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埼玉県宅建協同組合では、平成17年の設立以来、数多くの企業と連携して、 

皆様が日々の業務でご利用になれる様々な商品やサービスを提供してまいりました。 

当組合の数ある商品・サービスを１冊の冊子にまとめさせていただき、 

できる限りわかりやすくご紹介しております。 

皆様のサイドビジネス支援や業務の効率化など、きっとお役に立てる１冊となっておりますので、 

お手元に置いて必要な時にご確認いただきご活用いただければ幸いでございます。 

今後も、皆様のお役に立てる「入って得する埼玉県宅建協同組合」を目指してまいりますので、 

何卒よろしくお願い申し上げます。　 

 

埼玉県宅建協同組合



注意事項
・各事業者の紹介ページに記載された手数料率及び金額は、予告なく変更することがありますので、各事業者へご確認
してください。
・各事業者の紹介ページに記載された条件等の内容は、予告なく変更することがありますので、各事業者へご確認して
ください。

サイドビジネス、お得な商品・サービス、福利厚生 のご紹介

サイドビジネスによる手数料収入、利用者のご紹介による紹介料収入
メニュー 提供業者 頁

家財保険（少額短期保険）代理店事務
※代理店登録が必要となります。

㈱宅建ファミリー共済 4
東京海上ミレア少額短期保険㈱ 5
日本共済㈱ 6

住宅ローン（フラット35）の事務取次 全宅住宅ローン㈱ 7
家賃保証代理店事務
※代理店登録が必要となります。

アークシステムテクノロジーズ㈱ 8
エルズサポート㈱ 9

葬儀会社をお探しの方をご紹介ください！ 埼玉県葬祭業協同組合 10
相続税を納付された方はいらっしゃいませんか？ フジ相続税理士法人 11
コインパーキング用地をご紹介ください！ ㈱イチネンパーキング 12
管理物件にインターネット設備を導入しませんか？ ㈱キッズウェイ 13
引越業者をお探しの方をご紹介ください！ ファミリー引越センター㈱ 14

お得な商品・サービス 使えば使うほどお得！
メニュー 提供業者 頁

ゼンリン住宅地図が最大20％引き ㈱ゼンリン 15
地盤調査や土壌汚染調査はお気軽にご相談ください UGRコーポレーション㈱ 15
インストール型間取り作成ソフトが50％off ㈱ピーシーコネクト 15
カーリースが組合員特別価格 三菱オートリース㈱ 16
各種資格試験対策講座が組合員特別価格 日建学院 16
宅建試験対策『講座・模擬試験』特別割引 ㈱住宅新報社 16

お中元やお歳暮、お取引先への贈り物にどうぞ
日本ハム㈱ 16
プリマハム㈱ 16
㈱榮太樓總本鋪 16

旅行プラン・宿泊施設の利用が特別価格・特典付き
東武トップツアーズ㈱ 17
藤田観光㈱ 17
ホテル木暮 17

スケールメリットを生かした福利厚生事業をぜひご活用ください。
メニュー 提供業者 頁

年4回の実務研修『組合ビジネス塾』が何名でも受講料無料 埼玉県宅建協同組合 17
組合ゴルフ大会に参加できます 埼玉県宅建協同組合 17
浦和レッズの観戦ペアチケットをプレゼント 埼玉県宅建協同組合 18
事業承継の相談が無料でできます さいたま商工会議所 18
不動産経営者クリニックで貴社の経営をサポート 埼玉県宅建協同組合 18
「まさかの失敗を補償」宅地建物取引士賠償責任保険にご加入いただけます （公社）埼玉県宅地建物取引業協会 18
【アフラック「がん保険」「医療保険」】に団体割引でご加入いただけます ㈱トータル保険サービス 18

組合サービスガイド
発行日／令和4年1月20日 発行人／江原貞治
発行所／埼玉県宅建協同組合 〒330－0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町6－15 埼玉県宅建会館2階（埼玉県宅建協会内）

TEL（048）811－1820 FAX（048）811－1821
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〒102-0073 東京都千代田区九段北3-2-11
住友不動産九段北ビル7F

担当：宅建ファミリー共済 営業部

簡素化された代理店事務で
手数料収入が得られます。

賃貸物件の火災保険なら宅建ファミリー共済におまかせください!!

株式会社 宅建ファミリー共済

全国約9,600店が代理店登録（業界トップクラス）。
多くの皆様からご信頼いただいております。

病院など入居住宅外でお亡くなりになった場合でも
遺品整理費用を補償する商品もご用意。

事務に関するお問い合わせは
365日（平日・土日・祝日）
9時から20時まで

申込方法は『FAX』または『パソコン』からお選びいただけます。
保険契約証兼保険料領収証（ご契約内容確認書）をその場で発券できます。

安心

※上記は、新住宅用賃貸総合補償保険の概要を紹介したものです。詳細は「ご契約のしおり」をご覧ください。

03（3234）1151TEL

03（3262）8600FAX

「ハトマーク」がついた保険は
宅建ファミリー共済だけ!

簡単 事務処理が簡単。
パソコンが苦手な方も安心！

充実

販売ノルマは
ございません!!

賃貸住宅用全商品が
孤独死対応（特殊清掃費用）

商品・サービスの特徴

問い合わせ先

ホームページ

事業用（事務所・店舗・飲食店）商品もあります！

FAXで パソコンで

親切丁寧に対応!

担当者からひと言

少額短期保険

入居者の家財保険取次で手数料確保
『宅建ファミリー共済』はノルマなし！

賃貸仲介の場面で
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少額短期保険

入居者の家財保険取次で手数料確保
『東京海上ミレア』は安心の東京海上グループです！

賃貸仲介の場面で
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少額短期保険

入居者の家財保険取次で手数料確保
『日本共済』は取扱い高に応じて手数料率UP！

賃貸仲介の場面で
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住宅ローン

住宅購入者の住宅ローンを取次ぐだけで手数料確保
煩雑な手続きも全てお任せ！　フラット35をご利用の際は『全宅住宅ローン』まで！

売買・売買仲介の場面で
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家賃保証

賃貸借契約での家賃保証は必須！　入居者の家賃保証契約を取次ぐだけで手数料確保
家賃保証は高手数料のアークシステムテクノロジーズに決まり！

賃貸仲介の場面で
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家賃保証

賃貸借契約での家賃保証は必須！
入居者の家賃保証契約を取次ぐだけで手数料確保

賃貸仲介の場面で
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葬 儀

特別割引で葬儀をご利用いただけます。さらに、葬儀をご紹介いただいた際
には紹介料が得られます。

入居者・お知り合いが万一の際に…
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相続税還付診断

お知り合いで相続税を納めた方がいらっしゃったら『フジ相続税理士法人』
にご紹介ください。相続税還付手続きで還付成功なら紹介料が得られます。

相続税のセカンドオピニオン
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※1例）月額1台10,000円の10台100,000円で契約に至った場合→100,000円の仲介手数料をお支払い致します

※2例）10台口の駐車場が契約に至った場合→毎月10,000円の管理料をお支払い致します（20台以上の場合は別途協議）

コインパーキング

コインパーキング用地をご紹介いただければ、仲介料と毎月の管理手数確保
『イチネンパーキング』は仲介手数料だけでなく毎月の管理料もお支払いします！

オーナー様所有土地や自社所有土地を有効活用！
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インターネット設備導入

インターネット無料はもはや常識！
インターネット設備導入で毎月の手数料確保

空室対策！
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引 越

お引越しをお考えのお客様がいらっしゃいましたら紹介手数料業界最高値の「ファミリー引越セン
ター」にご紹介ください！ もちろんユーザー様も引越し基本料金30％引きで大変お得です！

賃貸仲介の場面で
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損害
保険

住宅
地図

土地
調査

図面
作成

各種損害保険お取り扱いしております！

ゼンリン住宅地図が20％off

UGRコーポレーション㈱による土地調査

インストール型間取り作成ソフト・販売流通図面作成ソフト
『間取りクラウド』『ひな形Bank21』が組合員なら50％off

埼玉県宅建協同組合は東京海上日動火災保険㈱の
代理店業務を行っております。
損害保険もハトマークなら安心してご利用いただ
けます！
詳細は当カタログ裏表紙をご覧ください。

●ブルーマップは15％off
●デジタウン（Windows用DVD－ROM版）は
10％off
お申込用紙をこちらから

⇒

ダウンロードして
FAXにてお申し込み
ください。

土地取引でトラブルにならないための土地調査（地盤・地中・
土壌汚染調査等）および埋設物保証「グリーンテスト」を特別価
格でご提供！地中埋設物のリスクから皆様をお守りします！
住宅地盤～土壌汚染のご相談はお気軽にお問い合わせください。
無料相談：0120－218－128

●月額利用料0円の買い切りベーシックプラン
●簡単操作・スピード入力・キレイな出力・高機能、便利な
クラウド保存サービス

●1ライセンスで何台のパソコンでも利用可能！
㈱ピーシーコネクト ℡0120－333－343

ビジネスの場面でご利用ください
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カー
リース

資格
試験

宅建
試験

三菱オートリースによるカーリース
組合員様向け特別価格実施中！

組合員は日建学院の各種資格試験対策講座が特別価格！

住宅新報社『宅建試験対策』割引

三菱オートリース「カーリース」は、お客様が希
望するメーカー・車種を調達できるほか、毎月のリ
ース料は一定であるため、将来の費用の見通しが立
てやすくなります。

宅建士や建築士などの各種資格試験対策講座が割引になります↓
15万円以上の講座は3万円引き
8万円以上15万円未満の講座は2万円引き
詳細は最寄りの県内日建学院各校へご相談ください

㈱住宅新報による宅建試験対策講座や模擬
試験を「特別割引」で受講できます。
短期集中講座と模擬試験で合格を勝ち取り
ましょう！

ビジネスでもプライベートでもお得

ギフト

ギフト

日ハム、プリマハムのお中元・お歳暮ギフトが最大35％オフ！

老舗「榮太樓總本鋪」のお菓子が特別割引！

日本ハムマーケティング㈱大宮営業所 ℡048－687－4186
プリマハム㈱埼玉営業所 ℡048－434－8286

文政元年の江戸出府から始まる二百年の歴史を持つ老
舗「榮太樓總本鋪」との提携により、会員様向けに特別
割引での商品をご提供しています。
素材と製法にこだわる伝統のお菓子は、大切な方への
贈り物にも最適です。
埼玉県宅建協会ホームページからお申し込みください。

お取引先への贈り物に

お中元、お歳暮のシーズン前に
皆様にカタログをお届けいたします！
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旅行

宿泊

温泉

東武トップツアーズ㈱が提供する国内＆海外のパック商品等、
3～5％の特別割引を適用してご利用いただけます。

藤田観光のリゾート施設が組合員様向けの特別価格で
ご宿泊いただけます

伊香保温泉『ホテル木暮』ご利用の際に、当組合員である旨を
お申し出ください。下記特典をサービスさせていただきます。

東武トップツアーズさいたま支店 ℡048－642－3686

組合員限定で、藤田観光㈱が運営する宿泊施設（一部
除く）が最低価格でご利用いただけます
（どのWEBサイトよりもお得な価格となっております）。

●宿泊人数分コーヒー券サービス ●岩盤浴30分サービス ●エステ5％割引

※ご利用には諸条件がございますので直接ホテルにご確認ください。
伊香保温泉ホテル木暮 ℡0279－72－2701

貴社の福利厚生にご活用いただけます

組合ビジネス塾

組合ゴルフ大会

年4回の実務研修が1社何名でも無料で受講できます。
弁護士、不動産鑑定士、建築士など各界の専門家がタイムリーな
テーマで講演する「組合ビジネス塾」は、過去66回の開催実績※を
誇り毎回大変ご好評いただいております。※令和3年9月30日現在
【過去のテーマ 抜粋】
第63回 R2．12．11（金） 契約不適合責任の実務対応
第64回 R3．4．13（火）「インスペクション時代の失敗しない仲介営業トーク講座」「税制改正と相続税還付成功事例」
第65回 R3．6．4（金） 特約・容認事項文例ガイド
第66回 R3．8．23（月） 実務に役立つ！任意売却の知識

組合親睦ゴルフ大会にご参加いただけます。
【過去の開催 抜粋】
平成28年度 組合主催 第5回ゴルフ大会【東武藤が丘カントリー倶楽部】
平成29年度 組合主催 第6回ゴルフ大会【大宮ゴルフコース】
平成30年度 組合主催 第7回ゴルフ大会【石坂ゴルフ倶楽部】
令和元年度 組合主催 第8回ゴルフ大会【熊谷ゴルフクラブ】
令和２年度 第 1 回 女子プロとまわる秋の爽快ゴルフ【石坂ゴルフ倶楽部】
令和３年度 第 2 回 女子プロとまわる秋の爽快ゴルフ【石坂ゴルフ倶楽部】

研修

ゴルフ
大会

スケールメリットを生かした福利厚生事業も充実しております
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不動産業界に特化した営業マン教育による豊富な実績とノウ
ハウで、多くの企業が抱える課題を解決し成績の向上につなげ
てきたJRC代表 斉子典夫先生が、あなたのためのマンツーマ
ン型研修で、人と企業の可能性を引き出します。

宅建士固有の業務「重要事項の説明等」「書面の交付」に起因する
賠償金を補償いたします。
割安な保険料で宅建業務の実態を踏まえた網羅的な補償内容。
さらに加入方法もカンタンで専門性が高い事故対応！
今すぐご加入を！

ご契約者が「公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会」の会員様であれば、二
親等以内のご家族もアフラックの「がん保険」「医療保険」団体取扱制度をご利用
いただく事で、個別取扱でご加入するよりも割安な保険料でご契約いただけます。
法人様を契約者とした場合、保険料を全額損金に算入する事が出来る場合があり
ます。

＜募集代理店＞ 株式会社トータル保険サービス
〒104‒0031 東京都中央区京橋2－2－1 京橋エドグラン23F TEL：0120－30－7024

浦和レッズの観戦ペアチケットや個室ビューボックスに
抽選でご招待いたします。

ペアチケットの席種は一般販売していない前から2列目です！
【過去のご招待】
平成30年 40社80名様にペアチケットプレゼント／

50社100名様を個室ビューボックスにご招待
令和元年 26社52名様にペアチケットプレゼント
令和２年 22社44名様にペアチケットプレゼント

浦和
レッズ

さいたま商工会議所と連携して
皆様の事業承継の相談・支援を行っております。

相談・
支援

不動産営業クリニックで業績向上

『まさかの失敗』を補償する
宅地建物取引士賠償責任保険にご加入いただけます。

【アフラック「がん保険」「医療保険」】に
団体割引でご加入いただけます。

研修

賠償
保険

医療
保険

上記のお問い合わせ先は全て『埼玉県宅建協同組合』まで
〒330‒0055 さいたま市浦和区東高砂町6‒15 TEL048‒811‒1820/FAX048‒811‒1821

スケールメリットを生かした福利厚生事業も充実しております

※ご加入の検討にあたっては、「法人向け保険商品のご検討に際してご留意いただきたいこと（ちらし）」
「ご提案書（保険設計書）」をご参照の上、税務と取扱いについてご留意すべき事項をご確認ください。

「アフラックの
商品案内は
コチラ」
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未加入の方、ご加入お待ちしております。ご加入は所属の支部または当組合までご連絡下さい。
〒330‒0055 さいたま市浦和区東高砂町6‒15
TEL048‒811‒1820 / FAX048‒811‒1821『埼玉県宅建協同組合』




