北尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(15)0002480-000 ㈱濃尾開発
知事(15)0002590-000 （資）丸三商事不動産
知事(15)0002594-000 堀尾物産㈱
知事(15)0003319-000 マルヨシ不動産㈱
知事(14)0003857-000 ㈲新豊土地
知事(14)0004164-001
知事(14)0004300-000
知事(14)0004743-000
知事(14)0004829-000
知事(14)0005336-000
知事(13)0005477-000
知事(13)0005527-000
知事(13)0006502-000
知事(13)0006638-000
知事(12)0007695-000
知事(12)0008319-000
知事(12)0008345-000
知事(12)0008550-000
知事(12)0008717-000
知事(12)0008932-000
知事(12)0008957-000
知事(12)0009012-000
知事(12)0009074-000
知事(12)0009111-000
知事(12)0009337-000
知事(12)0009386-000
知事(11)0009468-000
知事(11)0009549-000
知事(11)0010084-000
知事(11)0010186-000
知事(11)0010190-000
知事(11)0010218-002

イワクラゴールデンホーム㈱ 春日井営業所

愛知文化住宅㈱
愛興不動産
㈱武田
森川商会
ナショナル不動産㈱
二葉住宅㈱
㈱ウスヰ不動産
野村商事㈱
ロックウエル不動産
まる美
大森土地
（資）はしもと不動産
藤山ハウス㈱
㈱石井不動産
滝建設㈱
㈱土地善ホ―ム
㈲味岡不動産
㈱波多野工務店
大恵建築㈱
㈱丹羽工務店
㈱クワケン
㈱アイワ不動産
㈲アルファ商事
小牧マツダ不動産
東春不動産㈱
㈱三昭堂 江南営業所

代表者名
稲山 一雄
伊藤 政敏
堀尾 成臣
加藤 吉靖
水野 義彦
浅野 知行
森 義弘
永田 広和
武田 泰幸
森川 忠宥
各務 茂
田口 喜和子
加藤 宗生
野村 浩司
岩井 三郎
九野 勲
大森 国雄
村上 寿美恵
伊藤 俊也
石井 公久
西村 博
坂本 佳司
小林 雅信
波多野 智章
早岐 和則
丹羽 智哉
田口 学
近藤 賢次
稲垣 紀光
石黒 秀夫
橋本 孝三
松永 寿生

郵便番号
485-0029
486-0844
486-0807
486-0825
486-0945
486-0941
485-0029
485-0041
483-8217
486-0955
483-8227
486-0969
486-0832
486-0825
483-8275
486-0817
480-0136
486-0807
487-0013
483-8213
485-0012
483-8338
485-0003
483-8077
480-0102
482-0002
483-8182
480-0104
487-0016
485-0031
486-0849
483-8044

住所
小牧市中央２ー１９８
春日井市鳥居松町４ー１４８
春日井市大手町４４
春日井市中央通２ー１２３
春日井市勝川町２ー１７ー１０
春日井市勝川新町３ー４１
小牧市中央１ー４１６
小牧市小牧３ー２８０
江南市古知野町古渡１６３
春日井市二子町１ー４ー１０
江南市赤童子町良原３ー１
春日井市味美白山町２ー１３ー１６
春日井市乙輪町３ー２６
春日井市中央通２ー６０
江南市中奈良町熊野４８ ナビタウン江南Ⅱ１番館１１０４
春日井市東野町１０ー１０ー７
丹羽郡大口町堀尾跡２ー５２
春日井市大手町４ー３ー１５
春日井市高蔵寺町３ー９ー１１
江南市古知野町朝日１５０
小牧市大字小牧原新田１１４６ー１
江南市前飛保町藤町１５６
小牧市大字久保一色３６３６
江南市草井町南２３４
丹羽郡扶桑町大字高雄字下山１２２
岩倉市大市場町郷廻２３４
江南市今市場町宮前７８
丹羽郡扶桑町大字斎藤字本郷屋敷５
春日井市高蔵寺町北４ー７ー３
小牧市若草町９５
春日井市八田町６ー２１ー２９
江南市宮後町船渡９８ー１

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0568-77-2301 0568-77-2302
0568-81-3252 0568-81-3252
0568-81-6281 0568-81-9857
0568-81-4729 0568-81-7653
0568-31-7057 0568-32-4565
0568-31-5672 0568-32-9491
0568-77-9105 0568-76-7147
0568-77-0405 0568-77-8811
0587-55-1216 0587-55-1217
0568-31-3423 0568-54-6420
0587-54-2337 0587-54-9982
0568-31-4801 0568-33-2204
0568-83-6799 0568-83-8550
0568-81-1371 0568-82-5898
0587-56-2848 0587-56-2849
0568-81-9652 0568-83-5925
0587-95-1606 0587-95-7706
0568-35-4575 0568-35-4576
0568-51-2300 0568-51-0115
0587-54-0710 0587-54-3004
0568-72-5198 0568-73-9301
0587-54-1161 0587-51-2525
0568-77-1016 0568-77-3834
0587-54-8255 0587-54-8599
0587-93-0336 0587-93-5368
0587-66-0550 0587-66-0220
0587-54-0011 0587-54-0012
0587-93-2544 0587-93-1102
0568-51-2689 0568-51-8811
0568-73-1118 0568-73-1119
0568-81-4575 0568-81-3976
0587-50-7003 0587-50-7076

北尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(11)0010244-000 ㈲山本住宅
知事(11)0010263-000 ㈱唐澤不動産
知事(11)0010271-000 ㈲勝建
知事(11)0010281-000 ㈱浅田工務店
知事(11)0010338-000 日徳地所
知事(11)0010347-000 山一不動産
知事(11)0010797-000 ㈱神領不動産
知事(11)0010837-001 ㈱丸協 小牧支店
知事(11)0010964-000 河村不動産㈲
知事(11)0011295-000 ㈲リブ
知事(11)0011401-000 平松建設㈱
知事(11)0011450-000 石川不動産
知事(10)0011613-000 三島住宅㈱
知事(10)0011709-000 児島産業㈱
知事(10)0011740-000 斉木商事㈱
知事(10)0011768-000 飯村住宅産業㈲
知事(10)0011819-000 桑原木材㈱
知事(10)0011978-000 鈴村住建㈱
知事(10)0012028-000 松岡一産業㈱
知事(10)0012079-000 地建サ―ビスナガオ
知事(10)0012245-000 ㈱協和コーポレーション
知事(10)0012299-000 耕和住宅
知事(10)0012464-000 林建住宅㈱
知事(10)0012469-000 トウメイ保安㈱
知事(10)0012532-000 牛田信不動産㈱
知事(10)0012618-000 三国住宅㈱
知事(10)0012652-000 ㈲建物リ―スセンタ―
知事(9)0012744-000 ㈱八代開発
知事(9)0012769-000 ㈲田中勝建設
知事(9)0012808-000 丸長産業㈲
知事(9)0013137-000 愛和住研㈱
知事(9)0013144-000 交芳建設㈱

代表者名
山本 良三
唐澤 英俊
勝田 進
淺田 浩司
岩井 規子
宮田 道雄
高木 いおり
小縣 章浩
河村 勇祐
坂部 之一
平松 直昭
石川 博之
三島 正孝
児島 達之
斉木 良二
飯村 能人
桑原 教行
鈴村 正悟
松岡 博年
長尾 克孝
木野村 伸也
伊藤 勝義
林 徹
杤本 忠明
牛田 信明
水摩 佳満
小島 洋
八木 清裕
田中 廣志
尾関 修代
米山 敏夫
纐纈 芳樹

郵便番号
485-0007
485-0062
485-0044
486-0851
486-0855
480-0304
487-0024
485-0074
486-0914
483-8355
486-0967
487-0023
482-0041
486-0817
484-0894
486-0804
484-0888
483-8205
483-8278
484-0077
486-0944
483-8369
485-0037
486-0802
485-0008
486-0904
486-0805
486-0842
486-0838
483-8313
486-0825
486-0903

住所
小牧市久保一色南１ー１５１
小牧市藤島町中島１３ー３
小牧市常普請３ー１１５
春日井市篠木町６ー２４７９
春日井市関田町２ー９８ エポッ ク関田１０１号
春日井市神屋町２２９８ー１１５
春日井市大留町１ー１６ー１
小牧市新小木２ー３４
春日井市若草通３ー４１ー１
江南市松竹町西瀬古５７
春日井市味美西本町１７５３ー１
春日井市不二ガ丘１ー３
岩倉市東町長山８１
春日井市東野町９ー１５ー８
犬山市大字羽黒字鳳町１１６
春日井市鷹来町４９３２ー７
犬山市大字羽黒新田字下蝉屋３８
江南市古知野町小金１４７
江南市古知野町牧森２１１ー１ ３Ｆ
犬山市大字上野字向米野１０６８
春日井市大和通２ー４１ー１ 第２リーディングビル３Ｆ
江南市河野町河野１３８
小牧市小針１ー３３４
春日井市桃山町２ー４０７
小牧市寺西３４
春日井市宮町１ー６ー１１
春日井市岩野町１ー４９ ２Ｆ
春日井市六軒屋町３ー１９８
春日井市弥生町２ー９４
江南市村久野町中郷２８０
春日井市中央通２ー６４
春日井市前並町１ー４ー１８

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0568-75-4118 0568-75-4139
0568-75-1107 0568-75-1108
0568-73-9988 0568-73-9944
0568-81-8978 0568-84-7777
0568-83-1518 0568-83-1518
0568-88-2251 0568-88-5323
0568-51-0033 0568-51-1475
0568-68-8131 0568-68-8132
0568-33-3388 0568-33-3377
0587-81-4601 0587-81-4602
0568-31-2369 0568-33-7662
0568-51-4339 0568-51-4356
0587-66-5252 0587-66-2636
0568-81-8809 0568-82-1901
0568-67-0321 0568-67-8330
0568-81-7326 0568-81-9955
0568-67-8811 0568-67-4587
0587-54-2254 0587-54-2126
0587-56-2684 0587-51-1755
0568-62-8321 0568-62-8321
0568-34-0077 0568-34-0071
0587-58-8220 0587-57-6818
0568-73-1577 0568-73-5830
0568-57-2911 0568-86-3211
0568-68-6028 0568-68-6728
0568-33-1098 0568-33-7200
0568-84-6678 0568-84-0666
0568-81-8460 0568-81-2778
0568-84-3054 0568-84-3906
0587-57-8505 0587-57-8509
0568-84-3276 0568-84-3405
0568-33-1625 0568-33-1668

北尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(9)0013174-000 ㈲セントラル地所
知事(9)0013183-000 ㈲土地善
知事(9)0013238-000 ㈲エステート
知事(9)0013422-000 ㈱横井建築
知事(9)0013425-000 ㈱伊大建設
知事(9)0013442-000 ㈱水野商会
知事(9)0013456-000 三幸商事㈱
知事(9)0013657-000 大手地所
知事(9)0013694-000 ㈱フォ―ライフ
知事(9)0013718-000 ㈱石黒工務店
知事(9)0013835-000 グリンホーム㈱
知事(9)0013873-000 センガ商事
知事(9)0013876-000 ㈱岩倉工務店
知事(8)0013915-000 ㈲水越ホーム
知事(8)0013979-000 田口住宅㈱
知事(8)0013983-000 ㈲コスモワールド
知事(8)0014259-000 ㈱豊栄土地
知事(8)0014359-000 ㈲大池地所
知事(8)0014391-000 石田住建
知事(8)0014416-000 長江土地㈲
知事(8)0014602-000 ㈱マルヨ地建
知事(8)0014716-000 新都市企画㈱
知事(8)0014791-000 ㈲くらち
知事(8)0014981-000 中央不動産販売㈱
知事(8)0015034-000 安藤不動産管理事務所
知事(8)0015091-000 テクノジャパン㈱
知事(8)0015134-000 カネカ不動産㈱
知事(8)0015172-000 髙田不動産商事㈱
知事(8)0015246-000 ㈲ホワイトホーム
知事(8)0015261-000 新晃デベロップメント㈱
知事(8)0015332-000 ㈱富士高
知事(8)0015459-000 富見塚不動産

代表者名
小澤 英二
服部 良和
松浦 英幸
横井 茂
伊藤 高生
水野 義信
及部 紘介
鈴木 清子
山田 敏勝
石黒 和男
長縄 昌己
千賀 清
植手 章
水越 秀明
田口 正秀
稲葉 宜央
高山 初夫
大池 武徳
石田 秀里
長江 勇人
吉村 道助
安井 浩一
倉地 延好
丹羽 智
安藤 正生
西村 健
河崎 泰宏
髙田 大覚
白村 一東
下田 秋吉
山田 昌子
山田 哲茂

郵便番号
486-0849
486-0821
484-0081
485-0828
480-0146
485-0021
485-0033
486-0805
487-0024
482-0041
486-0856
486-0849
482-0017
482-0012
482-0031
487-0034
486-0842
483-8274
486-0844
487-0015
486-0846
483-8166
480-0103
486-0845
486-0904
486-0905
480-0103
483-8339
485-0029
486-0852
487-0013
485-0063

住所
春日井市八田町７ー７ー１５ ２Ｆ
春日井市神領町２ー９ー１９
犬山市大字犬山字東古券２８４
小牧市大字小松寺１２
丹羽郡大口町余野５ー１２８
小牧市大字二重堀２４３ー１
小牧市郷中１ー１８１
春日井市岩野町１ー２３０
春日井市大留町１ー２２ー１
岩倉市東町長山２５
春日井市梅ケ坪町３１ー１
春日井市八田町３ー１４ー４
岩倉市北島町九反畑４７ー１ １Ｆ
岩倉市稲荷町４３
岩倉市八剱町郷東１
春日井市白山町３ー１１ー１８
春日井市六軒屋町３ー１９１
江南市古知野町広見６
春日井市鳥居松町２ー２１５
春日井市気噴町北１ー２１９
春日井市朝宮町１ー３ー２
江南市赤童子町南山９８
丹羽郡扶桑町大字柏森字辻田７２１
春日井市瑞穂通８ー５８ー６
春日井市宮町字中島１３
春日井市稲口町３ー１３ー１０
丹羽郡扶桑町大字柏森字西前２８５ ホワイトメゾン柏森１０１
江南市飛高町栄３３９ー１
小牧市中央２ー７８
春日井市下市場町４ー５ー１１
春日井市高蔵寺町１ー２２６
小牧市藤島町鏡池８３

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0568-84-1101 0568-84-1068
0568-81-0941 0568-82-4633
0568-61-2200 0568-62-3284
0568-77-7037 0568-77-5290
0587-95-6628 0587-95-1714
0568-76-2338 0568-76-2363
0568-75-8100 0568-75-8700
0568-82-1515 0568-82-0146
0568-51-8361 0568-51-8391
0587-37-0330 0587-37-1151
0568-82-1504 0568-82-1655
0568-84-8868 0568-85-8448
0587-66-7711 0587-38-6055
0587-66-1550 0587-66-1550
0587-66-1363 0587-66-1326
0568-51-3713 0568-51-8534
0568-84-3494 0568-82-1334
0587-55-5506 0587-56-3570
0568-83-7587 0568-85-1481
0568-51-7008 0568-51-7114
0568-29-6663 0568-29-6696
0587-54-3565 0587-59-7761
0587-93-0230 0587-93-2236
0568-81-3065 0568-81-3247
0568-32-0179 0568-32-0186
0568-34-6111 0568-34-6113
0587-93-0368 0587-93-5127
0587-55-7812 0587-56-1686
0568-77-0808 0568-77-2155
0568-57-2001 0568-82-6710
0568-51-0233 0568-52-7655
0568-72-3769 0568-75-0493

北尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(8)0015470-000 ㈱陸浦工務店
知事(8)0015479-000 ㈲舟弘
知事(8)0015500-000 ㈲カントリーアーバン
知事(7)0015653-000 ㈲勝川不動産
知事(7)0015749-000 ㈱加藤商事
知事(7)0016013-000 笠島建設㈱
知事(7)0016117-000 ㈱遠藤不動産設計
知事(7)0016328-000 ㈲東陽不動産
知事(7)0016392-000 ヒューマン・創建
知事(7)0016435-000 エスティホームサービス
知事(7)0016487-000 ミズノ宅建事務所
知事(7)0016494-000 ㈱アイワホーム
知事(7)0016578-000 ㈲藤昇リース建築
知事(7)0016594-000 ㈲林友春日井店
知事(7)0016640-000 ㈱ライフプランニング
知事(7)0016652-000 エス・ケー㈱
知事(7)0016702-000 ㈲社本建材
知事(7)0016793-000 松本建設㈱
知事(7)0016850-000 東海不動産販売㈲
知事(6)0016941-000 ㈱三喜工務店
知事(6)0017126-000 ㈲村憲住宅
知事(6)0017130-000 熊沢建設㈱
知事(6)0017137-000 ㈲ティーエムシー
知事(6)0017176-000 ㈱イキミ不動産
知事(6)0017187-000 ㈲住まいの総合センター
知事(6)0017189-000 ㈲新誠建設
知事(6)0017208-000 梶田建設㈱
知事(6)0017343-000 ㈲伊藤商店
知事(6)0017353-000 伊藤建設㈱
知事(6)0017381-000 ㈲イマエダ興産
知事(6)0017420-000 長谷川住宅
知事(6)0017448-000 ㈱堀の内地所

代表者名
陸浦 三十四
舟橋 潔
鏡味 輝雄
水野 由紀子
作石 邦彦
笠島 達雄
遠藤 茂
小島 泰典
早岐 優一
新川 智男
水野 千歳
酒井 宏一郎
丹羽 昭人
小幡 了正
久保 龍児
島川 孝一
社本 康国
松本 海六
四宮 克比古
三輪 憲一
中村 憲二
熊澤 雅彦
大野 泰典
伊岐見 淳
宮田 徳男
新井 成知
梶田 哲司
伊藤 健
伊藤 正敏
今枝 文雄
長谷川 政史
梅澤 彰

郵便番号
483-8323
485-0044
484-0061
486-0946
487-0004
486-0912
484-0081
485-0821
480-0102
486-0857
486-0845
485-0041
485-0059
487-0025
486-0844
480-0146
485-0828
486-0915
486-0844
485-0802
485-0028
480-0121
485-0013
485-0041
485-0826
486-0947
486-0817
486-0944
480-0105
485-0041
485-0036
485-0046

住所
江南市村久野町門弟山１１２
小牧市常普請２ー１３５ー２
犬山市大字前原字天道新田８１ー９０
春日井市勝川町西４ー５０
春日井市玉野町１９２
春日井市高山町４ー１１ー５
犬山市大字犬山字東古券６６２
小牧市大字本庄字申新田１３１６ー１
丹羽郡扶桑町大字高雄字南屋敷１７９ー１
春日井市浅山町２ー５ー１９
春日井市瑞穂通８ー５５ー２
小牧市小牧１ー２１８
小牧市小木東１ー２６７
春日井市出川町４ー７ー２
春日井市鳥居松町８ー３２ー１ 久保建設ビル２Ｆ
丹羽郡大口町余野６ー１５
小牧市大字小松寺１１４
春日井市八幡町１１２ー５
春日井市鳥居松町２ー９２
小牧市大字大草字大野５７８６ー１２３
小牧市東新町１８３ー１
丹羽郡大口町河北２ー１０４
小牧市新町３ー６９
小牧市小牧４ー２１３
小牧市大字東田中字南新田１６０４ー１
春日井市知多町３ー１６５
春日井市東野町字小堤１５ー２
春日井市大和通１ー１２ー１
丹羽郡扶桑町大字南山名字別レ塚４１
小牧市小牧５ー２１７
小牧市下小針天神３ー２５５
小牧市堀の内２ー８２ー１

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0587-55-1748 0587-55-1605
0568-77-2870 0568-77-2799
0568-65-0727 0568-65-0727
0568-31-5794 0568-33-6736
0568-93-6702 0568-93-6703
0568-36-8633 0568-36-1555
0568-61-3138 0568-62-6250
0568-79-0003 0568-79-0005
0587-93-8248 0587-93-8280
0568-84-9555 0568-84-9560
0568-82-3388 0568-82-7089
0568-76-2061 0568-76-1010
0568-71-0100 0568-71-0660
0568-51-3165 0568-51-0475
0568-85-0557 0568-56-0376
0587-96-1185 0587-96-1183
0568-73-8129 0568-73-1824
0568-34-2581 0568-34-2583
0568-85-1818 0568-85-1817
0568-78-0505 0568-78-0606
0568-75-8881 0568-75-8882
0587-95-6944 0587-95-5698
0568-77-6008 0568-76-0954
0568-77-8002 0568-77-8487
0568-73-2551 0568-73-2515
0568-31-5266 0568-31-5288
0568-81-1101 0568-81-1341
0568-31-3131 0568-31-3132
0587-93-2746 0587-93-9027
0568-72-6631 0568-72-6632
0568-76-3260 0568-76-5417
0568-72-6565 0568-73-8474

北尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(6)0017477-000 ㈲千竹地所
知事(6)0017543-000 ㈱伸建ホーム
知事(6)0017641-000 ㈱バウハウス
知事(6)0017684-000 ㈲朝日ハウス
知事(6)0017695-000 ㈲アイショウホーム
知事(6)0017724-000 ㈲高雄ホーム
知事(6)0017735-000 今枝不動産
知事(6)0017788-000 愛知通建㈱
知事(6)0017815-000 ㈲稲山建設
知事(6)0017857-000 ㈱住まい専科マツオカ
知事(6)0017857-002 ㈱住まい専科マツオカ 岩倉営業所
知事(6)0017857-003 ㈱住まい専科マツオカ 扶桑営業所
知事(5)0017921-000 ㈲水野工務店
知事(5)0017930-000 ㈱大栄企業
知事(5)0018001-000 坂井ホーム㈱
知事(5)0018075-000 ㈲ケープロモーション
知事(5)0018103-000 三ツ矢ハウジング
知事(5)0018114-000 ㈱アルヴェスタ
知事(5)0018122-000 ㈲マザーズ不動産
知事(5)0018156-000 ㈱はすのこーむ
知事(5)0018188-000 ㈲北折不動産
知事(5)0018190-000 ㈱トータルホーム
知事(5)0018194-000 ㈱清家不動産
知事(5)0018194-001 ㈱清家不動産 春日井店
知事(5)0018273-000 ㈱ティースリー
知事(5)0018289-000 宮古住建
知事(5)0018464-000 萩島建築㈲
知事(5)0018502-000 ㈱アーバンクリエイト
知事(5)0018591-000 伊代田不動産事務所
知事(5)0018604-000 牛垣建設㈱
知事(5)0018672-000 大薮建設㈱
知事(5)0018743-000 王春工業㈱

代表者名
千田 一光
棚橋 千津子
神戸 眞吾
川渕 義隆
渡邊 昇
近藤 健一
今枝 良幸
布村 高志
稲山 明敏
松岡 博年
冨増 友里香
高橋 直樹
水野 敦夫
栗本 和美
坂井 雄治
加藤 久
矢取 照彦
山本 一明
鈴木 貴志
鈴木 猛文
北折 定俊
川村 一夫
清家 佑貴
田代 知也
長瀬 昌治
萩島 克美
萩島 利雄
柴田 俊成
伊代田 誠二
牛垣 和博
大薮 高伸
加藤 久仁明

郵便番号
480-0102
484-0061
487-0034
485-0029
484-0094
480-0102
480-0144
482-0016
483-8181
483-8278
482-0022
480-0103
480-0121
482-0042
486-0849
480-0306
485-0044
485-0029
485-0023
484-0894
480-0106
483-8044
487-0034
486-0913
484-0081
483-8279
483-8368
486-0833
483-8114
483-8085
480-0104
487-0013

住所
丹羽郡扶桑町大字高雄字天道１０４
犬山市大字前原字井島１１ー３
春日井市白山町５ー２１ー３
小牧市中央３ー１０６
犬山市大字塔野地字浦屋敷４４ー１
丹羽郡扶桑町大字高雄字柳前１２８
丹羽郡大口町下小口１ー１０９
岩倉市野寄町西海道１２ー２
江南市今市場町秋津１７３
江南市古知野町牧森２１１ー１ ２Ｆ
岩倉市栄町１ー９１
丹羽郡扶桑町大字柏森字長畑４４１
丹羽郡大口町河北２ー９１
岩倉市中本町南白山１ー１５
春日井市八田町６ー１８ー１３
春日井市上野町３５７
小牧市常普請３ー１０４ー１
小牧市中央１ー２７９
小牧市大字北外山７１０ー３
犬山市大字羽黒字堂ケ洞２０ー１２９
丹羽郡扶桑町大字小渕１１４３
江南市宮後町砂場東３３３
春日井市白山町４ー８ー３
春日井市柏原町２ー１８９
犬山市大字犬山字天白２１ー１
江南市古知野町宮裏３１
江南市宮田町南野東１７
春日井市上条町１ー６０
江南市天王町駒野１２９
江南市高屋町西里１５１
丹羽郡扶桑町大字斎藤字東屋敷６
春日井市高蔵寺町３ー３９

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0587-92-2128 0587-93-8001
0568-68-3338 0568-68-3305
0568-51-6050 0568-51-6013
0568-73-2151 0568-73-2153
0568-61-8623 0568-61-8619
0587-93-7622 0587-93-7643
0587-96-1080 0587-96-1080
0587-66-3161 0587-37-7794
0587-56-7510 0587-54-1712
0587-53-8708 0587-55-8622
0587-65-5211 0587-65-5225
0587-92-9450 0587-92-9405
0587-95-3537 0587-95-7215
0587-66-3321 0587-66-2182
0568-81-4864 0568-81-0010
0568-88-2022 0568-88-0312
0568-76-5240 0568-76-5584
0568-41-0222 0568-41-0224
0568-68-9943 0568-68-9946
0568-54-6661 0568-54-6662
0587-93-1033 0587-93-1043
0587-56-8070 0587-56-8071
0568-52-7377 0568-52-7388
0568-81-3921 0568-81-3987
0568-61-0111 0568-62-8914
0587-54-3128 0587-50-6728
0587-58-7602 0587-57-6045
0568-87-2355 0568-87-2375
0587-52-2883 0587-52-2883
0587-54-9041 0587-54-9051
0587-93-2631 0587-93-5273
0568-51-0072 0568-51-4620

北尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(5)0018752-000 日比不動産
知事(4)0019026-000 ㈱参建
知事(4)0019029-000 ウィルホーム㈲
知事(4)0019070-000 アサヒビルド㈱
知事(4)0019084-000 太陽ハウス不動産㈱
知事(4)0019115-000 ㈲奥三河カントリー
知事(4)0019127-000 ㈱白鳥工務店
知事(4)0019179-000 ㈱アイホーム
知事(4)0019244-000 ㈲大黒住宅
知事(4)0019273-000 ㈱オネストワン
知事(4)0019327-000 藤原不動産㈲
知事(4)0019358-000 ㈱イトシン
知事(4)0019368-000 丹羽住宅
知事(4)0019372-000 ㈱ジョウトウ
知事(4)0019386-000 ㈲シンリツホーム
知事(4)0019447-000 愛岐ホーム産業㈱
知事(4)0019509-000 ㈲フジプロパティー
知事(4)0019517-000 ㈱ホームふどうさん
知事(4)0019535-000 ㈱メンテナンス
知事(4)0019541-000 ミヤダホーム
知事(4)0019628-000 ㈱ヒラオ工務店
知事(4)0019674-000 名稲建設㈱
知事(4)0019736-000 ㈱光徳
知事(4)0019738-000 ㈲大興商事
知事(4)0019741-000 ㈱三原興業
知事(4)0019850-000 ㈲桜不動産
知事(4)0019874-000 岩倉地所開発設計事務所
知事(4)0019890-000 ㈲ハウスコミュニケイト
知事(4)0019933-000 浅野不動産㈱
知事(4)0019946-000 幸輝ハウス㈲
知事(4)0019975-000 ㈲孝東
知事(4)0019986-000 岩崎事務所

代表者名
日比 雅之
橋口 徳己
前田 光昭
若月 宗一
根引 政典
塚水 雄一朗
白鳥 桂
野崎 久嗣
早川 敦子
岡本 孝廣
藤原 光朗
伊藤 伸一
丹羽 實
岡田 貴洋美
中原 智之
加藤 孝男
伊藤 賢二
保浦 信成
木野村 好己
栗本 貞男
平尾 和一
兒玉 寿
内海 永柱
大村 重吉
三原 吉松
谷口 貴
長戸 恵子
戸田 章廣
浅野 勝美
鈴木 照久
東住 孝子
栗木 英次

郵便番号
486-0845
486-0928
486-0852
486-0905
487-0034
484-0081
486-0817
486-0904
485-0043
480-0102
486-0922
485-0075
482-0033
484-0092
486-0917
484-0966
486-0852
484-0899
486-0944
483-8367
486-0957
484-0081
480-0301
486-0912
485-0802
486-0844
482-0015
487-0015
482-0026
487-0016
486-0842
485-0011

住所
春日井市瑞穂通８ー２０ー１
春日井市妙慶町３ー１０
春日井市下市場町４ー１７ー５
春日井市稲口町４ー１９ー３
春日井市白山町７ー１ー９
犬山市大字犬山字専正寺町１３
春日井市東野町５ー２４ー１
春日井市宮町１ー４ー１５
小牧市桜井本町５３
丹羽郡扶桑町大字高雄字郷東７
春日井市篠田町９ー１
小牧市大字三ツ渕３１８ー１
岩倉市神野町平久田７３
犬山市大字富岡字小野洞１０９７ー４９
春日井市美濃町２ー６９
犬山市大字五郎丸字二タ俣１ー４６
春日井市下市場町５ー５ー５
犬山市大字羽黒字稲葉東９
春日井市大和通２ー４１ー１
江南市宮田町南野１３０
春日井市中野町２ー２３ー１２
犬山市大字犬山字薬師２８
春日井市内津町２８５ ２Ｆ
春日井市高山町４ー１５ー１１
小牧市大字大草字久捨２９８９ １Ｆ
春日井市鳥居松町３ー１１２
岩倉市川井町１３２５
春日井市気噴町北１ー１２０
岩倉市大地町小森３８
春日井市高蔵寺町北３ー２ー４
春日井市六軒屋町３ー１９４
小牧市大字岩崎１２２９ー２

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0568-82-0111 0568-82-0404
0568-33-3530 0568-33-3424
0568-29-8224 0568-29-8223
0568-31-7812 0568-31-7323
0568-53-1708 0568-53-2136
0568-68-7651 0568-68-7652
0568-81-5664 0568-84-8712
0568-31-2969 0568-31-2932
0568-76-3776 0568-77-0158
0587-92-3630 0587-92-3631
0568-83-2811 0568-83-2558
0568-77-2233 0568-77-2231
0587-66-1173 0587-38-3199
0568-63-5087 0568-63-5088
0568-33-6891 0568-33-6835
0568-62-2861 0568-62-2917
0568-57-1881 0568-57-1882
0568-67-7707 0568-67-7044
0568-32-3939 0568-32-3940
0587-58-8331 0587-58-8331
0568-32-6919 0568-33-7899
0568-61-3867 0568-61-1652
0568-88-0383 0568-88-2294
0568-32-2829 0568-32-2868
0568-79-6765 0568-79-6753
0568-57-0553 0568-57-0551
0587-37-8511 0587-37-1862
0568-52-6088 0568-52-6080
0587-38-0778 0587-38-0850
0568-51-0401 0568-51-0401
0568-82-0248 0568-83-7523
0568-75-8328 0568-75-8328

北尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(4)0020024-000 ワンズホーム
知事(4)0020034-000 ㈲ライフコンタクト
知事(4)0020042-000 近藤不動産コンサルタンツ事務所
知事(4)0020057-000 ㈱中京リファイン
知事(4)0020062-000 ㈲コーリツホーム
知事(4)0020090-000 紀陽不動産㈲
知事(4)0020131-000 名藤不動産㈱
知事(4)0020137-000 東海住宅情報センター
知事(3)0020175-001 ㈱アイデムホーム 春日井店
知事(3)0020180-000 ㈲マルエ不動産
知事(3)0020217-000 宮本不動産
知事(3)0020397-000 ㈲アーチ
知事(3)0020399-001 ㈲ハウスネット 犬山店
知事(3)0020399-002 ㈲ハウスネット 江南店
知事(3)0020427-000 ㈲中村不動産
知事(3)0020453-000 ㈱コセー
知事(3)0020456-002 ㈱リアルウッドマーケティング 住みかえＳＨＯＰ勝川店
知事(3)0020460-000 吉良屋不動産
知事(3)0020627-000 日興住宅㈱
知事(3)0020662-000 いわくら不動産センター㈱
知事(3)0020670-000 ㈱アクティホーム
知事(3)0020806-000 ㈱小牧不動産
知事(3)0020812-000 サカイ創建㈱
知事(3)0020827-000 ㈱ファルコン
知事(3)0020827-001 ㈱ファルコン 春日井中央店
知事(3)0020844-000 アライブ
知事(3)0020897-000 ㈱キングトラスト
知事(3)0020938-000 リージョン・ワン
知事(3)0020962-000 江口まさあき不動産事務所
知事(3)0020969-000 久六不動産㈲
知事(3)0020970-000 川島建築㈱
知事(3)0021011-000 ㈱幸建

代表者名
篠田 峰義
和田 真人
近藤 順一
満仲 一
石原 徹
藪下 紀男
二宮 宏之
西田 演男
安井 誠
江口 昌史
宮本 豊彦
置田 與志男
杉浦 陽介
齋藤 弘樹
中村 雅之
牧戸 由紀夫
白井 克明
齋藤 誠
田口 治久
髙岡 昌史
亀井 敬一郎
長谷川 幸正
酒井 俊子
村崎 正和
西村 充弘
深谷 貞美
銅谷 守
宮田 雅樹
江口 雅明
江口 誠一
川島 桂子
山本 邦夫

郵便番号
486-0842
486-0856
480-0102
486-0914
485-0039
487-0023
486-0829
486-0918
486-0849
480-0146
487-0013
486-0931
484-0086
483-8213
482-0032
486-0844
486-0944
483-8046
486-0951
482-0024
480-0103
485-0052
485-0075
486-0945
486-0851
487-0033
485-0046
485-0011
483-8108
480-0103
487-0034
486-0801

住所
春日井市六軒屋町２ー１７４ー４
春日井市梅ケ坪町１１１ー２大和ビ ル４０３号
丹羽郡扶桑町大字高雄字天道２９０
春日井市若草通５ー１６４
小牧市外堀１ー２０５
春日井市不二ガ丘３ー５０ー７
春日井市堀ノ内町３ー１１ー９
春日井市如意申町７ー１４ー２
春日井市八田町８ー１ー２
丹羽郡大口町余野３ー２９
春日井市高蔵寺町２ー６７ １Ｆ
春日井市松新町３ー３
犬山市松本町２ー２５ ブリックハウス１０１
江南市古知野町朝日５５ たけひろビル１Ｆ
岩倉市井上町種畑４６
春日井市鳥居松町２ー２６３ コセービル３Ｆ
春日井市大和通２ー２２ー１ 大弘法通ビルⅡ１Ｆ
江南市高屋町花戸２７ー１、２７ー３
春日井市花長町２ー４ー１２
岩倉市旭町１ー５０ ルーセント山内１Ｆ
丹羽郡扶桑町大字柏森字辻田３０３
小牧市多気中町６７ー２
小牧市大字三ツ渕字西之坪１１３８
春日井市勝川町１０ー１ー１０
春日井市篠木町７ー３４ー７
春日井市岩成台２ー９ー１４
小牧市堀の内５ー１０１ー１
小牧市岩崎５ー１５６
江南市力長町神明３７６ー１
丹羽郡扶桑町大字柏森字中屋敷８
春日井市白山町６ー３ー６
春日井市上田楽町２７３８ー３

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0568-82-1770 0568-82-1770
0568-86-5515 0568-86-5517
0587-93-5135 0587-93-9900
0568-86-2377 0568-86-2465
0568-42-2033 0568-42-2034
0568-51-6668 0568-51-9636
0568-87-5222 0568-87-5223
0568-34-7761 0568-34-6307
0568-86-3663 0568-86-3665
0587-96-2103 0587-96-2104
0568-51-0010 0568-51-0801
0568-37-2203 0568-37-2198
0568-63-5580 0568-62-7860
0587-51-3630 0587-51-3631
0587-66-7798 0587-66-0097
0568-27-5140 0568-27-5141
0568-58-8320 0568-58-8321
0587-56-2471 0587-54-4773
0568-32-9039 0568-32-9039
0587-65-7477 0587-65-7478
0587-91-0151 0587-91-0152
0568-48-0051 0568-77-8585
0568-72-3666 0568-73-9722
0568-31-2022 0568-31-2128
0568-29-5515 0568-29-5525
0568-92-6076 0568-92-6076
0568-42-0046 0568-42-0047
0568-70-1260 0568-72-8623
0587-53-0089 0587-53-0089
0587-93-2666 0587-93-4111
0568-52-5180 0568-52-5185
0568-37-3886 0568-37-3883

北尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(3)0021016-000 林建設㈱
知事(3)0021059-000 ㈱服部工務店
知事(3)0021074-000 ㈱ライフアセット
知事(3)0021113-000 はじめ３６５クリエイテヴ㈱
知事(3)0021150-000 ㈱ゲイン
知事(3)0021251-000 ㈱ライトホーム
知事(3)0021263-001 ㈱シンホリ 江南店
知事(3)0021265-000 石原事務所
知事(3)0021280-000 ㈱ウサミハウス
知事(3)0021289-000 ㈱スカイホーム
知事(3)0021307-000 ㈱住まいる大輝
知事(3)0021344-000 ｅ・ｒｏｏｍ
知事(3)0021394-000 ㈱中央不動産センター
知事(3)0021408-000 ハート不動産
知事(3)0021416-000 ㈱三建コンサル
知事(3)0021446-000 大脇不動産
知事(3)0021447-000 ㈱ＩＭホーム
知事(3)0021539-000 あんずＨｏｍｅ
知事(3)0021544-000 明弘㈱
知事(3)0021544-003 明弘㈱ 味岡営業所
知事(2)0021588-000 Ｓ＆Ｙ不動産コンサルティング
知事(2)0021595-000 ㈱オフィス服部
知事(2)0021598-000 ㈱成正建装
知事(2)0021625-000 すずき不動産事務所㈱
知事(2)0021628-000 ㈱犬山行政不動産
知事(2)0021632-000 ㈱クピット
知事(2)0021634-000 大空不動産
知事(2)0021648-000 ㈱アイライフ
知事(2)0021675-000 ㈱不動産ギャラリー
知事(2)0021707-000 ㈱スマイル住研
知事(2)0021740-000 ㈱エフ江南
知事(2)0021751-000 ㈱ゼロプランニング

代表者名
林 忠勝
服部 隆行
不破 佳次
林 和生
金井 現嗣
水野 昭夫
千々岩 茂美
石原 隆次
宇佐見 栄二
水野 浩司
丹羽 平八
佐野 弘晃
野﨑 末明
長谷川 裕晃
原 康人
大脇 益男
武藤 秀幸
宇佐見 公章
川村 明弘
小川 実紗
岩佐 重俊
服部 茂樹
原 正男
鈴木 規之
大島 千生
福岡 紀一郎
土屋 俊正
大場 力
坂巻 貴司
森部 清孝
後藤 安則
松井 淳

郵便番号
486-0802
487-0022
485-0041
486-0904
486-0927
485-0049
483-8274
484-0059
483-8378
486-0955
484-0081
480-0102
484-0086
483-8332
486-0833
480-0102
486-0805
483-8305
485-0049
485-0011
487-0014
486-0835
484-0904
482-0041
484-0888
486-0833
485-0033
486-0941
486-0945
487-0013
483-8162
482-0023

住所
春日井市桃山町２ー４
春日井市庄名町字池下８０４ー１
小牧市小牧５ー３６８
春日井市宮町１ー１０ー３０
春日井市柏井町３ー１１０ ＡＫＩＲＡ２１ ＳＴ １Ｆ
小牧市山北町４４
江南市古知野町広見１７６ 芳伊第１ビル１Ｆ１号
犬山市上坂町５ー２００
江南市宮田町四ツ谷２６９
春日井市二子町２ー８ー１７
犬山市大字犬山字薬師２８ １Ｆ
丹羽郡扶桑町大字高雄字天道４５０
犬山市松本町３ー１
江南市飛高町門野１８９
春日井市上条町１ー２１５ 原ビル１Ｆ
丹羽郡扶桑町大字高雄字堂子３４４
春日井市岩野町２ー６ー２
江南市宮田町生原２０７
小牧市山北町６３
小牧市大字岩崎字藤塚３５１ー１
春日井市気噴町１ー１７ー３７
春日井市月見町７１
犬山市字勝部前８１
岩倉市東町白山２５ー２９
犬山市大字羽黒新田字上蝉屋２１
春日井市上条町１ー２１５ー２ 原ビル４階
小牧市郷中１ー８３
春日井市勝川新町３ー４１
春日井市勝川町６ー４９
春日井市高蔵寺町２ー４８ー３
江南市尾崎町河原７１ー１ フルーリア江南１０１
岩倉市中央町３ー５１ 山尚ビル１Ｆ

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0568-54-7770 0568-81-3636
0568-51-2681 0568-51-3966
0568-73-7733 0568-73-7734
0568-93-6845
0568-41-9907 0568-41-9908
0568-48-6125 0568-48-6157
0587-96-6171 0587-96-6172
0568-61-0985 0568-61-0986
0587-57-1333 0587-57-6886
0568-32-3334 0568-27-5566
0568-63-3088 0568-63-3077
0587-91-2555 0587-91-2666
0568-62-6859 0568-62-6830
0587-53-0009 0587-53-0066
0568-84-9090 0568-84-3323
0587-93-4195 0587-93-4195
0568-84-8089 0568-84-7708
0587-57-0725 0587-57-0718
0568-44-9710 0568-44-9708
0568-74-1750 0568-74-1751
0568-27-7668 0568-27-7669
0568-56-3871 0568-70-5807
0568-67-6214 0568-68-1362
0587-81-5842 0587-81-5862
0568-65-9557 0568-65-9558
0568-48-0959 0568-48-0968
0568-71-8499 0568-65-8293
0568-34-3361 0568-34-3398
0568-35-5090 0568-35-5091
0568-29-8506 0568-29-8507
0587-55-8171 0587-55-8173
0587-81-6510 0587-81-6511

北尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(2)0021753-000 三友工業㈱
知事(2)0021765-000 鈴木物産㈱
知事(2)0021773-000 ㈱サン・ライズ・マーケッティング
知事(2)0021779-000 ㈱光星
知事(2)0021794-000 ㈱青山ホーム
知事(2)0021812-004 アルファス㈱ 岩倉・師勝店
知事(2)0021855-000 家正建設㈱
知事(2)0021866-000 ㈱リンク
知事(2)0021867-000 サクマ不動産
知事(2)0021874-000 ㈱ジップ
知事(2)0021875-000 ㈱ＳＴＭ
知事(2)0021919-001 Ａ・Ｉホーム㈱ 春日井支店
知事(2)0021953-000 Ｈｏｎｎｅｔｅ
知事(2)0021992-000 栗木商事㈱
知事(2)0022100-000 ㈱作夢頼パートナーズ
知事(2)0022129-000 ㈱アイチケン
知事(2)0022135-000 ㈱松原組
知事(2)0022165-000 ㈱エルランド
知事(2)0022183-000 セキハウス工業㈱
知事(2)0022193-000 ㈲東京堂
知事(2)0022209-000 綜合管財㈱
知事(2)0022251-000 記佳事務所
知事(2)0022264-000 ㈱中部開発
知事(2)0022265-000 ㈱東不動産
知事(2)0022285-000 東洋建設㈱
知事(2)0022380-000 ㈱ヴィーヴル
知事(2)0022383-000 美乃又住宅設備（資）
知事(2)0022397-000 ㈱オフィスランドネット
知事(2)0022399-000 ㈱コダマ
知事(2)0022440-000 ㈲大朋建設
知事(2)0022470-000 グローアップ不動産㈱
知事(2)0022488-000 大幸不動産㈱

代表者名
野畑 年弘
鈴木 克幸
吉田 浩幸
下方 智博
青山 菜採
磯村 徳人
田口 裕城
青木 孝裕
土本 由美
松浦 信行
櫻井 敏晴
酒井 優四郎
井上 公徳
栗木 秀樹
有満 慶朗
岩尾 健一
松原 正明
小島 孝広
関戸 英樹
加藤 建武
竹内 達也
社本 記佳
吉田 光利
柘植 雅之
村島 輝彦
松井 竜也
多和田 兼道
川口 昌和
児玉 正勝
尾関 和彦
波多野 久男
村瀬 鈴代

郵便番号
485-8531
486-0801
486-0842
485-0058
482-0003
482-0022
486-0833
486-0945
486-0913
486-0817
482-0014
486-0858
482-0031
485-0011
486-0926
483-8104
486-0812
483-8432
485-0058
486-0845
486-0934
480-0135
486-0825
486-0817
486-0805
485-0062
484-0084
486-0947
480-0304
483-8266
486-0817
487-0006

住所
小牧市大字舟津１３６０
春日井市上田楽町３４５７ー１
春日井市六軒屋町１ー２０ サンライズビル４Ｆ
小牧市小木３ー２９３ー１
岩倉市曽野町居屋敷１２１ー４
岩倉市栄町２ー１ グレース山田
春日井市上条町４ー１１０ー２
春日井市勝川町６ー１４１ 長谷川ビル１Ｆ
春日井市柏原町３ー１９６
春日井市東野町４ー１ー２
岩倉市大山寺町岩塚６
春日井市菅大臣町８７ー１
岩倉市八剱町３４３６
小牧市岩崎１９４０
春日井市小野町４ー６ー８
江南市力長町大当寺１２８
春日井市大泉寺町２９２ー５８
江南市東野町東神田１７９
小牧市小木２ー６８
春日井市瑞穂通８ー３９ー４
春日井市長塚町１ー１７ サンヴィラ勝川１０３
丹羽郡大口町御供所１ー６９
春日井市中央通１ー３９
春日井市東野町３ー４ー１１
春日井市岩野町１ー４９
小牧市藤島町中島２０ １Ｆ
犬山市大字犬山字南古券２５８
春日井市知多町２ー５０
春日井市神屋町２２９８ー１５２
江南市島宮町西之宮７５
春日井市東野町２ー１ー２４
春日井市石尾台４ー２ー９

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0568-72-3169 0568-41-0603
0568-56-5880 0568-27-5171
0568-44-2345 0568-44-2888
0568-44-8977 0568-44-8978
0587-75-1243 0587-75-1244
0587-65-7668 0587-65-7669
0568-81-5419 0568-84-4109
0568-37-0204 0568-37-0205
0568-82-6953 0568-82-6615
0568-37-2063 0568-37-206
0587-81-5833 0587-81-5833
0568-29-7007 0568-29-7107
0587-66-8949 050-3156-2989
0568-77-7588 0568-77-7589
0568-85-5511 0568-85-5512
0587-55-1000 0587-55-9988
0568-81-6855 0568-81-6868
0587-74-1755 0587-56-7033
0568-71-5752 0568-71-5766
0568-93-6666 0568-93-6336
0568-32-7891 0568-32-7892
0587-95-5677 0587-74-0545
0568-29-9096 0568-29-9095
0568-83-7256 0568-83-7232
0568-81-4029 0568-81-4024
0568-68-7971 0568-68-7972
0568-61-0567 0568-62-8687
0568-48-4410 0568-48-4420
0568-88-7888 0568-88-5420
0587-53-8256 0587-53-8256
0568-55-5052 0568-55-1940
0568-91-3101 0568-91-3461

北尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(2)0022495-000 ㈱つかさ不動産
知事(2)0022520-000 丸万不動産
知事(2)0022531-000 ニワホーム㈱
知事(2)0022657-000 ㈱シンエイアクト
知事(2)0022671-000 ㈱アースプランニング
知事(2)0022695-000 吉野住建センタ―
知事(2)0022749-000 ㈱サンハウス
知事(2)0022765-000 ㈱野村コーポレーション
知事(2)0022875-000 ベル企画
知事(1)0022929-000 オグリ建築デザイン㈲
知事(1)0022976-000 ㈱国保住建
知事(1)0022976-001 ㈱国保住建 小牧原営業所
知事(1)0023041-000 ㈱ＢＥＳＳ愛知
知事(1)0023046-000 ㈱北折生人不動産事務所
知事(1)0023076-000 ㈱まほろばホーム
知事(1)0023110-000 ブリッジ不動産㈱
知事(1)0023133-000 尾関不動産
知事(1)0023140-000 ㈱エスクリエイト
知事(1)0023207-000 ㈱住まいリスト
知事(1)0023216-000 ㈱ＢｒａｉｎＦｏｒｅｓｔ
知事(1)0023226-000 庄内開発㈱
知事(1)0023230-000 いざなぎ不動産
知事(1)0023231-000 ㈱楽暮コン
知事(1)0023249-000 平澤不動産
知事(1)0023254-000 ダイズホーム㈱
知事(1)0023295-000 ｋｎｏｃｋ
知事(1)0023314-000 ㈱神戸不動産
知事(1)0023342-000 ㈲フジタ建築
知事(1)0023361-000 スリーベース
知事(1)0023394-000 中切不動産
知事(1)0023395-000 ㈱城北不動産
知事(1)0023414-000 裕クリエイト

代表者名
髙橋 司
一柳 広治
丹羽 剛仁
田中 佑典
西條 貴雄
吉野 晴美
前田 智房
野村 照幸
松浦 隆則
小栗 正安
小久保 俊也
楠 秀太
木野村 伸也
北折 生人
菅原 大輔
河地 宏泰
尾関 朋子
奥田 秀樹
山本 兼吉
能森 亮輔
加藤 真史
公文 一理
河野 伸幸
平澤 章江
坂田 大一郎
野田 健司
神戸 修幸
藤田 貢
山本 隆博
井上 孝之
橋本 政春
鈴木 重裕

郵便番号
486-0844
483-8044
482-0033
484-0876
487-0035
484-0866
486-0914
485-0041
485-0821
486-0947
485-0047
485-0829
486-0944
480-0103
486-0839
486-0807
483-8266
483-8213
483-8277
486-0845
487-0004
486-0844
480-0132
486-0839
483-8074
486-0929
487-0014
486-0913
486-0836
486-0925
487-0027
486-0857

住所
春日井市鳥居松町７ー４３ー２
江南市宮後町中町１１５
岩倉市神野町縄境７
犬山市字山神５４ー１
春日井市藤山台７ー２ー７ １Ｆ
犬山市字寺西１１４
春日井市若草通２ー２７ー１
小牧市小牧２ー１３９ー３
小牧市大字本庄１９８７
春日井市知多町４ー４４
小牧市曙町３１ー３
小牧市小牧原３ー１５５
春日井市大和通２ー４１ー１ 第２リーディングビル４Ｆ
丹羽郡扶桑町大字柏森字長畑４３７
春日井市六軒屋町西１ー９ー１２ メゾン鬼頭１号
春日井市大手町４ー８ー９ ２Ｆ
江南市島宮町西之宮７５
江南市古知野町朝日５０ 青山ビル２Ｆ
江南市古知野町福寿３８ー１
春日井市瑞穂通４ー５４
春日井市玉野町１６４
春日井市鳥居松町４ー７１ ＭＩＹＡＫＯＢＩＬ２０２
丹羽郡大口町秋田４ー１
春日井市六軒屋町西２ー９ー１２
江南市村久野町平松５３
春日井市旭町２ー１２ コーポノザキＮＯ．１ １０５
春日井市気噴町４ー１１ー２ 神戸ハイツ１０１
春日井市柏原町４ー１３５
春日井市八事町１ー１７１ー２ サンシャイン春日井２０２
春日井市中切町６４６
春日井市松本町８５８
春日井市浅山町２ー７ー１９

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0568-37-1311 0568-37-1312
0587-56-2509 0587-54-4616
0587-37-7000 0587-37-0100
0568-67-8788 0568-67-8711
0568-94-5506 0568-94-5507
0568-67-8738 0568-67-8204
0568-36-8765 0568-36-8766
0568-43-5501 0568-43-5502
0568-54-8577 0568-79-6058
0568-33-2740 0568-33-2842
0568-48-7775 0568-41-6755
0568-48-2270 0568-48-2271
0568-31-8899 0568-34-0091
0587-96-7300 0587-96-7301
0568-90-4684 0568-90-4680
0568-41-8877 0568-41-8878
0587-56-3545 0587-54-3055
0587-81-5884 0587-81-5894
0587-51-1522 0587-51-1533
0568-86-5787 0568-86-5788
0568-44-2850 0568-44-2840
0568-29-6808 0568-84-3188
0587-96-9600 0587-96-9604
0568-81-6403 0568-84-8472
0587-74-5590 0587-74-6725
0568-37-0955 0568-37-0966
0568-97-0406 0568-97-0011
0568-84-9566 0568-85-1830
0568-86-5657
0568-81-2291 0568-81-2291
0568-52-8765 0568-52-8765
0568-85-5589 0568-85-5589

北尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(1)0023459-000 ボールズ建築カンパニー㈱
知事(1)0023461-000 ホームコネクト
知事(1)0023474-000 ㈲春日建材
知事(1)0023502-000 ㈱サンキューライフ
知事(1)0023534-000 不動産サポート㈱
知事(1)0023535-000 システムテクニカ㈱
知事(1)0023555-000 ㈱ナチュラルステージ
知事(1)0023570-000 ユメヤ㈱
知事(1)0023584-000 ㈲ケーアイプロ
知事(1)0023615-000 ㈱ツゲ農機
知事(1)0023650-001 ㈱ライフドゥ・パートナーズ 江南店
知事(1)0023658-000 長谷川事務所
知事(1)0023686-000 ㈱ランドスケープ
知事(1)0023702-000 ㈱リーフル
知事(1)0023770-000 ㈱リーポ
知事(1)0023820-000 ㈱アルファ
知事(1)0023855-000 ㈱ツナグ不動産
知事(1)0023872-000 あんどう不動産
知事(1)0023873-001 ケイアイプランニング㈱ 春日井営業所
知事(1)0023910-000 ㈲ファーム
知事(1)0023981-000 東陽土地㈱
知事(1)0024018-000 ミライテラス㈱
知事(1)0024029-000 ㈱ロックフィールド
知事(1)0024032-000 （同）サンハウス
知事(1)0024044-000 ㈱トーワ住宅
知事(1)0024056-000 エーティーサービス㈱
知事(1)0024106-000 ㈱Ｈ・Ｔネットワーク
知事(1)0024111-000 ㈱光エステート
知事(1)0024137-000 ㈱Ａｒｒｏｗｓ東海
知事(1)0024141-000 ㈱カタドル
知事(1)0024145-000 ほしの不動産事務所
知事(1)0024146-000 ㈱テラ・ファンド

代表者名
川上 幸紀
田本 人士
武 勤
鶴見 基弥
亀島 裕明
片岡 恵一
舘本 行生
都世子 徹
木﨑 幸一郎
柘植 康守
奥村 守弘
近藤 美夏
鈴木 達也
角倉 令逸
神谷 智康
位田 信哉
柘植 康佑
安藤 亨
中川 久弥
前川 竜太
市橋 享也
宇佐美 算浩
岩田 祐治
三喜畑 秀樹
丹羽 園子
雨宮 利安
橋本 晃治
梶田 基大
矢野 将希
山田 稔成
星野 孝文
松浦 孝典

郵便番号
485-0016
483-8071
485-0802
486-0844
487-0025
482-0012
482-0003
486-0912
486-0913
482-0026
483-8274
480-0102
486-0926
485-0031
485-0041
486-0842
486-0913
486-0909
486-0825
480-0301
486-0965
486-0845
482-0024
485-0041
486-0825
486-0902
486-0969
485-0814
486-0951
484-0086
484-0059
480-0304

住所
小牧市大字間々原新田５２９ー１ ＣＰウィンテック２ＦーＣ
江南市草井町中野２２２ー１７
小牧市大字大草６１９７ー１
春日井市鳥居松町５ー１１４ー４
春日井市出川町２ー８ー１０
岩倉市稲荷町樋先６９５ ＳＴＣ第２ビル１Ｆ
岩倉市曽野町中街道２６
春日井市高山町４ー１４ー５
春日井市柏原町３ー１２８
岩倉市大地町長田４５
江南市古知野町広見１７６ 芳伊第一ビル１Ｆ１号
丹羽郡扶桑町大字高雄字南羽根１９５ー１
春日井市小野町２ー１２７
小牧市若草町１３７
小牧市小牧１ー２５２ サンシャイン酒井１階
春日井市六軒屋町６ー２４１
春日井市柏原町５ー２４０
春日井市四ツ家町字四ツ家２５７ー４
春日井市中央通１ー１４
春日井市内津町２０２
春日井市味美上ノ町２０５６
春日井市瑞穂通８ー５８ー６
岩倉市旭町１ー２５ アピタ岩倉店１Ｆ
小牧市大字小牧５ー７０３ タウン小牧ビル２０４
春日井市中央通１ー８ー１ トーワビルド１Ｆ
春日井市新開町北野池５ー７
春日井市味美白山町１ー１１ー１４
小牧市古雅２ー５ー５ １Ｆ
春日井市花長町２ー１６ー４
犬山市松本町４ー９５
犬山市上坂町１ー２０
春日井市神屋町１０１４ー３

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0568-72-5333 0568-72-5332
0587-74-2837 0587-53-0422
0568-78-5841 0568-79-6720
0568-44-0888 0568-44-0887
0568-51-2122 0568-37-4848
0587-65-1855 0587-65-1855
0587-65-7512 0587-65-7513
0568-29-9883 0568-29-9884
0568-37-1320 0568-37-1334
0587-37-0813 0587-37-4799
0587-54-7575 0587-96-6172
0587-74-7140
0568-34-2857 0568-32-3038
0568-72-5662 0568-72-5663
0568-74-1333 0568-74-1339
0568-84-9600 0568-84-9601
0568-27-5611 0568-27-5612
0568-90-3292 0568-40-2442
0568-27-7270 0568-27-7280
0568-88-8655 0568-88-8660
0568-31-4600 0568-32-0113
0568-41-8070 0568-81-3247
0587-58-5822 0587-58-5823
0568-54-2915 0568-54-2916
0568-85-1211 0568-85-1215
0568-32-4871 0568-37-2474
0568-44-0876 0568-44-0882
0568-64-6328 0568-64-6400
0568-33-1471 0568-33-1472
0568-54-1731 0568-54-1642
0568-68-6951 0568-68-6971
0568-93-9001 0568-93-9002

北尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(1)0024166-000 ㈱ナガケンホーム
知事(1)0024169-000 ㈲大沢瓦店
知事(1)0024170-009 ㈱アールプランナー不動産 春日井店
知事(1)0024205-000 ㈱Ｂｕｄｄｙ Ｈｏｍｅ
知事(1)0024230-000 ライブスケイプ㈱
知事(1)0024263-000 ㈱オアシス小牧
知事(1)0024309-000 ㈱ＹーＳＵＮ
知事(1)0024316-000 ワイホーム㈱
知事(1)0024327-000 ㈱松岡
大臣(15)0000115-004 王子不動産㈱ 名古屋支店
大臣(13)0002018-018 ㈱ニッショー 春日井支店
大臣(13)0002018-024 ㈱ニッショー 岩倉・江南支店
大臣(13)0002018-035 ㈱ニッショー 小牧支店
大臣(13)0002018-049 ㈱ニッショー 扶桑・犬山支店
大臣(13)0002018-062 ㈱ニッショー 勝川支店
大臣(10)0002961-043
大臣(10)0002961-044

大臣(9)0003284-092
大臣(9)0003284-185
大臣(9)0003306-068
大臣(6)0005463-003
大臣(6)0005463-005
大臣(5)0005778-000
大臣(5)0005798-004
大臣(4)0006116-021
大臣(1)0009346-016
大臣(1)0009346-017

代表者名
松井 祐樹
大澤 章
三窪 隆斗
仲亀 実
木下 正夫
藪亀 邦恭
西村 容子
横井 利智
松岡 信孝
新藤 裕士
各務 茂久
角田 浩司
加藤 靖弘
奥田 光陽
原 建治
積水ハウス不動産中部㈱ 春日井賃貸営業所 福富 啓史
積水ハウス不動産中部㈱ 春日井営業所 石田 悟
一建設㈱ 春日井営業所
赤澤 泰弘
一建設㈱ 犬山営業所
岡島 有隆
㈱飯田産業 春日井営業所
水野 雅之
㈱ブルーボックス 小牧支店
浅田 芳郎
㈱ブルーボックス 春日井支店
荒井 宥人
日新住宅㈱
坂井 みよ子
㈱新和建設 犬山店
安藤 恵梨
ファースト住建㈱ 東海支社
田中 武志
㈱不動産ＳＨＯＰナカジツ 東尾張かすがい店 山中 祐也
㈱不動産ＳＨＯＰナカジツ 尾張小牧店 時田 純平

郵便番号
486-0821
484-0083
486-0913
483-8271
487-0013
485-8552
486-0905
483-8256
483-8278
486-0844
486-0844
482-0021
485-0029
480-0107
486-0931
486-0945
486-0945
486-0827
484-0099
486-0825
485-0041
486-0825
486-0849
484-0066
486-0927
486-0816
485-0029

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0568-37-1900 0568-37-1550
0568-61-1640 0568-62-8343
0568-86-2201 0568-86-2202
0587-81-5561 0587-81-5562
0568-27-7680 0568-27-7681
0568-72-2500 0568-72-2501
0568-37-0532 0568-37-0533
0587-53-8330 0587-53-8320
0587-51-3250 0587-51-3251
0568-81-8324 0568-81-8356
0568-82-8150 0568-82-8120
0587-37-9020 0587-37-9030
0568-71-4500 0568-73-9400
0587-92-2300 0587-92-0511
0568-35-0088 0568-34-3822
0568-35-7781 0568-33-8885
春日井市勝川町７ー３７ ルネッサンスシティ勝川 ネクシティパレッタ２Ｆ 0568-35-7756 0568-33-8885
0568-87-5350 0568-85-5628
春日井市小木田町１１０
0568-63-0775 0568-62-0740
犬山市富岡新町１ー４５ パティオシンエー１Ｆ
0568-82-8818 0568-82-8812
春日井市中央通２ー１２６ 奥村ビル１Ｆ
0568-77-0031 0568-77-0337
小牧市小牧１ー２１３
0568-83-0020 0568-83-0154
春日井市中央通１ー６６
0568-83-4370 0568-83-4390
春日井市八田町７ー１ー１３
0568-48-2400 0568-48-2401
犬山市大字五郎丸字郷瀬川７ー１
0568-86-3144 0568-86-3145
春日井市柏井町３ー２５
0568-82-9991 0568-82-9990
春日井市東野新町２ー１ー１
0568-71-7707 0568-71-7706
小牧市中央３ー１３
住所
春日井市神領町２ー２９ー１
犬山市大字犬山字東古券１８５ １Ｆ
春日井市柏原町５ー２８６
江南市古知野町桃源５０ ２Ｆ
春日井市高蔵寺町３ー２ー１１ ＰＲＩＭＡ高蔵寺１階
小牧市小牧５ー２５３ 小牧商工会議所３Ｆ
春日井市稲口町３ー１５ー１ メダリオン春日井Ⅱ １０１号
江南市中奈良町熊野１２７
江南市古知野町牧森２２６
春日井市鳥居松町４ー１２２
春日井市鳥居松町５ー３１
岩倉市新柳町１ー５３
小牧市中央２ー１５４
丹羽郡扶桑町大字高木字桜木５２６
春日井市松新町２ー１１０
春日井市勝川町７ー３７

