東尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(15)0002872-000 塚本不動産㈲
知事(14)0003958-000 日生産業㈱

代表者名
塚本 宏治
生田 希美枝
知事(14)0003958-004 日生産業㈱ アパマンショップ小幡店 元川 智勝
知事(14)0004164-002 イワクラゴールデンホーム㈱ 名古屋東営業所 大場 力
知事(14)0004191-000 マルミ不動産㈱
箕浦 文雄
知事(13)0005585-000 ㈲長谷川不動産
長谷川 英樹
知事(13)0005754-000 ㈲大栄不動産
森山 ひろみ
知事(13)0005909-000 ㈲林不動産
林 政輝
知事(13)0006167-000 太弘興産㈱
吉田 直博
知事(13)0006206-000 志水不動産㈱
志水 昭文
知事(13)0006498-000 名昭産業㈱
宮地 昭宏
知事(13)0006765-000 ㈱旭地商事
松原 まゆみ
知事(13)0006880-000 ㈱トミタ
冨田 晃
知事(13)0007127-000 丸義不動産㈱
酒井 久義
知事(12)0007898-000 ト―タルシステム㈱
川本 邦康
知事(12)0007915-000 名宏
河野 一成
知事(12)0008027-000 アサヒ開発㈱
田島 敬二
知事(12)0008243-000 シンホウ
加藤 忠
知事(12)0008262-000 ㈱加古井建設
加古井 哲彬
知事(12)0008528-003 本州建設㈱ 守山店
岡本 勇司
知事(12)0008584-000 ㈲平安物産
伊藤 進
知事(12)0009257-000 ㈱ヴェルデホーム
川瀬 茂臣
知事(11)0009430-000 ㈱第三商事
加藤 成人
知事(11)0009662-000 ㈲加藤不動産
加藤 清宣
知事(11)0010832-000 共栄不動産
柳川 好秋
知事(11)0010944-000 瀬戸不動産
矢後 公雄
知事(11)0011231-005 貝沼建設㈱ 守山支店
井 正武
知事(11)0011402-000 ㈱大島商事
大島 日名子
知事(11)0011526-000 開成商事㈱
成田 髙義
知事(10)0011892-000 野田土地㈲
野田 高己
知事(10)0011925-000 ㈱木の香の家
堀 直寛
知事(10)0012126-000 高島不動産
高島 昇

郵便番号
489-0809
463-0068
463-0011
488-0044
463-0062
463-0812
463-0070
463-0096
463-0067
463-0021
463-0021
488-0801
488-0871
463-0035
488-0008
463-0013
488-0855
488-0838
463-0041
463-0090
463-0063
489-0883
489-0889
489-0986
463-0069
489-0954
463-0021
463-0047
463-0004
463-0002
488-0072
488-0015

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0561-82-8144 0561-83-6888
瀬戸市共栄通１ー６
052-794-7133 052-791-1301
名古屋市守山区瀬古１ー１００４
052-794-2525 052-794-2655
名古屋市守山区小幡１ー１ー３
0561-54-7909 0561-54-0044
尾張旭市南本地ケ原町２ー４７
052-794-7111 052-794-7110
名古屋市守山区長栄１３ー１５
052-736-9505 052-736-0588
名古屋市守山区笹ヶ根２ー１５１４
052-563-2977 052-731-0126
名古屋市守山区新守山２８１７
052-791-5711 052-792-9711
名古屋市守山区森宮町５３
052-794-1881 052-794-5520
名古屋市守山区守山３ー３ー１１
052-798-1233 052-798-1230
名古屋市守山区大森１ー２４０１
052-798-9381 052-799-2425
名古屋市守山区大森５ー３０２１
0561-54-1311 0561-54-8697
尾張旭市東大道町原田２５２５
0561-53-6944 0561-52-0789
尾張旭市平子町東１２４
052-777-0303 052-771-8040
名古屋市守山区森孝１ー１７１１
0561-51-7050 0561-51-7052
尾張旭市柏井町弥栄９ー１
名古屋市守山区小幡中２ー２２ー１２ 第五深河ビル３０３号 050-3786-5541 052-799-9941
0561-53-2469 0561-53-1507
尾張旭市旭前町５ー８ー９
0561-54-8789 0561-52-1485
尾張旭市庄中町３ー３ー１０
052-793-3333 052-793-1702
名古屋市守山区大谷町１ー３７
052-792-5123 052-792-5135
名古屋市守山区瀬古東１ー１８０１
052-793-0030 052-793-0099
名古屋市守山区八反１ー１１
0561-89-5033 0561-89-5046
瀬戸市東権現町５３ー３
0561-41-8520 0561-41-8530
瀬戸市原山町２２５ー３
0561-83-4141 0561-83-4741
瀬戸市南山町２ー６１
052-794-2526 052-794-2527
名古屋市守山区新守西３０３
0561-83-4571 0561-21-0251
瀬戸市台六町５１５
052-799-0055 052-799-0066
名古屋市守山区大森５ー３０１５ シンフォニア大森１Ｆ
052-791-3629 052-791-4668
名古屋市守山区小幡常燈２ー７
052-736-5006 052-736-6456
名古屋市守山区吉根２ー２６１５
052-736-3151 052-736-3152
名古屋市守山区大字中志段味字油石４３５
0561-52-1717 0561-52-2900
尾張旭市新居町諏訪南１２７８ー１７
0561-53-4411 0561-53-1636
尾張旭市三郷町栄７１ー１
住所

東尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(10)0012355-000 ㈱横井不動産
知事(10)0012384-000 小林土地
知事(9)0012741-000 秋田建設㈱
知事(9)0012857-000 第一住宅㈱
知事(9)0012981-000 ㈱山一不動産
知事(9)0013338-000 トーエー不動産㈱
知事(9)0013350-000 谷口住宅
知事(9)0013445-000 ㈲賀智
知事(9)0013512-000 長嵜不動産
知事(9)0013557-000 ㈱伊藤住宅
知事(9)0013625-000 コスモハウジング
知事(9)0013648-000 ㈲ジャストハウス
知事(9)0013731-000 カネナカ不動産
知事(8)0014053-000 ㈱水谷不動産
知事(8)0014668-000 西原地産
知事(8)0014847-000 ㈲三和商会
知事(8)0014969-000 ㈱田中建設
知事(8)0015006-000 早田商事
知事(8)0015054-000 ㈱ヤマセン不動産
知事(8)0015331-000 アーバン・スペース㈱
知事(8)0015331-004 アーバン・スペース㈱ 尾張旭店
知事(8)0015439-000 ㈱三真建設
知事(8)0015477-000 ㈱永光
知事(7)0015733-000 ㈱ハウスウッディワン
知事(7)0015793-000 ㈲秀和
知事(7)0016145-000 ㈱アネストホーム
知事(7)0016149-000 ㈲吉穂開発
知事(7)0016196-000 大亜商事㈱
知事(7)0016208-000 ㈱エスピィエス
知事(7)0016223-000 三田ハウス㈱
知事(7)0016245-000 ㈲大協不動産
知事(7)0016262-000 ㈲オフィス キャッチ

代表者名
横井 久子
小林 武
横山 昭治
秋田 和子
向山 俊一
金谷 隆助
谷口 京市
安藤 智隆
長嵜 正夫
伊藤 和美
毛利 謙治
安藤 正義
中根 義孝
水谷 哲二
大和 一成
長谷川 勝
田中 克明
早田 潤
高嶋 伸光
村松 等
鈴木 真人
那須 幸雄
清水 やすまろ
米谷 雅弘
大島 秀基
木下 善彰
稲垣 一伸
戸田 伸二
小林 義弘
須田 陽介
佃 智子
岡本 則和

郵便番号
463-0072
463-0811
488-0024
488-0024
463-0007
488-0011
489-0889
463-0095
489-0875
463-0087
489-0954
489-0941
488-0066
488-0023
463-0037
463-0017
463-0088
463-0021
480-1207
463-0024
488-0839
488-0840
463-0001
488-0858
463-0013
463-0002
489-0009
489-0879
463-0087
488-0823
488-0078
489-0809

住所
名古屋市守山区金屋１ー９ー２１
名古屋市守山区深沢１ー２０６ー２
尾張旭市井田町１ー１２３
尾張旭市井田町３ー５
名古屋市守山区松坂町２４３
尾張旭市東栄町１ー１６ー２６
瀬戸市原山町１ー３０
名古屋市守山区高島町４１
瀬戸市緑町２ー１ パレスグリーン１Ｆ
名古屋市守山区大永寺町１４７ー ２
瀬戸市台六町５１５
瀬戸市瀬戸口町４３ー３
尾張旭市南原山町赤土２７７
尾張旭市瀬戸川町１ー２０４
名古屋市守山区天子田３ー５１５ー１
名古屋市守山区喜多山２ー２０ー７
名古屋市守山区鳥神町１４０
名古屋市守山区大森５ー３０２１
瀬戸市品野町１ー５５
名古屋市守山区脇田町３０３
尾張旭市渋川町３ー７ー２
尾張旭市印場元町２ー６ー３
名古屋市守山区上志段味馬洗淵８３５ サントピア６Ａ
尾張旭市白鳳町２ー３
名古屋市守山区小幡中１ー１ー５
名古屋市守山区大字中志段味字下寺林６ー７
瀬戸市水北町１１３
瀬戸市瘤木町８７ー４
名古屋市守山区大永寺町１４４
尾張旭市庄南町１ー１１ー４
尾張旭市新居町寺田２９５５ー１６
瀬戸市共栄通１ー３８ー４

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-794-6888 052-794-2239
052-736-9632 052-736-9662
0561-53-2565 0561-52-0787
0561-54-9411 0561-54-6413
052-792-6350 052-792-6326
0561-54-7000 0561-54-8221
0561-84-5909 0561-21-6989
052-791-1388 052-791-5818
0561-21-6406 0561-84-7121
052-793-2444 052-794-8066
0561-21-0045 0561-21-0251
0561-83-8330 0561-83-9770
0561-53-4304 0561-52-0127
0561-54-2331 0561-52-0033
052-755-1708 052-217-1481
052-795-3881 052-795-3880
052-793-9130 052-793-9136
052-798-9392 052-799-2425
0561-41-0804 0561-41-3227
052-737-1777 052-737-2022
0561-56-4355 0561-56-4388
0561-51-1177 0561-51-1178
052-736-0990 052-736-2226
0561-52-1571 0561-52-3768
052-794-2211 052-794-2215
052-736-3371 052-736-3371
0561-48-3111 0561-48-3112
0561-84-6951 0561-84-6956
052-795-5620 052-795-5621
052-777-7065 052-777-7271
0561-52-4606 0561-53-8815
0561-21-1322 0561-21-1427

東尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(7)0016270-000 旭不動産
知事(7)0016290-000 ㈱東興不動産
知事(7)0016326-000 ㈱拓邦商事
知事(7)0016495-000 ㈱エステイト・サクシード
知事(7)0016532-000 大岩不動産
知事(7)0016572-000 球磨川商事㈱
知事(7)0016615-000 サンワホームサービス㈱
知事(7)0016798-003 ㈱ジェイエイ名古屋サービス 守山営業所
知事(7)0016839-000 川合不動産㈱
知事(7)0016875-000 ㈱和光プランニング
知事(7)0016880-000 ㈱トーアハウジング
知事(6)0017069-000 ㈱東海建商
知事(6)0017095-000 ㈱ウエストホーム
知事(6)0017226-000 ㈱三浦工務店
知事(6)0017451-000 ㈲サンクス
知事(6)0017518-000 クレストライフ㈱
知事(6)0017549-000 ㈲コスモス
知事(6)0017553-000 レインボーホーム
知事(6)0017609-000 ㈲大黒屋
知事(6)0017666-000 ㈲エクセランド
知事(5)0018031-000 山チホームサービス㈱
知事(5)0018059-000 ㈲ユウアイホーム
知事(5)0018093-000 ㈲ケイツー
知事(5)0018194-002 ㈱清家不動産 守山尾張旭店
知事(5)0018292-000 幸進不動産㈲
知事(5)0018391-000 木村地建㈲
知事(5)0018413-000 ㈱大野建設不動産
知事(5)0018516-000 ㈱愛東ホーム
知事(5)0018540-000 誠慎住建㈲
知事(5)0018643-000 ㈱長谷川ベニヤ
知事(5)0018687-000 可知不動産事務所
知事(5)0018709-000 大協ホーム

代表者名
三浦 弘司
伊藤 智成
長谷川 邦生
河田 眞滋
大岩 由喜子
前田 實雄
酒井 友義
入江 昌秀
川合 雅直
柘植 光彦
山口 重樹
福田 晋也
西 洋成
三浦 利通
鈴木 文子
加古井 一朗
栗田 洋子
秋田 三惠子
照井 義弘
山本 健一
矢田 康雄
冨田 淑子
田島 みどり
髙巣 敬一
加藤 辰夫
木村 守久
大野 祐治
堀 典利
浅野 艶子
長谷川 裕
田中 志津子
加藤 幸一

郵便番号
488-0818
488-0043
463-0033
489-0875
463-0042
489-0931
463-0002
463-0067
488-0006
488-0001
488-0859
488-0825
463-0011
489-0003
489-0955
463-0041
488-0083
488-0024
463-0007
480-1207
488-0033
463-0069
488-0855
488-0840
489-0909
463-0072
489-0921
488-0825
463-0079
463-0082
463-0064
488-0830

住所
尾張旭市向町３ー１ー１７
尾張旭市北本地ケ原町１ー１
名古屋市守山区森孝東１ー２０１
瀬戸市緑町２ー１０
名古屋市守山区野萩町１１ー２
瀬戸市高根町１ー１５８ー３
名古屋市守山区大字中志段味字東原２５１７ー２
名古屋市守山区守山１ー７ー３
尾張旭市大久手町中松原６４
尾張旭市旭台２ー１３ー７
尾張旭市桜ケ丘町１ー１３０
尾張旭市東山町２ー１ー５
名古屋市守山区小幡１ー１８ー２６
瀬戸市穴田町２７
瀬戸市南ヶ丘町３２４
名古屋市守山区大谷町１ー３７
尾張旭市旭ケ丘町旭ケ丘５６６８ー５９
尾張旭市井田町２ー２６２
名古屋市守山区松坂町２５１
瀬戸市品野町４ー３３２
尾張旭市東本地ケ原町３ー５１
名古屋市守山区新守西２００３
尾張旭市旭前町５ー８ー９
尾張旭市印場元町５ー２ー１８
瀬戸市みずの坂２ー２１６
名古屋市守山区金屋２ー２４９
瀬戸市田端町２ー７４
尾張旭市東山町１ー２ー１３
名古屋市守山区幸心１ー２２７
名古屋市守山区村前町１６０
名古屋市守山区更屋敷４ー１７ セレニールＥＸ１ １Ｆ
尾張旭市東印場町３ー１ー８

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0561-53-2345 0561-53-1718
0561-54-8888 0561-54-2500
052-775-7511 052-775-3329
0561-86-0177 0561-86-0212
052-791-2471 052-791-2471
0561-82-9797 0561-84-1332
052-739-2522 052-739-2523
052-793-7100 052-794-6617
0561-51-1255 0561-59-7700
0561-54-6335 0561-52-2431
0561-53-0102 0561-53-0103
052-776-5240 052-776-5227
052-795-2231 052-795-2232
0561-48-1560 0561-48-2560
0561-83-1811 0561-84-3661
052-792-4755 052-793-1702
0561-53-8670 0561-53-8125
0561-52-5011 0561-52-5024
052-797-8211 052-797-8212
0561-42-0533 0561-41-3278
0561-52-2372 0561-51-2272
052-792-7555 052-791-4642
0561-52-7312 0561-53-1507
0561-56-5588 0561-56-5589
0561-48-5711 0561-76-2039
052-791-5380 052-792-0320
0561-87-1345 0561-85-0855
052-777-5585 052-777-5584
052-793-1251 052-791-7550
052-796-1234 052-796-3000
052-758-3901 052-758-3902
0561-54-7811 0561-54-7827

東尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(5)0018741-000 まつや企画
知事(5)0018793-000 グレースホーム㈱
知事(5)0018857-000 ㈲セントラルホーム
知事(5)0018934-000 ㈲ライズ
知事(4)0018969-000 ㈱コーシンホーム
知事(4)0018995-000 誠和工業㈱
知事(4)0019018-000 船戸建設㈱
知事(4)0019101-000 マルモト不動産
知事(4)0019161-000 畑田不動産
知事(4)0019354-000 アサヒランド不動産
知事(4)0019590-000 臼井建築㈱
知事(4)0019623-000 サンスイ商事㈲
知事(4)0019693-000 高山不動産
知事(4)0019819-000 七瀬観光㈱
知事(4)0019822-000 タカラ不動産
知事(4)0019848-000 ㈲裕晃
知事(4)0019898-000 ㈱長岡建設
知事(4)0020019-000 中部商事
知事(4)0020081-000 ㈲アイクラフト
知事(4)0020104-000 ㈱トリトン
知事(4)0020134-000 若栄不動産
知事(3)0020321-000 沢田建設㈱
知事(3)0020326-000 イナガキ不動産㈲
知事(3)0020410-000 ㈲ハッピー住まいる
知事(3)0020471-000 トレル
知事(3)0020641-000 フジ建設㈱
知事(3)0020655-000 ㈱リュウテックコーポレーション
知事(3)0020668-000 横山不動産
知事(3)0020721-000 ㈱八秀
知事(3)0020731-000 ㈱武市ウインド名古屋
知事(3)0020839-000 山昇建設㈱
知事(3)0020848-000 ㈱マンション管理１１９

代表者名
松家 顯
杤本 雅尚
金沢 清二
田平 義郎
萩原 厚一
渡邉 正平
船戸 錠一
丸本 章
畑田 清光
佐藤 欽二
臼井 将樹
水野 亜矢子
高山 通雄
鈴木 得司
金林 鐘変
樋口 裕記
長岡 重明
伊藤 誠
川島 重行
加藤 道雄
橋本 あけみ
澤田 武憲
稲垣 一人
深見 朗
森田 文德
髙山 靖徳
則竹 竜二
横山 久登
林 亮
各務 雅博
岩本 正人
岡部 茂

郵便番号
463-0095
463-0070
463-0033
463-0021
488-0044
489-0975
463-0054
488-0078
463-0014
463-0078
489-0976
489-0934
489-0917
488-0003
489-0805
463-0057
463-0003
463-0003
463-0010
489-0803
463-0062
489-0809
488-0014
463-0056
463-0034
463-0004
488-0024
489-0805
488-0826
463-0046
463-0038
463-0079

住所
名古屋市守山区高島町１６９
名古屋市守山区新守山３５０３
名古屋市守山区森孝東２ー３０３ イブサン森孝新田１０３
名古屋市守山区大森２ー２８１２
尾張旭市南本地ケ原町２ー１３
瀬戸市山の田町９４ー６
名古屋市守山区小六町７ー３
尾張旭市新居町寺田２９９２ー２
名古屋市守山区城南町１７ー１２
名古屋市守山区瀬古東２ー９１９
瀬戸市井戸金町１３７
瀬戸市菱野町６７
瀬戸市效範町１ー２７ー４
尾張旭市東大久手町３ー６ー１１
瀬戸市陶原町１ー２４
名古屋市守山区中新１０ー４
名古屋市守山区大字下志段味字西新外６６５ ー３
名古屋市守山区大字下志段味字上野山１０７０
名古屋市守山区翠松園３ー１６０４
瀬戸市追分町３７ー３
名古屋市守山区長栄１１ー２
瀬戸市共栄通７ー１６
尾張旭市三郷町中井田２０３
名古屋市守山区新城２５ー１８ ガーデンビル城下２０１号室
名古屋市守山区四軒家２ー５０３ 扶桑ビル４０３
名古屋市守山区吉根２ー３００６
尾張旭市井田町４ー１
瀬戸市陶原町３ー６８ー３
尾張旭市大塚町３ー７ー９
名古屋市守山区苗代１ー１３ー３７
名古屋市守山区原境町９０８
名古屋市守山区幸心２ー１３１２ー１ー１０１

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-794-0121 052-794-0121
052-758-1510 052-795-5119
052-760-3288 052-760-3287
052-768-2155 052-768-2156
0561-52-5781 0561-52-4421
0561-83-9956 0561-83-9958
052-791-6595 052-793-6517
0561-54-8011 0561-54-5019
052-791-3806 052-795-7307
052-795-6562 052-771-5985
0561-85-8305 0561-85-8305
0561-85-3450 0561-85-7188
0561-85-6968 0561-85-6967
0561-55-3867 0561-55-3867
0561-82-2188 0561-82-2188
052-791-8257 052-791-8258
052-736-1739 052-736-3432
052-736-0508 052-736-0599
052-797-3560 052-797-3561
0561-89-5076 0561-84-8872
052-791-9690 052-791-5028
0561-82-4376 0561-83-2866
0561-53-2139 0561-53-2140
052-784-8056 052-794-8054
052-777-3400 052-308-5006
052-739-1124 052-739-0660
0561-55-3733 0561-55-3734
0561-21-4761 0561-21-5041
052-774-8586 052-774-0757
052-794-3322 052-794-7286
052-775-3356 052-774-5204
052-758-4181 052-758-4182

東尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(3)0020918-000 ㈱東伸ホーム
知事(3)0020944-000 ㈱アダック建設
知事(3)0021005-003 共生不動産㈱ 守山店
知事(3)0021025-000 ㈱三立
知事(3)0021046-000 ㈱シンコー
知事(3)0021093-000 鬼頭事務所
知事(3)0021125-000 ㈱葵屋
知事(3)0021402-000 ㈱コジマ
知事(3)0021411-000 ㈱オフィス北斗
知事(3)0021479-000 ジーオブイー㈱
知事(3)0021542-000 朝井不動産
知事(3)0021544-001 明弘㈱ 瀬戸中央店
知事(3)0021550-000 ㈱トラスト
知事(2)0021611-000 旭ホームズ㈱
知事(2)0021637-000 ランドクリエイト
知事(2)0021654-000 ㈱ファーストプレイス
知事(2)0021712-000 宮地建設㈲
知事(2)0021733-000 東海建設工業㈲
知事(2)0021754-000 野田建物㈱
知事(2)0021755-000 ナカシマ建商㈲
知事(2)0021783-000 ㈱フレンド不動産
知事(2)0021809-000 三和不動産
知事(2)0021818-000 ㈲ウエノ
知事(2)0021850-000 ㈱イフジホーム
知事(2)0021943-000 ㈱ソフトリック
知事(2)0022064-000 大津企画事務所
知事(2)0022128-000 テクノス㈱
知事(2)0022166-000 ㈱ツボイ不動産
知事(2)0022167-000 ㈱イチカワプランニング
知事(2)0022232-000 木下工業㈱
知事(2)0022245-000 ㈱伸栄不動産
知事(2)0022389-000 ライフマインド住宅販売㈱

代表者名
濱口 憲昭
安達 弥治郎
小木曽 正規
石山 顕泰
秋田 浩司
鬼頭 政英
可児 良浩
小島 光典
臺場 道子
清水 資夫
山田 恵子
伊藤 正彦
梅本 満
山本 道成
鼻 輝昭
一場 忠
宮地 和德
伊藤 正人
野田 邦浩
中島 幸生
井上 英康
長江 秀樹
水野 孝治
伊藤 正司
岡島 惠子
大津 欽也
森蔭 真人
坪井 健二
市川 敦久
木下 雅隆
鈴木 伸
溝俣 幸治

郵便番号
488-0014
463-0032
463-0048
480-1219
488-0015
463-0097
463-0017
463-0003
489-0923
488-0076
489-0971
489-0066
489-0984
488-0043
463-0047
488-0078
463-0041
463-0006
463-0002
489-0916
489-0934
489-0885
488-0071
489-0883
463-0074
489-0885
488-0826
463-0011
463-0002
463-0004
489-0865
488-0822

住所
尾張旭市三郷町中井田３５ー１
名古屋市守山区白山１ー１１１４
名古屋市守山区小幡南２ー２ー２９
瀬戸市窯町２１２ー５
尾張旭市三郷町栄３ー１
名古屋市守山区川村町２９７
名古屋市守山区喜多山１ー１ー８
名古屋市守山区大字下志段味字穴ケ洞２２６６ー１５２
瀬戸市城屋敷町４３ー３
尾張旭市新居町山の田 ３１９１ー２
瀬戸市西本地町１ー１６１
瀬戸市東横山町１１４ー３
瀬戸市北山町１８７ー１
尾張旭市北本地ケ原町１ー１１７ー２
名古屋市守山区小幡常燈１ー１２ エスポア千代田４０５
尾張旭市新居町寺田３０１１ー１
名古屋市守山区大谷町１ー２３
名古屋市守山区川東山６４７
名古屋市守山区大字中志段味字油石４３５
瀬戸市平町１ー４９
瀬戸市菱野町２１６
瀬戸市萩殿町２ー１３３
尾張旭市新居町下切戸１２６３ー３５
瀬戸市東権現町５４ー６９
名古屋市守山区町北９ー２８ プロヴァンス１０２
瀬戸市萩殿町４ー３０
尾張旭市大塚町２ー７ー１３ 旭ビル２Ｆ
名古屋市守山区小幡１ー４ー５
名古屋市守山区大字中志段味字西原２７７３ー１
名古屋市守山区吉根１ー２２０５
瀬戸市山口町２７７
尾張旭市緑町緑ケ丘３３ー１

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0561-52-0018 0561-52-7272
052-772-6655 052-772-6652
052-778-8800 052-768-6277
0561-42-0513 0561-42-0557
0561-51-5346 0561-76-9453
052-795-1600 052-795-0016
052-793-1066 052-793-1003
052-726-3500 052-726-3501
0561-85-8808 0561-85-8838
052-773-4747 052-773-4646
0561-83-0616 0561-52-3195
0561-21-2297 0561-21-2298
0561-86-0750 0561-86-0751
0561-54-5528 0561-52-3320
052-793-9022 052-977-2690
0561-76-5501 0561-76-5502
052-791-8830 052-791-8233
052-794-8337 052-794-8378
052-736-4655 052-736-3152
0561-76-7600 0561-21-9607
0561-21-4560 0561-76-6688
0561-83-8611 0561-83-7918
0561-52-7432 0561-52-4188
0561-76-1396 0561-76-1397
052-737-6106 052-796-1013
0561-82-2043 0561-82-2172
052-760-3360 052-760-3361
052-791-7533 052-718-0204
050-1192-6970 052-736-2983
052-736-2348 052-736-1466
0561-89-7177 0561-89-7178
0561-52-7675 0561-55-7861

東尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(2)0022389-001 ライフマインド住宅販売㈱ 小幡店
知事(2)0022389-002 ライフマインド住宅販売㈱ 天子田店
知事(2)0022411-000 ㈱メイコー・プロパティー・パートナーズ
知事(2)0022429-000 ㈱愛生堂
知事(2)0022430-000 テクノネット㈱
知事(2)0022446-000 ㈱ゴールド会館
知事(2)0022473-000 中野不動産㈱
知事(2)0022509-000 ㈱加藤住建
知事(2)0022538-000 エグチホールディングス㈱
知事(2)0022596-000 ㈱スマイルハウジング
知事(2)0022610-000 ユニ不動産サービス㈱
知事(2)0022704-000 早川建設㈱
知事(2)0022706-000 ㈱アークレスト
知事(2)0022734-000 ㈱木村不動産
知事(2)0022763-000 ㈱グッドトラスト
知事(2)0022764-000 ㈱ずいほう不動産
知事(2)0022822-000 ㈱ウェルエンズ
知事(2)0022825-000 いわた不動産
知事(1)0022910-000 ㈱レオエステート
知事(1)0022960-000 ㈲サンワ
知事(1)0022979-000 ㈱雄進建築
知事(1)0023036-000 ㈱井上不動産
知事(1)0023042-000 ㈱ＣＲＯＳＳ
知事(1)0023215-000 大名古屋不動産㈱
知事(1)0023243-000 （同）山口建設
知事(1)0023246-000 全日本観光㈱
知事(1)0023264-000 ㈱ナカシロ
知事(1)0023267-000 ㈱東海ダイワ販売
知事(1)0023292-000 深田ＦＰ事務所
知事(1)0023449-000 幸心不動産（同）
知事(1)0023482-000 尾張不動産
知事(1)0023550-000 リアルフィールド㈱

代表者名
福岡 照之
小久保 誓也
河野 仁宏
松田 幸一
石野田 賢次
安本 光宏
中野 利雄
加藤 貴康
江口 勝義
芥川 英彦
八田 広徳
早川 泰弘
濱口 篤
木村 雅己
杉原 基秀
安藤 圭介
木全 清
岩田 圭介
加藤 篤史
河村 光紀
竹内 将平
吉野 雄平
上野 浩孝
箕浦 雅仁
加藤 英憲
田中 勝彦
徳永 宏志
古川 明
深田 裕一
木村 利恵
平山 進一
牧野 重則

郵便番号
463-0011
463-0037
463-0013
463-0067
463-0805
463-0070
463-0033
489-0988
463-0021
488-0840
489-0809
463-0048
463-0048
488-0004
489-0023
488-0827
463-0011
488-0014
489-0986
488-0839
489-0809
489-0917
489-0866
463-0062
489-0862
463-0001
463-0071
489-0031
463-0002
463-0082
488-0801
488-0823

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-799-8616 052-799-8620
052-768-5851 052-768-5852
052-799-9921 052-799-9941
052-793-6964 052-792-5008
052-799-5701 052-799-5703
052-793-8885 052-794-5554
名古屋市守山区森孝東１ー３０２ー２ グリーンコーポ藤ヶ丘１０４ 052-778-3987 052-778-8579
0561-84-7961 0561-84-7962
瀬戸市東山町１ー１７０ー３１
052-798-2311 052-798-2312
名古屋市守山区大森４ー１００２
0561-51-5586 0561-51-5587
尾張旭市印場元町２ー５ー６
0561-85-0770 0561-89-6290
瀬戸市共栄通６ー１１ １Ｆ
052-794-1906 052-794-8522
名古屋市守山区小幡南２ー２ー３４
052-758-6911 052-758-6912
名古屋市守山区小幡南２ー１８ー１４ 榊原ビル１Ｆ
0561-42-8240 0561-42-8241
尾張旭市大久手町一の曽１０８
0561-58-6585 0561-82-6005
瀬戸市窯元町１７１ー１４
052-710-7103 052-740-5085
尾張旭市吉岡町１ー６ー１８
052-795-0111 052-795-0077
名古屋市守山区小幡１ー１８ー１８
0561-42-7884 0561-42-7904
尾張旭市三郷町中井田５０ ベルメゾネット３０５
0561-65-3067 0561-65-3068
瀬戸市南山町２ー３８ー１ ミズノビル１Ｆ
0561-51-1022 0561-51-1023
尾張旭市渋川町３ー３ー７ パストラル旭１Ｆ Ｂ号室
0561-76-6872 0561-76-6873
瀬戸市共栄通４ー２４ ＹＵＳＨＩＮビル３Ｆ
0561-83-1212 0561-82-0704
瀬戸市效範町２ー７２
0561-85-6420 0561-85-6422
瀬戸市矢形町８１ー１
052-796-3339 052-796-3330
名古屋市守山区長栄８ー４４
0561-82-7410 0561-21-2832
瀬戸市八幡町８５
052-736-6178 052-736-6180
名古屋市守山区大字上志段味字東谷２０７４ー６０
052-794-1221 052-794-1394
名古屋市守山区新守町３５ー２
0561-84-1816 0561-84-1816
瀬戸市五位塚町１１ー３５９
052-720-6815 052-736-4178
名古屋市守山区中志段味大屋敷１５５７
052-793-6666 052-700-3537
名古屋市守山区村前町２３０
0561-55-4333 0561-55-4334
尾張旭市東大道町原田４ ブルームアサヒ１０１
052-773-7008 052-773-7118
尾張旭市庄南町１ー１５ー３
住所
名古屋市守山区小幡５ー１ー３２ 第一加藤ビル１Ｆ
名古屋市守山区天子田２ー１１５ ニューグリーン下市場１Ｆ
名古屋市守山区小幡中２ー２２ー１２ 第五深河ビル３０３
名古屋市守山区守山２ー１２ー１１
名古屋市守山区青山台７１１
名古屋市守山区新守山２９０３

東尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(1)0023576-000 ㈱ベターアライアンス
知事(1)0023589-000 ㈱サンライズ
知事(1)0023603-000 イーバイエイト㈱
知事(1)0023731-000 プラス・アルファ㈱
知事(1)0023759-000 ㈱八創
知事(1)0023760-000 ＰＩ不動産㈱
知事(1)0023848-000 ㈲守山土地
知事(1)0023851-000 ㈱白沢
知事(1)0023923-000 リース建設㈱
知事(1)0023926-000 玉越開発㈱
知事(1)0023955-000 ㈱ウェーブ
知事(1)0024021-000 （同）守山住宅
知事(1)0024035-000 ㈱アレグロ
知事(1)0024069-000 星惣
知事(1)0024136-001 一晃不動産㈱
知事(1)0024153-000 三光建設㈱
知事(1)0024170-007 ㈱アールプランナー不動産 名東・守山店
知事(1)0024175-000 いるかちゃん
知事(1)0024233-000 ㈱エルホーム不動産
知事(1)0024264-000 ｗａｃｓｔｙｌｅ㈱
知事(1)0024265-000 ㈱ＰＥＡＣＥ
知事(1)0024269-000 ㈱東山不動産
大臣(13)0002018-025 ㈱ニッショー 守山支店
大臣(13)0002018-051 ㈱ニッショー 尾張旭支店

代表者名
中村 啓
後藤 清孝
服部 隆之
仲澤 昌容
服部 芳典
岡田 廣臣
大島 清司
谷口 秀敬
吉田 和恭
髙木 一夫
波平 景寿
古川 敞
内田 亮
浅野 正己
加利部 恭正
松森 亮介
伊藤 元康
林 増美
前田 紀樹
西尾 渉
伊藤 孝広
杉本 隆子
甲斐 英臣
柴田 剛志
大臣(10)0002961-047 積水ハウス不動産中部㈱ 名古屋北賃貸営業所 石原 道雄
大臣(7)0004179-148 ㈱アイダ設計 名古屋守山モデル店 長谷川 雅也
大臣(5)0005963-061 タクトホーム㈱ 守山店
千田 康明
大臣(2)0008657-001 ㈱ナンバホーム 尾張旭オープンスタジオ 山村 員央
大臣(1)0008819-001 ㈱アールエフ興産 名古屋支店 村上 宣貴
大臣(1)0008834-000 ㈱タカオエステート
樫原 力也
大臣(1)0009346-012 ㈱不動産ＳＨＯＰナカジツ 名古屋守山店 池田 崇晃
大臣(1)0009584-001 ミナミプロパティー㈲ 尾張旭店
渡邉 万三宏

郵便番号
488-0011
488-0867
489-0926
489-0875
463-0081
488-0825
463-0015
463-0097
463-0033
463-0032
463-0070
463-0041
488-0818
489-0813
489-0972
463-0070
463-0034
463-0028
463-0026
463-0045
488-0818
488-0825
463-0013
488-0014
463-0048
463-0805
463-0021
488-0839
463-0097
488-0838
463-0013
488-0021

住所
尾張旭市東栄町４ー１２ー１２
尾張旭市城前町３ー１ー１８
瀬戸市川西町２ー１３４ー１ １Ｆ
瀬戸市緑町１ー８
名古屋市守山区川宮町１３６
尾張旭市東山町１ー４ー１４ ２Ｆ
名古屋市守山区西島町１４ー１６ １Ｆ
名古屋市守山区川村町１４４
名古屋市守山区森孝東２ー１１９
名古屋市守山区白山４ー１２０３ １Ｆ
名古屋市守山区新守山２９０７
名古屋市守山区大谷町１４ー６
尾張旭市向町１ー２ー３ サンプレマハイツ１階Ａ号室
瀬戸市蔵所町６
瀬戸市西原町２ー３８
名古屋市守山区新守山３３０６ ２Ｆ
名古屋市守山区四軒家１ー１５５４
名古屋市守山区大森八龍２ー１１０４ ２Ｆ
名古屋市守山区藪田町９０８ １Ｆ
名古屋市守山区菱池町２２ー１４
尾張旭市向町２ー６ー５
尾張旭市東山町２ー１５ー２７ ２Ｆ
名古屋市守山区小幡中１ー２８ー２
尾張旭市三郷町中井田５０
名古屋市守山区小幡南２ー１７ー１６
名古屋市守山区青山台６２４
名古屋市守山区大森１ー２５０９
尾張旭市渋川町２ー１５ー１５
名古屋市守山区川村町３２６
尾張旭市庄中町１ー１０ー１０
名古屋市守山区小幡中１ー１ー３
尾張旭市狩宿町４ー６１ー１

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0561-41-8452 0561-41-8454
0561-76-6545 0561-76-6453
0561-85-4114 0561-78-1129
0561-83-1181 0561-76-4192
052-768-6207 052-768-6208
052-777-5366 052-700-7106
052-737-3560 052-737-3787
052-778-8899 052-737-5514
052-776-8681 052-768-5558
052-777-0550 052-777-1311
052-795-0057 052-795-8476
052-793-5631 052-794-2875
0561-55-4765 0561-55-4766
0561-82-3558 0561-82-2358
0561-87-0075 0561-87-0043
052-793-1265 052-795-2720
052-776-6340 052-776-6341
052-798-2792 052-798-2792
052-798-6085 052-307-4802
052-725-9841 052-725-9842
0561-53-8820 0561-53-4379
052-888-1143 052-880-3618
052-792-8700 052-792-8600
0561-53-8755 0561-53-8761
052-746-2105 052-746-2103
050-3173-2458 050-3153-1889

052-798-5088
0561-56-0660
052-778-7778
0561-55-3581
052-794-8686
0561-76-8501

052-798-3088
0561-56-0661
052-778-7779
0561-55-3039
052-794-8688
0561-76-8502

東尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
代表者名
大臣(1)0009631-007 エス・エイチ・エス㈱ 中部営業所 田口 勝規

郵便番号
住所
463-0034 名古屋市守山区四軒家２ー６０９

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-772-2475 052-715-3612

