
 

 

 

 

大学不動産連盟では東日本大震災の被災地支援のため、ベルマークの収集を行

昔懐かしいベルマークですが、今でも点数を集めることにより学用品の購入などに役立てることができます。

お持ちいただきましたベルマークは、ＵＲＥＬを通じて被災地に寄付させていただきます。

ご協力をお願いします。

 

メーリングリスト（呼称“

5 月現在）。そして上記アドレスにメールを送信することで登録されている会員に一斉にメッセージを

ことができます。

情報伝達ツールとしてご利用いただけます。「広く会員間に告知したいこと」や「協力を仰ぎたいこと」など、

皆様お一人お一人のご活用をしてください。

 

建設・不動産駿台会のホームページにつきましては、使いやすくなるよう継続してリニューアルをしております。

交えて紹介しておりますので活動を振り返ったり等、どうぞご利用ください。

＊会員の皆様で、転勤や転居などで連絡先が変更になる方は、下記にご連絡をお願いします。

 

＊事務局では、

ご連絡ください。
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建設・不動産駿台会のホームページにつきましては、使いやすくなるよう継続してリニューアルをしております。

これから行われる勉強会やイベントを載せておりますので詳細の確認をしたり、過去のイベントを写真を

交えて紹介しておりますので活動を振り返ったり等、どうぞご利用ください。

＊会員の皆様で、転勤や転居などで連絡先が変更になる方は、下記にご連絡をお願いします。
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＊会員の皆様で、転勤や転居などで連絡先が変更になる方は、下記にご連絡をお願いします。
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  駿河台校舎裏の

    18:30

  職種や年齢の垣根を越えた交流が図れます。

＜第二回＞

＜第三回＞

委員会のメンバーは建設業や設計業を仕事にしているメンバーを含め、建物やデザイン

意匠に興味があるメンバーにて構成されています。

視察会、

ました。

「探究心」を満足させられる課題を研究していきたいと思っております。

 

駿河台校舎裏の
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建設・不動産駿台会の活性化を目的に活動しています。ホームページの作
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委員会のメンバーは建設業や設計業を仕事にしているメンバーを含め、建物やデザイン

意匠に興味があるメンバーにて構成されています。

視察会、二幸産業㈱様をお招ねきし「最新ビルメンテナンス」の講演等々を実施いたし

ました。今後の活動方針としては、委員会メンバーを含めた駿台会会員の「好奇心」や

「探究心」を満足させられる課題を研究していきたいと思っております。

 

駿河台校舎裏の Restaurant Bar

まで出入り自由で、飲食しながら、

職種や年齢の垣根を越えた交流が図れます。

2012 年 7 月 27
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意匠に興味があるメンバーにて構成されています。

二幸産業㈱様をお招ねきし「最新ビルメンテナンス」の講演等々を実施いたし

今後の活動方針としては、委員会メンバーを含めた駿台会会員の「好奇心」や

「探究心」を満足させられる課題を研究していきたいと思っております。

主に賃貸情報交換を目的として毎月第一金曜日に開催しております。

ーマを決めて意見交換をすることで

結びつけていく、という事を目的としています。

Restaurant Bar アミにて不定期開催。

まで出入り自由で、飲食しながら、

職種や年齢の垣根を越えた交流が図れます。
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会員間の交流の場として
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二幸産業㈱様をお招ねきし「最新ビルメンテナンス」の講演等々を実施いたし

今後の活動方針としては、委員会メンバーを含めた駿台会会員の「好奇心」や

「探究心」を満足させられる課題を研究していきたいと思っております。

毎年、就職活動を

のセミナーを開き、

入社員

い、

タワーの

ました。

不動産の売買

のビジネス支援として会員間の取引を活発にし、成約を増やすことで当

なげるものです。

相続・税務など様々な分野について講師の先生をお呼びし、講演いただいております。

主に賃貸情報交換を目的として毎月第一金曜日に開催しております。

ーマを決めて意見交換をすることで

結びつけていく、という事を目的としています。

アミにて不定期開催。

まで出入り自由で、飲食しながら、 

職種や年齢の垣根を越えた交流が図れます。 
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建設・不動産駿台会の活性化を目的に活動しています。ホームページの作

会員間の交流の場として駿台会サロン

委員会のメンバーは建設業や設計業を仕事にしているメンバーを含め、建物やデザイン

意匠に興味があるメンバーにて構成されています。昨年度は、「

二幸産業㈱様をお招ねきし「最新ビルメンテナンス」の講演等々を実施いたし

今後の活動方針としては、委員会メンバーを含めた駿台会会員の「好奇心」や

「探究心」を満足させられる課題を研究していきたいと思っております。

毎年、就職活動を

のセミナーを開き、

入社員の方々や、面接する側として人事部の部長を講師に招き、体験談
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