着手しないと間に合わない
事案が多々あります。司法書士会の会員をすぐに
紹介しますので、法律相談は早め早めに動いた方
が良いですね。

土田本部長　ところで不動産登記については、ど
のような傾向がありますか？

中村会長　令和2年（令和元年データ）になります
が、会員の不動産登記申請は前年より3000件ほ
ど減少しています。不動産売買の件数が減少して
いますから、それに準ずるかたちになりますが、
昨今、沖縄の不動産価格が高騰していることも要
因の一つではないかと思われます。

土田本部長　そうですね。コロナ禍の前から銀行
の融資は抑制傾向にありましたから。不動産関連
で言えば、公営住宅の入居に際して、保証人を求
めない方向に動きそうですね。

中村会長　はい。一昨年、公営住宅入居の際の保
証人廃止を求める会長声明を出し、昨年、県議会
及び県内市町村議会へ陳情書を提出しました。保
証人をつけられないために入居できないとなると、
住宅セーフティーネットである公営住宅のあり方
としては疑問があります。今年になって動きがあ
り、県や複数の市と町において、保証人を廃止す
る条例改正に向けた動きがありました。那覇市で
条例改正案が可決され、県で廃止の方向性が示さ
れたことで、他の市町村への波及効果を期待して
います。司法書士会として、高齢者、弱者救済の
観点から、引き続き取り組んでいきたいと思います。

土田本部長　法律は難しいと思いがちですが、困っ
たことがあれば、まずは相談ということですね。

中村会長　実は、令和2年に司法書士法が改正さ
れ、「司法書士は法律事務の専門家として国民の権
利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に
寄与することを使命とする」と規定されました。こ
れはとても大きな出来事です。沖縄県司法書士会
では、これからも権利擁護を強く意識した活動を
推進していきます。

土田本部長　法律の話をわかりやすくお話しいた
だき、ありがとうございました。不動産業界のパー
トナーとして、今後もよろしくお願いします。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
相続登記相談センターが全国各地に設置されてお
ります。県内では、定例の相談（那覇市、沖縄市、
うるま市、名護市の4か所）の他に、昨年から相続
相談センターが開設されました。相続は、始まる
前が大事だと痛感しました。みなさんのお客様に
も呼び掛けていきましょう。

【相続相談センター】
住所…那覇市おもろまち4丁目16番33号
TEL…098-867-3577
相談日時…毎週水曜日14時～16時　無料　
　　　　　（土・日・祝日除く）」
相談方法…最寄の事務所紹介、初回相談無料
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　私は弁護士法人ふじ法律事務所の代表弁護士で

ありますが、別な顔として、株式会社ウィステリ

アパートナーズという不動産会社の代表取締役と

して全日本不動産協会沖縄県本部の会員としての

顔を有しております。

　日中の仕事の大半は、弁護士としての仕事に従

事していますが、不動産業務についても、弁護士

業務ほどの忙しさはありませんが、スタッフと打

ち合わせをしながら日々業務を進めております。

　現在、弁護士としては27年目、不動産業者とし

ては5年目になりますが、特に不動産業を開始し

てから思うのは、不動産の問題というのは、専ら

法律問題であるとか、専ら不動産業務に関する問

題であるとか割り切れないことが多く、両者がう

まく連携していかないとお客様の本当のニーズに

答えることができないということです。

　私が、弁護士業の傍ら不動産業を始めたのもこ

うした思いが一つにあったからです。

　こうした設立の背景事情もあり、ウィステリア

パートナーズでは、法律業務に関連しての案件が

中心となっております。こうした法律事務所での

解決が案件のうち今回は所在不明者がいる不動産

の登記名義移転方法について簡単に解説したいと

思います。

第1　はじめに

　不動産を売却処分したいが、登記名義人の相続

人の中に所在不明の人がいるため遺産分割協議が

できなくて困っているという例はそれほど珍しく

ないのではないかと思います。

　例えば、親が亡くなって遺産分割したいが兄弟

姉妹の中に所在不明者がいるため協議ができない

という単純な案件であれば、当該不在者について、

不在者財産管理人の選任申し立てを行い、当該者

管理人と遺産分割協議を行うことになります。こ

の場合、弁護士として関与するのは不在者財産管

理人の選任と選任後の遺産分割協議になります。

　所在不明者という場合には、国内での所在が分

からないという場合もありますが、私のところに

来る案件は、結婚等を機に海外に移住している人

の案件が大半です。この種の事案では、既にその

当該海外移住者は亡くなっており、相続人が分か

らないというパターンが多いというのが印象です。

　この最後のパターンの場合、事実関係からみれ

ば相続財産管理人を選任すべきということになり

ますが、当該海外移住者の死亡を証明できないこ

とも多く、このため手続き的には不在者財産管理

人の選任を選択することになります。

第２　単純な不在者パターン

第３　海外移住による不在者のパターン

所在不明者と不動産の
登記名義移転

ふじ法律事務所
（公社）全日本不動産協会沖縄県本部 所在地：沖縄市知花6-11-42 ウィステリアコート1階

TEL：098-938-7370
営業時間：9 ～ 18時（※お問い合せは24時間受付）
URL：http://www.fuji-law.com/

事
務
所顧問弁護士　藤

ふじた
田 雄

ゆうじ
士

レクチャーLecture
不動産事業所
職員のための
法律講座
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　不在者がいることによる遺産分割未了案件では、

登記名義人は祖父、曾祖父であるという事案が多

く見られます。不在者がいて遺産分割ができなかっ

たため放置しているうちに複次相続が発生して更

に収拾がつかなくなっているというのが典型的パ

ターンです。こうした案件では、相続人が30人、

40人になるというものも珍しくありません。更に、

沖縄の場合には、親族の誰かが海外に移住してい

る確率は他府県と比較して高いといえるので、海

外移住者の不在者財産管理人選任も必要となるの

が大半です。

　こうした事案では、最初の段階で戸籍調査にか

なりの時間を要します。戸籍による調査が終わっ

たのちは、不在者に対して不在者財産管理人選任

の申し立てを行います。不在者財産管理人が選任

されて初めて相続人全員での話し合いが可能にな

るので、相続人全員を相手に遺産分割の調停を申

し立て解決することになります。

　解決にあたり一番時間を要するのはこの遺産分

割調停でありますが、この遺産分割調停の申し立

てにたどり着くまでに1年以上の期間を要する場

合も珍しくありません。

　不在者、複次相続パターンでは、相続人からの

相談案件もありますが、それ以外に、登記名義人

から数十年前に不動産を購入したというパターン

もよく見られます。

　この種の事案ではすでに売買契約書等は保管し

ておらず売買契約成立は証明できないというもの

が大半です。

第４　不在者プラス複次相続パターン

第５　不在者プラス売買パターン

　この事案では、戸籍調査、不在者財産管理人選

任というところまでは同じ手順を取りますが、そ

の後は遺産分割調停ではなく、通常の訴訟提起を

選択します。

　弁護士的には、遺産分割調停よりもこちらの方

が時間がかからないという印象があります。とい

うのも、この場合の訴えは取得時効による所有権

移転登記請求になりますので、相続人の方の同意

が得られなくても20年の所有の意思に基づく占有

を中心とする取得時効の要件を立証すればよいか

らです。

　沖縄では戦争により戸籍が滅失したことにより、

戦後当事者の申立てにより再編しているため実態

と異なる戸籍の記載がされていることは決して珍

しくありません。所在不明者の登記事案では、こ

うした沖縄特有の事情も更に解決を困難にしてお

ります。

第６　最後に
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インスペクションについて

株式会社　泉工房 所在地：沖縄県中頭郡北谷町宮城 1-273
TEL：098-923-4003
URL：http://izumikobo.com/

事
務
所廣

ひろせ
瀬 弘

ひろみつ
充代表取締役

一級建築士

　中古住宅を売買する際のインスペクションが注

目されてきています。

　「インスペクション」がなんのことなのか、まだ

十分に知られてないことがあります。

　インスペクションの基本的な内容や、活用メリッ

トについてお伝えしたいと思います。

※インスペクションとは

　住宅におけるインスペクションは、建築士の資

格をもつ専門の検査員が第三者的な立場で、劣化

の状況や欠陥の有無などを目視、動作確認などで

調べ、「住宅の現状の検査を行うこと」をいいます。

※インスペクションのメリットとは

　インスペクションの実施で売主様・買主様の双

方が物件の現況をしっかりと理解した上で取引を

行うことができ、引渡し後の不測のトラブルを予

防できます。

　また、インスペクションが実施されている住宅

として売り出しを行うことで、インスペクション

未実施の物件との差別化になると思われます。

　検査を行うことで、補修の必要箇所や劣化状況

が分かるので、購入後のリフォームや今後のメン

テナンス計画が立てやすくなります。

※インスペクションの方法や検査項目について

　住宅建築の設計・施工等に詳しい建築士が、住

宅の状況を第三者的かつ専門的な立場から住宅の

状況等を調べます。

　検査は、目視・動作確認・計測を中心とする非

破壊の検査となり、検査項目は約50項目以上にな

ります。

　検査の所要時間は、一般的な住宅であれば約2

時間前後になります。

　主要な検査項目は建築構造耐力上、主要な部分

にかかわるもの、雨水の侵入を防止する部分にか

かわるもの、給排水設備配管の状況確認などにな

ります。

※インスペクションの検査結果について

　検査結果については、検査官の建築士が調査報

告書を作成し、依頼者へ提出されます。

　調査報告書には、検査の概要、建物状況調査の

内容、調査実施時の状況写真などになります。

　検査報告書により、建築士から現状を把握し、

建物維持についてのアドバイスを受けることが可

能です。

※インスペクションによる保険への加入について

　インスペクションの実施により検査に適合した

住宅であれば、既存住宅瑕疵保証保険を利用する

ことが可能です。

　保険期間は最大5年間・保険金支払限度額は

1000万円になります。

6



　保険の範囲は保険内容によって異なりますので、

住宅保証機構等の機関に問い合わせてください。

※�インスペクションの調査基準と今後の動向に
ついて

　国の定めるインスペクションの調査基準（平成

29年国土交通省告示第82号）に基づき、検査基準

が定められております。

　平成25年住生活総合調査によると、今後の住み

替える住宅について、新築志向の人はいまだに多

いものの、既存住宅がよいという意向を持つ人や、

新築にこだわらないという意向をもつ人が増えて

きている。持ち家への住替え方法に関する意向は

近年変化しており、安心して既存住宅を購入でき

るような市場環境が整えば、既存住宅の流通量が

今後増える可能性は高いと考えられます。

既存住宅の売買のフロー

今後の持家への住み替え方法
（新築・既存住宅）に関する意向

既存住宅流通量
（持家として取得した中古住宅数）
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◆教育研修委員会
　宅地建物取引業法をはじめとする法規や、税務につい
ての解説。また、取引上のトラブルに対する防止策および
解決方法など、宅地建物取引業を営む上で欠かす事ので
きない知識を学ぶ「法定研修」を実施しています。

■第3回　ｅラーニング法定研修会
1月11日～2月10日

　コロナ感染拡大予防と会員の皆様の利便性を考慮し、
ｅラーニングにて受講いただく法定研修会を下記内容で開
催いたしました。全編を視聴後に効果測定の設問に５割
以上正解することが受講完了条件となります。沖縄県本
部の受講完了者数は、90社でした。

♪ｅラーニング（スキルアップ研修）のご案内

　宅地建物取引業に初めて従事する方はもちろんのこと、
日々の実務の基礎知識の確認など、多くの宅地建物取引
業に従事する方に役立つ研修をｅラーニング研修で受講で
きます。是非、従業者教育の一環としてご活用いただけ
ればと思います。

操作方法は、ラビーネットにログインし、
「全日保証ｅラーニング研修」を
選択し視聴されてください。

①不動産取引における紛争事例と解決のポイント
　講師：弁護士　江口　正夫
②高齢者取引・代理人との取引の留意点
　講師：弁護士　松田　弘

■令和3年度　宅地建物取引士法定講習会
（1月24日）

　新型コロナウイルス感染拡大予防のため「教材を用いた
自宅学習」として開催。
　県外受講を含め、95名が受講完了いたしました。

♪令和3年度　不動産業開業支援セミナー

　1月20（木）浦添市産業振興センター結の街にて、不
動産業に興味のある方、開業を検討されている方を対象
に開催いたしました。
　内容は、不動産実務の流れ（売買、賃貸）と講師の体
験談、全日会員支援システム「ラビーネット」等の説明を
行い、セミナー終了後には個別相談会を設け、大勢の方
にご参加いただき大盛況で終了しました！

♪開業サポート　個別相談会開催中！！

（公社）全日本不動産協会沖縄県本部では、開業にあたっ
て抱えているさまざまな疑問や不安、免許申請・入会手続
きを含め、経験豊富な現役の経営者が、あなたのご質問
にお答えします!
毎月第2火曜日　14時～16時（完全予約制）
場所：（公社）全日本不動産協会
　　　　　　　　　　沖縄県本部　事務局
　　　那覇市久茂地3-1-1　日本生命那覇ビル9F

委員会活動報告委員会活動報告

18日 沖縄県本部　月次監査
19日 無料不動産取引相談（名護）
20日 不動産業開業セミナー
31日 TRA総本部　臨時理事会

1月
2日 無料不動産取引相談
7日 無料不動産取引相談
8日 開業個別相談会
10日 理事長来沖　表敬訪問

（沖縄県、新聞社）

2月

15日 弁護士無料法律相談会

10日 沖縄県本部　理事会
15日 弁護士無料法律相談会
22日 沖縄県本部主催

不動産無料相談会（街頭）

3月

理事会及び各委員会の動き（令和4年1月～3月）
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New MemberNew Member
HOME110（ホームイチイチマル）
代表者／専任宅建士：
伊集博一　
趣味：ゴルフ
　　　バイクツーリング
セールスポイント：
　�土地住宅に関する事な
んでもご相談ください
住所：南城市大里字仲間1215-1
TEL：050-8883-0546
FAX：050-8883-0547

021不動産
代表者／専任宅建士：
比嘉規勝
趣味：食べ歩き
セールスポイント：
　�全てのことに感謝の気
持ちをもつ
住所：沖縄県那覇市曙 3-4-13�201
TEL：098-943-4772
FAX：098-943-4773

松田ハウジング
代表者：松田直俊
専任宅建士：上原盛幸
趣味：フットサル
モットー：ポジティブ
住所：�浦添市仲西1-3-25

フロンテージ仲西
602

TEL：098-878-6810

（同）アルバ
代表者／専任宅建士：中村　誠
住所：石垣市浜崎町 2-3-33
TEL：0980-87-0631
FAX：0980-87-7994

有限会社�蔵興業
代表者：藏根　貢
専任宅建士：松浜フミ子
住所：うるま市字仲嶺 236-1
TEL：098-979-0595
FAX：098-979-0596

（株）ワタシノイエ
代表者／専任宅建士：本間　亨
住所：那覇市久米1-11-9　202
TEL：098-917-5056
FAX：098-993-5756

沖縄不動産おきマーク（同）
代表者／専任宅建士：高橋　宏文
住所：那覇市高良 2-10-31
TEL：098-894-6947
FAX：050-6877-5189

クルチ不動産（同）
代表者／専任宅建士：仲村　真樹美
住所：うるま市字高江洲1050
　　　メゾン博 303
TEL：098-921-5580
FAX：098-921-5581

サファリエステート（株）
代表者：瀬長　博康
専任宅建士：山里　盛光
住所：�那覇市泉崎 2-104-3　グランドパレ

ス泉崎ハーバービュー101
TEL：098-851-7847
FAX：098-995-6588

（株）太財商事
代表者／専任宅建士：杉本　茂太
住所：那覇市久茂地 2-14-12
TEL：098-840-8025
FAX：098-840-8026

Affinity�Housing（株）
代表者：小池　静香
専任宅建士：呉屋　正悟
住所：北谷町北前1-22-1　1F-A
TEL：098-923-3552
FAX：098-923-3553

MYM.Sistem.LLC（同）
代表者：諸見里　裕
専任宅建士：漢那　憲太
住所：宜野湾市大山 3-23-1
　　　メイキャッスル101
TEL：098-975-7047
FAX：098-975-7048

（株）総建プラン
代表者：下里　光宏
専任宅建士：中村　優子
住所：宮古島市平良字東仲宗根 897-3
TEL：0980-75-3017
FAX：0980-73-5908

もりもり不動産
代表者／専任宅建士：仁見　清克
住所：浦添市勢理客 2-15-13
　　　具志堅店舗103
TEL：098-975-5441
FAX：098-975-5441

（株）拓信
代表者：佐次田　智
専任宅建士：神谷　正勝
住所：沖縄市越来 3-15-31
TEL：098-989-0960
FAX：098-989-0970

（株）エルプラン
代表者：下里　麻里菜
専任宅建士：仲本　満
住所：沖縄市山里 2-15-15
　　　メゾンS&K105
TEL：098-988-5139
FAX：098-988-5721

（同）DOHZO
代表者：佐古　一将
専任宅建士：新垣　翔吾
住所：那覇市泊1-3-2
　　　沖縄ゼネラルビル303
TEL：098-975-7153　

（株）WONDER�BALL
代表者／専任宅建士：佐々木　博之
住所：沖縄市高原 2-2-61
TEL：098-988-5971
FAX：098-988-5974

（株）てぃちなー
代表者：知名　江里香
専任宅建士：友利　弘三
住所：北中城村字島袋1440
TEL：098-989-5555
FAX：098-989-5560

CRASOL（株）
代表者／専任宅建士：大下　真由美
住所：那覇市字安謝 248-5-1F
TEL：098-866-3337
FAX：098-866-3338

入会月：入会月：
令和令和33年9月～年9月～令和4年令和4年1月1月
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２月２２日（火）沖縄県本部「不動産無料相談会」を開催しました♪

沖縄子どもの未来県民会議へ寄附金を送りました。

　琉球新報泉崎ビル1Fエントランスにて、「不
動産無料相談会」を開催しました。
　弁護士、税理士、建築士、宅地建物取引士を
相談員に招き、コロナ禍での開催となりましたが、
感染対策を万全にし、一般消費者の皆様から様々
な相談を対応させていただきました。
　各専門家と対面の相談ができるとあって、開始
時間の前から来場される方もおり、窓口相談が
求められている事も実感できました。沖縄県本部
では、引き続き各事業をはじめコロナ禍での開催
を実施できるよう検討していきたいと思います。

　沖縄県本部では、沖縄県子どもの未来県民会議の基本理
念に賛同するとともに、当協会の事業の一環である【社会的
弱者の支援又は地域社会の健全な発展に資する啓発活動、
支援活動その他の社会貢献活動】に一致するもとの考え、寄
附することとなりました。令和４年３月8日（火）に寄附金贈
呈式が県庁で行われました。構成団体の一員として、これま
で会議等に参加しておりましたが、財源面でもサポートし、
子どもの貧困対策のお力になれるよう協力してまいります。
　贈呈式には、土田本部長、神谷組織委員長、木村流通
推進委員長が出席し、名渡山晶子沖縄県子ども生活福祉部
長へ寄附金が送られました。

　また、今年度は新型コロナウイルス感染症対策の取
り組みへの支援を目的に、下記団体へも寄附金を送り
ました。

・沖縄県病院事業局
・沖縄県保健医療部感染症対策課
・沖縄県難病相談支援センター
　認定NPO法人アンビシャス
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全国47都道府県をカバーしている（公社）全日本不動産協会だから将来の事業展開も安心です！

詳細はweb、または（公社）全日本不動産協会沖縄県本部までご連絡下さい。

キャンペーン期間中なら入会費用の
負担を軽くして独立開業！

20万円
の負担軽減

【開業までの流れ】

入会書類は直接お渡しの他、
郵送・宅配等（送料不要）でも
お送りできます。

入会のご案内

県庁へ
「免許申請」

協会事務局相談

審　査

入会審査

免許番号
の通知

承　認協会への
加入申込

入会金・年会費
等の入金

弁済業務保証金
分担金納付書の発行

開業指導・相談 免許証の交付営業開始

（あなた）

開業予定者

入会諸費用20万円減額中!! 令和４年
６月30日まで

開業キャンペーン

あなたの開業計画を（公社）全日本不動産協会沖縄県本部がサポートします
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