碧海支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(15)0001876-000 福徳不動産商会
知事(15)0002632-000 三浦不動産
知事(15)0002860-000 金塚商店
知事(15)0003376-000 角文不動産
知事(15)0003610-000 中部土地開発㈱
知事(14)0003746-001 丸喜不動産㈱ 安城支店
知事(14)0003903-000 宮田不動産
知事(14)0004143-000 山本不動産
知事(14)0004541-000 （資）服部不動産
知事(14)0004639-000 竹中土地開発
知事(14)0005351-000 日邦興産㈱
知事(14)0005381-000 ㈱三立機械販売
知事(13)0005715-000 都築建設㈱
知事(13)0006293-000 檜建設㈱
知事(13)0006293-001 檜建設㈱ 開発事業部
知事(13)0006378-000 宝不動産
知事(13)0006425-000 ㈲大万綜業
知事(13)0006671-000 安城ハウジングセンタ―
知事(13)0007119-000 三宝不動産
知事(13)0007214-000 栄和開発
知事(13)0007273-000 ㈱大猶ハウジング
知事(13)0007277-000 田中不動産
知事(13)0007440-000 アサヒ産業㈱
知事(12)0009051-000 東海建物管理㈱
知事(12)0009065-000 ㈱平成建設
知事(12)0009135-000 中一不動産㈱
知事(11)0009433-000 愛知住建㈱
知事(11)0009470-000 中央土地
知事(11)0009726-000 ㈲ニイミ不動産
知事(11)0009730-000 アイシン開発㈱
知事(11)0009731-000 東海ハウス㈱
知事(11)0009731-001 東海ハウス㈱ 三河安城支店

代表者名
尾嶋 勝也
三浦 亨
清水 長太
長田 治夫
深津 貴弘
窪木 将雄
宮田 鈞
山本 鍾児
服部 弘史
竹中 眞
大見 釦也
水野 吉樹
都築 隆幸
安藤 毅
田中 孝幸
岩月 知至
高須 且典
長田 昭吾
三浦 重剛
加藤 紀夫
都築 康治
田中 俊寛
岡本 冨士雄
吉田 進
早川 文夫
中根 純子
細窪 泰宏
原田 幸彦
新美 昭行
金田 芳彦
粂 洋平
粂 洋平

郵便番号
448-0024
448-0035
472-0006
447-0886
446-0036
446-0007
448-0854
444-1321
447-0808
447-0807
446-0063
472-0041
446-0042
446-0046
446-0046
447-0015
472-0033
446-0073
448-0807
448-0001
444-1334
446-0008
447-0038
448-0802
448-0001
472-0042
446-0007
448-0044
448-0802
448-8525
446-0042
446-0059

住所
刈谷市下重原町１ー１６ー９
刈谷市矢場町４ー３０７
知立市山町御手洗２ー１４４
碧南市源氏町３ー７５ １Ｆ
安城市小堤町１６ー８
安城市東栄町４ー６ー１５ グリーンパーク東栄１０１
刈谷市富士見町１ー１０６
高浜市稗田町２ー１ー４０
碧南市鷲塚町２ー８８ １Ｆ
碧南市伏見町２ー４０
安城市昭和町１７ー２６
知立市新地町吉良道東３８ー３
安城市大山町１ー２ー１１
安城市赤松町北新屋敷８３ー１
安城市赤松町北新屋敷８３ー１
碧南市半崎町３ー４１
知立市中町中５
安城市篠目町肥田６０ー１ 安成ビル１Ｆ
刈谷市東刈谷町１ー６ー２
刈谷市井ケ谷町青木４１
高浜市春日町３ー６ー１７
安城市今本町８ー６ー７
碧南市荒子町３ー５３
刈谷市末広町２ー２ー９
刈谷市井ケ谷町中前田６８
知立市内幸町加藤７５ ２Ｆ
安城市東栄町６ー２５ー６
刈谷市池田町２ー２ー７
刈谷市末広町３ー１ー１
刈谷市相生町３ー３ 富士ビル３Ｆ
安城市大山町１ー１０ー９
安城市三河安城本町２ー１ー４

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0566-21-1678 0566-25-1160
0566-21-2499 0566-24-5588
0566-81-9991 0566-81-9992
0566-41-1802 0566-48-1160
0566-76-2178 0566-76-0858
0566-98-8686 0566-98-8687
0566-22-6772 0566-21-1683
0566-53-0473 0566-52-0775
0566-41-2855 0566-42-8755
0566-41-3228 0566-48-0701
0566-74-0538 0566-74-5584
0566-81-1383 0566-82-2529
0566-75-1212 0566-75-9044
0566-75-3811 0566-75-8711
0566-75-2089 0566-75-2053
0566-48-1952 0566-48-1952
0566-82-7207 0566-82-7300
0566-77-1588 0566-75-7474
0566-21-7471 0566-22-0949
0566-36-0035 0566-36-6172
0566-53-0036 0566-53-1549
0566-97-8304 0566-97-9050
0566-42-0077 0566-42-1727
0566-27-7401 0566-27-7431
0566-36-5539 0566-36-5758
0566-70-7131 0566-81-1132
0566-97-0421 0566-98-1036
0566-23-2103 0566-23-3711
0566-22-2925 0566-21-8346
0566-27-8700 0566-27-8729
0566-72-7000 0566-74-1530
0566-76-1771 0566-75-1002

碧海支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(11)0009835-000 日本住建㈱
知事(11)0009966-000 佐々木建設㈱
知事(11)0010065-000 植村産業㈱
知事(11)0010291-000 寿不動産
知事(11)0010340-000 三幸住宅㈱
知事(11)0010464-000 たちき不動産
知事(11)0010625-000 松栄開発㈱
知事(11)0010730-000 緑不動産㈱
知事(11)0011079-000 野村開発㈱
知事(11)0011106-000 ㈱ワークス
知事(11)0011170-000 タケハル建築事務所
知事(11)0011239-000 （資）丸雪商店
知事(11)0011245-000 鳥居土地開発㈱
知事(11)0011382-000 ㈱オカダ
知事(11)0011475-000 永井土地
知事(10)0011834-000 共和建設工業㈱
知事(10)0011843-000 塚本木材㈱
知事(10)0011887-000 ㈱東祥
知事(10)0011956-000 親和建設㈱
知事(10)0011982-000 小林不動産
知事(10)0011991-000 井戸松建設興業㈱
知事(10)0012108-000 中尾建設工業㈱
知事(10)0012199-000 ㈱神谷組
知事(10)0012206-000 カガミ不動産
知事(10)0012252-000 三栄商会
知事(10)0012367-000 太政工業
知事(10)0012423-000 岡田不動産事務所
知事(10)0012437-000 平貴建設㈱
知事(10)0012443-000 共立土地建物㈱
知事(10)0012458-000 ㈱ハウスジャパン

代表者名
兵藤 大祐
佐々木 晴久
植村 真一
折出 洋子
石川 拓美
津田 茂子
稲垣 一幸
大橋 明彦
野村 智之
近藤 之雄
矢田 秀孝
杉浦 立樹
鳥居 高彦
岡田 誠一郎
永井 秀男
藤澤 幸兄
塚本 文雄
沓名 裕一郎
新美 慶太郎
小林 壽文
加藤 勝也
中尾 研次
神谷 誠一
各務 留二
井上 和憲
黒川 純之弼
岡田 邦保
山本 雅仁
古居 忠司
田村 孝志
知事(10)0012458-001 ㈱ハウスジャパン 刈谷半城土中町店 田元 健嗣
知事(10)0012473-000 石田不動産㈱
石田 俊幸

郵便番号
446-0043
448-0011
446-0058
472-0006
447-0858
446-0005
448-0803
446-0063
472-0004
446-0015
448-0013
447-0055
447-0081
446-0031
447-0827
472-0023
472-0058
446-0056
447-0878
448-0001
448-0043
446-0026
446-0072
448-0003
444-1321
448-0813
446-0026
446-0017
447-0865
444-1305
448-0805
446-0025

住所
安城市城南町１ー１ー１
刈谷市築地町５ー１７ー５
安城市三河安城南町１ー１１ー１０
知立市山町小林４ー３
碧南市石橋町４ー９７
安城市宇頭茶屋町北裏１３１ー１
刈谷市野田町東屋敷４２ー１
安城市昭和町１ー１６
知立市南陽１ー１３２
安城市高木町半崎２５ー１
刈谷市恩田町２ー１５３ー４
碧南市浜尾町２ー５３ 太陽ビル２Ｆ
碧南市吹上町４ー５０
安城市朝日町１３ー３ ３Ｆ
碧南市前浜町５ー６５
知立市西町宮後５６
知立市上重原４ー１７
安城市三河安城町１ー１６ー５ 東祥ビル５Ｆ・６Ｆ
碧南市松本町３６ー２
刈谷市井ケ谷町前田７ー１
刈谷市小山町６ー３９
安城市安城町社口堂７５
安城市住吉町小根３９
刈谷市一ツ木町岐路１ー６
高浜市稗田町３ー３ー３１ １Ｆ
刈谷市小垣江町清水２７
安城市安城町道上５ー３
安城市大岡町船人１７ー２
碧南市浅間町５ー４５ ラフィーネ新川１Ｆ
高浜市神明町７ー１３ー３８
刈谷市半城土中町１ー１９ー６
安城市古井町揚リ登８ー８

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0566-74-1011 0566-74-3888
0566-21-1253 0566-21-8784
0566-75-2220 0566-71-2361
0566-82-4433 0566-83-5844
0566-48-2251 0566-42-0707
0566-98-1461 0566-98-1438
0566-22-5111 0566-23-2025
0566-76-6485 0566-76-9645
0566-81-1736 0566-83-1033
0566-76-7036 0566-73-6066
0566-22-8486 0566-87-4433
0566-41-3002 0566-42-0101
0566-48-0048 0566-48-1809
0566-76-1001 0566-76-1018
0566-41-1657 0566-48-2206
0566-81-0336 0566-82-0369
0566-81-0562 0566-81-0362
0566-79-3111 0566-79-3110
0566-41-3505 0566-48-0625
0566-36-8185 0566-36-0504
0566-21-1380 0566-21-5226
0566-76-5321 0566-76-5325
0566-98-2811 0566-98-2058
0566-22-8695 0566-23-6558
0566-52-5011 0566-52-5010
0566-23-3203 0566-22-8453
0566-76-0450 0566-76-0450
0566-75-1721 0566-75-1767
0566-41-3741 0566-41-5396
0566-53-7700 0566-53-7500
0566-63-6776 0566-63-6770
0566-75-4737 0566-75-7427

碧海支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(10)0012515-000 ㈱兼松
知事(9)0012800-000 三恵不動産
知事(9)0012989-000 松原住宅サービス
知事(9)0013045-000 ㈱岡田組
知事(9)0013058-000 ㈱友楽不動産
知事(9)0013117-000 太陽ハウジング㈱
知事(9)0013194-000 キ―ウエスト㈲
知事(9)0013215-000 ㈱アキラス
知事(9)0013229-000 オオウチ不動産
知事(9)0013286-000 都築建設工業㈱
知事(9)0013302-000 白竹建設㈱
知事(9)0013448-000 ㈱ナルセコーポレーション
知事(9)0013591-000 ㈲前浜不動産
知事(9)0013622-000 東海産興㈱
知事(9)0013714-000 白半建設㈱
知事(9)0013736-000 ミナミ土地開発
知事(9)0013817-000 ㈲ヒシダ設計
知事(9)0013896-000 曽我部不動産
知事(8)0014154-000 ㈱リバ―ト―ン
知事(8)0014174-000 三和ホームサービス㈱
知事(8)0014268-000 ㈱二宮不動産
知事(8)0014312-000 ㈱ステージ三洲
知事(8)0014325-000 杉浦武雄事務所
知事(8)0014394-000 丹羽不動産
知事(8)0014411-000 安城アパート紹介所
知事(8)0014527-000 ㈲興栄不動産
知事(8)0014553-000 ㈱東海地所
知事(8)0014575-000 第一地所
知事(8)0014580-000 ㈱伊勢山
知事(8)0014660-000 共栄建設㈱
知事(8)0014801-000 ㈱ヤマニ
知事(8)0014826-000 ㈱オカムラ地所

代表者名
黒田 政忠
細井 敏彦
松原 孝史
岡田 衛
森下 将
山口 信仁
近藤 茂光
二宮 剛
大内 啓成
伊東 昌幸
亀山 晋次
成瀬 介宣
鈴木 庄一
石川 玲子
加藤 大志朗
山田 義廣
菱田 直樹
曽我部 時雨
石川 修
水野 累
二宮 久子
深津 きよ子
杉浦 武雄
丹羽 春一
牧 千惠子
鈴木 正利
平松 則行
杉浦 修
平野 彦三
生田 圭一
鍔本 達夫
岡村 智広

郵便番号
448-0812
446-0017
447-0048
447-0015
448-0026
472-0055
446-0041
448-0011
446-0071
444-1322
447-0854
446-0045
447-0827
446-0053
448-0834
446-0062
472-0012
448-0802
446-0039
472-0055
448-0011
446-0036
446-0043
448-0805
446-0042
472-0024
447-0065
444-1154
448-0813
472-0001
447-0051
448-0802

住所
刈谷市高須町１ー２０ー１
安城市大岡町文明２０ー１
碧南市福清水町４ー６５
碧南市半崎町５ー５０
刈谷市中山町５ー９
知立市鳥居３ー３ー１２
安城市桜町１６ー２２
刈谷市築地町２ー８ー１１
安城市今池町１ー１ー５ 新安城ビル３Ｆ３ ０２
高浜市二池町５ー５ー７
碧南市須磨町１ー２７
安城市横山町寺田３５ー４
碧南市前浜町１ー２
安城市高棚町郷１
刈谷市司町９ー４５
安城市明治本町１１ー４
知立市八ツ田町２ー１ー１
刈谷市末広町２ー４ー７
安城市花ノ木町１１ー１４
知立市鳥居１ー３ー６
刈谷市築地町２ー３ー５
安城市小堤町１６ー７
安城市城南町２ー１３ー９
刈谷市半城土中町２ー２ー６
安城市大山町２ー１ー１
知立市宝町塩掻５１ー１ 中央マンション１０１
碧南市久沓町４ー６０ー１
安城市桜井町寒池２ー６
刈谷市小垣江町中伊勢山１２
知立市八橋町寺内３ー３
碧南市東山町６ー６６
刈谷市末広町１ー１５ー２２

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0566-22-8181 0566-22-8234
0566-76-6656 0566-76-6672
0566-41-7224 0566-41-7224
0566-48-1321 0566-48-1781
0566-24-1185 0566-24-1187
0566-83-5000 0566-83-5008
0566-76-3646 0566-76-2485
0566-23-4955 0566-21-8925
0566-98-6564 0566-98-8616
0566-53-0706 0566-53-2031
0566-41-2525 0566-48-1650
0566-76-2175 0566-77-1473
0566-42-6735 0566-42-7320
0566-92-5548 0566-92-5548
0566-21-5121 0566-22-9776
0566-77-2520 0566-77-2984
0566-82-5005
0566-23-8592 0566-23-8592
0566-76-8177 0566-77-1787
0566-83-3265 0566-83-1373
0566-25-0008 0566-22-8500
0566-74-2123
0566-75-6011 0566-75-0101
0566-21-0741 0566-24-7084
0566-75-4371 0566-77-0450
0566-82-7898 0566-83-3981
0566-48-0200 0566-48-2312
0566-99-3691 0566-99-3691
0566-23-2383 0566-24-5145
0566-82-5507 0566-81-1228
0566-48-3535 0566-48-3536
0566-25-1122 0566-21-8001

碧海支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(8)0014906-000 ㈲田中地所
知事(8)0015049-000 安城市アパート協同組合
知事(8)0015063-000 ㈲桜井地所
知事(8)0015089-000 ㈱小松
知事(8)0015127-000 富士欽開発
知事(8)0015198-000 ベストライフ㈱
知事(8)0015271-000 ㈲日建地所
知事(8)0015371-000 ㈱ヤマニ創建
知事(8)0015392-000 ㈱岩角
知事(8)0015501-000 ㈱井上土地
知事(7)0015557-000 ㈱みかわライフ
知事(7)0015595-000 石川土地
知事(7)0015605-000 ㈱カネロク建設
知事(7)0015664-000 ㈱スペースクリエイト
知事(7)0015755-000 二宮不動産
知事(7)0016025-000 ㈱エービーシー不動産
知事(7)0016099-000 ㈱東栄
知事(7)0016193-000 みどり不動産㈲
知事(7)0016220-000 ㈱ナイトス
知事(7)0016307-000 丸美建設㈱
知事(7)0016307-001 丸美建設㈱ 碧南支店
知事(7)0016525-000 ㈱アメニティ服部
知事(7)0016560-000 ふじまつ不動産
知事(7)0016633-000 ㈲大北土地
知事(7)0016636-000 ㈱ヒノデ
知事(7)0016674-000 古橋不動産
知事(7)0016780-000 コスモ不動産
知事(7)0016873-000 誠不動産
知事(6)0016923-000 渡辺総合事務所
知事(6)0016954-000 水野不動産
知事(6)0016980-000 明知開発㈱
知事(6)0016994-000 ミズノ開発

代表者名
田中 和代
稲垣 和彦
都築 健
小松 直人
加藤 元通
岡田 滋貴
水野 昌仁
澤田 幹人
岩月 謙児
井上 義和
丹羽 洋
石川 暉壽
長尾 吉根
増田 朗
二宮 直樹
杉浦 定雄
鈴木 誠一
岩月 博明
内藤 治嗣
天野 理津夫
天野 理津夫
服部 三千子
村瀬 順子
山本 直樹
江坂 繁夫
古橋 武文
村田 伸則
杉浦 誠
渡邊 満男
水野 康雄
野村 清明
水野 義孝

郵便番号
446-0072
446-0007
444-1154
448-0857
448-0011
446-0056
448-0803
448-0003
444-1333
472-0001
448-0858
446-0053
472-0023
446-0056
448-0011
447-0015
447-0877
447-0003
444-1305
444-1162
447-0876
447-0808
448-0007
446-0046
446-0033
444-1331
472-0006
444-1313
444-1161
472-0036
446-0051
446-0045

住所
安城市住吉町荒曽根４ー７
安城市東栄町１ー１２ー８
安城市桜井町大役田２
刈谷市大手町２ー１５
刈谷市築地町２ー６ー８
安城市三河安城町１ー１１ー１
刈谷市野田町馬池３ー１８
刈谷市一ツ木町８ー１４ー７
高浜市沢渡町３ー７ー１３
知立市八橋町五輪８ー１ ２Ｆ
刈谷市若松町５ー４５
安城市高棚町東山３９ー４
知立市西町本田２７
安城市三河安城町１ー１４ー４
刈谷市築地町２ー３ー５
碧南市半崎町５ー５５ー１
碧南市栄町４ー１３
碧南市雁道町４ー５６
高浜市神明町１ー２ー２１
安城市小川町金政１２３
碧南市野田町１ ステーションヒルズ１ー１
碧南市鷲塚町２ー８８
刈谷市東境町大池３５ー１
安城市赤松町大北７３ー１
安城市日の出町９ー１０
高浜市屋敷町５ー３ー６
知立市山町小林１７ー３
高浜市向山町６ー２ー３６
安城市姫小川町姫５９ー３
知立市堀切３ー２５
安城市箕輪町昭和２４ー３
安城市横山町石ナ曽根２２１ー６

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0566-98-2872 0566-98-2872
0566-98-0411 0566-98-4476
0566-99-0108 0566-99-0471
0566-25-1400 0566-25-1352
0566-23-2280 0566-22-0469
0566-74-8411 0566-74-8412
0566-24-2340 0566-24-2229
0566-24-0667 0566-24-0668
0566-53-0733 0566-53-3554
0566-81-3832 0566-82-5469
0566-25-3471 0566-25-3472
0566-92-6033 0566-92-6034
0566-81-2877 0566-81-5183
0566-74-5041 0566-75-9831
0566-25-0123 0566-22-8500
0566-48-7877 0566-48-2133
0566-41-1001 0566-42-4567
0566-48-3855 0566-48-3855
0566-52-2585 0566-52-1814
0566-99-2368 0566-99-2369
0566-46-0232 0566-48-0232
0566-41-5011 0566-42-8755
0566-36-6482 0566-35-1036
0566-76-6290 0566-75-0312
0566-77-1177 0566-77-3966
0566-52-7741 0566-52-7743
0566-83-6261 0566-83-6268
0566-53-6123 0566-52-3583
0566-99-5166 0566-99-6171
0566-81-2103 0566-81-1118
0566-77-7855 0566-77-7833
0566-74-0325 0566-76-4005

碧海支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(6)0017015-000 ダイシンホーム㈱
知事(6)0017020-000 岡幾不動産
知事(6)0017121-000 ㈲宝土地
知事(6)0017125-000 ㈱加藤工務店
知事(6)0017146-000 ㈱ミリオンコーポレーション
知事(6)0017164-000 みゆき不動産
知事(6)0017263-000 ㈱アパートセンターオカモト
知事(6)0017263-002 ㈱アパートセンターオカモト アパマンショップ刈谷店
知事(6)0017263-003 ㈱アパートセンターオカモト アパマンショップ知立店
知事(6)0017322-000 ㈱ビレッジ開発
知事(6)0017322-001 ㈱ビレッジ開発 安城店
知事(6)0017396-000 ㈱クサカ
知事(6)0017501-000 依佐美不動産
知事(6)0017534-003 ㈱クレストンホーム 三河安城支店
知事(6)0017575-000 ㈲アイカホーム
知事(6)0017627-000 石川建築企画
知事(6)0017686-000 安城建築㈱
知事(6)0017688-000 ㈱ナイスコーポレーション
知事(6)0017688-002 ㈱ナイスコーポレーション 新安城店
知事(6)0017704-000 名倉建設㈱
知事(6)0017723-000 ㈱八大不動産
知事(6)0017754-000 ㈲愛幸開発
知事(6)0017769-000 みつよし開発
知事(6)0017792-000 早川建設㈱
知事(6)0017833-000 ㈱堀田土地
知事(5)0017909-000 ㈱トリイハウス
知事(5)0017976-000 安成工業㈱
知事(5)0018024-000 ㈱エイプラン
知事(5)0018105-000 ㈱マルミ
知事(5)0018140-000 ㈲スギクリエートビュー
知事(5)0018189-000 畔柳不動産
知事(5)0018342-000 ㈱ミクニランド

代表者名
冨永 耕治
岡田 赳勇
小野田 尚司
鈴木 信
長坂 桂子
角谷 伸彦
中島 亮
山口 司
三浦 孝行
下村 幸夫
下村 幸夫
日下 成人
神谷 宏明
石川 真由美
鈴木 伸和
石川 正
浅井 宏充
山下 秀司
山下 秀司
名倉 康浩
神谷 昌明
加藤 光秋
神谷 正典
早川 輝
堀田 健
鳥居 信彦
長田 和人
岡本 渉
角谷 行彦
杉原 透恭
畔柳 美咲
岡田 金男

郵便番号
447-0046
447-0859
472-0057
444-1162
446-0046
448-0822
448-0807
448-0027
472-0025
446-0059
446-0059
446-0066
446-0053
446-0052
448-0027
444-1162
444-1154
446-0059
446-0007
447-0035
444-1322
446-0021
444-1302
448-0001
448-0802
447-0073
446-0073
447-0056
447-0858
472-0054
446-0001
472-0026

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0566-46-3171 0566-41-5013
碧南市堀方町３ー１００
0566-41-1119 0566-41-1104
碧南市中松町２ー６７
0566-81-4993 0566-82-1038
知立市西１ー５ー１１
0566-99-4311 0566-99-4055
安城市小川町御林１８７
0566-75-0939 0566-75-0939
安城市赤松町前川１６ー２
0566-21-5117 0566-21-6240
刈谷市松坂町２ー１０５ー１
0566-21-0787 0566-22-7498
刈谷市東刈谷町１ー１１ー１
0566-25-6235 0566-25-7322
刈谷市相生町２ー２９ー２
0566-85-1010 0566-85-1005
知立市池端３ー１ ヨツヤビル１Ｆ１号室
0566-71-0300 0566-77-4059
安城市三河安城本町２ー７ー１３
0566-77-5141 0566-77-4059
安城市三河安城本町２ー７ー１３
0566-73-6200 0566-73-6211
安城市池浦町池西１０８
0566-92-3464 0566-92-3575
安城市高棚町郷６９ー２
0566-72-3700 0566-72-3777
安城市福釜町矢場３０ー１
刈谷市相生町１ー２３ 藤和シティコープ刈谷駅前Ⅱ―１０２ 0566-27-7007 0566-27-7020
0566-99-0918 0566-99-4697
安城市小川町金政２３
0566-99-6555 0566-99-6553
安城市桜井町北阿原下４８ー２
0566-77-2918 0566-77-7340
安城市三河安城本町２ー４ー８
0566-96-3455 0566-96-3458
安城市東栄町３ー８ー１７
0566-42-6622 0566-42-6616
碧南市中山町２ー３２ー１
0566-52-6063 0566-53-2341
高浜市二池町２ー７ー８
0566-91-8777 0566-77-1994
安城市法連町１３ー８
0566-52-1886 0566-52-6450
高浜市八幡町４ー６ー２８
0566-36-5527 0566-36-0267
刈谷市井ケ谷町中ノ嶋２２
0566-24-1811 0566-24-1991
刈谷市末広町１ー２ー７
0566-48-5507 0566-43-0006
碧南市鳥追町１ー１６ー６
0566-75-2611 0566-75-7474
安城市篠目町肥田６０ー１
0566-46-4455 0566-46-4444
碧南市千福町２ー１１１ー１
0566-46-8533 0566-46-9777
碧南市石橋町２ー５０
0566-85-2240 0566-85-2250
知立市東上重原４ー６３
0566-98-3566 0566-98-3813
安城市里町阿賀多６８ー４
0566-85-2864 0566-85-2860
知立市上重原町小針２３３
住所

碧海支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(5)0018346-000 ㈲六不動産
知事(5)0018369-000 ㈱中部ハウス
知事(5)0018370-000 ㈲栄和建設
知事(5)0018456-000 ㈱日本ユニバーサル
知事(5)0018488-000 ㈲大成不動産
知事(5)0018536-000 ㈲田戸不動産
知事(5)0018557-000 関興業㈱
知事(5)0018605-000 吉原建設㈱
知事(5)0018622-000 ㈲さいとう不動産
知事(5)0018623-000 藤和不動産
知事(5)0018646-000 ㈱ナイスホーム
知事(5)0018646-002 ㈱ナイスホーム ハウジングショールーム
知事(5)0018652-000 ㈲ナカモリ
知事(5)0018825-000 トマト不動産
知事(5)0018837-000 ㈱シンカ
知事(5)0018838-000 ㈱イヨダホーム
知事(5)0018878-000 新井建設㈱
知事(5)0018888-000 角文㈱
知事(4)0018959-000 ㈲不動産総合サービス
知事(4)0018982-000 東海土地建物㈱
知事(4)0018998-000 ㈲稲安開発
知事(4)0019177-000 ㈱デンソーユニティサービス
知事(4)0019294-000 ㈲アイコーポレーション
知事(4)0019355-000 髙橋不動産
知事(4)0019401-000 ㈲原田開発
知事(4)0019415-000 ㈲あおみ開発
知事(4)0019436-000 ニイミ開発㈱
知事(4)0019520-000 ㈱未来住建
知事(4)0019558-000 ㈱ナイスサポート企画
知事(4)0019561-000 ハートハウス不動産
知事(4)0019650-000 ㈱中建組
知事(4)0019728-000 よこい不動産

代表者名
岡田 定夫
加藤 佳男
深谷 悟
古井 博
柴田 尚大
岩月 正二
關 淳之
吉原 孝彦
齋藤 照久
鈴木 良之
兵藤 宏幸
兵藤 宏幸
中島 弘治
太田 昌利
畠 孝二郎
長谷川 修一
新井 雅也
鈴木 文三郎
増田 昌二
粂 善夫
角谷 文夫
松本 信之
石川 孝文
髙橋 理恵
原田 善司
杉浦 裕二
新美 徳康
沓名 照行
兵藤 幸男
鴨川 美晴
中村 英夫
横井 清一

郵便番号
444-1323
472-0032
446-0053
446-0072
448-0806
444-1323
448-0834
448-0031
447-0874
447-0875
446-0074
446-0073
472-0003
446-0072
444-1332
446-0003
447-0057
448-0004
446-0056
446-0059
447-0864
448-8661
446-0041
448-0843
446-0053
472-0017
444-1321
446-0056
446-0074
444-1201
448-0813
444-1331

住所
高浜市田戸町２ー１ー１
知立市中山町中山２７ー３
安城市高棚町新池６５ー２
安城市住吉町荒曽根１５２ー３
刈谷市松栄町３ー４ー５
高浜市田戸町４ー６ー２７ １Ｆ
刈谷市司町７ー３８
刈谷市東新町１ー３０１
碧南市作塚町１ー８２ー１
碧南市善明町１ー１１ １Ｆ
安城市井杭山町高見３ー１
安城市篠目町３ー２１ー３
知立市牛田１ー８
安城市住吉町７ー１ー４
高浜市湯山町２ー３ー８
安城市柿碕町宮ノ西１２６
碧南市鶴見町５ー６３
刈谷市泉田町古和井１
安城市三河安城町２ー１９ー１０
安城市三河安城本町２ー１ー４
碧南市道場山町５ー２０
刈谷市昭和町１ー１ デンソー保安センター３Ｆ
安城市桜町１７ー５ ＡＰビル４Ｆ
刈谷市新栄町５ー５６ー２
安城市高棚町三反田５９ー３
知立市新林町東新切１ー１８
高浜市稗田町１ー５ー１１
安城市三河安城町１ー３ー２
安城市井杭山町高見３ー１ １Ｆ
安城市石井町高井１５４ー１ １Ｆ
刈谷市小垣江町北高根７６ー３５
高浜市屋敷町３ー３ー５０

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0566-54-0117 0566-52-6444
0566-82-3712 0566-82-0642
0566-76-9623 0566-74-7836
0566-97-9350 0566-97-9350
0566-22-0650 0566-25-0368
0566-53-0482 0566-53-0409
0566-23-1434 0566-24-0252
0566-23-2121 0566-23-2605
0566-42-3464 0566-41-4621
0566-41-1030 0566-42-8786
0566-77-5721 0566-77-5725
0566-91-2051 0566-91-2050
0566-83-1040 0566-81-6264
0566-98-3237 0566-98-3528
0566-54-0555 0566-54-0558
0566-98-1497 0566-98-7327
0566-42-1196 0566-42-2296
0566-22-1811 0566-24-5700
0566-71-0607 0566-71-0608
0566-72-2821 0566-75-1002
0566-43-4111 0566-43-4122
0566-25-5744 0566-25-4611
0566-77-3890 0566-77-3890
0566-63-5355 0566-63-5356
0566-92-0500 0566-92-0705
0566-84-0611 0566-84-0612
0566-53-0639 0566-54-2022
0566-71-3270 0566-71-3271
0566-77-5831 0566-77-5832
0566-92-5070 0566-92-5080
0566-23-4766 0566-23-5040
0566-53-1296 0566-53-1296

碧海支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(4)0019794-000 河合地所
知事(4)0019851-000 池田不動産
知事(4)0019940-000 ㈱ルーフ・サポート
知事(4)0020048-000 小山不動産
知事(4)0020089-000 池田不動産
知事(3)0020175-006 ㈱アイデムホーム 安城店
知事(3)0020183-000 ファミリー不動産
知事(3)0020211-000 アルファホーム刈谷㈱
知事(3)0020276-000 ㈱富士
知事(3)0020278-000 大村不動産事務所
知事(3)0020308-000 クリエイトローズ不動産
知事(3)0020323-000 一福不動産
知事(3)0020339-000 ㈱Ｎａｇｏｍｉ
知事(3)0020355-000 ㈱ウエルカムコーポレーション
知事(3)0020355-001 ㈱ウエルカムコーポレーション 刈谷店
知事(3)0020375-000 千幸開発㈱
知事(3)0020396-000 ㈱明昇進開発
知事(3)0020404-000 波多野建設㈱
知事(3)0020423-000 兵藤コンサルティング㈱
知事(3)0020428-000 ㈲ＦＰ ＰＬＵＳ
知事(3)0020459-000 たいよう㈱
知事(3)0020462-000 ㈱大起
知事(3)0020481-000 ㈱安水建設
知事(3)0020548-000 アースホーム㈲
知事(3)0020613-000 ㈱ハルブランド
知事(3)0020669-000 ㈲プロント
知事(3)0020677-000 ㈱藤井建設
知事(3)0020707-000 東海開発㈱
知事(3)0020709-000 ㈱ランド・ユーズ
知事(3)0020754-000 浅田不動産
知事(3)0020814-000 いながき不動産
知事(3)0020828-000 ㈱カミヤ不動産

代表者名
河合 宏治
池田 定史
木村 浩
岡本 康英
池田 好隆
松山 卓史
中川 勝利
岡田 和樹
酒井 久子
大村 卓治
杉浦 智子
鳥居 秀男
神谷 恵
渡邊 直己
渡邊 直己
神谷 彦弥
伴 典親
波多野 辰美
兵藤 俊宏
神谷 英樹
石川 徳重
加藤 朋之
水野 学
野々山 政孝
佐々木 晴久
野村 信義
岡崎 重太郎
吉田 進
小林 美代
淺田 好宏
稲垣 郁雄
神谷 由美子

郵便番号
446-0027
447-0052
444-1323
448-0045
448-0004
446-0062
448-0813
448-0803
446-0059
446-0051
447-0879
447-0081
444-1336
446-0059
448-0857
446-0056
444-1333
447-0026
446-0037
444-1211
446-0057
446-0042
446-0045
448-0813
472-0007
446-0073
446-0018
448-0803
446-0019
447-0051
444-1155
446-0071

住所
安城市東明町１１ー７
碧南市新道町２ー３０ー１ ボン・ヴィヴァンＢ １Ｆ
高浜市田戸町３ー２ー３９
刈谷市新富町１ー７０７
刈谷市泉田町畑中一色３３
安城市明治本町８ー９
刈谷市小垣江町永田８
刈谷市野田町馬池３ー１ 原田商事ビル１Ｆ
安城市三河安城本町２ー１ー５
安城市箕輪町新田６０
碧南市沢渡町１５４
碧南市吹上町２ー３５
高浜市呉竹町４ー１７ー１６
安城市三河安城本町２ー１ー４ 第１東海ビル２０３
刈谷市大手町１ー１１ エクセルＫＵＭＥ４ＦーＡ
安城市三河安城町１ー４ー４
高浜市沢渡町４ー１ー１５ １Ｆ２Ｆ
碧南市三宅町２ー１５
安城市相生町９ー７
安城市根崎町下渡瀬５ー１
安城市三河安城東町１ー１８ー４ １Ｆ
安城市大山町１ー１ー３
安城市横山町八左１２６ー５
刈谷市小垣江町本郷下２２ー３
知立市牛田町湯山１５ー２
安城市篠目町竜田９６ー７
安城市東新町９ー９
刈谷市野田町芝ノ中２４
安城市新明町３ー１１
碧南市東山町５ー６８
安城市堀内町屋敷７９ー１
安城市今池町１ー２５ー１０

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0566-74-6023 0566-74-6048
0566-41-5111 0566-41-5106
0566-54-4700 0566-54-4841
0566-23-2223 0566-23-2225
0566-22-0300 0566-22-0300
0566-71-3720 0566-71-3722
0566-63-6080 0566-63-6081
0566-21-2022 0566-21-3698
0566-72-0713 0566-72-0716
0566-74-7377 0566-74-7377
0566-41-3923 0566-41-8813
0566-48-1191 0566-48-1191
0566-53-8610 0566-53-8610
0566-79-3533 0566-79-3537
0566-63-5288 0566-63-5289
0566-73-5616 0566-73-5617
0566-53-0202 0566-53-5789
0566-41-9179 0566-48-5960
0566-72-4840 0566-74-7855
0566-78-3719 0566-78-3718
0566-45-6447 0566-45-6448
0566-77-5863 0566-77-5869
0566-77-4433 0566-77-5595
0566-21-7789 0566-21-7769
0566-84-3323 0566-84-3324
0566-77-3101 0566-77-8207
0566-76-2057 0566-77-4858
0566-23-3977 0566-23-3986
0566-93-9021 0566-93-9027
0566-41-1881 0566-48-2026
0566-99-1860 0566-99-1860
0566-97-9309 0566-98-7033

碧海支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(3)0020862-000 ㈲杉林不動産
知事(3)0020885-000 岡本不動産
知事(3)0020910-000 エスライフ
知事(3)0020957-000 ㈱河井建築
知事(3)0020992-000 ㈲永坂ブロック
知事(3)0021014-000 ㈱ＩＳＯライフネットワーク
知事(3)0021085-000 ㈱山起開発
知事(3)0021103-000 神谷建設㈱
知事(3)0021127-000 ㈱エステート橋本
知事(3)0021162-000 ㈱エー・アンド・エス
知事(3)0021165-000 ㈱ＨＧＣ
知事(3)0021221-003 ㈱オカザキホーム 刈谷営業所
知事(3)0021333-000 ㈱エリアパートナー
知事(3)0021367-000 くらしの不動産
知事(3)0021399-000 森ヒルズ㈱
知事(3)0021412-000 野々山建設㈱
知事(3)0021426-000 ㈱鈴和建設
知事(3)0021451-000 ㈲碧建設
知事(3)0021457-000 ㈱鸛はうす
知事(3)0021505-000 ㈱Ｋ-コンサルティング
知事(3)0021535-000 おかべ不動産
知事(3)0021546-000 ㈲グローバル開発
知事(3)0021568-000 ㈱ホームステージ
知事(2)0021571-000 安永開発㈱
知事(2)0021573-000 ㈱エイディーノウビ
知事(2)0021574-000 ハタスビルダー㈱
知事(2)0021631-000 東海インプル建設㈱
知事(2)0021638-000 ㈲ＡＴ ＨＯＭＥ
知事(2)0021684-000 ㈱東洋ワークス
知事(2)0021726-000 ㈱弥栄
知事(2)0021737-000 ㈱キタヤマ不動産
知事(2)0021760-000 ㈱まるか不動産

代表者名
西尾 晋也
岡本 嘉文
神谷 正志
河井 良久
永坂 一将
磯村 比登志
栗山 茂根
神谷 義昌
橋本 庄三
鈴木 卓
久田 庸平
張替 浩幸
富田 幸一
都築 眞一
森岡 功
野々山 正春
鈴木 貴雄
杉浦 隆太
山田 祥子
近藤 真
岡部 藤幸
鳥居 秀夫
原田 昇
杉浦 永一
前沼 聡
岡嶋 優典
北村 健
上村 隆雄
近藤 公仁
稲垣 弘樹
喜多山 裕史
加藤 友亀

郵便番号
448-0005
447-0047
472-0055
448-0011
447-0047
472-0056
446-0041
444-1335
446-0054
447-0836
446-0001
448-0045
448-0806
444-1161
446-0044
472-0026
444-1314
447-0854
448-0813
446-0072
447-0029
472-0034
448-0008
448-0807
448-8525
448-0831
446-0055
448-0005
448-0822
446-0001
448-0858
472-0013

住所
刈谷市今川町１ー１５５ １Ｆ
碧南市植出町４ー８ー１
知立市鳥居１ー５ー７
刈谷市築地町２ー１１ー２
碧南市植出町４ー７０
知立市宝３ー２ー１５
安城市桜町６ー３
高浜市芳川町１ー３ー１１
安城市二本木町切替５０ー３ ２Ｆ
碧南市若松町１ー２２１ ２Ｆ
安城市里町三郎１１
刈谷市新富町２ー２７
刈谷市松栄町１ー１５ー１５
安城市姫小川町姫１４３
安城市百石町２ー３３ー４
知立市上重原町土取６７
高浜市論地町３ー３ー３
碧南市須磨町１ー２９
刈谷市小垣江町荒畑２４
安城市住吉町荒曽根１５４ー９ メゾン荒曽根１Ｆ
碧南市二本木町２ー１６ １Ｆ
知立市弘栄３ー４４
刈谷市今岡町日向７５
刈谷市東刈谷町３ー６ー８
刈谷市相生町３ー３ 富士ビル１Ｆ
刈谷市熊野町４ー７５ー１ ３Ｆ
安城市緑町１ー２５ー１ ＴＯＣＯビル２Ｆ
刈谷市今川町蓮池３３ー５
刈谷市松坂町３ー４０３
安城市里町東山ノ田１４２ー６
刈谷市若松町３ー１７
知立市谷田町宝土１１ー６

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0566-36-6612 0566-36-5845
0566-41-5661 0566-41-5661
0566-82-1478 0566-83-2992
0566-21-9900 0566-21-9902
0566-41-2774 0566-42-4821
0566-81-7719 0566-81-7776
0566-76-7818 0566-76-7813
0566-53-1258 0566-53-5305
0566-75-5366 0566-77-3105
0566-46-6707 0566-46-0337
0566-98-4783 0566-98-0084
0566-88-8800 0566-88-8801
0566-95-7477 0566-95-7470
0566-99-0975 0566-78-1501
0566-75-8910 0566-75-8910
0566-81-1895 0566-81-3550
0566-53-1319 0566-52-0517
0566-41-6360 0566-42-8011
0566-22-2117 0566-27-3009
0566-91-6590 0566-91-0452
0566-41-8232 0566-41-8232
0566-91-4416 0566-91-4418
0566-78-1721 0566-36-9454
0566-91-3197 0566-91-3457
0566-62-8210 0566-62-8220
0566-62-0380 0566-24-2976
0566-74-6651 0566-74-1160
0566-45-6070 0566-45-6071
0566-25-1146 0566-91-6906
0566-98-0898 0566-98-8085
0566-23-5244 0566-27-8141
0566-83-2550 0566-83-3733

碧海支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(2)0021803-000 ㈱スマッシュ不動産
知事(2)0021812-002 アルファス㈱ 安城店
知事(2)0021812-005 アルファス㈱ 知立店
知事(2)0021816-000 ㈱Ｒｏｏｍ Ｓｅａｒｃｈ
知事(2)0021853-000 ㈱エフ
知事(2)0021861-001 ㈲キャスト 安城支店
知事(2)0021883-000 ㈱神屋不動産
知事(2)0021935-000 ㈱大嶽安城
知事(2)0021958-000 ㈱ＭＨＳ
知事(2)0021976-000 ㈱ネバーエンド
知事(2)0021977-000 ㈱シンカアセットマネジメント
知事(2)0022032-000 アルファ住宅販売刈谷㈱
知事(2)0022070-000 未来創建㈱
知事(2)0022084-000 ㈱横山業務店
知事(2)0022138-000 高棚不動産
知事(2)0022171-000 ㈱なでしこ開発
知事(2)0022172-000 茂吉不動産
知事(2)0022227-000 ㈱東和キャスト
知事(2)0022236-000 ウェールホーム㈱
知事(2)0022341-000 ㈱セカンドアイ
知事(2)0022491-000 ハウス成田建設㈱
知事(2)0022498-000 ㈱あいち不動産コンサルタンツ
知事(2)0022500-000 ㈱Ｔｈｉｎｋ
知事(2)0022521-000 ㈱シーエス
知事(2)0022548-000 ㈱ココ住ム
知事(2)0022652-000 小松開発工業㈱
知事(2)0022690-000 ㈱アトス
知事(2)0022692-000 石橋建設興業㈱
知事(2)0022829-000 さくら開発㈱
知事(2)0022871-000 ㈱サワテツ
知事(2)0022874-000 ウィズハウス㈱
知事(1)0022907-000 グローバル企画㈱

代表者名
成田 孝則
平方 清人
向井 翔二
酒井 良
野口 武則
丹野 智
神谷 典亜
大嶽 恭仁子
大見 日出子
市川 直起
畠 孝二郎
横山 茂之
近藤 智樹
横山 健児
石川 敏明
小山内 啓子
杉浦 正隆
山本 政男
榮 博之
平遠 実貴郎
成田 徹
加藤 克健
下村 幸作
橋本 好司
小野 哲矢
小松 直人
杉浦 淳彌
石橋 嘉彦
神谷 昌広
澤田 崇徳
岡本 章次
狩野 栄一

郵便番号
472-0035
446-0034
472-0052
448-0028
447-0843
446-0032
448-0034
446-0032
446-0045
444-1311
444-1305
448-0803
444-1333
444-1213
446-0053
472-0055
447-0876
446-0056
446-0034
448-0853
446-0001
448-0802
446-0059
448-0801
446-0063
448-0857
446-0057
447-0869
444-1221
447-0854
446-0072
446-0063

住所
知立市長田１ー１１
安城市南町１５ー２６
知立市弘法２ー１ー６ サンハイツコーボー１Ｆ
刈谷市桜町１ー１０ セントラルビル３Ｆ Ｄ号室
碧南市西浜町１ー４５
安城市御幸本町７ー３
刈谷市神明町７ー３０３ー１ ＡＲＵＭＯＮ神明 １Ｆ
安城市御幸本町４ー１５ 大嶽ビル２Ｆ
安城市横山町毛賀知３３ー３ タウンハウス安城Ｎｏ．５号
高浜市本郷町２ー３ー１ Ｍ＆Ｍ１Ｆ
高浜市神明町１ー１ー２４
刈谷市野田町馬池３ー１ 原田商事ビル２Ｆ
高浜市沢渡町５ー３２ ラビデンス高浜ステーション１Ｆ
安城市東端町山ノ神６６
安城市高棚町郷４０８
知立市鳥居１ー２ー１ グランデュール５６ー１０５
碧南市野田町２３
安城市三河安城町１ー１６ー５ 東祥ビル３Ｆ
安城市南町１１ー１
刈谷市高松町１ー２５
安城市里町三郎２１２
刈谷市末広町２ー２ー１８
安城市三河安城本町２ー７ー１３
刈谷市板倉町１ー４ー５
安城市昭和町１９ー３７ 昭和ビル１ーＣ
刈谷市大手町２ー１５
安城市三河安城東町１ー２０ー７
碧南市山神町２ー７２
安城市和泉町神明１８ー１
碧南市須磨町５ー２５
安城市住吉町７ー１９ー２
安城市昭和町１８ー２６

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0566-82-9006 0566-83-1317
0566-76-5318 0566-76-5319
0566-84-5250 0566-84-5251
0566-63-6605 0566-63-6602
0566-41-1144 0566-42-7515
0566-72-1258 0566-72-1268
0566-22-1856 0566-22-5081
0566-75-5311 0566-75-5315
0566-73-5210 0566-73-5211
0566-54-0515 0566-54-0516
0566-53-6061 0566-54-0561
0566-24-7787 0566-21-3698
0566-52-6111 0566-52-5526
0566-42-8811 0566-48-2279
0566-92-0323 0566-92-0323
0566-82-4143 0566-82-4190
0566-41-1771 0566-41-0458
0566-76-9933 0566-76-4444
0566-74-7686 0566-74-7687
0566-93-2540 0566-93-2541
0566-98-1031 0566-98-5351
0566-23-1226 0566-23-1227
0566-76-0681 020-4664-2413
0566-27-5955 0566-27-5960
0566-72-0838 0566-72-0839
0566-62-5050 0566-62-5051
0566-77-7022 0566-95-8807
0566-42-8181 0566-42-8833
0566-91-7777 0566-92-7747
0566-48-4831 0566-48-5037
0566-97-0607 0566-97-0608
0566-91-1368 0566-74-3069

碧海支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(1)0022978-000 ㈲ユタカ不動産
知事(1)0022980-000 ㈱エステート・アイ
知事(1)0023000-000 佐藤建設㈱
知事(1)0023004-000 ㈱Ａｌｗａｙｓ
知事(1)0023071-000 ワイズ通商㈱
知事(1)0023101-000 アースコスモ㈱
知事(1)0023120-000 ㈱Ｓｍｉｋｓ Ｈｏｍｅ
知事(1)0023121-000 ㈱みつよし不動産
知事(1)0023181-000 アスライフ㈱
知事(1)0023315-000 フレック
知事(1)0023334-000 増田事務所
知事(1)0023385-000 ㈱ウィズホーム
知事(1)0023466-000 ㈲石川土建
知事(1)0023508-000 ㈱Ｇｏｏｄ Ｒｏｏｆ
知事(1)0023511-000 ㈱岡田建工
知事(1)0023558-000 やまもと不動産
知事(1)0023566-000 ㈱ハウスプロダクト
知事(1)0023606-000 ハンズ㈱
知事(1)0023645-000 都築地所
知事(1)0023674-000 スズキ不動産
知事(1)0023763-000 ㈱大泰工務店
知事(1)0023819-000 木村建設㈱
知事(1)0023862-000 あだち不動産
知事(1)0023902-000 アーキ・プロ㈱
知事(1)0023918-000 ㈱碧南建設
知事(1)0023936-000 プチハウス㈱
知事(1)0023939-000 ㈱三幸
知事(1)0023954-000 ㈱渡辺設計
知事(1)0024008-000 ㈱アレスト
知事(1)0024014-000 ㈱ティオ
知事(1)0024055-000 竹春不動産
知事(1)0024098-000 ㈱しまだ開発

代表者名
酒井 晶久
石川 昭
佐藤 真美
浅岡 重光
鈴木 康仁
林 武文
粂 浩司
神谷 政光
杉浦 旭
今井 直紀
増田 朗
内田 英治
石川 秀明
石川 義典
岡田 定夫
山本 達哉
牧野 規生
原 直己
都築 和子
鈴木 良直
伊藤 正木
木村 徳雄
足立 栄一
藤井 恒敏
石川 達広
神谷 健
酒井 義秋
渡邊 真一
堀田 庄三
藤原 淳雄
野々山 アヤノ
嶋田 友佳

郵便番号
448-0843
446-0042
472-0042
447-0861
447-0081
448-0852
444-1154
444-1331
444-1154
446-0026
446-0073
448-0847
446-0036
446-0043
444-1323
444-1321
444-1321
446-0051
446-0052
448-0853
444-1155
447-0872
448-0004
446-0055
447-0878
448-0805
446-0015
446-0032
448-0802
472-0006
448-0013
446-0057

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0566-23-1758 0566-24-7621
刈谷市新栄町７ー６１
0566-91-2811 0566-91-2822
安城市大山町２ー１ー３
0566-81-1473 0566-83-2901
知立市内幸町加藤１１４
0566-48-0231 052-308-1521
碧南市六軒町４ー１１２
0566-43-3668 0566-43-3848
碧南市吹上町４ー１ー９
0566-70-7360 0566-70-7361
刈谷市住吉町４ー３３ コスモテラス刈谷住吉Ｂ１
0566-99-5393 0566-99-5394
安城市桜井町塔見塚３４
0566-53-0020 0566-53-0055
高浜市屋敷町３ー２ー２２
0566-45-7816 0566-45-7826
安城市桜井町新田１０１ アベニュー桜井Ａ
0566-93-5910 0566-93-5912
安城市安城町清水４０ー１
0566-74-3120 0566-74-3327
安城市篠目町向１１５
0566-22-1606 0566-22-1606
刈谷市宝町７ー２２
0566-76-4092 0566-75-7345
安城市小堤町５ー１１
0566-75-7601 0566-75-1474
安城市城南町１ー８ー１２
0566-52-5111 0566-52-6444
高浜市田戸町２ー１ー１
0566-57-1306 0566-57-1306
高浜市稗田町２ー１ー４０
0566-45-7573 0566-45-7574
高浜市稗田町１ー２ー１０ コーポ山昭１ーＤ
0566-91-7001 0566-91-7002
安城市箕輪町鳥屋金７５
0566-92-1246 0566-92-1477
安城市福釜町荒子１９５ー８
0566-27-1771 050-5361-6153
刈谷市高松町２ー８
0566-99-4777 0566-99-4780
安城市堀内町形谷３２
0566-41-1818 0566-43-0063
碧南市源氏神明町６１
0566-29-0919 0566-29-0919
刈谷市泉田町半崎１６７ １Ｆ
0566-91-2278 0566-91-2285
安城市緑町２ー９ー２６
0566-41-9788 0566-41-9799
碧南市松本町１９６ー１ アーク東栄ビル２Ｆ２０２
0566-95-0202 0566-95-0203
刈谷市半城土中町３ー２５ー９
0566-77-2851 0566-77-1393
安城市高木町下屋敷２
0566-74-1511 0566-74-1512
安城市御幸本町１１ー１８
0566-25-5777 0566-24-1991
刈谷市末広町１ー２ー７
0566-85-5772 0566-81-4464
知立市山町御林１ー２１８
0566-21-1810 0566-24-1914
刈谷市恩田町２ー１５３ー４
安城市三河安城東町１ー２７ー３０ 三河安城東町一丁目ビル２Ｆ東 0566-57-6600 0566-57-6651
住所

碧海支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(1)0024234-000 グリンピア開発㈱
知事(1)0024281-000 Ｇｒｅｅｎ Ｓｏｕｔｈ㈱
知事(1)0024338-000 アルファ住宅販売名古屋㈱
知事(1)0024352-000 都築建設不動産㈱
大臣(13)0001661-000 ㈱近藤組
大臣(13)0001661-001 ㈱近藤組 住宅事業部
大臣(13)0002018-011 ㈱ニッショー 安城支店
大臣(13)0002018-038 ㈱ニッショー 刈谷支店
大臣(13)0002018-047 ㈱ニッショー 知立支店
大臣(10)0002961-017
大臣(10)0002961-045

大臣(9)0003284-124
大臣(9)0003306-076
大臣(7)0004179-097
大臣(4)0006157-066
大臣(1)0009346-003
大臣(1)0009346-004
大臣(1)0009405-004

代表者名
岡本 巧
加藤 暢彦
原田 大士
都築 三郎
近藤 純子
安藤 直樹
鶴田 隆史
石川 佳愛
堤 孝二
積水ハウス不動産中部㈱ 刈谷豊田賃貸営業所 尾浪 敬太郎
積水ハウス不動産中部㈱ 刈谷営業所 長谷川 昌史
一建設㈱ 刈谷営業所
米津 徹也
㈱飯田産業 刈谷営業所
今泉 大輔
㈱アイダ設計 安城モデル店
井上 英雄
㈱アーネストワン 刈谷営業所
齊藤 浩樹
㈱不動産ＳＨＯＰナカジツ 刈谷・大府店 井島 寛文
㈱不動産ＳＨＯＰナカジツ 安城・知立店 今泉 充誉
㈱夢のおてつだい 高浜中央店 村山 智子

郵便番号
448-0004
447-0862
448-0803
446-0053
448-8622
472-0025
446-0071
448-0029
472-0025
448-0003
448-0003
448-0806
448-0011
446-0026
448-0843
448-0049
446-0072
444-1304

住所
刈谷市泉田町城前２０８
碧南市相生町５ー１１６
刈谷市野田町馬池３ー１ 原田商事ビル１Ｆ
安城市高棚町井池１６７ー２
刈谷市一里山町伐払１２３
知立市池端３ー１１
安城市今池町１ー３ー４
刈谷市昭和町２ー９ー１
知立市池端３ー１６
刈谷市一ツ木町２ー６ー１
刈谷市一ツ木町２ー６ー１
刈谷市松栄町１ー８ー１６
刈谷市築地町１ー４ー５
安城市安城町天草７１ー５
刈谷市新栄町２ー５ー１
刈谷市中手町６ー８１２
安城市住吉町３ー６ー１０
高浜市豊田町３ー７ー１２

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0566-27-7386 0566-27-7382
0566-93-8778 0566-93-8735
0566-70-7171 0566-21-3698
0566-92-1351 0566-92-1357
0566-36-1811 0566-36-1817
0566-81-2672 0566-83-1030
0566-98-3391 0566-98-3939
0566-27-8001 0566-27-8005
0566-81-6700 0566-81-6788
0566-63-2103 0566-24-5231
0566-63-2104 0566-24-5559
0566-62-6091 0566-24-6674
0566-62-6288 0566-62-6289
050-3173-2427 050-3153-3149

0566-63-6202
0566-28-0999
0566-98-0505
0566-52-5200

0566-63-6204
0566-28-0101
0566-98-0551
0566-52-5230

