知多支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(16)0000366-000 坂熊不動産
知事(15)0001536-000 うらしま不動産
知事(15)0002051-000 竹星不動産
知事(15)0002627-000 豊不動産
知事(15)0002692-000 かね平不動産
知事(15)0002804-000 森本不動産
知事(15)0003197-000 田村不動産
知事(15)0003301-000 ㈱酒井不動産
知事(14)0003791-000 ㈲まつもと
知事(14)0004120-000 光映不動産
知事(14)0004344-000 神野㈱
知事(14)0004568-000 間瀬開発㈱
知事(14)0004733-000 ときわや不動産部
知事(13)0006251-000 柴山不動産
知事(13)0006648-000 和浩土地㈱
知事(13)0007167-000 茶谷土地社
知事(13)0007172-000 ㈲モルモさわだ
知事(13)0007448-000 栄和興産㈱
知事(13)0007507-000 豊丘不動産
知事(13)0007623-000 花一不動産
知事(12)0007682-000 タカツ不動産
知事(12)0008037-000 土屋不動産
知事(12)0008237-000 大和不動産
知事(12)0008432-000 吉田不動産
知事(12)0008528-004 本州建設㈱ 東海店
知事(12)0008532-000 堀本住宅㈱
知事(12)0008731-000 ㈱加藤連合建設
知事(12)0009000-000 ハヤカワ住宅㈱
知事(12)0009034-000 さいとう不動産
知事(12)0009080-000 建友社
知事(12)0009237-000 ㈱東和工務店
知事(12)0009295-000 久田不動産

代表者名
坂 良男
森田 明美
竹内 丈夫
近藤 正夫
市野 吉平
森本 繁次
田村 忠勝
酒井 洋二
松本 裕子
竹内 和雄
神野 勇夫
間瀬 友雄
黒田 君枝
柴山 吉弘
森田 浩光
茶谷 ひさの
澤田 忠雄
久野 健一郎
斉藤 尚弘
花井 一雄
高津 晧
土屋 進
早川 和仁
浅田 茂彦
近藤 雅訓
関 久毅
深川 浩二
早川 孝
齊藤 守
坂野 博茂
外山 俊夫
久田 喬司

郵便番号
477-0032
475-0869
478-0065
478-0054
475-0936
476-0003
470-2339
475-0828
470-2353
479-0866
476-0011
475-0023
470-2531
479-0837
478-0022
475-0821
470-2554
477-0032
470-2414
474-0026
470-2101
477-0032
474-0043
474-0046
476-0012
479-0063
470-2212
476-0002
470-2358
474-0062
470-2101
475-0822

住所
東海市加木屋町郷中６５ １Ｆ
半田市清水東町６７ー２
知多市新知東町２ー２７ー１ 竹星ビル１Ｆ
知多市つつじが丘１ー６ー１
半田市板山町５ー６９ー１
東海市荒尾町仲田２０３ー１
知多郡武豊町字下門３７ー４
半田市瑞穂町７ー１ー２
知多郡武豊町字道崎田１６ー１
常滑市大野町８ー１０３
東海市富木島町前田面８１ー２
半田市亀崎町３ー２８３ １Ｆ
知多郡武豊町大字冨貴字市場７９ー６
常滑市新開町２ー１６７
知多市大興寺字里１３６
半田市船入町３１ー１
知多郡武豊町字白山２９ー１ １Ｆ
東海市加木屋町仲新田７６ー１
知多郡美浜町大字豊丘字向戸３８ー２ １Ｆ
大府市桃山町５ー６０ー１
知多郡東浦町大字森岡字高峯１ー１６
東海市加木屋町大清水７７ー７
大府市米田町４ー６６
大府市吉川町１ー７５
東海市富木島町伏見１ー１７ー７
常滑市萓苅口１５ー２ １Ｆ
知多郡阿久比町卯坂字栗ノ木谷２０ー８
東海市名和町南三ケ月６
知多郡武豊町字楠５ー１４
大府市共西町７ー３１９
知多郡東浦町大字森岡字田面１５０
半田市浜町２４ １Ｆ

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0562-32-0808 0562-32-6333
0569-21-7122 0569-23-2622
0562-55-3131 0562-55-3352
0562-55-6522 0562-55-5729
0569-27-5931 0569-27-5931
052-604-8781 052-604-8794
0569-73-3757 0569-73-3757
0569-32-6500 0569-32-6502
0569-72-2337 0569-72-2337
0569-43-8411 0569-43-8411
052-603-2755 052-603-2756
0569-28-1830 0569-29-1830
0569-72-2237 0569-72-2210
0569-35-2521 0569-35-2578
0569-42-2775 0569-42-6668
0569-23-0405 0569-22-9734
0569-72-4625 0569-73-3725
0562-34-0111 0562-34-0455
0569-82-0139 0569-82-1340
0562-46-4518 0562-48-7611
0562-83-5767 0562-83-5785
0562-34-3900 0562-34-1118
0562-46-4521 0562-46-6649
0562-47-4652 0562-48-2156
052-604-0808 052-601-9100
0569-34-5886 0569-34-5887
0569-48-2330 0569-48-7214
052-601-5017 052-603-2869
0569-73-1764 0569-73-8248
0562-47-3171 0562-48-7708
0562-83-8434 0562-84-1311
0569-23-1530 0569-23-1530

知多支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(12)0009307-000 ㈱いとう不動産
知事(12)0009326-000 協栄不動産
知事(12)0009342-000 ㈲半田営繕工務店
知事(12)0009367-000 土居不動産
知事(11)0009564-000 ㈱加木屋土地
知事(11)0009642-000 大宗建設㈱
知事(11)0009730-001 アイシン開発㈱ 大府展示場
知事(11)0009808-000 稲葉㈲
知事(11)0009829-000 神田商事㈱
知事(11)0010589-000 愛恵㈱
知事(11)0011009-000 丸 ト
知事(11)0011120-000 新和土地
知事(11)0011291-000 アイチ地所
知事(11)0011306-000 ㈱建栄不動産
知事(11)0011385-000 旭不動産
知事(11)0011396-000 共栄不動産
知事(11)0011408-000 森田不動産
知事(11)0011430-000 高峯荘不動産
知事(11)0011512-000 ㈲フカヤ不動産
知事(10)0011604-000 知宏不動産
知事(10)0011750-000 ㈲半田不動産
知事(10)0011804-000 岩部建設㈱
知事(10)0011922-000 タツミホーム㈱
知事(10)0012439-000 ㈱久野工務店
知事(10)0012517-000 共栄不動産
知事(10)0012588-000 東洋コンサル㈱
知事(10)0012601-000 ㈲昭栄不動産
知事(10)0012638-000 名和不動産
知事(10)0012684-000 ㈱大地
知事(10)0012726-000 ㈱花園不動産
知事(9)0012740-000 ㈱堀崎不動産
知事(9)0012912-000 ㈱知多不動産

代表者名
伊藤 知洋
深谷 政次
稲葉 明彦
土居 佐吉
早川 輝臣
竹内 久善
竹内 雅博
稲葉 民治
市野 弘行
加古 忠利
竹内 善一郎
石川 達章
金森 明世史
荒木 健太
山口 修
内藤 政利
森田 芳一
濱田 博子
深谷 瀧雄
竹内 宏好
川田 満
岩部 雅人
関 徳久
櫻井 時夫
石川 勝幸
青井 よ志江
榊原 修
早川 信春
里山 忠雄
都筑 賢一郎
堀嵜 純一
近藤 まゆみ

郵便番号
475-0063
474-0061
475-0062
479-0813
477-0032
479-0862
474-0011
479-0837
475-0937
474-0025
478-0021
470-2347
474-0038
474-0036
478-0001
474-0061
470-2531
470-2414
476-0003
478-0021
475-0912
470-2345
478-0012
474-0036
470-2406
475-0912
475-0836
476-0002
474-0026
475-0867
475-0916
474-0073

住所
半田市乙川若宮町１９ いとう不動産ビル１Ｆ
大府市共和町２ー２２ー４
半田市飯森町１８２ー２
常滑市塩田町１ー９０
東海市加木屋町柿畑５８ー１ 加木屋ビル３Ｆ
常滑市小倉町８ー２６
大府市横根町前田４０ー１
常滑市新開町２ー１１５
半田市神田町２ー１ー１
大府市中央町４ー７７ １Ｆ
知多市岡田字久平６０
知多郡武豊町字道崎９６ー１
大府市森岡町５ー３０１ １Ｆ
大府市月見町３ー９４ー１
知多市八幡字東大平地６３ー１
大府市共和町３ー８ー１６ １Ｆ
知多郡武豊町大字冨貴字郷北４８
知多郡美浜町大字豊丘字浜２６
東海市荒尾町金山９０
知多市岡田字西二タ俣３９
半田市白山町１ー１０６
知多郡武豊町字西門７４
知多市巽が丘２ー１１３
大府市月見町４ー９ １Ｆ
知多郡美浜町大字河和字北田面１５５ー１
半田市白山町５ー２１４ー１７ トーヨーオフィス３Ｆ
半田市青山５ー７ー１３ １Ｆ
東海市名和町２ー１５４ 緑陽ビル１Ｆ
大府市桃山町３ー２５２
半田市榎下町１０ 花園ビル２Ｆ
半田市柊町２ー５７
大府市東新町２ー１２１

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0569-22-3110 0569-23-6362
0562-48-0753 0562-48-0058
0569-21-2935 0569-21-2941
0569-34-2122
0562-34-8115 0562-34-6095
0569-42-1739 0569-42-1947
0562-45-6135 0562-46-5840
0569-35-5110 0569-35-2421
0569-27-6141 0569-27-6146
0562-48-1245 0562-47-7637
0562-55-3274 0562-55-8674
0569-73-4145 0569-73-3337
0562-46-1673 0562-46-9988
0562-48-3232 0562-47-4555
0562-34-8266 0562-34-4778
0562-46-5335 0562-46-1254
0569-72-0898 0569-72-0898
0569-82-0035 0569-82-4736
052-603-1485 052-603-1194
0562-55-2152 0562-55-3611
0569-21-2028 0569-21-2008
0569-72-1151 0569-72-1161
0562-35-1300 0562-35-1345
0562-48-0015 0562-46-8283
0569-24-7777 0569-82-0400
0569-22-8810 0569-22-6340
0569-22-7425 0569-22-4807
052-604-5550 052-604-9166
0562-48-3070 0562-48-8347
0569-22-4050 0569-23-4931
0569-21-8181 0569-21-7475
0562-47-0252 0562-47-0254

知多支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(9)0012927-000 三洋ホームズ
知事(9)0013051-000 山田不動産
知事(9)0013112-000 神谷不動産
知事(9)0013112-001 神谷不動産 朝倉支店
知事(9)0013272-000 ヤマト不動産
知事(9)0013420-000 キッショー
知事(9)0013443-000 ㈲友森屋土地
知事(9)0013457-000 ㈱倉建
知事(9)0013465-000 南知多開発㈱
知事(9)0013489-000 ナカノ住宅土地㈱
知事(9)0013763-000 東海土地建物仲介センター㈲
知事(9)0013804-000 アイカワホーム㈱
知事(9)0013804-001 アイカワホーム㈱ 半田店
知事(9)0013804-002 アイカワホーム㈱ 東海店
知事(9)0013824-000 鈴建ホーム
知事(9)0013879-000 勝吉商店
知事(8)0014008-000 家田不動産
知事(8)0014071-000 寺子屋不動産
知事(8)0014303-000 東海不動産
知事(8)0014330-000 尾三土地建物㈲
知事(8)0014408-000 タイヘイホーム
知事(8)0014461-000 山田不動産
知事(8)0014467-000 新栄不動産
知事(8)0014493-000 石田設計建築事務所
知事(8)0014702-000 ㈲藤田木材
知事(8)0014708-000 ㈲大田川土地
知事(8)0014715-000 ㈱藤井組
知事(8)0015046-000 千賀不動産
知事(8)0015090-000 ㈱愛栄
知事(8)0015094-000 ダイエーホームズ㈱
知事(8)0015165-000 宗栄不動産
知事(8)0015228-000 アイカワエステート㈱

代表者名
廣澤 道雄
山田 愼一
神谷 浩
神谷 浩
中野 戸文視
天野 章
榊原 恒夫
倉又 勝一
酒井 現行
中野 和彦
長坂 泰興
相川 保夫
山本 祐輔
山下 一朗
鈴木 政幸
平山 和義
家田 信生
谷口 安範
石濵 武
間瀬 好江
馬場 忠輝
山田 和志
田中 保成
石田 英雄
藤田 英樹
蟹江 公明
藤井 章典
千賀 啓正
竹内 栄藏
山木 貴典
小島 光
相川 博文

郵便番号
470-2309
470-2103
478-0001
478-0017
470-3231
475-0023
475-0836
470-2211
475-0918
470-2517
477-0034
478-0064
475-0903
476-0011
474-0022
474-0027
479-0832
475-0024
477-0034
475-0023
476-0012
479-0827
474-0036
470-3233
474-0052
477-0031
479-0833
478-0036
479-0863
470-2303
474-0056
470-2339

住所
知多郡武豊町字梨子ノ木３ー３８ー８
知多郡東浦町大字石浜字前浜８８ー１ １Ｆ
知多市八幡字蔵池６９ー６
知多市新知字樋之口４ー１
知多郡美浜町大字上野間字郷戸６４ー３
半田市亀崎町１０ー１４３ー１
半田市青山４ー２８ー５ １Ｆ
知多郡阿久比町大字草木字中郷８２
半田市雁宿町１ー５６ー１
知多郡武豊町字長峰３５ー２
東海市養父町２ー４０
知多市新知台２ー１０ー８
半田市出口町１ー４５ー９
東海市富木島町南広２０ー７
大府市若草町３ー３４０ １Ｆ
大府市追分町３ー３４４
常滑市原松町１ー２８
半田市亀崎高根町６ー３４ー２
東海市養父町八王子６５ー１
半田市亀崎町３ー２８３
東海市富木島町伏見３ー８ー７
常滑市保示町４ー３
大府市月見町５ー２１４
知多郡美浜町大字奥田字石畑３２３
大府市長草町前田７ー５ １Ｆ
東海市大田町郷中１７６
常滑市北条３ー３０
知多市新舞子字大口２０４ー３
常滑市西之口６ー６３ １Ｆ
知多郡武豊町字祠峯２ー５５ １Ｆ
大府市明成町４ー２００
知多郡武豊町字下門１２２ー７

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0569-73-5560 0569-73-7081
0562-83-0202 0562-84-0234
0562-33-1211 0562-33-1212
0562-32-0135 0562-33-1250
0569-88-5218 0569-88-5219
0569-29-3517 0569-29-3580
0569-21-7138 0569-21-7233
0569-48-0500 0569-48-5474
0569-23-3395 0569-23-8839
0569-72-4516 0569-72-4547
0562-39-3221 0562-32-8501
0562-56-1000 0562-55-0303
0569-24-4333 0569-24-5700
052-689-1118 052-689-1234
0562-46-6122 0562-51-8000
0562-47-1074 0562-46-6225
0569-35-3928 0569-35-0348
0569-29-3708 0569-29-1788
0562-32-5005 0562-32-5005
0569-28-0718 0569-29-1830
052-601-3065 052-601-6197
0569-34-2914 0569-35-5317
0562-48-5478 0562-48-5478
0569-87-1225 0569-87-3308
0562-47-5711 0562-47-5710
0562-33-1300 0562-33-1300
0569-34-8966 0569-34-8977
0569-43-3373 0569-43-3378
0569-43-6006 0569-43-1336
0569-73-4114 0569-73-7100
0562-46-3413 0562-46-3413
0569-73-7755 0569-73-2223

知多支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(8)0015339-000 ㈱弘初不動産
知事(8)0015414-000 久野不動産㈱
知事(8)0015428-000 愛一不動産
知事(8)0015490-000 ㈲太陽住宅
知事(7)0015563-000 早川建築不動産
知事(7)0015585-000 竹内（名）
知事(7)0015610-000 ㈱ハッピー
知事(7)0015704-000 ㈲スカイ不動産開発
知事(7)0015789-000 ㈲ヤマフ土地
知事(7)0016031-000 豊和建設㈱
知事(7)0016116-000 篠島中村不動産
知事(7)0016371-000 ㈲イズモ不動産
知事(7)0016386-000 坂野不動産
知事(7)0016423-000 ㈱フジサワ不動産
知事(7)0016465-000 ㈱中部土地
知事(7)0016472-000 ㈲住まいる
知事(7)0016540-000 ㈲びしゃもん開発
知事(7)0016649-000 ㈲うえはら
知事(7)0016654-000 ㈱エステイト
知事(7)0016671-000 上中建築㈱
知事(7)0016673-000 ハタノ商興㈲
知事(7)0016743-000 啓成不動産
知事(7)0016755-000 山本不動産
知事(7)0016775-000 ㈱藤江不動産
知事(6)0016975-000 マセ不動産
知事(6)0017011-000 ㈲福徳不動産
知事(6)0017070-000 アイコーサービス㈱
知事(6)0017263-004 ㈱アパートセンターオカモト アパマンショップ大府店
知事(6)0017383-000 ㈲トータク不動産
知事(6)0017509-000 ㈲石黒不動産
知事(6)0017510-000 ㈱セイワハウス
知事(6)0017521-000 ミナト不動産㈲

代表者名
竹内 弘造
浜田 智宏
鈴木 幸吉
小手川 隆敏
早川 勇男
竹内 公朗
沼澤 春雄
足立 伸子
榊原 一良
家田 兼治
中村 俊朗
関 求
坂野 常幸
藤澤 和子
岩橋 徹
藤井 芳夫
榊原 玲子
上原 正己
原田 茂
上中 富雄
畑野 恭廣
杉江 道代
山本 義忠
新美 博教
間瀬 英夫
竹内 玲子
伊藤 隆幸
岡田 基
神谷 礼子
石黒 新二
山本 幹子
平松 敏彦

郵便番号
475-0052
474-0036
474-0027
470-2516
474-0061
478-0021
476-0013
470-2101
475-0862
475-0925
470-3505
470-2102
474-0027
470-2104
475-0936
479-0838
470-2305
470-2380
475-0004
475-0938
476-0011
475-0846
470-3231
470-2105
479-0806
470-2212
476-0003
474-0025
474-0011
470-2511
475-0925
478-0051

住所
半田市乙川高良町４８ １Ｆ
大府市月見町４ー１２
大府市追分町１ー２２８
知多郡武豊町字廻間４６ー１ １Ｆ
大府市共和町７ー２３０
知多市岡田字久平６
東海市中央町７ー１６ 久野ビル１Ｆ
知多郡東浦町大字森岡字浜田６７ー１
半田市住吉町４ー１３３
半田市宮本町６ー２１６ー１２
知多郡南知多町大字篠島字浦磯３ー２３
知多郡東浦町大字緒川字旭１０ー６ 緒川プラザ
大府市追分町１ー５９
知多郡東浦町生路坂下２５ー５
半田市板山町１５ー９１
常滑市鯉江本町５ー１６８ー２
知多郡武豊町字下山ノ田１２８ー１
知多郡武豊町字平井５ー８１
半田市上池町２ー１９ー５ １Ｆ
半田市君ケ橋町３ー４５ー１３
東海市富木島町東長口７５ー２
半田市栄町３ー１５０
知多郡美浜町大字上野間字新田５０
知多郡東浦町大字藤江字上廻間１３７
常滑市大谷字坦ぼ２５の１
知多郡阿久比町大字卯坂字朝日３０ー１
東海市荒尾町ワノ割１
大府市中央町６ー１１７
大府市横根町寺田５７ １Ｆ
知多郡武豊町字道仙田４８ー１ １Ｆ
半田市宮本町５ー３１７ー５
知多市朝倉町１０９

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0569-21-2432 0569-23-7040
0562-47-1368 0562-47-1385
0562-48-6565 0562-46-0850
0569-72-8000 0569-72-7888
0562-46-0959 0562-46-3314
0562-55-0005 0562-55-0405
0562-32-6260 0562-32-6285
0562-84-0350 0562-84-1956
0569-23-0265 0569-23-8220
0569-23-1734 0569-89-8110
0569-67-2935 0569-67-2322
0562-85-3633 0562-85-3644
0562-48-2101 0562-48-5652
0562-84-5757 0562-84-0003
0569-27-5038 0569-27-7713
0569-35-3099 0569-35-3299
0569-89-7113 0569-89-7114
0569-72-1952 0569-73-4698
0569-29-2920 0569-29-2965
0569-27-6000 0569-27-7108
052-601-3307 052-601-3308
0569-23-0600 0569-23-8234
0569-88-5377 0569-88-5377
0562-83-2665 0562-83-0148
0569-37-0686 0569-72-0549
0569-48-2255 0569-48-4491
052-603-1605 052-603-1305
0562-46-8411 0562-46-8415
0562-48-0104 0562-48-0147
0569-73-5623 0569-73-5558
0569-24-5252 0569-24-5251
0562-57-1177 0562-57-1188

知多支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(6)0017560-000 ㈲森政
知事(6)0017580-000 ㈱沢田工務店
知事(6)0017580-001 ㈱沢田工務店 エスティネット 半田青山店
知事(6)0017580-002 ㈱沢田工務店 エスティネット東海店
知事(6)0017580-003 ㈱沢田工務店 エスティネット常滑店
知事(6)0017592-000 東海土地サービス
知事(6)0017624-000 ㈱西成建設
知事(6)0017643-000 ㈲モリタクレイ
知事(6)0017759-000 ㈱チタコーポレーション
知事(6)0017759-003 ㈱チタコーポレーション 半田店
知事(6)0017847-000 大喜工務店
知事(5)0018037-000 イカイ不動産
知事(5)0018101-000 ㈲不動産コンサルタントワタナベ
知事(5)0018133-000 ㈱はろうす
知事(5)0018172-000 ㈱ミサキ
知事(5)0018176-000 ㈱シンセイホーム
知事(5)0018216-000 ㈱戸田組
知事(5)0018249-000 ㈱都築不動産
知事(5)0018361-000 あいちヒデホーム㈱
知事(5)0018380-000 ㈱スザワ
知事(5)0018387-000 吉田不動産
知事(5)0018389-000 ササキ不動産販売㈲
知事(5)0018397-000 ㈲だて不動産
知事(5)0018451-000 ナミサキ不動産㈲
知事(5)0018468-000 エイケンホーム
知事(5)0018479-000 ㈱アセットリンク
知事(5)0018625-000 共和不動産
知事(5)0018633-000 ジャストコーポレーション
知事(5)0018671-000 ㈱渡辺建設
知事(5)0018702-000 福本不動産
知事(5)0018755-000 光徳不動産
知事(5)0018773-000 緒川不動産

代表者名
森下 昌樹
澤田 貞雄
天野 六努水
加古 賢哉
岩瀬 拓真
本田 博信
大西 佳勝
森田 和男
三好 修
久田 真実
山本 俊幸
猪飼 昭夫
渡邉 敦彦
道元 英夫
瓜生 咲世
澤田 廣
戸田 喜久雄
都築 利全
久村 英男
須澤 充
吉田 朋子
佐々木 純子
伊達 順三
浪﨑 克則
坂 久男
鈴木 功
山口 芳弘
鈴木 信一
渡邉 泰敏
福本 裕子
伊藤 徳泰
水野 琢

郵便番号
479-0043
475-0814
475-0836
477-0031
479-0838
476-0014
474-0011
470-2531
475-0922
475-0974
470-3412
479-0838
470-3233
478-0065
476-0003
475-0074
470-2102
475-0964
479-0828
475-0004
475-0836
474-0074
475-0916
470-2104
477-0037
474-0038
474-0073
475-0914
470-2212
470-2302
479-0853
470-2102

住所
常滑市字古社２０ー７
半田市幸町１ー３０
半田市青山１ー３ー７ ＳＴ８ ２Ｆ
東海市大田町畑間７０ー１
常滑市鯉江本町５ー１６１ ＳＴー９ビル １Ｆ
東海市富貴ノ台３ー２１２
大府市横根町名高山１８ー２
知多郡武豊町大字冨貴字郷北６０ １Ｆ
半田市昭和町１ー１５ー１
半田市山代町２ー１０４ー７
知多郡南知多町大字豊浜字中町１２ー ２
常滑市鯉江本町５ー１４９
知多郡美浜町大字奥田字儀路５５
知多市新知東町２ー２７ー８
東海市荒尾町寺下２５ー３
半田市長根町１ー１２２
知多郡東浦町大字緒川字寿久茂１６５
半田市平井町１ー３ー３
常滑市市場町４ー４０
半田市上池町４ー２ー３ ２Ｆ
半田市青山４ー２８ー１０ １Ｆ
大府市共栄町９ー９ー６ １Ｆ
半田市柊町４ー２０４ー６
知多郡東浦町大字生路字狐洞２５ー７
東海市高横須賀町２ー４３
大府市森岡町２ー３８０
大府市東新町１ー２４６ 共和不動産ビル１Ｆ
半田市土井山町１ー２０２ー５
知多郡阿久比町大字卯坂字朝日２４ー６ １Ｆ
知多郡武豊町字鹿ノ子田１ー１４７ー１
常滑市本郷町４ー１７９
知多郡東浦町大字緒川字家下２ー８

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0569-35-0303 0569-34-9766
0569-21-0237 0569-25-2317
0569-21-3335 0569-84-1234
0562-57-0237 0562-57-0201
0569-36-0237 0569-84-3001
052-601-0120 052-604-2231
0562-44-3171 0562-44-3171
0569-72-0507 0569-72-0507
0569-26-1555 052-308-1415
0569-23-3011 052-308-4972
0569-65-0453 0569-65-0464
0569-34-9511 0569-34-9347
0569-87-1500 0569-87-0094
0562-55-9700 0562-55-9717
052-604-8889 052-604-1229
0569-28-2810 0569-28-6372
0562-34-8001 0562-35-0999
0569-27-5600 0569-27-6868
0569-34-8178 0569-34-8198
0569-28-1596 0569-28-1958
0569-24-7452 0569-23-3677
0562-44-8851 0562-44-8852
0569-26-4321 0569-25-2627
0562-83-7773 0562-83-7841
0562-33-5113 0562-33-5114
0562-45-0570 0562-45-0571
0562-46-3848 0562-47-8844
0569-23-7846 0569-26-5008
0569-48-0266 0569-47-0767
0569-73-8911 0569-73-8912
0569-42-0607 0569-42-0664
0562-83-1414 0562-83-1413

知多支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(5)0018812-000 ㈲西上建業
知事(5)0018823-000 ミール観光開発㈱
知事(5)0018891-000 久田不動産
知事(5)0018902-000 ㈲大島不動産
知事(5)0018929-000 丸全不動産㈱
知事(4)0018973-000 晃建築所
知事(4)0018988-000 ㈱トリイ建設
知事(4)0019016-000 ㈲セーフティホームおがわ
知事(4)0019024-000 ㈲建築屋
知事(4)0019063-000 ㈲アイサンホーム
知事(4)0019065-000 水谷開発
知事(4)0019093-007 福建ホーム㈱ 半田支店
知事(4)0019214-000 ㈲神田興産
知事(4)0019229-000 中部不動産サービス
知事(4)0019288-000 共和エステート㈲
知事(4)0019325-000 ㈱ライフスタイル
知事(4)0019325-001 ㈱ライフスタイル 半田支店
知事(4)0019360-000 ㈱プロデュースティーエムワイ
知事(4)0019376-000 ㈲カミヤエステート
知事(4)0019431-000 大日設備工事㈱
知事(4)0019441-000 ㈲オアシス事務所
知事(4)0019460-000 山本土木不動産
知事(4)0019485-000 せいしろ不動産
知事(4)0019508-000 オフィス・ヴィジョン
知事(4)0019528-000 辻不動産
知事(4)0019532-000 ㈲東海管理
知事(4)0019547-000 ㈲住まいの情報館
知事(4)0019567-000 ㈲ホームズ
知事(4)0019613-000 ㈲ナカネ建築
知事(4)0019708-000 東海エステイト
知事(4)0019730-000 ティーズハウス
知事(4)0019768-000 ㈱中部管理サービス

代表者名
西上 肇敦
関 利昭
久田 益雄
大島 義靖
高津 忠男
齋藤 晃
鳥居 孝彦
小川 雄一郎
近藤 浩市
阪納 浩史
水谷 巖
村下 徹
鈴置 剛
森 保雄
深谷 和政
佃 和重
佃 和重
田村 誠
神谷 長
沢田 伸二
澤田 道孝
山本 祐子
戸田 久吉
茶谷 克之
辻 武彦
青木 隆子
久田 幹雄
木庭 好則
中根 義浩
山田 徹
山崎 隆
仮屋 とも子

郵便番号
470-2329
478-0012
479-0815
474-0061
470-2101
470-2414
470-3235
478-0026
478-0017
474-0074
479-0001
475-0927
474-0003
470-2406
474-0061
476-0013
475-0922
477-0037
475-0828
475-0928
470-2212
475-0936
475-0917
475-0836
476-0002
475-0902
479-0802
478-0001
478-0065
476-0002
475-0833
479-0837

住所
知多郡武豊町字池田２ー６７
知多市巽が丘２ー１１３ １Ｆ
常滑市唐崎町４ー３８ー１
大府市共和町４ー３０９ １Ｆ
知多郡東浦町大字森岡字前田１５ー ６
知多郡美浜町大字豊丘字西ノ街戸５ー１
知多郡美浜町大字野間字新町５２
知多市南粕谷新海１ー８８
知多市新知字八九四２ー１
大府市共栄町３ー５ー１２
常滑市矢田字西根組１７
半田市北二ツ坂町２ー１ー３０
大府市神田町２ー１１１
知多郡美浜町大字河和字北田面４４ー１
大府市共和町２ー２２ー４
東海市中央町７ー１３ メゾン・ド・フェリーク１階
半田市昭和町１ー３ 森半田ビル１階
東海市高横須賀町１ー１０９
半田市瑞穂町８ー１２ー１２
半田市桐ケ丘５ー１０２ー１５
知多郡阿久比町大字卯坂字古見堂５５ー１
半田市板山町１ー１７２ー３
半田市清城町２ー１０ー１３
半田市青山２ー１８ー１８エンゼ ル青山１Ｆ
東海市名和町北玄蕃１１ー１
半田市宮路町２７２ 柊ビル１Ｆ東
常滑市西阿野字半月２１５
知多市八幡字東大清水１０４ １Ｆ
知多市新知東町１ー１ー６
東海市名和町馬坂４３ー１ コア糸重馬坂ビル１Ｆ
半田市花園町３ー１０ー２７
常滑市新開町３ー３０ 村上ビル３Ｆ

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0569-73-4126 0569-73-7151
0562-34-6841 0566-29-0851
0569-35-7462 0569-35-7463
0562-45-2100 0562-45-2101
0562-83-1101 0562-83-1102
0569-82-3290 0569-82-3510
0569-87-0842 0569-87-2626
0569-42-5432 0569-42-5439
0562-56-1282 0562-56-3802
0562-48-1600 0562-47-8841
0569-42-1762 0569-42-1762
0569-25-4649 0569-25-4653
0562-48-0684 0562-48-0699
0569-82-0339 0569-82-3508
0562-48-2678 0562-48-0058
0562-36-0826 0562-36-0878
0569-25-5551 0569-25-5552
0562-39-3081 0562-39-3082
0569-21-0290 0569-21-0209
0569-21-6169 0569-22-8053
0569-48-6699 0569-48-6949
0569-27-5938 0569-27-5938
0569-22-9280 0569-22-9258
0569-32-3851 0569-32-3852
052-601-6669 052-602-2466
0569-24-0035 0569-24-0149
0569-35-9009 0569-35-9016
0562-35-0925 0562-35-0926
0562-55-3347 0562-55-8280
052-601-2075 052-601-2050
0569-22-5656 0569-25-0639
0569-34-8141 0569-34-7876

知多支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(4)0019792-000 ㈱シー・シー・エヌ
知事(4)0019820-000 ㈲沢田不動産
知事(4)0019903-000 ㈲集合住宅研究所
知事(4)0019951-000 山喜不動産
知事(4)0020044-000 ㈱アイホーム
知事(4)0020076-000 美浜不動産
知事(4)0020092-000 ㈲ネクスト
知事(4)0020100-000 旭産業㈱
知事(4)0020161-000 中野織布不動産ユニット
知事(3)0020187-000 ㈱ティエムアイコーポレーション
知事(3)0020197-000 ㈲シンキエコス
知事(3)0020273-000 ㈲ダイケン・システム
知事(3)0020281-000 ㈱リードランド
知事(3)0020422-000 ㈲中野建築
知事(3)0020445-000 戸田不動産㈲
知事(3)0020502-000 ㈱ファミリー地所
知事(3)0020599-000 ユア・パートナー
知事(3)0020605-000 ㈱マルマン
知事(3)0020610-000 まるよし不動産
知事(3)0020657-000 百合コンサルタント㈱
知事(3)0020664-000 磯村不動産
知事(3)0020676-000 關正不動産
知事(3)0020704-000 ㈱中日ホーム
知事(3)0020725-000 シンセイ建設㈱
知事(3)0020798-000 保和不動産
知事(3)0020851-000 フレンドホーム
知事(3)0020853-000 セントレアエステート㈱
知事(3)0020891-000 ㈱ジャパンインベストメント
知事(3)0021005-001 共生不動産㈱ 知多東海店
知事(3)0021008-000 ㈱七番組
知事(3)0021038-000 西建不動産㈱
知事(3)0021052-000 半田ホームズ㈱

代表者名
藤原 聖侍
澤田 浩紀
近藤 英夫
山口 千晴
山本 あゆみ
梶田 修
渡辺 晃浩
中村 かよ子
中野 博文
水野 隆芳
早川 徳道
大坂 健三
速水 信子
中野 正剛
戸田 宏和
竹岡 重晴
大嶋 英資
加古 大介
吉戸 麻美
百合草 進
磯村 幸一
關 正夫
森田 仁
深谷 啓治
久野 セツオ
大矢 ひかる
尾崎 貴司
加藤 晴也
川端 洋朗
澤田 雄二
西 勝美
澤山 重行

郵便番号
470-2216
478-0034
477-0033
475-0925
475-0815
470-3235
474-0001
476-0005
470-2543
475-0916
477-0032
478-0054
477-0031
470-2517
470-2102
476-0013
470-2385
474-0035
475-0925
470-3321
475-0916
479-0829
470-2357
474-0061
477-0032
475-0925
478-0051
478-0001
476-0003
475-0845
474-0038
475-0828

住所
知多郡阿久比町大字植大字築地１０ ２Ｆ北
知多市旭南１ー５２ー１ ２Ｆ
東海市中ノ池４ー２ー９
半田市宮本町５ー３０１ー２ １Ｆ
半田市新栄町３７ー３
知多郡美浜町野間字北向井６５の１
大府市北崎町名所ヶ峯９ー２２
東海市新宝町５０７ー３５
知多郡武豊町字大屋敷９２
半田市柊町３ー５ー１５
東海市加木屋町鈴井田２７ー１
知多市つつじが丘４ー１３ー２
東海市大田町東畑８６ー１
知多郡武豊町字長峰６５ー１
知多郡東浦町大字緒川字寿久茂１６８
東海市中央町６ー１２４
知多郡武豊町字北中根３ー２４
大府市江端町３ー１４３
半田市宮本町５ー３２７ー１０
知多郡南知多町大字内海字中前田８１ー２
半田市柊町３ー７ー１４
常滑市本町３ー２４
知多郡武豊町字向陽１ー１７ー１
大府市共和町５ー５１ １Ｆ
東海市加木屋町七本松１ー４
半田市宮本町５ー３０４ー２
知多市朝倉町３９６ ラ・フォーレ錦１０３
知多市八幡字筒岡１６ー３
東海市荒尾町北見田１２ー３
半田市成岩東町７７
大府市森岡町５ー３０５
半田市瑞穂町３ー８ー４

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0569-84-0380 0569-84-0381
0569-84-7300 0569-84-7301
0562-33-4168 0562-33-4168
0569-24-6111 0569-24-5888
0569-24-3111 0569-22-3399
0569-87-0421 0569-87-0421
0562-85-3194 0562-85-3196
052-601-5411 052-601-5488
0569-72-0185 0569-72-4488
0569-23-6789 0569-24-7718
0562-36-2859 0562-33-1357
0562-85-1025 0562-85-1026
0562-32-5172 0562-32-5572
0569-72-3467 0569-72-6222
0562-34-8740 0562-34-5628
052-603-5041 052-603-5049
0569-58-1623 0569-58-1627
0562-47-0050 0562-47-0051
0569-32-8557 0569-89-7557
0569-62-0155 0569-62-1461
0569-25-2777 0569-25-2587
0569-35-3006 0569-35-7830
0569-73-5750 0569-72-4332
0562-46-4415 0562-46-5293
0562-57-3311 0562-32-6117
0569-25-3303 0569-25-3304
0562-57-3400 0562-57-3444
0562-33-1605 0562-57-1005
052-829-0090 052-829-0450
0569-21-5151 0569-21-5164
0562-47-0152 0562-47-0152
0569-84-2039 0569-84-2041

知多支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(3)0021109-000 ㈱フェアハウス
知事(3)0021156-000 ㈱アマノコーポレーション
知事(3)0021180-000 豊臣不動産
知事(3)0021191-000 ㈱トラストエージェンシー
知事(3)0021221-004 ㈱オカザキホーム 東海営業所
知事(3)0021244-000 ㈱テミス
知事(3)0021248-000 冨藤不動産
知事(3)0021255-000 五社不動産
知事(3)0021263-000 ㈱シンホリ
知事(3)0021326-000 ㈱ティーエムイーサイト
知事(3)0021346-000 ㈱よつば不動産
知事(3)0021429-000 桶猶㈲
知事(3)0021450-000 ㈱エイゼン
知事(3)0021460-000 いちの不動産
知事(3)0021496-000 かえで商事㈱
知事(3)0021510-000 ㈱アイトーホームズ
知事(3)0021553-000 アイレックス
知事(2)0021590-000 ㈱キシオカ
知事(2)0021643-000 ジェイオービー㈱
知事(2)0021665-000 ㈱サンビオス
知事(2)0021696-000 ㈱リバウスホーム
知事(2)0021728-000 ㈲愛東住郷
知事(2)0021816-001 ㈱Ｒｏｏｍ Ｓｅａｒｃｈ 大府店
知事(2)0021864-000 ㈲やまや
知事(2)0021962-000 ㈱スウィートホーム
知事(2)0022007-000 鈴木合金㈱
知事(2)0022046-000 ㈲タック・ケン
知事(2)0022089-000 江原不動産㈱
知事(2)0022093-000 ニッシンホームズ㈱
知事(2)0022119-000 八新不動産㈱
知事(2)0022133-000 平野不動産
知事(2)0022175-000 ㈱ハウスエステート

代表者名
遠藤 聖規
天野 美紀
矢口 幸彦
水野 貴之
稲葉 仁志
水野 芳彦
冨田 幹雄
伊奈 龍治
近藤 智昭
野尻 拓蔵
山本 秀樹
鬼頭 直宏
永田 喜裕
市野 和治
中村 義幸
加藤 大治
森田 幸博
岸岡 徹時
粕谷 知治
神谷 園子
庭木 敦
坂本 幸治
酒井 良
加古 季明
岩本 さつき
鈴木 建二
竹内 伸夫
江原 真人
茶谷 人資
北沖 重也
平野 友基
岩川 幸博

郵便番号
474-0025
475-0857
475-0005
477-0031
476-0003
474-0011
474-0074
479-0822
475-0021
474-0053
476-0011
478-0036
470-2357
475-0936
477-0031
474-0036
475-0916
470-3235
470-2305
470-2102
477-0034
476-0003
474-0073
474-0052
475-0836
475-0039
475-0017
470-2206
475-0846
477-0032
470-2362
475-0922

住所
大府市中央町２ー９２ エイトビル１Ｆ
半田市広小路町１５４ー１ センチュリービル２Ｆ
半田市横川町３ー２０１ー４
東海市大田町蟹田６６ー６ １Ｆ
東海市荒尾町大城３２
大府市横根町箕手７１ １Ｆ
大府市共栄町９ー９ー１７
常滑市奥条３ー７７ １Ｆ
半田市州の崎町２ー２２６
大府市柊山町３ー２０２ １Ｆ
東海市富木島町西才道３０ ２Ｆ２０３
知多市新舞子字大口２０６ー１０ １Ｆ
知多郡武豊町字向陽３ー１
半田市板山町５ー２４
東海市大田町松崎３３１ー１
大府市月見町５ー１４０ ２Ｆ
半田市柊町５ー１１ー２３ ２Ｆ
知多郡美浜町大字野間字新前田１０７
知多郡武豊町字下山ノ田９５ー７
知多郡東浦町大字緒川字下出口２２ー４
東海市養父町四ツ池１ー３
東海市荒尾町山王１２３ー２
大府市東新町２ー１７０ エントピアＭＷ１０２
大府市長草町下田ノ松３１
半田市青山３ー２５ー１０
半田市新居町１ー２２ー２
半田市有脇町１０ー７７
知多郡阿久比町大字横松字宮前１ー２
半田市栄町４ー１７５ー１
東海市加木屋町北鹿持２２ー３０
知多郡武豊町字六貫山２ー４０ー１
半田市昭和町２ー１８

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0562-57-2557 0562-57-2558
0569-89-0519 0569-89-0593
0569-29-3748 0569-29-6328
0562-33-6900 0562-33-6901
052-689-3303 052-689-3305
0562-38-6600 0562-38-6622
0562-48-1515 0562-48-1519
0569-34-6955 0569-34-6955
0569-29-6290 0569-29-6280
0562-77-9409 0562-77-9409
052-601-7413 052-700-8401
0569-42-0447 0569-42-1525
0569-72-3764 0569-72-3762
0569-27-5886 0569-27-6096
0562-32-4788 052-603-1304
0562-46-1544 0562-46-1030
0569-26-3239 0569-89-6017
0569-87-1253 0569-84-7500
0569-72-5691 0569-89-8125
0562-82-6477 0562-82-6478
0562-31-0357 0562-31-0955
052-601-7017 052-601-7016
0562-85-6008 0562-85-6009
0562-74-3877 0562-46-8574
0569-89-6518 0569-89-6716
0569-28-2468 0569-29-3672
0569-28-5111 0569-28-5162
0569-48-0029 0569-48-0029
0569-55-3721 0569-23-6798
0562-35-3361 0562-35-3362
0569-73-7396 0569-73-7497
0569-23-2112 0569-23-2113

知多支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(2)0022206-000 ㈱知多土木
知事(2)0022371-000 ㈱アーキ
知事(2)0022438-000 ㈱ライフパートナーズ
知事(2)0022461-000 ㈱ＥＸＴＥＲＩＯＲ ＷＯＲＫＳ
知事(2)0022474-000 ㈱桜屋不動産
知事(2)0022479-000 ㈱アクティス
知事(2)0022489-000 ㈱アール不動産
知事(2)0022535-000 ㈱スミヨシ
知事(2)0022544-000 西田コンサル不動産㈱
知事(2)0022571-000 愛知不動産バンク㈱
知事(2)0022623-000 サンユーホーム㈱
知事(2)0022637-000 ㈱ＳＫクリエイト
知事(2)0022638-000 東洋不動産
知事(2)0022696-000 ｒｏｏｍｓ㈱
知事(2)0022721-000 さかえ不動産
知事(2)0022757-000 エスビー不動産㈱
知事(2)0022760-000 ㈱Ｍ．Ｔ．Ｔ．不動産
知事(2)0022785-000 近崎不動産
知事(2)0022801-000 中埜産業㈱
知事(2)0022833-000 丸半不動産
知事(2)0022888-000 ㈱ｉｉｉｅ
知事(1)0022968-000 ㈱アザレア
知事(1)0022995-000 エム・ハウジング㈱
知事(1)0023018-000 ㈱フォレスト工房
知事(1)0023049-000 ㈱エネチタ
知事(1)0023049-001 ㈱エネチタ 大府・東浦店
知事(1)0023049-002 ㈱エネチタ 東海店
知事(1)0023049-003 ㈱エネチタ 東浦・阿久比店
知事(1)0023087-000 高井不動産事務所
知事(1)0023090-000 ㈱ライフリノベーション
知事(1)0023126-000 共生不動産知多南㈱
知事(1)0023141-000 ㈱トリイハウジング

代表者名
坂田 篤
岸上 哲志
三浦 那智
鈴木 寛隆
榊原 幸三
中野 浩司
戸嶋 一将
住田 春彦
西田 弘一
吉田 清
山田 伸吾
三浦 一浩
茶谷 貞雄
矢野 孝弘
荒谷 晃生
佐藤 克彦
石黒 喜代治
近崎 武善
中埜 和英
広瀬 めぐみ
竹内 修造
森﨑 充彦
竹内 栄道
外山 英俊
後藤 康之
水田 法和
永田 篤識
戸嶌 郁巳
髙井 隆一
室橋 雄介
井手 勝幸
鳥居 幸之

郵便番号
475-0828
474-0035
470-2105
476-0002
470-2204
475-0924
475-0905
475-0916
479-0837
477-0037
475-0086
475-0862
470-2401
475-0922
476-0003
476-0002
470-2405
479-0004
475-0852
475-0846
470-2102
478-0053
478-0036
470-2101
470-2211
474-0026
476-0012
470-2102
474-0025
476-0011
479-0832
470-2380

住所
半田市瑞穂町８ー７ー８ １Ｆ
大府市江端町３ー１７５
知多郡東浦町大字藤江字柳牛２８ー１ 東浦土建ビル１Ｆ
東海市名和町蓮池１ー１ １階店舗
知多郡阿久比町大字宮津字蟹田３
半田市東郷町２ー９５ー１
半田市岩滑東町１ー１０１ー１
半田市柊町５ー１６ー２６ １Ｆ
常滑市新開町４ー３ １Ｆ
東海市高横須賀町公家２３ー１ 公家オフィスビル２Ｆ
半田市庚申町２ー４６ Ａ
半田市住吉町４ー２７ー２０
知多郡美浜町大字布土字上村８ー４ １Ｆ
半田市昭和町１ー３ 森半田ビル２Ｆ
東海市荒尾町本郷２７ １Ｆ
東海市名和町一本木４５ バンダビル２０１
知多郡美浜町河和台３ー１４１
常滑市青海町７ー３４
半田市北末広町１０
半田市栄町２ー１３
知多郡東浦町大字緒川字旭２１ー１
知多市清水が丘１ー１３０１
知多市新舞子字北畑１８ー１
知多郡東浦町大字森岡字中町２１ー１４
知多郡阿久比町大字草木字上外六３ー１
大府市桃山町１ー２２３ー１
東海市富木島町伏見４ー１７ー５
知多郡東浦町大字緒川字下出口７ー９
大府市中央町３ー６３
東海市富木島町池下１０ー３
常滑市原松町６ー７１ー１
知多郡武豊町字平井７ー１９９

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0569-31-0024 0569-31-0028
0562-45-6660 0562-45-6670
0562-83-4185 0562-83-9134
052-601-8566 052-601-8490
0569-48-2250 0569-48-7641
0569-47-7925 0569-47-7926
0569-24-8811 0569-23-8399
0569-22-5088 0569-22-8916
0569-89-8807 0569-89-0819
0562-85-9373 0562-85-9375
0569-84-8110 0569-84-8112
0569-22-7048 0569-26-0418
0569-82-0232 0569-82-0621
0569-89-8800 0569-89-0099
052-603-3606 052-604-8661
052-601-2400 052-601-2402
0569-82-2530 0569-82-6215
0569-43-0194 0569-43-0194
0569-23-0235 0569-22-9075
0569-89-7070 0569-89-7071
0562-85-1366 0562-57-8866
0562-32-4145 0562-32-4146
0569-44-0892 0569-44-0893
0562-82-2350 0562-57-7533
0569-48-5115 0569-48-9400
0562-85-6030 0562-85-6868
052-883-8874 052-883-8875
0562-38-7713 0562-38-7714
0562-51-0113 0562-77-2202
052-829-0431 052-829-0432
0569-35-0701 0569-35-0707
0569-74-2568 0569-74-2567

知多支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(1)0023171-000 ㈱水野組
知事(1)0023236-000 ㈱大進
知事(1)0023238-000 ソーシャルエステイト㈱
知事(1)0023286-000 ㈲夢工房
知事(1)0023293-000 大田不動産
知事(1)0023299-000 片岡事務所
知事(1)0023391-000 ㈲マスターエステイト
知事(1)0023440-000 チタジュウ建材㈱
知事(1)0023462-000 ＴＱＳエステート㈱
知事(1)0023469-000 大西建設㈱
知事(1)0023470-000 丸富不動産
知事(1)0023517-000 リクラス不動産㈱
知事(1)0023573-000 フキシマ不動産
知事(1)0023577-000 千里不動産
知事(1)0023604-000 知多新不動産
知事(1)0023633-000 ㈱さ・わ・や・か
知事(1)0023648-000 ㈱タスク
知事(1)0023687-000 ㈱Ｓｔａｒ Ａｌｌｉａｎｃｅ
知事(1)0023712-000 （同）七福
知事(1)0023788-000 なしのき不動産
知事(1)0023811-000 ㈱住まいるプラス
知事(1)0023813-000 ㈲ササキ建築
知事(1)0023815-000 ㈱エフアイ不動産
知事(1)0023856-000 ㈲フジイ
知事(1)0023866-000 アイセイ㈱
知事(1)0023874-000 ㈱ミランダエステート
知事(1)0023876-000 よしみヒルズ
知事(1)0024016-000 ㈱安藤企画
知事(1)0024023-000 アキーム㈱
知事(1)0024031-000 ㈱ＲーＳＴＹＬＥ
知事(1)0024034-000 ㈱エーシーホーム
知事(1)0024075-000 ｉｓｓｉｎ不動産

代表者名
三輪 一馬
家田 雅夫
氷室 優
田中 純一
井上 琢水
片岡 忠雄
大林 正衡
水野 富夫
北原 真一
大西 格
坂 真知
森 寛彦
加古 健二
山上 信
村瀬 雅広
渡辺 雄介
榊原 雅代
杉田 将大
竹内 友信
大岩 武人
一條 勝大
佐々木 武
古橋 大吾
藤井 正一
諫山 伊織
久和 勇城
山田 良美
安藤 幸徳
飯田 裕之
家田 竜二
永井 辰巳
杉原 麻子

郵便番号
479-0003
475-0862
476-0002
475-0912
476-0013
474-0025
476-0014
477-0032
474-0027
476-0014
477-0032
474-0061
476-0011
476-0003
478-0001
475-0836
475-0805
475-0837
470-2212
470-2309
475-0842
474-0011
477-0031
479-0034
474-0023
476-0015
478-0021
476-0014
470-2211
470-2309
475-0975
470-2211

住所
常滑市金山字大屋敷１５ー２
半田市住吉町２ー１８５ー１
東海市名和町１ー６９ 大法ビル１Ｆ
半田市白山町１ー５６
東海市中央町６ー１８７ エクセルハイム２０２
大府市中央町５ー６６
東海市富貴ノ台６ー１９３
東海市加木屋町松の内８７
大府市追分町５ー２２５
東海市富貴ノ台５ー１５２
東海市加木屋町丑寅海戸９６ー１
大府市共和町２ー１５ー７ ウインドヌーブあづま１０２
東海市富木島町貴船５４ー６
東海市荒尾町丸根５ー１
知多市八幡字細見８０ー１
半田市青山１ー９ー２ ファースト・セラ・２１ ２Ｆ
半田市浜田町３ー７
半田市有楽町３ー１８０
知多郡阿久比町大字卯坂字朝日３０ー１
知多郡武豊町字梨子ノ木３ー１１ー３ ２Ｆ
半田市郷中町１ー１ 日乃本ビル １号室
大府市横根町狐山１１７ー１５３
東海市大田町寺下９３ー１ ニッチェル大橋 １Ｆ
常滑市字椎田奥１４ー７ ２Ｆ
大府市大東町１ー６８２ １Ｆ
東海市東海町２ー１３ー１２ メゾンＫー１ １０２号室
知多市岡田字久平８７ー１ １Ｆ
東海市富貴ノ台３ー３１ １Ｆ
知多郡阿久比町大字草木字下神田２０ー１
知多郡武豊町字梨子ノ木２ー３６
半田市彦洲町１ー１９９
知多郡阿久比町大字草木字栄２

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0569-42-0177 0569-43-4106
0569-23-3344 0569-21-7283
052-689-7666 052-689-7667
0569-21-7636 0569-58-7637
0562-85-2543 0562-85-3301
0562-45-4785 0562-45-4786
052-604-8770 052-604-8750
0562-57-0500 0562-57-0501
0562-85-2088 0562-45-6768
052-601-2727 052-601-3694
0562-32-1335 0562-32-1350
0562-43-8885 0562-43-8884
052-603-5336 052-603-5338
052-604-3002 052-604-0077
0562-32-5135 0562-32-6651
0569-26-6773 0569-23-8272
0569-89-2344 0569-25-7076
0569-21-3999 050-1166-1540
0569-48-0841 0569-48-4491
0569-72-6845 0569-72-6845
0569-84-0401 0569-84-0402
0562-46-8442 0562-74-3914
0562-38-6186 0562-38-6187
0569-35-5152 0569-35-3315
0562-57-2507 0562-57-2508
052-627-0313 052-307-3223
0562-85-1373 0562-85-1373
052-603-6640 052-603-6692
0569-77-6210 0569-77-6006
0569-84-3230 0569-84-3031
0569-58-3755 0569-58-3873
0569-84-4188 0569-84-4189

知多支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(1)0024139-000 沢玉建設㈱
知事(1)0024156-000 豊和不動産㈱
知事(1)0024158-000 ㈱中村不動産
知事(1)0024161-000 丸彦紡績㈱
知事(1)0024194-000 八洲建設㈱
知事(1)0024196-000 ハヤカワ開発㈱
知事(1)0024200-000 千田不動産㈱
知事(1)0024236-000 ニイミホーム
知事(1)0024305-000 ㈱ＳＲＣ
知事(1)0024335-000 ㈱由村製材所
知事(1)0024346-000 ㈱ビーエステート
大臣(14)0000590-055 ㈱大倉 東海支店
大臣(13)0002018-030 ㈱ニッショー 半田支店
大臣(13)0002018-034 ㈱ニッショー 東海支店
大臣(13)0002018-059 ㈱ニッショー 大府支店
大臣(13)0002018-065 ㈱ニッショー 知多・常滑支店

代表者名
澤田 茂樹
川口 満人
中村 義幸
長坂 昭彦
水野 貴之
早川 盛邦
千田 盛一
新美 敏和
春田 泰三
榊原 賢治
大須賀 稔章
山村 高行
合戸 正彦
泉 一生
船津 智
穂積 清仁
大臣(10)0002961-038 積水ハウス不動産中部㈱ 知多営業所 竹内 隆明
大臣(10)0002961-058 積水ハウス不動産中部㈱ 大府共和営業所 八神 康之
大臣(9)0003284-145 一建設㈱ 半田営業所
大塚 征也
大臣(9)0003284-173 一建設㈱ 東海営業所
権田 康照
大臣(6)0005463-014 ㈱ブルーボックス 半田店
西脇 友哉
大臣(4)0006052-010 ＪＦＥライフ㈱ 知多営業所
木原 淳
大臣(3)0007260-006 ㈱エサキホーム 東海支店
野田 和孝
大臣(2)0007993-000 ㈱キカク
今村 英子
大臣(2)0008007-012 ㈱ハウスドゥ住宅販売 半田店
加藤 啓太
大臣(2)0008007-013 ㈱ハウスドゥ住宅販売 知多常滑店 松原 直也
大臣(1)0009346-010 ㈱不動産ＳＨＯＰナカジツ 東浦・半田店 犬塚 直希
大臣(1)0009346-013 ㈱不動産ＳＨＯＰナカジツ とうかい・知多店 林 宏充
大臣(1)0009346-015 ㈱不動産ＳＨＯＰナカジツ 半田・たけとよ店 今出 勝也
大臣(1)0009580-000 ㈱クオーレ不動産
竹本 泰志

郵便番号
475-0837
474-0035
476-0003
470-2104
475-0977
476-0002
475-0011
475-0088
476-0006
470-2343
477-0031
476-0012
475-0903
476-0013
474-0073
478-0065
478-0065
474-0074
475-0852
476-0003
475-0926
475-0832
476-0012
477-0037
475-0922
478-0036
470-2105
476-0012
475-0925
479-0809

住所
半田市有楽町５ー７１
大府市江端町４ー１３ ギャラリー豊和 １階
東海市荒尾町畑田４１ー１
知多郡東浦町大字生路字前田１５３ １Ｆ
半田市吉田町１ー６０
東海市名和町東田２４ー６
半田市稲穂町１１ー９ー８ ２Ｆ
半田市花田町１ー１３ー２
東海市浅山３ー７１
知多郡武豊町字小迎３３
東海市大田町蟹田３ー８ レールサイド水谷２０２号室
東海市富木島町伏見３ー９ー２２
半田市出口町１ー２１６ー４
東海市中央町１ー２９１
大府市東新町２ー２０６
知多市新知東町１ー１ー７
知多市新知東町２ー２ー３６
大府市共栄町９ー３ー３ ディアコートすず１Ｆ
半田市北末広町１１３ー５
東海市荒尾町大恵毛７７ー１ ベルヴィル東海１Ｆ北側
半田市南二ツ坂町１ー１ー１７
半田市川崎町１ー１
東海市富木島町伏見２ー１３ー１
東海市高横須賀町浅間２ー８
半田市昭和町３ー１６ クレードル杉江１Ｆ
知多市新舞子字竹ノ花１０９ー１
知多郡東浦町大字藤江字大坪１４ー１
東海市富木島町伏見２ー２４ー４
半田市宮本町５ー３２９ー６
常滑市坂井字白山２７

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0569-21-6595 0569-21-6597
0562-38-6077 0562-38-6088
052-700-0081 052-750-7849
0562-83-2152 0562-83-2152
0569-27-8400 0569-27-8840
052-627-4532 052-627-4533
0569-29-5275 0569-29-5655
0569-28-0457 0569-20-0253
052-603-2227 052-603-2291
0569-72-0068 0569-73-7123
0562-57-7766 0562-57-7765
052-829-0936 052-829-0937
0569-24-5600 0569-24-5466
0562-33-5300 0562-33-5090
0562-44-6555 0562-44-6565
0562-56-6635 0562-56-6671
0562-56-5580 0562-56-5584
0562-85-7822 0562-85-7823
0569-25-0911 0569-25-0905
052-603-9551 052-603-9553
0569-25-1235 0569-25-1236
0569-24-2980 0569-24-2977
052-689-0311 052-689-0315
0562-33-3261 0562-33-7639
0569-24-1376 0569-24-1377
0569-43-7737 0569-43-7738
0562-84-4448 0562-84-4449
052-603-2002 052-603-2003
0569-24-7755 0569-24-7756
052-689-4664 052-689-4649

