東三河支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(16)0000119-000 豊橋不動産㈱
知事(16)0000828-000 大和商事㈱
知事(16)0000841-000 丸山不動産
知事(16)0000900-000 藤井不動産
知事(15)0002669-000 大木開発㈱
知事(15)0002754-000 山口稔不動産
知事(15)0002847-000 豊橋鉄道㈱
知事(15)0002964-000 カネモ木材㈱
知事(15)0003201-000 水鳥不動産㈱
知事(15)0003203-000 堀田地所
知事(15)0003233-000 近田不動産
知事(15)0003418-000 丸地不動産
知事(15)0003509-000 丸ト興業㈱
知事(15)0003579-000 東海不動産
知事(14)0003842-007
知事(14)0004092-000
知事(14)0004218-000
知事(14)0004331-000
知事(14)0004434-000
知事(14)0004435-000
知事(14)0004567-000
知事(14)0004675-000
知事(14)0004752-000
知事(14)0004796-000
知事(14)0004797-000
知事(14)0004954-000
知事(14)0004999-000
知事(14)0005045-000
知事(14)0005087-000
知事(14)0005224-000
知事(14)0005242-000
知事(14)0005242-001

代表者名
松橋 勇
伊藤 幸一
丸山 登三雄
藤井 勝芳
大木 伸浩
山口 稔
伊藤 正雄
梅田 直司
水鳥 幸治
堀田 泰弘
近田 富王
丸地 和夫
青木 俊夫
河合 弘美
トヨタすまいるライフ㈱ 田原・豊橋支店 松本 善成
大平不動産
小田 正四
山本不動産
山本 市治
佐藤不動産
佐藤 好男
冨士屋不動産
提髪 寛
ウトウ商事㈲
宇藤 信
村田不動産㈱
村田 裕
三共商事㈱
大鐘 正人
阿部不動産
阿部 弘矩
神野建設㈱
中村 知久
東和ハウジング開発㈱
竹内 宏次
弥生産業㈲
白井 康仁
八千代不動産
田中 喜久治
三河土地開発㈲
小椋 國光
㈱御津建
竹本 幸久
長浜不動産
長浜 進
中央建設㈱
及部 多高
中央建設㈱ 豊川支店
羽田野 美則

郵便番号
440-0897
440-0888
441-0102
442-0863
440-0881
441-0311
440-0888
442-0024
440-0883
440-0012
442-0006
440-0062
441-8019
441-3613
441-3421
443-0013
442-0856
440-0077
441-8042
441-8023
440-0814
441-8019
441-1531
441-8077
441-8061
441-8106
440-0896
442-0051
441-0321
442-0068
440-0092
442-0068

住所
豊橋市松葉町２ー４８
豊橋市駅前大通２ー５７
豊川市篠束町郷中１２０
豊川市平尾町下貝津１２３ー１９
豊橋市広小路１ー４３
豊川市御津町御馬東３ー１
豊橋市駅前大通１ー４６ー１ 豊鉄ターミナルビル５Ｆ
豊川市西豊町１ー１４１
豊橋市新川町７４（１０１）
豊橋市東小鷹野２ー１４ー５
豊川市三蔵子町北浦５２
豊橋市東田町字西郷７１ー２
豊橋市花田町字越水１１６
田原市古田町宮ノ原４８
田原市田原町晩田８１ー２
蒲郡市大塚町蔵屋敷３９
豊川市久保町棒田１２ー７
豊橋市南島町２ー１７
豊橋市小池町字原下４８ー１
豊橋市八通町２０
豊橋市前田町２ー１７ー１５
豊橋市花田町字小松１６１
新城市作手大和田字持篭４８、４９ 合併地
豊橋市神野新田町字コノ割９ー１
豊橋市藤沢町１２８
豊橋市弥生町字東豊和１２３
豊橋市萱町１４
豊川市中央通５ー２９
豊川市御津町広石市場１
豊川市諏訪２ー３１０ー２
豊橋市瓜郷町前川２７
豊川市諏訪１ー１１

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0532-54-6551 0532-54-6552
0532-52-2268 0532-52-0655
0533-78-3301 0533-78-3528
0533-87-3339 0533-88-7557
0532-52-5353 0532-54-7308
0533-75-2735 0533-76-2735
0532-53-2131 0532-53-7770
0533-86-2666 0533-83-2667
0532-51-5181 0532-52-2767
0532-61-5908 0532-61-1595
0533-86-3904 0533-83-1821
0532-54-9385 0532-54-9386
0532-32-7771 0532-32-7774
0531-37-5451 0531-33-1104
0531-24-0680 0531-24-0681
0533-59-8396 0533-59-8163
0533-87-4032 0533-87-3419
0532-52-8427 0532-54-1850
0532-47-0770 0532-47-0766
0532-33-2020 0532-33-1888
0532-52-5463 0532-53-1444
0532-31-8012 0532-31-6782
0536-38-1034 0536-38-1406
0532-32-1021 0532-32-1024
0532-45-7151 0532-45-7152
0532-46-6301 0532-48-7731
0532-54-1101 0532-54-1102
0533-86-4115 0533-83-0383
0533-76-2322 0533-76-2014
0533-86-4267 0533-89-2737
0532-53-1212 0532-54-1631
0533-86-3828 0533-86-3801

東三河支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(14)0005321-000 アサノ土地㈱
知事(14)0005365-000 八州開発㈱
知事(13)0005437-000 ㈱豊橋原木センター
知事(13)0005524-000 ダイエー不動産㈱
知事(13)0005699-000 ㈲三和開発
知事(13)0005960-000 ㈲山中荘
知事(13)0005967-000 丸栄不動産
知事(13)0006001-000 大須賀地所
知事(13)0006016-000 東海エステート㈱
知事(13)0006037-000 野依不動産
知事(13)0006357-000 ㈱一番
知事(13)0006479-000 牧野地所
知事(13)0006550-000 伊藤商事㈱
知事(13)0006673-000 日東不動産
知事(13)0006866-000 カワイハウジング開発㈱
知事(13)0007101-000 仲井不動産
知事(13)0007219-000 ㈲丸地商事
知事(13)0007238-000 ナカイ不動産㈱
知事(13)0007335-000 いとう不動産
知事(13)0007391-000 ㈱フジホーム
知事(13)0007435-000 ㈱岡田不動産
知事(13)0007483-000 大功不動産㈱
知事(12)0007845-000 ㈲新東住宅
知事(12)0007986-000 鈴木建設㈱
知事(12)0008173-000 サンハウジング
知事(12)0008263-000 和光不動産㈱
知事(12)0008517-000 ユタカホームズ（資）
知事(12)0008587-000 高嶋屋不動産
知事(12)0008719-000 ㈱豊栄
知事(12)0008726-000 太陽住宅㈱
知事(12)0008726-001 太陽住宅㈱ 東部営業所
知事(12)0008726-002 太陽住宅㈱ 豊川営業所

代表者名
浅野 勝之
石岡 広志
鈴木 達夫
岩瀬 和昭
尾崎 寿
曽田 晃子
小田 栄一
大須賀 政司
河合 則子
佐藤 和好
仁枝 重樹
中島 伸夫
伊藤 智康
佐藤 次郎
河合 洋明
仲井 孝廣
丸地 成治
仲井 克好
伊藤 昭次
藤井 基之
岡田 泰宏
小林 大祐
小関 雅孝
鈴木 和則
彦坂 昇二
小笠原 穂
宮林 幸雄
河原崎 妙
大村 丸郎
高崎 安民
中村 幸夫
伊藤 満美

郵便番号
441-8083
440-0858
441-8011
443-0102
441-8151
440-0822
443-0005
440-0831
440-0086
441-8113
440-0081
441-8112
442-0856
440-0864
441-8025
442-0068
440-0015
440-0861
441-1374
441-3141
440-0016
441-0105
442-0821
441-0104
441-8073
440-0065
440-0836
440-0083
442-0885
441-8152
440-0038
442-0834

住所
豊橋市東脇１ー７ー１１
豊橋市つつじが丘２ー１８ー１
豊橋市菰口町６ー１８
蒲郡市金平町開戸１１ー１
豊橋市曙町字南松原１１７ー１
豊橋市伝馬町１０１ー２
蒲郡市水竹町上青山４ー６
豊橋市西岩田６ー１５ー７
豊橋市下地町字門４８
豊橋市西幸町字浜池６１ー２
豊橋市大村町字大賀里５０
豊橋市牧野町６６ー２
豊川市久保町社地１０
豊橋市向山町字中畑２６ー５
豊橋市羽根井町１７ー５
豊川市諏訪２ー３７２
豊橋市牛川薬師町２７ー１
豊橋市向山西町１３ー１０
新城市字町並１３５
豊橋市大岩町字北山３９８ー１３
豊橋市牛川町字田ノ上８ー３６
豊川市伊奈町新屋１３８ー１０
豊川市当古町西本郷６２
豊川市平井町東野地１７ー１
豊橋市大崎町字伊豆沢３７ー１
豊橋市仁連木町１９５ー１
豊橋市飯村町字寺前９５ー５
豊橋市下地町字境田２７ー１
豊川市中野川町２ー５５ー２
豊橋市三本木町字元三本木１８ー５
豊橋市平川本町１ー２ー１８
豊川市西香ノ木町２ー５７ー１

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0532-31-1165 0532-31-2016
0532-62-3433 0532-63-8090
0532-31-3977 0532-31-8805
0533-57-7262 0533-68-4810
0532-48-1147 0532-48-1148
0532-61-0481 0532-61-0482
0533-69-0184 0533-69-0849
0532-62-3126 0532-63-7919
0532-54-8280 0532-55-6578
0532-37-5150 0532-37-5148
0532-54-5878 0532-54-5879
0532-45-4887 0532-45-4643
0533-88-2757 0533-88-5363
0532-53-5711 0532-53-2626
0532-31-7288 0532-33-3485
0533-86-6361 0533-86-6361
0532-55-0066
0532-54-9602 0532-54-9608
0536-23-0332 0536-23-2230
0532-41-0918 0532-41-5725
0532-53-1808 0532-53-1896
0533-72-2036 0533-72-7112
0533-85-3322 0533-85-3339
0533-78-3824 0533-78-3826
0532-25-4528 0532-25-2939
0532-61-0148 0532-63-7355
0532-21-8130 0532-63-6837
0532-56-3007 0532-56-3200
0533-86-6171 0533-86-0781
0532-46-7833 0532-48-4119
0532-63-1811 0532-61-6576
0533-89-1136 0533-84-3286

東三河支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(12)0008727-000 ㈱オノコム
知事(12)0008824-000 大棟不動産
知事(12)0008860-000 羽田野不動産
知事(12)0008874-000 ㈱東不動産
知事(12)0009152-002 丸七住宅㈱ ミニミニＦＣ蒲郡店
知事(12)0009152-003 丸七住宅㈱ 蒲郡店
知事(12)0009185-000 横田地所
知事(12)0009245-000 ㈱荒木工務店
知事(12)0009316-000 日恵不動産サ―ビス
知事(11)0009420-000 柴本地所
知事(11)0009421-000 睦美不動産
知事(11)0009490-000 ㈱市川不動産
知事(11)0009740-000 ㈱総合開発機構
知事(11)0009740-001 ㈱総合開発機構 明海事業所
知事(11)0009861-000 ㈲栄地所
知事(11)0010013-000 都タウン㈱
知事(11)0010220-000 原松建設㈱
知事(11)0010542-000 川合不動産
知事(11)0010662-000 大長開発㈱
知事(11)0010745-000 とりで不動産
知事(11)0010747-000 サンホ―ムズ㈱
知事(11)0010844-000 ㈱荒川工務店
知事(11)0010898-000 ㈲伊東製材
知事(11)0010909-000 丸秀神藤不動産
知事(11)0010941-000 神藤不動産㈲
知事(11)0010973-000 ㈲双葉不動産
知事(11)0011152-000 ㈲太田工務店
知事(11)0011157-000 東海建物㈱
知事(11)0011183-000 ㈱河原工務店
知事(11)0011518-000 コハク土地建物
知事(11)0011532-000 ㈲丸敬不動産
知事(10)0011577-000 佐野不動産

代表者名
小野 達朗
山口 宜宏
羽田野 勲
山本 一隆
杉浦 哲也
布川 隆
横田 季芳
荒木 光男
坂神 惠一
柴本 芳則
高橋 睦美
市川 雅敏
小林 宏之
二谷 勉
鈴木 章浩
稲吉 健次
原 哲夫
川合 和彦
鈴木 伸治
高木 繁
河村 義道
荒川 豊
伊東 良治
神藤 秀山
神藤 圭一
後藤 由紀
太田 栄次
花田 麻未
河原 章二
小倉 豊
丸山 邦彦
佐野 律子

郵便番号
440-0856
442-0842
441-0105
442-0877
443-0056
443-0056
441-8083
440-0837
440-0864
441-8109
440-0065
441-8133
440-0888
441-8074
441-8063
440-0004
441-8144
441-1307
441-8112
441-8106
440-0012
440-0838
442-0823
441-8069
441-3104
441-8122
441-0105
440-0814
440-0806
441-8072
441-0103
442-0842

住所
豊橋市鍵田町３６
豊川市蔵子３ー５ー１１
豊川市伊奈町茶屋６７
豊川市下野川町１ー１５ー１
蒲郡市神明町８ー１０ ＯＲＩビル１Ｆ
蒲郡市神明町８ー１１
豊橋市東脇１ー３１ー１０
豊橋市三ノ輪町字本興寺３ー２７２
豊橋市向山町字三ノ輪１８ー３
豊橋市小松町１０３
豊橋市仁連木町８５
豊橋市大清水町字大清水１５４ー２
豊橋市駅前大通３ー５３ 太陽生命豊橋ビル３Ｆ
豊橋市明海町５ー１
豊橋市橋良町字向山４ー９
豊橋市忠興１ー８ー１５
豊橋市磯辺下地町字葭山７
新城市富沢字半田５３ー１
豊橋市牧野町字牧野２６ー１
豊橋市弥生町字松原４７ とりでビルⅠ １Ｆ
豊橋市東小鷹野４ー２０ー１６
豊橋市三ノ輪町４ー４３
豊川市正岡町西深田３１７
豊橋市潮崎町６４
豊橋市雲谷町字ハシヅメ３ー８５
豊橋市天伯町字泉８ー１
豊川市伊奈町北村１９８ー１
豊橋市前田町２ー１ー２３
豊橋市八町通１ー２０
豊橋市船渡町字船渡８６ー２
豊川市小坂井町中野１２ー２
豊川市蔵子６ー１ー１

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0532-55-7700 0532-55-7701
0533-84-3771
0533-78-2010 0533-78-2277
0533-56-2601 0533-56-2602
0533-67-6400 0533-67-8207
0533-67-6439 0533-56-7107
0532-31-7740 0532-31-1140
0532-61-6157 0532-61-6130
0532-62-9313 0532-63-8091
0532-45-8518 0532-46-4776
0532-61-6790 0532-61-6873
0532-25-2398 0532-25-1399
0532-55-3136 0532-55-3130
0532-23-0711 0532-23-2123
0532-46-2602 0532-46-2638
0532-61-8460 0532-61-4772
0532-46-3188 0532-48-7685
0536-22-3090 0536-23-6139
0532-46-6437 0532-46-6489
0532-45-5422 0532-46-3741
0532-62-4526 0532-62-0842
0532-62-6855 0532-62-6938
0533-86-9211 0533-86-4847
0532-45-0925 0532-45-8144
0532-41-2787 0532-41-3435
0532-45-0226 0532-45-1304
0533-78-3502 0533-72-3502
0532-53-1186 0532-53-7330
0532-52-2040 0532-52-5300
0532-25-5682 0532-25-5682
0533-78-3501 0533-72-2283
0533-86-6365 0533-84-7778

東三河支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(10)0011578-000 星野不動産
知事(10)0011692-000 牧野不動産
知事(10)0011755-000 ㈱丸中ハウジング
知事(10)0011905-000 坂口土地
知事(10)0011947-000 豊信地所
知事(10)0012165-000 ㈲丸幸開発
知事(10)0012349-000 ㈲恒久拓産
知事(10)0012377-000 豊川住宅センター㈱
知事(10)0012445-000 太田不動産
知事(10)0012452-000 サンサン開発㈱
知事(10)0012571-000 洞田工務店㈱
知事(10)0012581-000 設楽不動産
知事(9)0012747-000 岩瀬開発
知事(9)0012847-000 筒井不動産
知事(9)0012870-000 萬清木材地所
知事(9)0012942-000 リアルティー・サービス㈱
知事(9)0012987-000 東邦通商㈱
知事(9)0013078-000 城南ハウジング㈱
知事(9)0013127-000 鳥羽屋不動産
知事(9)0013190-000 ヨシミ設計㈱
知事(9)0013216-000 林光土建㈱
知事(9)0013230-000 小田不動産
知事(9)0013487-000 ㈱杉原工務店
知事(9)0013504-000 三京不動産
知事(9)0013523-000 ㈱オーテック
知事(9)0013535-000 雅建設㈱
知事(9)0013590-000 荒木開発㈲
知事(9)0013634-000 大平経営不動産
知事(9)0013692-000 黒田不動産㈲
知事(9)0013700-000 ㈲金子開発
知事(9)0013767-000 ㈱蔵丸
知事(9)0013793-000 吉秋建設㈱

代表者名
星野 英次
牧野 信男
中神 秀一
坂口 正信
牧野 亮二
丸山 公由
大場 康代
阪本 研介
太田 豊
大羽 啓介
洞田 行夫
夏目 茂
岩瀬 亘和
筒井 省吾
松井 康久
丸地 直彦
鈴木 美穂子
中根 正光
松井 正勝
吉見 本弘
林 東吉
小田 昇
杉原 誠健
関原 克彦
彦坂 彰一
米山 佳一
荒木 義夫
大平 吉郎
黒田 和雄
金子 孝雄
伊藤 盛康
吉見 重夫

郵便番号
442-0889
441-1341
440-0837
441-3142
441-8093
442-0824
441-8156
442-0048
440-0058
441-8107
443-0005
440-0853
440-0831
441-1342
441-1374
440-0813
440-0091
441-1335
441-8133
440-0864
441-8087
440-0093
440-0084
441-1331
441-8077
442-0851
440-0076
440-0083
440-0843
441-8077
441-8082
443-0102

住所
豊川市南大通４ー３１
新城市杉山字道目記７０ー１
豊橋市三ノ輪町字本興寺４３
豊橋市大岩町字東郷内１３
豊橋市牟呂中村町４ー２
豊川市下長山町中屋敷１６３ー２
豊橋市高師町字小野３ー１
豊川市開運通２ー４８ー１
豊橋市旭本町７６ー２
豊橋市南栄町字蟹原２１ー１５
蒲郡市水竹町若森１７ー３
豊橋市佐藤３ー２０ー５
豊橋市西岩田１ー１２ー９
新城市石田字万福２３ー１、２３ー５ 合併地
新城市字町並１１６．１１７合併地
豊橋市舟原町１５５
豊橋市下五井町沖田１６１ー１
新城市富岡字門原野１６４
豊橋市大清水町字大清水５６５ー２
豊橋市向山町字水車２９ー６
豊橋市牟呂町字大塚７５ー１
豊橋市横須賀町土場１１
豊橋市下地町字瀬上１
新城市庭野字東萩野２０
豊橋市神野新田町字チノ割２５ー１
豊川市野口町新屋敷７８ー１
豊橋市大橋通３ー１２４ー２
豊橋市下地町字横山４５ー１
豊橋市東幸町字大山７８ー２
豊橋市神野新田町字ロノ割１８２
豊橋市往完町字郷社東１０３
蒲郡市金平町東橋３３ー１

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0533-85-1852 0533-86-2608
0536-23-0687 0536-23-4493
0532-26-5543 0532-61-6840
0532-41-0159 0532-41-0790
0532-32-4189 0532-39-7388
0533-86-2630 0533-86-5476
0532-45-2102 0532-45-2508
0533-86-5554 0533-85-6183
0532-53-0600 0532-53-0838
0532-48-3937 0532-48-3938
0533-68-6828 0533-69-0648
0532-62-0183 0532-62-5159
0532-61-7465 0532-61-1799
0536-22-2022 0536-22-2199
0536-22-4567 0536-22-4568
0532-55-6448 0532-55-6404
0532-53-1835 0532-55-6594
0536-26-1313 0536-26-1103
0532-25-1539 0532-25-2179
0532-62-8188 0532-62-4508
0532-47-1552 0532-47-1599
0532-31-7725 0532-31-7435
0532-54-5737 0532-52-8572
0536-23-5809 0536-23-2715
0532-33-2200 0532-33-2213
0533-89-0200 0533-84-2313
0532-54-4146 0532-56-2367
0532-53-5333 0532-53-5118
0532-63-2294 0532-63-5779
0532-32-7670 0532-32-7992
0532-32-3900 0532-32-3960
0533-57-2252 0533-57-3228

東三河支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(9)0013814-000 朝日ホーム
知事(8)0013933-000 日伸土地
知事(8)0013956-000 フジワラ建装㈱
知事(8)0013966-000 ㈱ハウジングエム
知事(8)0014051-000 ㈱共豊エポック
知事(8)0014052-000 サンエー㈲
知事(8)0014054-000 あかね不動産
知事(8)0014109-000 サイトウ商事㈱
知事(8)0014217-000 ㈲ヤマセ土地
知事(8)0014437-000 ㈱中部育英社
知事(8)0014454-000 泰正不動産㈱
知事(8)0014657-000 ㈲申源
知事(8)0014788-000 向山商事
知事(8)0014809-000 ㈱イワタ
知事(8)0014883-000 ㈲創友社
知事(8)0015000-000 小野田不動産
知事(8)0015037-000 ㈲宮前不動産
知事(8)0015104-000 東三住販
知事(8)0015108-000 豊橋住建㈱
知事(8)0015154-000 ㈱もみの木
知事(8)0015185-000 東洋不動産㈱
知事(8)0015270-000 戸田建築設計室
知事(8)0015372-000 ㈲大伸地所
知事(7)0015611-000 ㈱エルム
知事(7)0015612-000 ササキ㈱
知事(7)0015643-000 （資）財産対策研究所
知事(7)0015698-000 ㈱アール・イー・サンハウジング
知事(7)0015714-000 大羽不動産サ―ビス
知事(7)0015788-000 ㈲上野不動産
知事(7)0016038-000 ㈱ナカイチ住研
知事(7)0016051-000 一幸建設㈱
知事(7)0016070-000 ㈲東海ホーム

代表者名
竹下 尋男
平野 優
藤原 久
三世 博之
小野田 良男
大林 義裕
荒木 厚子
齋藤 栄治
鈴木 利昌
白井 都博
羽田野 靖弘
伊原 幸子
彦坂 隆
萩本 惠三
白井 清重
小野田 征夫
近藤 設子
永谷 啓次郎
山本 欽也
阪本 茂夫
中村 彰宏
戸田 平
大川 恒司
犬飼 浩二
佐々木 伸五
大和 正治
山口 幹二
大羽 完欣
上野 章好
大木 啓資
山本 敬輔
夏目 晴夫

郵便番号
441-8157
443-0045
442-0806
441-8092
441-1113
441-8055
440-0837
441-3421
441-0105
442-0854
441-0105
440-0888
440-0862
441-8077
440-0837
441-8142
441-1231
441-8107
441-8044
442-0889
441-8142
441-3147
441-8021
440-0815
440-8518
441-8067
441-8044
441-3501
441-8105
441-8011
441-8071
441-1111

住所
豊橋市上野町字上原１１３ー７
蒲郡市旭町１０ー１６
豊川市牧野町１ー９０
豊橋市牟呂外神町１ー１８
豊橋市東森岡２ー１ー１０
豊橋市柱九番町８７ー１
豊橋市三ノ輪町字本興寺５２ー８５ Ａｒａｋｉビル３Ｆ
田原市田原町東大浜１２０
豊川市伊奈町慶応３４９ー４
豊川市国府町流霞１２１
豊川市伊奈町縫殿２６ー２７１
豊橋市駅前大通３ー８３ 申源ビル３Ｆ
豊橋市向山大池町１４ー２６
豊橋市神野新田町字トノ割４ー１
豊橋市三ノ輪町字本興寺４１ー１
豊橋市向草間町字向郷２８
豊川市一宮町下新切３３ー５
豊橋市南栄町字空池８ー１１６
豊橋市南小池町１５３ー２
豊川市南大通４ー１３ー１
豊橋市向草間町字北新切６７
豊橋市大岩町字荒古５８ー２３
豊橋市白河町１１３
豊橋市中世古町１
豊橋市八町通５ー７
豊橋市小浜町１４８ー１
豊橋市南小池町９９ー１
田原市高松町名幸５
豊橋市北山町字西ノ原８ー２１
豊橋市菰口町３ー８５
豊橋市大山町字西大山５２
豊橋市嵩山町字北貝津２７

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0532-48-6373 0532-48-8825
0533-68-2515 0533-68-2032
0533-84-5725 0533-84-5726
0532-32-7966 0532-32-9936
0532-88-2614 0532-88-5132
0532-48-8333 0532-48-5758
0532-21-9215 0532-21-9214
0531-22-0135 0531-22-0134
0533-78-4177 0533-78-2456
0533-88-2380 0533-88-6214
0533-72-2270 0533-78-2167
0532-56-2259 0532-56-1456
0532-61-5996 0532-62-9566
0532-33-7788 0532-33-2872
0532-39-5092 0532-39-5093
0532-45-9099 0532-45-9099
0533-93-7300 0533-93-7166
0532-74-1584 0532-74-1597
0532-47-3101 0532-47-3100
0533-84-2212 0533-84-3284
0532-47-3830 0532-45-2753
0532-41-1911 0532-41-1911
0532-32-3189 0532-32-3146
0532-54-6133 0532-54-7347
0532-55-6811 0532-55-5658
0532-48-3621 0532-48-0651
0532-47-0333 0532-37-2330
0531-45-2334 0531-45-2717
0532-45-2111 0532-47-1234
0532-32-7979 0532-32-7970
0532-46-9336 0532-46-4479
0532-88-0977 0532-88-2900

東三河支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(7)0016217-000 ㈱オンワードムラタ
知事(7)0016293-000 ホームズ㈱
知事(7)0016302-000 御園不動産㈱
知事(7)0016325-000 杉浦殖産㈱
知事(7)0016353-000 ヤマオカ
知事(7)0016379-000 ㈲宮田不動産
知事(7)0016446-000 ㈱ハミング
知事(7)0016457-000 青山建設㈱
知事(7)0016467-000 ㈲牟呂不動産
知事(7)0016506-000 ㈱ダイケン
知事(7)0016509-000 ㈱間
知事(7)0016517-000 ㈱清水宅建サービス
知事(7)0016581-000 ㈲城所住宅
知事(7)0016602-000 秋桜地所
知事(7)0016617-000 コスモテック㈱
知事(7)0016627-000 豊橋建設工業㈱
知事(7)0016628-000 早建ハウジング㈱
知事(7)0016676-000 ㈱波多野組
知事(7)0016712-000 サン・エステート
知事(7)0016713-000 ㈱アーク
知事(7)0016742-000 ミトホーム
知事(7)0016764-000 グローバル不動産㈱
知事(7)0016893-000 三河ビルド
知事(6)0016977-000 ㈲中山地所
知事(6)0016997-000 丸ヒ木材
知事(6)0016999-000 如翔開発
知事(6)0017000-000 豊川ハウジング
知事(6)0017022-000 ㈱エージェント
知事(6)0017027-000 ㈲オオタケ
知事(6)0017041-000 ㈱パル・ネットワーク
知事(6)0017090-000 ㈲カスヤ地所
知事(6)0017134-000 ㈱岡本不動産

代表者名
村田 幹雄
横山 守
藤原 浩巳
杉浦 泰基
岡村 秀雄
宮田 滋剛
佐々木 宏和
青山 泰三
小柳津 佐世子
清水 清正
金田 守正
清水 當之
城所 信之
岡本 正幸
平松 清和
河合 正純
早川 芳行
秋元 正守
藤原 勝
井本 正人
黒田 裕三
渡邊 日出夫
戸田 守昭
中山 喜廉
肥田 芳博
山内 振一郎
山内 達男
亀井 宏光
大竹 務
佐々木 美代子
糟谷 耕治
岡本 俊一

郵便番号
440-0851
441-8053
441-8149
441-8027
441-3621
440-0062
441-8134
440-0812
441-8090
440-0842
440-0875
443-0022
441-1231
442-0824
441-8104
440-0884
442-0054
442-0055
440-0832
441-8154
441-0321
440-0823
442-0857
440-0044
441-1622
441-3421
442-0068
440-0832
442-0889
440-0015
441-3147
443-0013

住所
豊橋市前田南町２ー２５ー７
豊橋市柱二番町６ー１
豊橋市中野町字野中６ー１
豊橋市錦町５８ー２
田原市山田町甲門１９
豊橋市東田町字西脇７１ー１
豊橋市植田町字西ヶ谷４６
豊橋市東新町２４５
豊橋市牟呂公文町１５ー１２
豊橋市岩屋町字岩屋下５１ー４
豊橋市中松山町８４
蒲郡市三谷北通１ー６７
豊川市一宮町豊３
豊川市下長山町堺６４ー２
豊橋市山田二番町３
豊橋市大国町９８
豊川市赤代町３ー１ー１
豊川市金屋橋町３６
豊橋市中岩田２ー４ー１０
豊橋市西高師町字白山１０７ー３
豊川市御津町広石後畠４４ー４
豊橋市南瓦町４６
豊川市八幡町黒仏２４ー１０
豊橋市宮下町２７
新城市上吉田字丙新多１２ー１５
田原市田原町西鎌田５
豊川市諏訪２ー３２
豊橋市中岩田５ー３ー１３
豊川市南大通５ー５２
豊橋市牛川薬師町８７ー１
豊橋市大岩町字大穴１６０ー１
蒲郡市大塚町広畑１２

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0532-52-7467 0532-52-7466
0532-47-8688 0532-47-0800
0532-45-2978 0532-45-7287
0532-31-9969 0532-31-3874
0531-32-1550 0531-32-0716
0532-52-7711 0532-52-7119
0532-25-8813 0532-25-8814
0532-54-6385 0532-55-1372
0532-33-1275 0532-31-8361
0532-35-9944 0532-35-9945
0532-55-8210 0532-55-7180
0533-68-4677 0533-67-8989
0533-93-3300 0533-93-3632
0533-85-0656 0533-84-0786
0532-37-1881 0532-37-1880
0532-54-6338 0532-52-5777
0533-83-0004 0533-83-0044
0533-84-6386 0533-84-5545
0532-64-7751 0532-41-3894
0532-48-7781 0532-48-7780
0533-76-3272 0533-76-3057
0532-64-5722 0532-64-5721
0533-88-2061 0533-88-2813
0532-61-3119 0532-61-2384
0536-34-0052 0536-34-0808
0531-22-7756 0531-22-6982
0533-84-2310 0533-84-3201
0532-69-2500 0532-69-2506
0533-86-6660 0533-86-6504
0532-21-5186 0532-39-8450
0532-41-9357 0532-41-9357
0533-59-8282 0533-59-8775

東三河支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(6)0017149-000 ㈱カスタムハウジングコーポレーション
知事(6)0017203-000 南陽不動産㈲
知事(6)0017213-000 ㈲山本住建
知事(6)0017245-000 ㈲クレアション
知事(6)0017308-000 ㈱ユタカハウジング
知事(6)0017394-000 ㈲永田建築
知事(6)0017413-000 ベルウッド開発㈲
知事(6)0017432-000 ㈲ケイエスケイ
知事(6)0017461-000 田中不動産商事
知事(6)0017542-000 ㈱冨田組
知事(6)0017589-000 北河建設興業㈱
知事(6)0017610-000 ㈲パル不動産
知事(6)0017691-000 ㈲朋友建設
知事(6)0017706-000 ㈲浅井住建
知事(6)0017739-000 ㈱あづまホーム
知事(6)0017758-000 ㈱ランディック
知事(6)0017797-000 ㈱大宙設計社
知事(6)0017799-000 近藤不動産
知事(6)0017819-000 佐野地所
知事(6)0017886-000 大場建設㈱
知事(6)0017892-000 アンエステート
知事(5)0017924-000 藤城建設㈱
知事(5)0017929-000 ㈲ランドホーム
知事(5)0017938-000 ㈲ジョイハウス
知事(5)0017946-000 ㈱キャロット
知事(5)0017958-000 蒲郡市農業協同組合
知事(5)0017958-001 蒲郡市農業協同組合 資産管理センター
知事(5)0018015-000 ㈱エフ・ワイファーム
知事(5)0018027-000 ㈱アイ・コンサルタント
知事(5)0018035-000 ㈲グリーン・ハウジング
知事(5)0018045-000 ㈱マイホーム
知事(5)0018058-000 ㈲リバーサイド開発

代表者名
藤澤 伸安
山田 泰正
山本 健太
榊原 康昌
宮下 雄吉
永田 健一
鈴木 清
河合 正純
田中 敏一
冨田 雅則
北河 幹生
夏目 いつ子
杉本 雅明
浅井 行雄
柴田 修身
夏目 彰一
鈴木 健雄
近藤 壽夫
佐野 厚
大場 勝議
仁枝 洋子
藤城 匡昭
原田 光隆
栃久保 建治
中西 直方
鈴木 茂正
酒井 義浩
福井 章浩
伊沢 正植
長坂 昌則
堀部 待男
守屋 誠潤

郵便番号
441-3147
441-8071
441-8071
441-8053
442-0807
441-8114
440-0853
440-0851
441-3147
441-3426
440-0095
442-0862
441-1114
442-0842
440-0026
440-0858
442-0068
443-0104
441-1115
443-0011
440-0013
441-8019
441-0101
440-0843
440-0856
443-8608
443-0058
440-0842
440-0881
440-0837
440-0831
440-0888

住所
豊橋市大岩町字火打坂６ー３
豊橋市大山町字五分取３ー２
豊橋市大山町字西大山５５
豊橋市柱二番町２１１
豊川市谷川町洞１４０
豊橋市藤並町字西側１６ー９
豊橋市佐藤１ー１８ー２
豊橋市前田南町２ー７ー７
豊橋市大岩町字大穴５０
田原市大久保町黒河２２ー６４０
豊橋市清須町字兵庫８８
豊川市市田町河尻９８ー２
豊橋市森岡町２１ー４
豊川市蔵子５ー１５ー１２
豊橋市多米西町１ー２０ー９
豊橋市つつじが丘２ー８ー１（３０９）
豊川市諏訪２ー４４
蒲郡市形原町西御屋敷２０
豊橋市石巻本町字森屋敷３８
蒲郡市豊岡町白山３１
豊橋市西小鷹野２ー９ー３
豊橋市花田町字中ノ坪１１
豊川市宿町古十王７１ー２
豊橋市東幸町字東明３ー２
豊橋市鍵田町３６
蒲郡市宮成町２ー１
蒲郡市上本町２ー２５
豊橋市岩屋町字岩屋下８３ー９３
豊橋市広小路１ー３０ー２イザワ ビル２Ｆ
豊橋市三ノ輪町字本興寺３ー７
豊橋市西岩田３ー１４ー２０
豊橋市駅前大通３ー１０１ー２

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0532-41-8181 0532-41-8182
0532-48-8220 0532-48-8210
0532-45-0189 0532-48-6063
0532-37-1789 0532-47-0714
0533-89-5575 0533-89-2922
0532-47-1321 0532-47-2321
0532-64-3601 0532-64-1956
0532-52-3318 0532-52-1562
0532-41-0810 0532-41-6677
0531-22-1500 0531-23-1161
0532-31-2136 0532-31-2342
0533-85-2700 0533-86-0248
0532-88-5978 0532-88-5979
0533-85-9560 0533-84-6438
0532-63-1255 0532-63-8075
0532-66-1333 0532-66-1334
0533-83-3055 0533-86-1521
0533-57-6961 0533-57-5817
0532-88-2888 0532-88-2922
0533-69-3371 0533-67-6795
0532-64-7044 0532-64-7064
0532-31-4131 0532-32-4390
0533-65-7633 0533-65-7643
0532-66-0355 0532-66-0379
0532-55-7710 0532-55-7767
0533-68-6631 0533-66-1587
0533-68-8625 0533-68-0063
0532-66-3151 0532-66-3141
0532-53-6373 050-3417-3393
0532-62-4911 0532-62-4922
0532-63-5490 0532-61-3007
0532-56-0705 0532-56-0706

東三河支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(5)0018134-000 ㈱河合工務店
知事(5)0018148-000 ㈲蒲郡アパートサービスセンター
知事(5)0018192-000 ネットワーク大野
知事(5)0018196-000 ㈱土井組
知事(5)0018201-000 豊橋農業協同組合
知事(5)0018201-001 豊橋農業協同組合 開発相談センター東田
知事(5)0018201-002 豊橋農業協同組合 開発相談センター
知事(5)0018269-000 愛知海運産業㈱
知事(5)0018269-001 愛知海運産業㈱ 豊橋営業所
知事(5)0018277-000 ㈲ブッケン
知事(5)0018297-000 おおいわハウジング
知事(5)0018308-000 トラスト不動産
知事(5)0018319-000 ㈲ビスタ姫島開発
知事(5)0018355-000 蔵喜開発
知事(5)0018412-000 ㈲ワープステーション
知事(5)0018424-000 ㈲オフィス金光
知事(5)0018435-000 インターハウジング
知事(5)0018438-000 ㈱神谷綜合建設
知事(5)0018459-000 ㈲河合土地サービス
知事(5)0018471-000 ㈱エービーファイルジャパン
知事(5)0018478-000 ヒロ・プランニング
知事(5)0018487-000 ナイトー地所
知事(5)0018497-000 神谷不動産商事
知事(5)0018531-000 サンエンサービス㈱
知事(5)0018547-000 クレスト不動産
知事(5)0018571-000 ㈱石川建設
知事(5)0018597-000 磯野建設工業㈱
知事(5)0018602-000 リアルエステートヤスダ
知事(5)0018640-000 ㈲スマイルアミ
知事(5)0018655-000 ときわ地所
知事(5)0018668-000 サーラハウスサポート㈱
知事(5)0018703-000 ㈲拓殖ハウジング

代表者名
河合 智之
山本 ゆかり
大野 昌延
土井 文雄
白井 良始
丸地 昭年
岡田 貴史
山田 俊郎
植木 伸行
井本 順丈
大岩 秀太郎
羽賀 浩正
太田 隆宏
櫻木 健三
藤原 秀勝
金光 貞典
鈴木 成保
神谷 善照
河合 成育
七原 隆
山本 浩史
内藤 尚昌
神谷 八重子
園山 幸喜恵
長幡 雅男
石川 和義
磯野 晶利
安田 晴一
白井 園子
河合 貴義
岩田 年弘
夏目 直孝

郵便番号
441-8002
443-0057
440-0821
441-3615
441-8124
440-0068
441-8090
441-3421
441-8075
440-0071
441-3421
443-0051
441-3409
440-0834
441-8113
441-8151
442-0012
441-8122
441-8077
441-8019
441-0323
442-0821
442-0825
442-0874
440-0855
443-0046
440-0843
441-0103
441-8001
440-0897
441-8051
441-8151

住所
豊橋市吉川町６８ー１
蒲郡市中央本町４ー１３
豊橋市春日町２ー１３１
田原市小中山町八幡上３５０ー３２
豊橋市野依町字西川５
豊橋市東郷町８
豊橋市牟呂公文町１２ー１
田原市田原町柳町６
豊橋市神野ふ頭町３ー１９
豊橋市北島町字北島２６６ー１
田原市田原町晩田３４ー８
蒲郡市新井形町野添１６３
田原市片西１ー１３
豊橋市飯村北２ー７ー１６
豊橋市西幸町字浜池１１ー３
豊橋市曙町字若松１０６ー２
豊川市新豊町１ー２７ー１
豊橋市天伯町字豊２１６ー２
豊橋市神野新田町字キノ割５２
豊橋市花田町字小松１７４
豊川市御津町金野山本２１ー１
豊川市当古町本郷１０
豊川市美和通１ー１７
豊川市松久町１ー８０ー１
豊橋市東小池町９２ー３
蒲郡市竹谷町日坂野２７ー１２
豊橋市東幸町字東明１１１ー１
豊川市小坂井町門並１ー３
豊橋市野田町字野田２００ー２
豊橋市松葉町１ー９ー２
豊橋市柱四番町６ー１
豊橋市曙町字南松原５６ー２

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0532-31-1745 0532-32-4861
0533-68-4735 0533-69-3721
0532-62-1563 0532-62-1877
0531-33-0605 0531-33-0501
0532-25-3551 0532-25-9224
0532-64-2133 0532-61-5419
0532-35-6543 0532-31-6670
0531-22-1241 0531-23-2650
0532-33-0115 0532-33-0168
0532-53-6709 0532-56-4615
0531-23-3250 0531-23-3250
0533-67-5451 0533-67-6266
0531-22-7987 0531-23-0073
0532-63-9021 0532-63-8930
0532-45-5820 0532-45-5056
0532-38-2065 0532-38-2065
0533-89-9800 0533-89-9838
0532-48-5252 0532-48-7955
0532-31-8743 0532-33-0569
0532-33-6006 0532-31-7249
0533-77-2550 0533-77-2552
0533-86-1313 0533-86-1313
0533-86-6802 0533-89-1386
0533-85-9010 0533-85-9303
0532-57-1136 0532-57-1137
0533-69-1948 0533-69-1956
0532-63-5111 0532-63-5112
0533-72-2764 0533-72-7354
0532-33-3626 0532-33-2626
0532-54-8511 0532-54-8517
0532-38-1521 0532-38-1523
0532-47-5926 0532-47-5928

東三河支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(5)0018722-000 大進ハウジング
知事(5)0018863-000 ㈱山正工務店
知事(5)0018880-000 ㈲オオバ不動産
知事(5)0018887-000 ㈱オオツカ
知事(5)0018895-000 ㈲畠山建築事務所
知事(5)0018935-000 中採工事㈱
知事(4)0018962-000 鈴中工業㈱
知事(4)0018972-000 トーリンホーム㈱
知事(4)0018979-000 ㈱伴工務店
知事(4)0018986-000 ㈱イトコー
知事(4)0019010-000 アネット
知事(4)0019033-000 ㈲中日ハウジング
知事(4)0019050-000 タハラ不動産
知事(4)0019059-000 住まいＬＯＶＥ不動産㈱
知事(4)0019059-001 住まいＬＯＶＥ不動産㈱ 豊川営業所
知事(4)0019059-003 住まいＬＯＶＥ不動産㈱ 豊橋駅前営業所
知事(4)0019059-004 住まいＬＯＶＥ不動産㈱ 豊橋東営業所
知事(4)0019106-000 トヨチ・プランニング
知事(4)0019117-000 松屋地所㈱
知事(4)0019117-006 松屋地所㈱ 豊川南大通店
知事(4)0019117-009 松屋地所㈱ 豊橋柱店
知事(4)0019137-000 みずほ不動産
知事(4)0019144-000 ㈲熊建ハウス
知事(4)0019155-000 グッド住マイル㈲
知事(4)0019218-000 ㈲マルサトラスト
知事(4)0019260-000 ㈲カネキン陶山建築
知事(4)0019287-000 オームラ調査土地
知事(4)0019295-000 不動産テック
知事(4)0019321-000 ㈲豊橋駅前不動産
知事(4)0019328-000 ㈲鈴紀不動産
知事(4)0019432-000 愛三不動産
知事(4)0019473-000 リノクラフト㈱

代表者名
鈴木 暁子
河合 祐希
大羽 哲治
大塚 昌洋
畠山 公明
村雲 靖
鈴木 康仁
白井 孝直
河合 峡谷
伊藤 正幸
坂口 秀勝
山口 昌由
中西 卓海
水野 和也
木下 相顕
瀧脇 清陽
星野 梨恵
夏目 豊
本田 佑輔
柴田 知美
大寺 武之
八塚 千之
熊澤 克人
渡邊 宏修
内山 文雄
陶山 一幸
大村 義行
清水 芳朗
久米 正美
鈴木 みさ子
三田 正人
今泉 幸崇

郵便番号
441-8106
440-0873
441-3415
441-8033
440-0832
441-1113
443-0043
440-0073
441-3211
442-0069
440-0853
442-0027
441-3421
441-8052
442-0823
440-0888
440-0823
440-0071
441-8151
442-0889
441-8052
441-3111
442-0873
441-0312
440-0043
442-0873
441-0301
441-8104
440-0076
441-0106
443-0104
440-0076

住所
豊橋市弥生町字松原４６ー２
豊橋市小畷町３９２
田原市神戸町大坪１ー３
豊橋市入船町９３
豊橋市中岩田３ー１５ー３０
豊橋市東森岡１ー８ー１
蒲郡市元町５ー８
豊橋市湊町６０
豊橋市伊古部町字北椎ノ木谷３１２
豊川市諏訪西町２ー２４８
豊橋市佐藤４ー３１ー１
豊川市桜木通５ー８ー５
田原市田原町東大浜６８ー１
豊橋市柱三番町１２３
豊川市正岡町胡麻田７２６ー１
豊橋市駅前大通１ー３４
豊橋市南瓦町１６
豊橋市北島町字北島１
豊橋市曙町字南松原１２３
豊川市南大通３ー２８
豊橋市柱三番町１３６
豊橋市原町字蔵社４５ー１
豊川市山道町２ー７８
豊川市御津町西方中屋敷６３ー１
豊橋市朝丘町１２８ー１
豊川市山道町２ー６５・６５ー１合併地
豊川市御津町上佐脇屋敷１０
豊橋市山田二番町４４ー１２
豊橋市大橋通１ー２６ー１
豊川市美園３ー１５ー１ ３
蒲郡市形原町東堤下３３ー５
豊橋市大橋通３ー５３ フォレストタウンしみず１Ｆ

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0532-47-5510 0532-47-5510
0532-55-7278 0532-55-7286
0531-22-6688 0531-23-3686
0532-47-4701 0532-47-4702
0532-61-1376 0532-61-1376
0532-88-4858 0532-88-4860
0533-68-6186 0533-67-1228
0532-55-9280 0532-54-3178
0532-21-1521 0532-21-1234
0533-86-8887 0533-86-8899
0532-69-5320 0532-69-5319
0533-86-2358 0533-86-3324
0531-23-1527 0531-23-1597
0532-38-8181 0532-38-8183
0533-80-5151 0533-80-5152
0532-57-1919 0532-57-1920
0532-69-5050 0532-69-5055
0532-52-3814 0532-52-3813
0532-21-8661 0532-37-8086
0533-65-7332 0533-65-7382
0532-39-4453 0532-39-4454
0532-41-5182 0532-41-5182
0533-55-7252 0533-79-9257
0533-95-3500 0533-95-3355
0532-64-1918 0532-69-2435
0533-84-7557 0533-84-4287
0533-75-5431 0533-75-5431
0532-47-9220 0532-47-9270
0532-56-3811 0532-56-3818
0533-78-3212 0533-72-2190
0533-57-5188 0533-57-8715
0532-75-4361 0532-75-7237

東三河支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(4)0019571-000 ㈲フジタ
知事(4)0019619-000 ㈲アイ・エス・ビイ
知事(4)0019626-000 ㈲ナツメ
知事(4)0019681-000 ㈲コスタリカ
知事(4)0019702-000 大東不動産
知事(4)0019751-000 たわら不動産
知事(4)0019780-000 ㈲不動産センター
知事(4)0019821-000 村上地所
知事(4)0019847-000 ㈱おおくぼ
知事(4)0019871-000 堀田地所㈱
知事(4)0019878-000 中部ダイワ㈱
知事(4)0019885-000 ㈲コタニ不動産
知事(4)0019887-000 ㈲アクトホーム
知事(4)0019896-000 三河木材㈱
知事(4)0019904-000 ㈲平成不動産
知事(4)0019905-000 アーウィン
知事(4)0019919-000 ㈱アーバンホーム
知事(4)0019955-000 スギタ開発
知事(4)0019993-000 ㈲コスモ不動産
知事(4)0020004-000 ㈱タツミハウジング
知事(4)0020043-000 ㈲三弘プランニング
知事(4)0020055-000 リンクデザイン㈱
知事(4)0020108-000 ㈱ダイクホーム
知事(4)0020116-000 エステート山本
知事(4)0020124-000 ユタカコーポレーション㈱
知事(4)0020149-000 三遠木材㈱
知事(4)0020154-000 ㈱ＭＣ東海
知事(3)0020219-000 ㈲アイエス開発
知事(3)0020222-000 ㈱戸田工務店
知事(3)0020235-000 ㈲ハウスネット
知事(3)0020235-001 ㈲ハウスネット 豊橋営業所
知事(3)0020237-000 白井不動産

代表者名
藤田 幸三
岩月 厚知
夏目 俊春
岡田 直樹
伊藤 雅康
岩山 一孝
金子 康徳
村上 陽三
丸山 良隆
堀田 典良
近藤 雅哉
小谷 良治
山本 洋史
神谷 昌裕
稲垣 孝一郎
高木 輝彦
大久保 拓洋
加子 洋子
島田 三郎
佐宗 樹弥
伊藤 大弘
鈴木 武
大羽 通之
山本 知史
大塩 啓太郎
神谷 直樹
坂田 實
岩井 郁治
戸田 桂一郎
遠山 英二
倉田 貴司
白井 勉

郵便番号
443-0104
441-8031
442-0874
440-0016
441-1374
441-3154
441-3124
441-8087
441-8107
440-0012
441-0203
441-8003
441-8044
442-0046
441-8134
440-0888
441-8031
441-8015
440-0084
441-0105
441-8082
441-8052
441-3416
442-0817
441-8149
441-8087
443-0035
440-0036
441-1378
442-0019
440-0862
443-0013

住所
蒲郡市形原町北双太山８
豊橋市中郷町２９ー４
豊川市松久町１ー３８
豊橋市牛川町字中郷７５ー２
新城市字町並２８１
豊橋市二川町字西向山５ー５
豊橋市寺沢町字寺東８４ー２
豊橋市牟呂町字一本木７０ー２
豊橋市南栄町字空池８ー４０
豊橋市東小鷹野２ー１４ー５
豊川市長沢町日焼４１ー３
豊橋市小向町字内田１３ー３
豊橋市南小池町６５ー１
豊川市幸町１３１
豊橋市植田町字鶴首３ー１０１６
豊橋市駅前大通１ー１２ ３Ｆ
豊橋市中郷町１９８
豊橋市築地町７
豊橋市下地町字宮腰７０ー１
豊川市伊奈町縫殿５３ー１１６
豊橋市往完町字郷社東１０３
豊橋市柱三番町７４
田原市東赤石２ー１１６
豊川市古宿町ウエ地６６ー１
豊橋市中野町字平北８０
豊橋市牟呂町字扇田２ シティ・ドゥエル５Ｆ
蒲郡市栄町５ー４
豊橋市東光町１
新城市宮ノ後１６ー１
豊川市東名町１ー１１２
豊橋市向山大池町５ー８
蒲郡市大塚町笹子１４０ ステーションビルウエムラ１Ｆ

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0533-57-3407 0533-57-7258
0532-33-8901 0532-33-8901
0533-86-2949 0533-84-9890
0532-54-3557 0532-52-1908
0536-22-1106 0536-23-6106
0532-41-6485 0532-41-6485
0532-21-1841 0532-21-2788
0532-31-5309 0532-31-5316
0532-45-8538 0532-45-8646
0532-66-0577 0532-61-1595
0533-95-8301 0533-95-8301
0532-32-5536 0532-32-5592
0532-47-5050 0532-47-5051
0533-86-2266 0533-86-2279
0532-25-4514 0532-25-4726
0532-52-6222 0532-52-6223
0532-34-7272 0532-34-7273
0532-31-2260 0532-32-7558
0532-54-5108 0532-39-6316
0533-78-2411 0533-78-5635
0532-32-8673 0532-32-3960
0532-47-8531 0532-47-8532
0531-22-3434 0531-23-7272
0533-83-8610 0533-83-8611
0532-45-5961 0532-37-7237
0532-45-3716 0532-45-3772
0533-66-6670 0533-69-4722
0532-43-5901 0532-43-5902
0536-24-3030 0536-24-3055
0533-95-5010 0533-95-5011
0532-39-5962 0532-39-5982
0533-59-6361 0533-59-8833

東三河支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(3)0020282-000 ㈲八千代ビル
知事(3)0020302-000 ㈲アローエステート
知事(3)0020304-000 ㈱星野工務店
知事(3)0020319-000 中村不動産
知事(3)0020328-000 フレンドホーム
知事(3)0020440-000 ㈲木和田不動産
知事(3)0020442-000 トーヨーホーム㈱
知事(3)0020442-001 トーヨーホーム㈱ ワントップハウスアピタ向山店
知事(3)0020550-000 ㈲アット企画
知事(3)0020584-000 ㈱ライフ建設
知事(3)0020600-000 アパっ地かずい
知事(3)0020615-000 ㈲さぼてん
知事(3)0020620-000 シロキクリエイトサービス㈱
知事(3)0020649-000 梅村不動産
知事(3)0020658-000 ㈱藤本工務店
知事(3)0020660-000 山本産業㈱
知事(3)0020665-000 ㈱マルヤ不動産
知事(3)0020692-000 鳥井建設㈱
知事(3)0020710-000 すぎうら不動産
知事(3)0020759-000 ㈱アイビーハウス
知事(3)0020765-000 フルマークホーム
知事(3)0020820-000 Ｒ．Ｅ．タケウチ
知事(3)0020835-000 あすなろ不動産
知事(3)0020843-000 するが㈲
知事(3)0020854-000 ㈱Ｆハウス
知事(3)0020856-000 御名方不動産㈱
知事(3)0020898-000 大起建設㈱
知事(3)0020932-000 ㈱杉野建設工業
知事(3)0020934-000 ㈱加藤
知事(3)0020959-000 久保田不動産
知事(3)0020965-000 コジマエステート
知事(3)0020999-000 ㈱ウィルハウジング

代表者名
田中 邦子
矢島 良正
星野 良博
中村 茲基
金田 正雄
木和田 明
姉川 哲也
長網 新平
鈴木 栄一
古関 真知
數井 良光
丸山 正晴
岡部 隆弘
梅村 建
藤本 吉晴
山本 泰史
辻 安明
鳥井 義泰
杉浦 紀子
児玉 全弘
菅沼 聡
竹内 廣志
夏目 長一
髙岸 誠
藤田 善政
彦坂 吉尚
船瀬 龍実
杉野 公郎
加藤 智己
久保田 典邦
小島 稔也
坂 憲康

郵便番号
440-0896
440-0068
441-0211
442-0033
441-8061
441-8153
440-0842
440-0864
441-3147
441-8016
441-0302
441-8133
442-0001
441-8123
441-0101
442-0843
441-3421
441-0105
440-0062
441-8113
440-0012
442-0857
440-0841
442-0817
440-0021
441-8102
441-8073
441-8077
440-0816
441-0301
441-1206
441-8115

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0532-52-2791 0532-52-2791
豊橋市萱町１４
0532-69-3700 0532-69-3701
豊橋市東郷町１５
0533-88-2511 0533-87-2055
豊川市御油町美世賜３８
0533-85-3026 0533-85-5335
豊川市豊川町辺通４ー１２
豊橋市藤沢町１４１ ロワジールホテル豊橋本館棟８階８２６号室 0532-29-8576 0532-29-8577
0532-45-4565 0532-75-4642
豊橋市高師本郷町字山腰２８ー２
0532-63-0818 0532-63-8847
豊橋市岩屋町字岩屋下５１ー４
0532-26-7722 0532-26-7723
豊橋市向山町字中畑１ー１ アピタ向山店 １Ｆ
0532-43-0773 0532-43-0783
豊橋市大岩町字火打坂１９ー２
0532-32-8079 0532-33-0716
豊橋市新栄町字南小向１５８
0533-75-2848 0533-75-2887
豊川市御津町下佐脇宮本１５
0532-25-7524 0532-25-7524
豊橋市大清水町字大清水１９８ コーポ大清水Ｄー２
0533-84-3791 0533-84-6600
豊川市千両町下野市場３５ー１
0532-25-1540 0532-25-1540
豊橋市若松町字豊美５８７
0533-78-3858 0533-78-2079
豊川市宿町水入２３ー２
0533-85-0127 0533-83-3827
豊川市桜町２ー６ー３
0531-27-7822 0531-27-7827
田原市田原町稗田６８ー２
0533-72-3311 0533-72-5650
豊川市伊奈町新屋２２１ー３
0532-52-7338 0532-52-5885
豊橋市東田町字西郷６２ー３
0532-39-6930 0532-39-6932
豊橋市西幸町字浜池３５ー１８
0532-75-1119 0532-75-1119
豊橋市東小鷹野４ー３ー７
0533-88-9950 020-4666-7187
豊川市八幡町東赤土４６ー５
0532-75-9339 0532-75-9339
豊橋市西口町字元茶屋５０ー４
0533-84-3593 0533-84-3593
豊川市古宿町ウエ地１１４ー２
0532-69-1519 0532-69-1520
豊橋市多米町字大門１８
0532-37-4321 0532-37-4353
豊橋市山田一番町１３８ー３
0532-25-3815 0532-25-8543
豊橋市大崎町字笠松８８ー１
0532-31-0589 0532-31-0705
豊橋市神野新田町字ワノ割１０７
0532-54-5377 0532-54-5383
豊橋市談合町６４
0533-75-3054 0533-76-3361
豊川市御津町上佐脇観音堂１
0533-92-1278 0533-92-1271
豊川市篠田町弘法野３８
0532-41-4477 0532-41-4476
豊橋市東高田町６１５ー３
住所

東三河支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(3)0021029-000 ㈱野川建設
知事(3)0021039-000 ノリカツコーポレーション㈱
知事(3)0021050-000 不動産の英企画
知事(3)0021079-000 アイング
知事(3)0021094-000 ㈱ケイディーエル
知事(3)0021094-001 ㈱ケイディーエル 塩津店
知事(3)0021102-000 ㈱エステート
知事(3)0021122-000 Ｆｒｏｎｔ
知事(3)0021129-000 髙林建工㈱
知事(3)0021131-000 ㈲ヨゴホーム
知事(3)0021168-000 ㈱山内建具
知事(3)0021174-000 ㈱イナトータルサービス
知事(3)0021185-000 エコウットテック㈲
知事(3)0021225-000 うらの不動産
知事(3)0021242-000 河合不動産
知事(3)0021272-000 竹内不動産㈱
知事(3)0021276-000 三遠南信開発㈱
知事(3)0021278-000 ヤマヨ不動産
知事(3)0021318-000 サカエ不動産
知事(3)0021330-000 フィータス
知事(3)0021342-000 大中不動産
知事(3)0021343-000 協和不動産
知事(3)0021400-000 西村建設㈱
知事(3)0021435-000 ㈱イシハウジング
知事(3)0021471-000 ㈱テイビー
知事(3)0021540-000 エクステリアかとう
知事(3)0021556-000 山脇木材㈱
知事(3)0021562-000 うらの不動産事務所
知事(2)0021597-000 ㈱Ｎｅｘｔ Ｗｏｏｄｙ Ｈｏｍｅ
知事(2)0021614-000 アイリスパートナーズ㈱
知事(2)0021622-000 エールプランナー㈱
知事(2)0021652-000 ハラダ不動産

代表者名
野川 恭永
初鹿 憲彦
小嶋 英広
佐藤 幹夫
近藤 洋一
岩田 憲治
杉原 角英
村松 孝洋
髙林 里美
今泉 高典
山内 健一
伊奈 一郎
橋本 守道
浦野 興治
河合 秀仁
竹内 徳五郎
竹内 光男
榊原 康芳
河合 和久
鈴村 尚士
大中 武司
山本 秀治
西村 敏幸
石黒 智章
新井 達也
加藤 精次
山脇 善典
浦野 隼次
尾﨑 太城
古越 純
吉田 雄司
原田 明見

郵便番号
441-8113
441-1113
440-0831
441-8002
443-0104
443-0046
440-0837
441-1202
441-8122
441-8041
441-3605
441-3502
441-0103
441-8151
440-0013
442-0841
441-1315
441-0302
441-3422
442-0851
441-8124
440-0062
443-0021
441-8022
440-0812
442-0822
441-0211
442-0062
442-0005
440-0888
440-0888
441-1341

住所
豊橋市西幸町字浜池１３ー１
豊橋市東森岡１ー８ー７
豊橋市西岩田３ー１１ー７
豊橋市吉川町９１ー７
蒲郡市形原町北双太山３２
蒲郡市竹谷町錦田９ー１
豊橋市三ノ輪町字本興寺３ー１１
豊川市上長山町西水神平７８ー１３
豊橋市天伯町字竜ケ丘１１０ー１
豊橋市柳生町５０
田原市江比間町五字郷中９０
田原市赤羽根町寺山２１ー３
豊川市小坂井町倉屋敷２３
豊橋市曙町字宮前６２ー６
豊橋市西小鷹野４ー４ー１
豊川市代田町１ー５２ー３
新城市大海字中貝津１６ー６
豊川市御津町下佐脇花ノ木７５ー１
田原市赤石１ー１０
豊川市野口町名飯２４ー１
豊橋市野依町字諏訪８９ー１
豊橋市東田町字西郷１３５
蒲郡市三谷町弥生２ー１３
豊橋市野黒町６０
豊橋市東新町５２ テイビービル
豊川市行明町水洗４２
豊川市御油町西井領９ー１
豊川市本野町東野添４５ー２
豊川市本野ケ原２ー５０
豊橋市駅前大通１ー２７ー１
豊橋市駅前大通２ー５３ー９ カネハチビル
新城市杉山字野中３３ー１

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0532-48-8221 0532-48-8233
0532-87-0301 0532-88-1116
0532-61-8816 050-1343-7656
0532-32-5028 0532-32-5036
0533-57-6332 0533-57-6817
0533-65-7880 0533-95-4788
0532-21-7711 0532-21-7722
0533-92-1825 0533-93-2185
0532-46-6784 0532-46-2863
0532-39-9000 0532-39-9001
0531-37-0022 0531-37-0943
0531-45-3860 0531-45-3861
0533-78-3545 0533-78-3545
0532-45-5407 0532-46-4724
0532-61-3990 0532-61-3913
0533-83-3050 0533-83-3051
0536-25-0750 0536-25-1036
0533-95-3608 0533-75-5921
0531-22-3100 0531-22-0346
0533-84-5284 0533-80-8234
0532-25-6677 0532-25-6777
0532-54-6412 0532-54-6480
0533-66-3221 0533-66-3222
0532-39-5514 0532-39-5534
0532-56-7227 0532-53-7228
0533-85-0477 0533-83-0185
0533-88-2336 0533-88-3283
0533-65-8687 0533-65-8688
0533-89-6755 0533-89-6673
0532-21-5273 0532-21-5274
0532-58-9512 0532-56-0846
0536-23-5778 0536-29-9008

東三河支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(2)0021781-000 中川不動産
知事(2)0021790-000 縁㈱
知事(2)0021798-000 オダ新不動産
知事(2)0021821-000 ＲＡプランニング
知事(2)0021825-000 松屋ハウジング㈱
知事(2)0021854-000 浜富士㈱
知事(2)0021861-000 ㈲キャスト
知事(2)0021959-000 パレットハウス㈱
知事(2)0021984-000 山昇
知事(2)0022000-000 今泉地所
知事(2)0022010-000 ㈲千郷開発
知事(2)0022021-000 アイエス
知事(2)0022033-000 ㈲エバーグリーン
知事(2)0022052-000 ㈱暮らしＳｔｙｌｅ
知事(2)0022071-000 ㈱田中地所
知事(2)0022085-000 鈴木産業㈲
知事(2)0022118-000 ㈲グロースル
知事(2)0022122-000 信和地所
知事(2)0022149-000 山口不動産
知事(2)0022177-000 三河土建㈱
知事(2)0022212-000 ㈱光國
知事(2)0022218-000 藤城不動産
知事(2)0022246-000 ＮＫＫハウス㈱
知事(2)0022324-000 ㈱山田工務店
知事(2)0022346-000 ㈲オゼキチャージ
知事(2)0022347-000 服部地所㈱
知事(2)0022347-002 服部地所㈱ 豊橋つつじが丘店
知事(2)0022355-000 ㈲楽寿園
知事(2)0022378-000 ㈱ＮＭＬ
知事(2)0022416-000 ㈲星川地所
知事(2)0022428-000 タロー不動産㈱
知事(2)0022431-000 ㈱サン

代表者名
中川 尚仁
平野 義博
小田 裕都
鈴木 章代
本田 佑輔
疋田 容章
松山 恵子
尾林 浩二
山本 明宏
今泉 康子
上谷 英一
石井 照三
佐々木 仁美
白井 松雄
田中 文彦
彦坂 直秀
今泉 樹
三田 英明
山口 功一
山本 竜也
國府谷 光広
藤城 和哉
加藤 直純
山田 末雄
尾関 五輪男
服部 憲勇
鈴木 健一
土屋 徹
安藤 三恵
星川 佳伸
鈴木 伸太朗
三輪 知仙

郵便番号
441-8122
440-0012
441-0315
442-0854
441-8151
440-0031
440-0888
440-0027
442-0834
440-0821
440-0844
441-8068
441-8113
441-8023
442-0005
441-1231
441-0103
443-0104
442-0889
440-0876
441-3415
441-8016
440-0012
442-0842
440-0081
441-8058
440-0858
442-0069
440-0851
442-0844
441-3422
440-0013

住所
豊橋市天伯町字春日野４４ー７
豊橋市東小鷹野４ー１０ー１７
豊川市御津町大草新田３４ー５
豊川市国府町桜田１２７
豊橋市曙町字南松原１２３
豊橋市北岩田１ー１２ー５
豊橋市駅前大通１ー１２
豊橋市多米中町４ー１３ー５
豊川市西香ノ木町１ー６４ー１
豊橋市春日町１ー１２９
豊橋市高師町字丸田４ー５
豊橋市神ノ輪町２９
豊橋市西幸町字幸３２ー９ （２０２）
豊橋市八通町１５９ー１
豊川市本野ケ原１ー４６ー１
豊川市一宮町下新切１６ー８
豊川市小坂井町宮下６３ー１
蒲郡市形原町前田３５ー４
豊川市南大通４ー４７ー１
豊橋市西松山町４５
田原市神戸町ヤンベ１５７ー４
豊橋市新栄町字南小向９４ー１２
豊橋市東小鷹野４ー１４ー７
豊川市蔵子５ー１２ー１９
豊橋市大村町字五貫森１０６ー２
豊橋市柱六番町１４６
豊橋市つつじが丘３ー１ー２
豊川市諏訪西町２ー２３２
豊橋市前田南町２ー１２ー１４
豊川市小田渕町仲松２０
田原市赤石１ー６
豊橋市西小鷹野４ー１４ー１５

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0532-75-4002 0532-37-6511
0532-66-0707 0532-66-0703
0533-77-1112 0533-77-1113
0533-88-6695 0533-88-6696
0532-37-8611 0532-37-8097
0532-64-3800 0532-64-3802
0532-56-5808 0532-35-7667
0532-39-6070 0532-39-6071
0533-84-5821 0533-84-7779
0532-61-7021 0532-61-7021
0532-74-2952 0532-66-4004
0532-74-0289 0532-74-0289
0532-39-5633 0532-39-5744
0532-75-1122 0532-75-1122
0533-86-0700 0533-86-2014
0533-93-2036 0533-93-5174
0533-73-2727 0533-73-2753
0533-57-9510 0533-57-6383
0533-86-3887 0533-86-3887
0532-53-2911 0532-54-0259
0531-37-5730 0531-37-5731
0532-32-7711 0532-74-1393
0532-66-1620 0532-62-9236
0533-84-2220 0533-84-0884
0532-52-8234 0532-52-8232
0532-38-8615 0532-38-0308
0532-26-8615 0532-26-8616
0533-80-2363 0533-89-9400
0532-35-7668 0532-35-7667
0533-84-9041 0533-84-6955
0531-37-5018 0531-37-5017
0532-35-9345 0532-35-9346

東三河支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(2)0022539-000 仲宏不動産㈱
知事(2)0022546-000 まるなか不動産
知事(2)0022580-000 平澤建築
知事(2)0022594-000 関不動産
知事(2)0022627-000 ㈱ジオフロンティア
知事(2)0022723-000 司不動産
知事(2)0022731-000 アビーム不動産
知事(2)0022780-000 ブレックホーム
知事(2)0022805-000 ㈱豊川不動産
知事(2)0022810-000 小野田不動産
知事(2)0022824-000 ㈱世文
知事(2)0022826-000 ㈱日ノ出不動産
知事(1)0022891-000 宮城地所
知事(1)0022909-000 オフィス・みーち
知事(1)0022934-000 ＫＡＴＳＵＮＯ ＯＦＦＩＣＥ
知事(1)0022955-000 アーベル㈱
知事(1)0022962-000 Ｐａｒｋキング建設㈱
知事(1)0022974-000 エムオーホーム
知事(1)0022987-000 ななね不動産
知事(1)0023008-000 加藤建設㈱
知事(1)0023017-000 Ａｊｉ ｈｏｍｅ
知事(1)0023055-000 南風不動産
知事(1)0023081-000 ㈱ラグナマリーナ
知事(1)0023092-000 ㈱ＨＡＲＵＫＡ
知事(1)0023104-000 ㈱ＡＧプラス
知事(1)0023111-000 ㈱豊田組
知事(1)0023115-000 亨栄商事
知事(1)0023123-000 ㈱エム・アシスト
知事(1)0023131-000 内田建設㈱
知事(1)0023158-000 ㈱パートナーズホーム
知事(1)0023161-000 豊橋土地コンサルタント
知事(1)0023197-000 ㈱パイオニア・グリーン

代表者名
石井 宏和
中村 啓吾
平澤 弘
榊原 関保
水谷 哲也
松川 征司
野田 正夫
立石 まり
佐藤 栄亮
小野田 啓二
牧野 文彦
北村 彰啓
宮城 キミヨ
中村 武彦
勝野 隆之
古越 恵
大谷 智德
大岩 正照
朝倉 正道
加藤 主税
味岡 宏和
南 和夫
堀井 敦
西 英雄
縣 秀尚
豊田 裕幹
平野 利江子
升原 宏高
内田 圭介
田村 昌宏
高松 史好
鈴木 照幸

郵便番号
440-0896
441-0312
441-1231
443-0046
441-8113
442-0842
441-8002
440-0865
442-0808
442-0811
441-1231
441-8083
441-1231
441-8042
442-0051
441-8035
441-3401
442-0826
441-3201
440-0095
441-8087
441-8132
443-0014
442-0889
440-0084
440-0891
442-0068
441-0151
440-0803
440-0068
440-0028
441-3425

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0532-39-8827 0532-39-8324
豊橋市萱町２０ー１０
0533-75-2910 0533-75-2210
豊川市御津町西方中屋敷７
0533-92-2466 0533-92-2467
豊川市一宮町栄５４ー６
0533-66-3615 0533-66-3616
蒲郡市竹谷町泉２７ー４
0532-39-8741 0532-39-8742
豊橋市西幸町字笠松７ー３
0533-56-8751 0533-56-8752
豊川市蔵子６ー３ー２５
0532-33-2704 0532-33-2704
豊橋市吉川町２９ー１（７０２）
0532-21-9038 0532-21-9037
豊橋市向山台町１ー２７ ハイツ向山１ーＡ
0533-65-8877 0533-65-8879
豊川市豊が丘町７７
0533-86-6986 0533-85-3377
豊川市馬場町郷中１６
0533-56-9132 0533-56-9133
豊川市一宮町大池７７
0532-35-7788 0532-26-4466
豊橋市東脇４ー２１ー６ 福信ビル３ーＢ
0533-93-5231 0533-93-5232
豊川市一宮町豊７５ー４
豊橋市小池町字原下１５ー１ 豊西マンションⅡ １０１号室 0532-35-6205 0532-35-6208
0533-74-3933 0533-83-2650
豊川市中央通５ー２６ー２ さくらビル１Ｆ
0532-43-6640 0532-43-6641
豊橋市有楽町８５
0531-22-7122 0531-22-5691
田原市緑が浜４ー１ー６６
0533-89-8803 0533-89-8804
豊川市牛久保町大手３７ー６
0532-21-3802 0532-21-3812
豊橋市東七根町字松端１４０ー１
0532-31-0611 0532-31-1169
豊橋市清須町字外河原１ー１０
0532-74-1680 0532-74-1682
豊橋市牟呂町字松東３５
0532-25-7760 0532-25-7760
豊橋市南大清水町字富士見３７２
0533-58-2950 0533-58-2929
蒲郡市海陽町２ー１
0533-95-4424 0533-95-4428
豊川市南大通６ー２２
0532-55-1110 0532-55-1109
豊橋市下地町字宮腰３３ リバーサイドみやこし２０３
0532-52-8111 0532-55-8548
豊橋市関屋町１９８
0533-86-3258 0533-86-3282
豊川市諏訪１ー５４ー２
0532-35-9258 0532-35-9259
豊橋市日色野町字新切１８ー１ パル前芝１Ｆ南側
0532-53-3771 0532-53-4431
豊橋市曲尺手町６８
0532-87-4323 0532-87-4373
豊橋市東郷町５９ー２ レイイースト１Ｆ
0532-61-0105 0532-61-0168
豊橋市多米東町１ー６ー６
0531-23-0006 0531-23-2535
田原市大草町南三軒９ー１
住所

東三河支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(1)0023208-000 ㈱荒川不動産資産コンサルティング
知事(1)0023220-000 オフィス・タナカ
知事(1)0023241-000 ㈱三河フロンティア
知事(1)0023245-000 ㈱ウェルホワイト
知事(1)0023251-000 末広工業㈱
知事(1)0023258-000 オフィス・エヌ
知事(1)0023266-000 ＢＬＵＥ ＷＡＶＥ㈱
知事(1)0023269-000 ㈱エバー・ライフ
知事(1)0023277-000 井口土建㈱
知事(1)0023279-000 ㈱ゴッドコーポレーション
知事(1)0023283-000 ㈱アースリーシング
知事(1)0023288-000 樹の香不動産
知事(1)0023333-001 ㈱エクシード 豊橋支店
知事(1)0023378-000 中西不動産
知事(1)0023398-000 ㈱レオック
知事(1)0023448-000 ㈱山富不動産
知事(1)0023460-000 三遠地所
知事(1)0023468-000 アイルハウジング㈱
知事(1)0023478-000 丸叶不動産
知事(1)0023494-000 ㈱ミカワヤカメラ店
知事(1)0023526-000 ほがらか不動産
知事(1)0023622-000 ㈱中不動産
知事(1)0023627-000 オッチプランニング㈱
知事(1)0023628-000 ㈱崋古組
知事(1)0023706-000 ㈱ライフデザイン工房
知事(1)0023738-000 （同）鈴木不動産
知事(1)0023753-000 ㈱寿屋ハウジング
知事(1)0023775-000 ㈱カラークラフト
知事(1)0023777-000 ㈱インディゴ
知事(1)0023780-000 ルクラ㈱
知事(1)0023807-000 ㈱大和
知事(1)0023839-000 アスク総合ホーム

代表者名
荒川 政吉
田中 良始
小山 晃延
白井 裕人
高橋 功
縄田 永
岡 ハディー
宮田 和之
井口 悦男
長永 晶光
笠原 大地
鈴木 孝枝
内藤 高光
中西 紀彦
三浦 秀治
白川 昌司
石田 雅丈
長坂 浩明
伊藤 智章
中川 享子
杉山 晴康
中立 清昭
白頭 乃輔
加子 吉主
河口 耕三
鈴木 穣太
七原 剛
山本 知一
小西 ひろみ
太田 稔也
佐々木 大輔
足木 竜士

郵便番号
443-0022
441-8141
441-8122
441-8044
441-8007
440-0803
441-3112
441-8113
441-8087
440-0876
442-0823
441-8077
440-0086
442-0046
440-0856
443-0055
441-3106
441-8143
441-8113
441-3613
442-0034
441-8077
440-0832
441-3417
440-0083
441-0104
441-2302
440-0074
440-0853
440-0046
442-0857
441-1231

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0533-65-9723 0533-65-9724
蒲郡市三谷北通２ー５９
0532-74-3954 0532-74-3954
豊橋市草間町字東郷４４ー３
0532-39-6804 0532-39-6814
豊橋市天伯町字天伯９７ー１
豊橋市南小池町１２８ー１ クレアションビルド南小池３Ｆ 0532-39-7830 0532-26-8388
0532-32-0847 0532-31-4258
豊橋市馬見塚町７７ー１
0532-53-7031 0532-51-0251
豊橋市曲尺手町１１８ー１
0532-41-8875 0532-41-8876
豊橋市東細谷町字篭田東８４ー１
豊橋市西幸町字浜池３３３ー９ 豊橋サイエンスコア ４０２ーＤ 0532-26-3107 0532-26-3108
0532-45-2211 0532-45-2215
豊橋市牟呂町字扇田６５ー２
0532-55-5100 0532-55-5105
豊橋市西松山町３ レジェンドビル２Ｆ
0533-83-8035 0533-83-8036
豊川市正岡町流田５３１
0532-26-7134 0532-26-7134
豊橋市神野新田町字中道東２３７ー７
0532-26-2323 0532-26-2324
豊橋市下地町字宮前１１ー１
0533-56-7148 0533-56-7149
豊川市幸町１
0532-55-0199 0532-55-0299
豊橋市鍵田町３６
0533-69-6872 0533-69-6872
蒲郡市八百富町１４ー２８
0532-41-0666 0532-41-0898
豊橋市中原町字岩西２ー４
0532-21-5181 0532-21-5182
豊橋市松井町字仲沖４９
0532-43-5851 0532-43-5852
豊橋市西幸町字幸１３１ー２
0531-33-0666 0531-33-0667
田原市古田町エゲノ前１７６
0533-89-5991 0533-89-2683
豊川市西本町３９
0532-32-8178 0532-32-8911
豊橋市神野新田町字カノ割５４ー３
0532-39-3797 0532-39-3796
豊橋市中岩田１ー１５ー１９
0531-22-0487 0531-22-2609
田原市豊島町背戸田７０
0532-39-9760 0532-39-9761
豊橋市下地町字野箱１１
0533-74-2333 0533-74-2560
豊川市平井町東野地４２ Ｂ棟
0536-62-2255 0536-62-2255
北設楽郡設楽町清崎字町浦２５
0532-39-6073 0532-39-6576
豊橋市上伝馬町９６ アーバン・ビラ・ピーク１階２階
0532-39-6035 0532-39-6037
豊橋市佐藤５ー１９ー１１
0532-87-4013 0532-87-4010
豊橋市仲ノ町９
0533-95-3583 050-3737-0271
豊川市八幡町大宝山１０ー１４６
0533-93-6747 0533-93-6667
豊川市一宮町社１９
住所

東三河支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(1)0023857-000 皐月不動産
知事(1)0023859-000 ㈱早川土地
知事(1)0023885-000 ㈱信友不動産
知事(1)0023925-000 ㈱林美建
知事(1)0023930-000 大宗不動産
知事(1)0023944-000 ㈱なないろ
知事(1)0023945-000 彦坂不動産
知事(1)0023958-000 田中不動産㈱
知事(1)0023967-000 ㈱オノコムリビングワークス
知事(1)0023967-001 ㈱オノコムリビングワークス 豊橋中央店
知事(1)0023967-002 ㈱オノコムリビングワークス つつじが丘店
知事(1)0024074-000 ㈱フレック
知事(1)0024089-000 架け橋不動産㈱
知事(1)0024105-000 （一社）東三河街づくり整備協会
知事(1)0024118-000 ㈱ロンド・ベル
知事(1)0024127-000 オレンジ不動産
知事(1)0024162-000 ㈱Ｃｉコーポレーション
知事(1)0024163-000 テンダーリベット
知事(1)0024170-004 ㈱アールプランナー不動産 豊橋・豊川店
知事(1)0024182-000 イシハラ㈱
知事(1)0024208-000 ㈱フジモト
知事(1)0024228-000 鳥居住宅
知事(1)0024243-000 ㈲ＭＩＮＴ
知事(1)0024306-000 ㈱あかね不動産
大臣(15)0000382-023 ㈱ヤマダホームズ 中部東支社
大臣(14)0000605-000 中部ガス不動産㈱
大臣(14)0000605-007 中部ガス不動産㈱ 豊川店
大臣(14)0000605-008 中部ガス不動産㈱ 豊橋駅西店
大臣(14)0000605-010 中部ガス不動産㈱ 豊橋支店
大臣(14)0000605-012 中部ガス不動産㈱ 豊橋中央店
大臣(13)0002018-029 ㈱ニッショー 豊橋支店
大臣(13)0002018-044 ㈱ニッショー 豊川支店

代表者名
村松 正章
早川 嘉喜知
光嶋 隆一
林 拓未
小田 英二
藤田 由香
彦坂 統一
田中 大造
神村 広之
都築 幹明
中島 賢二
藤田 文吉
志賀 健太郎
城所 寛康
寺部 圭一
山口 浩史
野澤 茂樹
川口 浩司
村田 洋幸
石原 教行
藤原 照元
鳥居 春男
村崎 宏美
荒木 功次
松崎 優
角谷 歩
服部 敏雄
脇田 茂裕
山北 幸一
渡邉 泰宏
山村 隆一
鈴木 隆

郵便番号
442-0033
442-0862
440-0822
440-0853
443-0021
441-8001
440-0085
442-0033
441-8065
440-0853
440-0853
441-0104
440-0888
441-8023
442-0889
443-0013
441-8113
441-8022
440-0083
440-0083
440-0873
441-1231
441-8141
440-0837
441-8031
440-0881
442-0888
441-8061
440-0881
440-0888
440-0888
442-0068

住所
豊川市豊川町止通９ー４ １Ｆ
豊川市市田町上之島２２ー１
豊橋市伝馬町２９ー１
豊橋市佐藤４ー４ー４
蒲郡市三谷町東５ー２０５
豊橋市野田町字野田１１６ー４ アーバンコート野田２Ｆ
豊橋市下地町３ー１３
豊川市豊川町仁保通１ー７
豊橋市中浜町２１９ー２９
豊橋市佐藤２ー９ー１９
豊橋市佐藤２ー９ー１６
豊川市平井町水戸田４５ １Ｆ
豊橋市駅前大通３ー１０６ー２ ラ・フォリア２Ｂ号室
豊橋市八通町９７ 原田ビル２０１
豊川市南大通２ー１７ ２Ｆ
蒲郡市大塚町西屋敷２７ー１
豊橋市西幸町字浜池３３３ー９ 豊橋サイエンスコア２０３
豊橋市野黒町７１
豊橋市下地町字境田７８ー１
豊橋市下地町字柳目２８ ３Ｆ
豊橋市小畷町３７４
豊川市一宮町幸１６１
豊橋市草間町字二本松５７ー１
豊橋市三ノ輪町字本興寺５２ー８５ Ａｒａｋｉビル３Ｆ
豊橋市中郷町１１８ー１ 豊橋サウスビル２Ｆ Ａ
豊橋市広小路３ー９１
豊川市千歳通１ー３６
豊橋市藤沢町１０４
豊橋市広小路３ー９１
豊橋市駅前大通１ー３５
豊橋市駅前大通１ー３４ー２
豊川市諏訪２ー５７

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0533-95-7120 0533-95-7121
0533-86-3269 0533-86-0751
0532-61-1590 0532-62-4401
0532-63-8896 0532-63-8897
0533-68-6818 0533-68-6990
0532-21-6772 0532-21-6773
0532-52-5593 0532-54-3773
0533-86-7823 0533-86-0091
0532-48-9011 0532-48-9022
0532-21-9011 0532-21-9012
0532-35-7912 0532-35-7913
0533-72-2761 0533-72-2761
0532-21-7675 0532-21-7676
0532-31-5023 0532-31-5073
0533-74-1807 0533-74-1810
0533-95-5515 0533-95-5516
0532-21-6880 0532-21-6881
0532-34-3717 0532-34-3718
0532-21-9801 0532-21-9802
0532-52-9221 0532-54-9882
0532-54-4662 0532-54-1676
0533-93-5679 0533-93-5679
0532-38-5432 0532-38-5425
0532-21-8600 0532-21-9214
0532-34-4775 0532-34-4774
0532-51-5800 0532-51-5822
0533-89-0468 0533-89-0469
0532-38-8860 0532-37-4055
0532-51-5810 0532-51-5820
0532-57-3410 0532-57-3411
0532-52-8855 0532-54-5521
0533-89-6622 0533-89-7505

東三河支部 会員名簿
免許番号
商号
大臣(13)0002018-057 ㈱ニッショー 豊橋南支店
大臣(11)0002744-000 サーラ住宅㈱
大臣(11)0002744-008 サーラ住宅㈱ 豊川営業所
大臣(11)0002744-011 サーラ住宅㈱ 豊橋営業所
大臣(11)0002744-012 サーラ住宅㈱ 豊橋支店
大臣(10)0002961-002

大臣(9)0003284-110
大臣(7)0004179-104
大臣(4)0006013-006
大臣(4)0006157-049
大臣(4)0006857-179
大臣(4)0006937-000
大臣(3)0007461-000
大臣(3)0007461-006
大臣(2)0008003-000
大臣(2)0008014-000
大臣(2)0008470-008
大臣(2)0008470-010
大臣(1)0008781-001
大臣(1)0009405-001
大臣(1)0009405-002
大臣(1)0009405-007
大臣(1)0009405-009
大臣(1)0009578-000
大臣(1)0009605-006

代表者名
生田 貴士
山口 信仁
牧野 竜也
山本 善彦
石川 昌吾
積水ハウス不動産中部㈱ 豊橋営業所 伊藤 晋也
一建設㈱ 豊橋営業所
山本 貴弘
㈱アイダ設計 豊橋店
小倉 浩聖
㈱ウッドフレンズ 豊橋営業所
平林 仁
㈱アーネストワン 豊橋営業所 金澤 正尚
タマホーム㈱ 豊橋店
鈴木 伸一
㈲オンサービス
西 弘行
タイコウハウス㈱
市川 靖哲
タイコウハウス㈱ 豊川支店
西原 徹
㈱スエヒロ産業
安形 憲二
㈱インフィルプラス
市川 靖哲
幸和ハウジング㈱ コーワ住センター豊橋店 平沼 善浩
幸和ハウジング㈱ コーワ住センター豊川店 金子 豊
冨士物産㈱ 豊橋店
白松 資雄
㈱夢のおてつだい 豊川中央店 高野 雅弘
㈱夢のおてつだい 豊橋向山店 秦 暢宏
㈱夢のおてつだい 豊川八幡店 山口 恭平
㈱夢のおてつだい 蒲郡店
高橋 弘光
㈱地仙
戸田 学
フジクリエイション㈱ Ｓｍｉｆｅ豊橋店 加藤 聖也

郵便番号
441-8061
441-8021
442-0888
440-0034
441-8051
440-0882
440-0071
440-0806
440-0076
441-8019
440-0086
441-8106
441-8073
442-0889
441-1632
441-8073
441-8083
442-0051
441-8151
442-0888
440-0858
442-0857
443-0045
441-8024
441-8058

住所
豊橋市藤沢町１３５
豊橋市白河町１００
豊川市千歳通１ー３６
豊橋市豊岡町１２８
豊橋市柱四番町６ー１
豊橋市神明町７４ 豊橋フロントビル１Ｆ
豊橋市北島町字北島１
豊橋市八町通４ー４０
豊橋市大橋通１ー６８ 静銀ニッセイ豊橋ビル２Ｆ
豊橋市花田町字中ノ坪３１
豊橋市下地町字新道４８
豊橋市弥生町字松原４１ー６
豊橋市大崎町字北出口５３
豊川市南大通５ー５２
新城市富栄字貝津８
豊橋市大崎町字北出口５３
豊橋市東脇３ー２ー１３
豊川市中央通３ー１４
豊橋市曙町字若松１０６ー２ 金光ビル１Ｆ Ｂ号室
豊川市千歳通３ー１０ー１
豊橋市つつじが丘１ー８ー１４
豊川市八幡町足洗１０
蒲郡市旭町１１ー１２
豊橋市花田町字中郷９２ー１８
豊橋市柱六番町１３７

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0532-37-4777 0532-37-4774
0532-32-7272 0532-31-2674
0533-84-5734 0533-85-9911
0532-64-2600 0532-64-2601
0532-38-1511 0532-38-1501
0532-57-1617 0532-53-2166
0532-57-7200 0532-55-5390
050-3173-2455 050-3153-1886

0532-55-0290
0532-34-6033
0532-51-6500
0532-45-9571
0532-25-1251
0533-56-9705
0536-32-0506
0532-25-8803
0532-35-9333
0533-95-0303
0532-43-6223
0533-84-3320
0532-64-1555
0533-95-1900
0533-65-8581
0532-32-2833
0532-38-8040

0532-55-0291
0532-34-6036
0532-51-6505
0532-46-3821
0532-25-9192
0533-56-9704
0536-32-0695
0532-25-8882
0532-35-9334
0533-95-0302
0532-43-6224
0533-84-3340
0532-64-1559
0533-95-1901
0533-65-8582
0532-32-5263
0532-38-8041

