名城支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(16)0000088-000 ㈱中亰不動産
知事(16)0000182-000 東晃商事（資）
知事(16)0001331-000 ㈲大丸不動産
知事(15)0002592-000 ㈱田中荘介商店
知事(15)0002740-000 ㈱安藤産業
知事(15)0002789-000 大曽根不動産㈱
知事(15)0003022-000 ㈱志賀住宅
知事(15)0003393-000 土地善商事㈱
知事(15)0003475-000 安藤事務所
知事(15)0003549-000 丸の内土地㈱
知事(14)0003874-000 ㈲北山不動産
知事(14)0003910-000 安田地所㈱

代表者名
野﨑 一郎
溝上 武敏
近藤 典夫
田中 孝芳
安藤 鋭治
寺尾 八史
増田 猛
坂本 佳司
安藤 準二
金田 利斉
北山 梅子
安田 真一
知事(14)0003958-005 日生産業㈱ アパマンショップ大曽根店 吉田 久光
知事(14)0004280-000 協和建設工業㈱
若山 明義
知事(14)0004284-000 ㈱Ｔ Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｔｓ
野村 貴之
知事(14)0004731-000 ㈱丸昌
水野 忠
知事(14)0004797-003 東和ハウジング開発㈱ 名古屋支店 杉本 和英
知事(14)0004890-000 ㈱葵丹羽産業
酒井 義澄
知事(14)0005300-000 ㈱大曽根商産
藤田 志保
知事(13)0005466-000 ㈲丸洋商事
山田 仁
知事(13)0005554-000 神戸商事㈲
神戸 浩幸
知事(13)0005893-000 日進實業㈱
淺井 泰夫
知事(13)0005906-000 ㈱マキノ事務所
牧野 泰子
知事(13)0005921-000 ㈱服部不動産
服部 貴佐代
知事(13)0006025-000 ㈱三和不動産
杉本 芳郎
知事(13)0006181-000 ㈲加藤産業
加藤 誠一郎
知事(13)0006202-000 ㈱アドバンハウジング
大澄 徳彦
知事(13)0006392-000 協栄土地
北川 道明
知事(13)0006430-000 コーエイ㈱
早川 保彦
知事(1)0006448-000 大沢ビル㈱
大澤 隆
知事(13)0006738-000 東洋ハウジング
中港 和弘
知事(13)0006771-000 河村土地㈱
河村 豊蔵

郵便番号
461-0026
461-0003
461-0026
462-0059
462-0861
462-0825
462-0847
462-0026
462-0007
461-0001
461-0040
461-0002
461-0022
462-0844
461-0003
461-0022
461-0001
461-0004
462-0854
462-0810
462-0825
461-0004
462-0007
461-0005
461-0001
462-0037
462-0824
462-0833
462-0827
461-0001
462-0016
461-0025

住所
名古屋市東区赤塚町３ー２１
名古屋市東区筒井３ー３ー２６
名古屋市東区赤塚町２
名古屋市北区駒止町２ー８８
名古屋市北区辻本通３ー３１
名古屋市北区大曽根２ー１ー２２
名古屋市北区金城２ー６ー１２
名古屋市北区萩野通１ー９ー１
名古屋市北区如意４ー６１
名古屋市東区泉２ー２０ー８ 金田ビル
名古屋市東区矢田３ー１２ー２ー２８
名古屋市東区代官町１７ー２３
名古屋市東区東大曽根町４５ー１３
名古屋市北区清水３ー１６ー１１
名古屋市東区筒井２ー７ー２１
名古屋市東区東大曽根町３４ー２１
名古屋市東区泉２ー２８ー２４
名古屋市東区葵３ー８ー８
名古屋市北区若葉通３ー１８ー１
名古屋市北区山田１ー７ー３９
名古屋市北区大曽根４ー７ー７
名古屋市東区葵１ー２５ー１ ニッシンビル１０１１
名古屋市北区如意３ー２１
名古屋市東区東桜１ー８ー２０
名古屋市東区泉２ー２９ー２１
名古屋市北区志賀町４ー４９
名古屋市北区芳野２ー４ー１０
名古屋市北区水切町７ー１１９
名古屋市北区東長田町２ー２１
名古屋市東区泉１ー４ー１０
名古屋市北区西味鋺３ー８１８
名古屋市東区徳川１ー１０ー３５ ナビシティ徳川１３０２

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-931-7611 052-931-1228
052-931-8181 052-931-8185
052-931-1100 052-931-2720
052-991-3641 052-991-5234
052-914-3733 052-981-5401
052-911-8521 052-911-3504
052-915-1761 052-915-1763
052-914-3555 052-914-7418
052-901-8783 052-901-8791
052-931-2103 052-932-3913
052-721-2708 052-721-2768
052-932-1041 052-931-0602
052-979-5557 052-979-5055
052-991-8131 052-915-7413
052-908-9754 052-934-7932
052-937-7400 052-935-3550
052-982-8800 052-982-7851
052-933-0155 052-933-0151
052-914-0611 052-914-0613
052-911-9921 052-912-8921
052-913-5720 052-913-5721
052-935-1111 052-935-2233
052-901-2359 052-901-2307
052-971-2060 052-962-3777
052-931-6000 052-931-6043
052-911-8046 052-911-8106
052-911-0080 052-911-6794
052-914-2479 052-914-2480
052-914-1181 052-914-2345
052-971-9527 052-971-9528
052-903-1004
052-935-7901 052-935-7844

名城支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(13)0006825-000 仲建設㈱
知事(13)0006920-000 ㈱中京地建ビル管理
知事(13)0007069-000 スマイル商事㈲
知事(13)0007110-000 ㈲浦野事務所
知事(13)0007123-000 栄国産業㈱
知事(13)0007240-000 ㈱大陶建物
知事(13)0007296-000 ㈱山由商事
知事(13)0007439-000 成田興業㈱
知事(13)0007567-000 安藤ハウジング産業㈱
知事(13)0007643-000 手塚不動産
知事(12)0007774-000 丸美土地
知事(12)0008130-000 第一住宅相談㈱
知事(12)0008228-000 中部地所㈱
知事(12)0008286-000 名宝住宅
知事(12)0008625-000 ㈱司不動産
知事(12)0008792-000 犬飼商事㈲
知事(12)0008845-000 若菜不動産
知事(12)0009365-002 ㈲チトセ商事 北支店
知事(11)0009614-000 協和住宅
知事(11)0009799-000 エビス興産㈱
知事(11)0010023-000 ㈱アイコーホーム
知事(11)0010051-000 名建住宅産業㈱
知事(11)0010326-000 大平不動産
知事(11)0010371-000 ㈱鈴幸
知事(11)0010689-000 ユニバーサルホーム㈱
知事(11)0010839-000 ㈱平安建設
知事(11)0010939-000 ㈱ユニック
知事(11)0010969-000 ㈱富士
知事(11)0010981-000 ㈱中央ホーム
知事(11)0011082-000 ㈲サカエホーム
知事(11)0011118-000 ㈱イトー事務所
知事(11)0011119-000 太閤ハウス㈱

代表者名
堀尾 速人
鷲見 保
溝淵 進
浦野 利雄
井上 国勝
嶋 成彰
黒川 繁正
成田 真吾
安藤 鋭治
手塚 辰彦
藤谷 忠男
金岡 立記
阿部 美男
青木 繁義
隅田 省三
犬飼 隆
春野 久雄
鈴木 大地
市川 國廣
筒井 達之
鈴村 徳
杉江 美恵子
鈴木 幸利
鈴木 幸男
吉森 公一
藤田 恭太郎
岩田 喜久
纐纈 浩二
上澤 徹
升田 宙志
伊藤 玄
青木 忠廣

郵便番号
462-0045
462-0845
461-0043
462-0042
461-0023
462-0836
461-0012
461-0005
462-0861
461-0005
461-0025
461-0040
462-0841
462-0844
462-0836
462-0014
462-0844
462-0825
462-0014
461-0001
462-0063
461-0035
461-0004
461-0040
461-0022
462-0819
461-0015
461-0002
461-0001
461-0011
462-0008
461-0043

住所
名古屋市北区敷島町９０ー３
名古屋市北区柳原１ー１４ー２２
名古屋市東区大幸１ー１ー２２
名古屋市北区水草町２ー３３
名古屋市東区徳川町１４０７
名古屋市北区大杉町４ー６２
名古屋市東区相生町７９ー１
名古屋市東区東桜１ー９ー１９
名古屋市北区辻本通３ー３１

チケンビル２Ｆ

名古屋市東区東桜２ー３ー７ 東カン名古屋キャステール８４３

名古屋市東区徳川１ー５１５ 斎藤ビル３０２
名古屋市東区矢田１ー１８ー１０
名古屋市北区黒川本通４ー２５
名古屋市北区清水２ー２７ー３
名古屋市北区大杉町１ー１３ー１
名古屋市北区楠味鋺５ー２４０８ー１
名古屋市北区清水４ー１４ー２２
名古屋市北区大曽根４ー１９ー２４ 大曽根シティハウス１Ｆ
名古屋市北区楠味鋺５ー１２１５
名古屋市東区泉１ー１３ー３４
名古屋市北区丸新町１１６ー５
名古屋市東区黒門町４６
名古屋市東区葵１ー２４ー１６
名古屋市東区矢田２ー４ー８
名古屋市東区東大曽根町１９ー１０ メゾンドピエルリー４０７
名古屋市北区平安２ー１３ー３６
名古屋市東区東片端町２３
名古屋市東区代官町２６ー１１
名古屋市東区泉１ー２１ー２１ ザ・セントラルイースト２１２２ ７Ｆ

名古屋市東区白壁１ー３６
名古屋市北区如来町８２
名古屋市東区大幸１ー１０ー２３ 宝大幸ハイツ１０７

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-911-9345 052-914-3203
052-914-8800 052-911-3300
052-722-3131 052-722-3132
052-914-5010 052-913-3210
052-937-8540 052-937-8580
052-981-6741 052-916-1386
052-931-0770 052-931-6743
052-955-2450 052-955-2460
052-902-6200 052-981-5401
052-916-3390
052-933-7281 052-933-7281
052-722-5854 052-722-5946
052-912-1827 052-991-9286
052-915-5737 052-916-4618
052-914-5555 052-914-5535
052-902-2182 052-902-3912
052-915-5411 052-915-5425
052-910-3330 052-910-3337
052-901-7091 052-901-7108
052-951-8165 052-971-0476
052-909-6555 052-909-6550
052-936-1313 052-936-1220
052-937-3933 052-937-3963
052-712-6252 052-712-6253
052-982-8760 052-982-8762
052-915-0608 052-915-0613
052-961-4001 052-961-5002
052-935-1073 052-935-1083
052-951-0136 052-951-0137
052-951-2148 052-951-6152
052-901-6633 052-901-6659
052-711-0001 052-721-1387

名城支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(11)0011177-000 ㈲ノーリツ商会
知事(11)0011231-002 貝沼建設㈱ 北支店
知事(10)0011555-000 ㈲永和商事
知事(10)0011696-000 ㈱アサヒホームセンター
知事(10)0012088-000 ㈱アーサ
知事(10)0012097-000 ㈱ア―ミ―商会
知事(10)0012163-000 トーカイホーム
知事(10)0012295-000 ㈱協和ハウジング
知事(10)0012322-000 ㈱加鉦
知事(10)0012487-000 ㈱フェニックス
知事(10)0012497-000 ㈱名岐不動産
知事(10)0012497-002 ㈱名岐不動産 上飯田店
知事(10)0012541-000 愛知住宅販売
知事(10)0012547-000 堤建築㈱
知事(10)0012583-000 ㈱東海放送会館
知事(10)0012633-000 ㈱東桜都市建築事務所
知事(10)0012727-000 ㈱下平工業
知事(9)0012830-000 ㈱伊藤寿地建
知事(9)0012888-000 ㈱ヨシコ―
知事(9)0012924-000 愛信不動産
知事(9)0012982-000 オフィス商事㈱
知事(9)0012997-000 ㈲三井屋不動産
知事(9)0013131-000 山脇産業㈱
知事(9)0013337-000 朝日ハウジング㈱
知事(9)0013355-000 ㈱五大産業
知事(9)0013405-000 ㈱柴山事務所
知事(9)0013429-000 東栄地所㈱
知事(9)0013848-000 エルマント㈲
知事(8)0014046-000 ㈱アークホーム・ジャパン
知事(8)0014317-000 ㈲みゆき不動産
知事(8)0014354-000 ㈱ハラタ
知事(8)0014355-000 ㈲イヨハウジング

代表者名
亀子 勝
栗原 啓太
柏原 勲雄
神谷 孝夫
大澤 良夫
雨宮 秀寿
桑山 琴子
田村 里美
加藤 多鶴子
花田 和明
渡辺 泰幸
加藤 大輔
東松 正憲
堤 清明
河合 信明
鈴木 聖三
下平 七郎
臼杵 美和子
吉川 幸子
中村 信也
木戸 勝廣
青山 正夫
山脇 礼子
石田 好道
西原 良光
加藤 銑彦
小川 捷太
葉山 裕子
大島 裕璽
折戸 浩子
原田 貞二
岩本 健一

郵便番号
461-0003
462-0006
461-0022
461-0002
462-0847
462-0831
462-0056
461-0001
461-0040
461-0002
462-0808
462-0808
462-0022
461-0043
461-0005
461-0005
462-0814
462-0037
461-0001
462-0012
461-0004
462-0051
462-0009
461-0001
461-0004
461-0011
461-0049
461-0002
462-0825
461-0040
461-0027
462-0041

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-935-1511 052-935-3210
052-901-6122 052-901-7733
052-913-0441 052-913-0428
052-931-2101 052-931-2101
052-710-7324 052-914-1020
052-914-1290 052-916-1515
052-911-4111 052-981-0039
052-932-1351 052-932-0229
052-721-4431 052-721-4437
052-908-3851 052-908-3852
052-914-6611 052-914-3097
052-982-8712 052-982-8713
052-911-9977 052-914-7909
052-722-7607 052-722-0195
052-951-2511 052-954-1075
052-932-2150 052-932-4720
052-914-3327 052-981-3327
052-914-1133 052-914-1122
052-931-9455 052-931-9454
052-902-3936 052-902-3996
名古屋市東区葵１ー１０ー２ シャンソン化粧品 名古屋ビル１Ｆ 052-386-2805 052-386-5375
052-991-6505 052-991-7517
名古屋市北区中切町４ー９
052-902-3421 052-901-5881
名古屋市北区苗田町１１１ー１
052-935-1210 052-932-6107
名古屋市東区泉３ー１７ー１０ 泉ビル５Ｆ
052-937-5781 052-936-2538
名古屋市東区葵３ー２５ー１
052-961-1156 052-961-1219
名古屋市東区白壁１ー６９
名古屋市東区古出来１ー５ー４ 古出来ダイヤハイツ２０７ 052-723-5512 052-723-5513
052-935-2166 052-937-5856
名古屋市東区代官町３９ー２２ 太洋ビル５Ｆ
052-911-1122 052-911-5611
名古屋市北区大曽根１ー９ー１
052-712-1230 052-722-1718
名古屋市東区矢田２ー７ー２９
052-935-8575 052-935-8579
名古屋市東区芳野１ー８ー１３
052-981-5671 052-914-8669
名古屋市北区浪打町１ー３７ー１１
住所
名古屋市東区筒井３ー２２ー１４ 筒井ハイム１Ｆ
名古屋市北区若鶴町３１３
名古屋市東区東大曽根町２０ー１７
名古屋市東区代官町１７ー２３ アメニティ代官町７Ｆ
名古屋市北区金城４ー１６ー２５
名古屋市北区城東町７ー１６１ー２
名古屋市北区中丸町１ー１６
名古屋市東区泉３ー２４ー１２ 渡辺ビル４Ｆ
名古屋市東区矢田４ー２３ー３６
名古屋市東区代官町１ー１
名古屋市北区上飯田通２ー４
名古屋市北区上飯田通１ー１８
名古屋市北区川中町５ー１
名古屋市東区大幸４ー６ー１４
名古屋市東区東桜１ー１４ー２７
名古屋市東区東桜２ー１４ー７ 鈴木ビル４Ｆ
名古屋市北区山田西町３ー１４２ー１
名古屋市北区志賀町４ー５４ー２ 拓宝ビル４Ｆ
名古屋市東区泉３ー１４ー３ ヨシコービル泉２Ｆ
名古屋市北区楠４ー３０３

名城支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(8)0014380-000 ㈲覚王山ホームセンター
知事(8)0014382-000 ㈲タカザワ商事
知事(8)0014430-000 ㈱エル・エステート
知事(8)0014459-000 ㈱ジョウナン
知事(8)0014466-000 ㈱ケイプラン
知事(8)0014736-000 ㈱ウメユー
知事(8)0014774-000 ㈱ニッショーライフ
知事(8)0014886-000 ㈲伊奈ホーム
知事(8)0014905-000 ㈲ダイヤホーム
知事(8)0014913-000 ㈱エスエスティー
知事(8)0015078-000 マイタウン
知事(8)0015084-000 ㈱ホーメイ
知事(8)0015088-000 三豊土地㈱
知事(8)0015197-000 ㈱早川土地
知事(8)0015202-000 日動土地㈲
知事(8)0015269-000 ㈱愛知不二住宅
知事(8)0015290-000 ㈱アドライズ
知事(8)0015317-000 中丸不動産
知事(8)0015413-000 ㈱伊藤壽産業
知事(8)0015444-000 ㈱ヒメノ
知事(7)0015572-000 泉エステート㈱
知事(7)0015581-000 ㈲水野宅建
知事(7)0015672-000 ㈱イープ
知事(7)0015725-000 セクダム㈱
知事(7)0015809-000 東洋建託㈱
知事(7)0016012-000 サンステート㈱
知事(7)0016104-000 ㈱三建工
知事(7)0016135-000 ㈱綜合インテリアマルヰ
知事(7)0016292-000 ㈱ノアハウス
知事(7)0016388-000 昭和殖産㈱
知事(7)0016430-000 ㈱エヌ・ディ・オー
知事(7)0016485-000 ㈱インターワーク

代表者名
山田 弘師
澤田 正也
小島 美江子
今泉 三郎
川畑 博敬
梅 辰男
加治佐 健二
青栁 安樹子
渡邊 國浩
桜井 寿保
土屋 訓
大野 芙喜子
丸山 静教
早川 浩
吉田 豪
神林 幸夫
中藤 誠
原 太一
伊藤 茂雅
大野 博志
太田 博久
水野 道弘
大田 俊幸
金子 慶太郎
中畠 忠秀
辻 健一
三輪 幸夫
白井 秀明
渡邊 毅
柴田 義幸
野田 武男
山田 潤

郵便番号
461-0027
461-0024
462-0012
462-0837
461-0001
461-0005
462-0046
462-0805
461-0048
461-0001
461-0012
461-0043
461-0001
461-0027
461-0003
462-0016
462-0006
462-0047
462-0034
461-0022
461-0018
461-0040
462-0844
461-0004
461-0024
462-0012
461-0003
461-0037
461-0003
461-0011
461-0004
461-0001

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-937-0375 052-937-3343
052-932-0700 052-937-4499
052-903-0755 052-903-0766
052-911-6789 052-911-6794
052-961-2557 052-961-2556
052-931-5870 052-931-5774
052-914-5571 052-914-5570
052-914-8208 052-911-4600
052-711-3232 052-711-8822
052-932-1177 052-932-1178
052-932-4544 052-932-2762
052-711-3388 052-711-3551
052-936-1347 052-936-4658
052-931-9491 052-931-9493
052-932-2698 052-932-2863
052-901-0938 052-901-0214
052-901-4713 052-901-4763
052-981-2759 052-981-2759
052-915-0001 052-914-1134
052-935-8571 052-935-9628
052-931-1360 052-932-4088
052-722-0567 052-722-5857
名古屋市北区清水１ー７ー１０ ＹＥＥＰ ＳＨＩＭＩＺ ＢＬＤＧ ３Ｆ 052-880-7171 052-955-0776
052-936-7070 052-936-9080
名古屋市東区葵１ー１５ー２３
052-934-3455 052-934-3481
名古屋市東区山口町３４
052-901-4541 052-901-1868
名古屋市北区楠１ー１２１５
052-932-2818 052-932-2811
名古屋市東区筒井町４ー１
052-937-7581 052-931-1113
名古屋市東区百人町７２
052-937-8589 052-932-1158
名古屋市東区筒井３ー１７ー５
052-933-1517 052-933-1518
名古屋市東区白壁５ー３１ー１
052-930-0288 052-930-0277
名古屋市東区葵１ー１８ー３２ 早瀬ビル３０１
052-953-3500 052-953-4500
名古屋市東区泉１ー１７ー３
住所
名古屋市東区芳野３ー９ー６
名古屋市東区山口町４１ー２
名古屋市北区楠１ー１１１０ー３
名古屋市北区大杉２ー１０ー１
名古屋市東区泉１ー７ー３４ 荘苑泉２Ｄ
名古屋市東区東桜２ー１８ー３ コープ野村東桜１００５
名古屋市北区城見通２ー１０ー１
名古屋市北区八龍町１ー２５ー７
名古屋市東区矢田南１ー５ー９
名古屋市東区泉３ー１４ー３
名古屋市東区相生町８０ 足立ビル
名古屋市東区大幸１ー１ー１８
名古屋市東区泉２ー１９ー１０
名古屋市東区芳野１ー６ー２９
名古屋市東区筒井３ー２９ー３
名古屋市北区西味鋺３ー９１３ー２
名古屋市北区若鶴町２４６
名古屋市北区金城町３ー４ー３
名古屋市北区天道町４ー４
名古屋市東区東大曽根町１２ー１９
名古屋市東区主税町４ー６３
名古屋市東区矢田５ー１０ー３８ スターハイム１０１

名城支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(7)0016488-000 矢作ビル＆ライフ㈱
知事(7)0016582-000 ㈲サンシティ
知事(7)0016610-000 ㈲エス・ティ・ワン
知事(7)0016612-000 ㈲佐久間土地
知事(7)0016728-000 ㈱三徳動産
知事(7)0016738-000 土屋環境計画
知事(7)0016794-000 チケット住販㈲
知事(7)0016798-000 ㈱ジェイエイ名古屋サービス
知事(7)0016809-000 ㈱平成
知事(7)0016880-001 ㈱トーアハウジング 城北店
知事(6)0016969-000 ㈱落合不動産事務所
知事(6)0017001-000 ㈲マスミ不動産
知事(6)0017019-000 ワカマツ
知事(6)0017251-000 河野製絨㈱
知事(6)0017354-000 ㈱日本都市開発
知事(6)0017369-000 ㈱大雄地所
知事(6)0017623-000 静香園
知事(6)0017778-000 ㈲大嶌開発
知事(6)0017856-000 ㈱リアルエスト
知事(6)0017862-000 オフィスオカダ
知事(6)0017870-000 ㈲キング商事
知事(5)0017908-000 ㈲ジェイホーム
知事(5)0017981-000 ㈱黒川ハウジング
知事(5)0018000-000 大曾根製氷㈲
知事(5)0018086-000 ㈲菱光ハウジング
知事(5)0018147-000 ㈱ガイアハウス
知事(5)0018155-000 ㈱友喜
知事(5)0018198-000 ㈱鈴木不動産
知事(5)0018220-000 ㈲フロントフィールド
知事(5)0018256-000 ㈲福豊土地
知事(5)0018313-000 ㈲エスエスホーム
知事(5)0018429-000 （資）八和工務店

代表者名
林 敏之
増田 恵治
村瀬 範晃
児玉 昭子
小達 徳子
土屋 博康
酒井 徹
二村 文昭
岸 美恵子
大口 加代
小川 浩司
加藤 善朗
若松 弘行
河野 潤一郎
伊藤 絹江
加藤 雄一
垣端 清子
大嶌 敏夫
加治佐 健二
岡田 博史
藤田 明充
高田 正年
岩田 和広
深谷 公美子
鬼頭 満
小森 浩
吉田 輝夫
鈴木 和彦
前野 義徳
駒木 敏宏
杉江 重人
八神 栄志

郵便番号
461-0004
461-0034
462-0847
462-0026
461-0003
462-0042
461-0025
461-0002
462-0828
462-0844
461-0034
462-0007
462-0007
461-0040
461-0018
461-0022
462-0825
461-0001
462-0046
462-0034
462-0844
462-0056
462-0843
461-0043
462-0854
462-0016
461-0005
461-0001
462-0032
462-0001
461-0035
461-0040

住所
名古屋市東区葵３ー１９ー７
名古屋市東区豊前町２ー６０ー３
名古屋市北区金城３丁目３ー２６ 森山ビル１Ｆ
名古屋市北区萩野通１ー４５
名古屋市東区筒井３ー１５ー１３
名古屋市北区水草町２ー２０ー４
名古屋市東区徳川１ー１８ー２７ エヌハウス１０１
名古屋市東区代官町３３ー２７
名古屋市北区東水切町４ー５５ー２
名古屋市北区清水４ー１６ー１９
名古屋市東区豊前町３ー１ー２
名古屋市北区如意１ー１６９
名古屋市北区如意５ー９
名古屋市東区矢田３ー２ー４０
名古屋市東区主税町４ー２０
名古屋市東区東大曽根町４８ー１９
名古屋市北区大曽根１ー７ー１７ １Ｆ
名古屋市東区泉３ー１７ー１０
名古屋市北区城見通２ー１０ー１
名古屋市北区天道町３ー２ー１
名古屋市北区清水２ー２１ー１０
名古屋市北区中丸町３ー１７
名古屋市北区田幡２ー１３ー２７
名古屋市東区大幸３ー９ー１８
名古屋市北区若葉通１ー３８ 北愛知三菱自販ビル３Ｆ
名古屋市北区西味鋺１ー２１５ 三大ビル内２Ｆ
名古屋市東区東桜２ー４ー１１
名古屋市東区泉２ー１５ー２０
名古屋市北区辻町３ー１２ー３
名古屋市北区北久手町１５６
名古屋市東区黒門町４６
名古屋市東区矢田５ー８ー２９

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-936-2575 052-932-1878
052-937-7739 052-937-7793
052-938-7539 052-938-7540
052-914-1466 052-914-1961
052-933-6810 052-933-6820
052-912-3372 052-912-3372
052-937-3363 052-937-3660
052-934-0911 052-937-6639
052-916-2116 052-914-1801
052-912-1188 052-912-1187
052-936-0259 052-936-4481
052-901-5640 052-901-6408
052-901-3545 052-902-5521
052-721-3311 052-721-3313
052-936-6231 052-936-6232
052-933-6222 052-933-6223
052-991-9159 052-991-9179
052-934-3705 052-934-3705
052-912-1005 052-912-1099
052-915-4171 052-915-4105
052-913-0109 052-911-0535
052-913-9911 052-913-9922
052-916-8861 052-916-8862
052-722-5880 052-722-5880
052-991-1101 052-991-1102
052-903-0570 052-903-0575
052-979-0800 052-979-0801
052-931-3000 052-931-3006
052-991-1783 052-991-1796
052-902-9939 052-902-9969
052-982-7722 052-982-7787
052-722-7496 052-721-3623

名城支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(5)0018513-000 ㈲クイックワン
知事(5)0018538-000 寿商事
知事(5)0018669-000 ㈱エナミホームズ
知事(5)0018679-000 ㈲伸卓ハウジング
知事(5)0018740-000 トーア不動産販売㈲
知事(5)0018819-000 ㈲ワンリバー
知事(5)0018824-000 ㈲三徳舎
知事(5)0018846-000 ㈱ネットプラザ
知事(5)0018850-000 ㈲タウンハウス
知事(5)0018853-000 後藤不動産鑑定事務所
知事(5)0018856-000 ㈲フォーサイト
知事(4)0018948-000 磯企画
知事(4)0018990-000 日建ビルド㈱
知事(4)0019013-000 ㈲北川不動産
知事(4)0019152-000 ㈲ビージー
知事(4)0019171-000 マルキ不動産㈱
知事(4)0019209-000 ㈱本陣
知事(4)0019254-000 ㈱中謙
知事(4)0019281-000 ㈱東海住宅販売
知事(4)0019308-000 ＡＢＣオフィス㈱
知事(4)0019309-000 ㈱リアルホーム
知事(4)0019471-000 ㈲ライブネット
知事(4)0019497-000 ＩＴＣ㈱
知事(4)0019544-000 サンタック㈲
知事(4)0019556-000 ㈱クローバーハウス
知事(4)0019636-000 ㈲サンホープ
知事(4)0019717-000 ㈱プランニングオフィス向陽
知事(4)0019748-000 ㈱ウラヤマ
知事(4)0019830-000 岩崎木材㈱
知事(4)0019853-000 ㈲マエダ
知事(4)0019856-000 ㈲ひよこハウジング
知事(4)0019875-000 ㈱サンエステイト

代表者名
星野 敏明
水野 桂
濵口 善己
加藤 卓哉
山口 重樹
市川 清司
木戸 幸子
美山 資薫
加藤 明康
後藤 大吉
柴田 正憲
磯部 雄一郎
古川 弘樹
野村 通夫
渡邊 豊
玉木 正
梅岡 美喜男
中村 直子
三輪 尚史
若林 美津子
曽我部 茂
重村 邦仁
山内 朗
三宅 秀敏
西部 聡子
山吉 節太郎
古澤 智人
浦山 久与史
岩崎 正志
前田 浩一
丸山 博之
渡邊 美知代

郵便番号
461-0025
461-0043
462-0024
461-0022
462-0844
461-0004
462-0825
461-0001
462-0058
461-0001
462-0844
462-0037
461-0005
462-0845
461-0032
462-0847
461-0048
461-0004
461-0025
461-0005
462-0007
461-0012
461-0035
461-0015
461-0003
462-0825
461-0004
461-0004
462-0012
461-0040
462-0842
461-0001

住所
名古屋市東区徳川１ー１６ー１７
名古屋市東区大幸４ー３ー１４
名古屋市北区鳩岡２ー１８ー１１
名古屋市東区東大曽根町１２ー８
名古屋市北区清水４ー１６ー１９
名古屋市東区葵１ー１ー５ プラザフェニックス葵７Ｆ
名古屋市北区大曽根１ー１２ー１２ー１
名古屋市東区泉１ー３ー４１
名古屋市北区西志賀町１ー１１３ー１
名古屋市東区泉１ー１０ー２３ グランドメゾン泉４０８号
名古屋市北区清水２ー４ー１７
名古屋市北区志賀町３ー３７ー２
名古屋市東区東桜２ー９ー１４
名古屋市北区柳原１ー２９ー３
名古屋市東区出来町２ー７ー１０
名古屋市北区金城４ー１６ー１８
名古屋市東区矢田南３ー１３ー７
名古屋市東区葵１ー１４ー１３ アーク新栄ビルディング９Ｆ
名古屋市東区徳川２ー１０ー１６
名古屋市東区東桜１ー３ー２ ２Ｆ
名古屋市北区如意１ー１４２
名古屋市東区相生町１４ー１
名古屋市東区黒門町２６ー２
名古屋市東区東片端町２３
名古屋市東区筒井２ー１２ー４０ ウインズ車道６Ｃ
名古屋市北区大曽根３ー１４ー４５
名古屋市東区葵１ー１８ー３２ 早瀬ビル４Ｆ
名古屋市東区葵２ー３ー２２
名古屋市北区楠１ー１９０６
名古屋市東区矢田４ー３３ー１４
名古屋市北区志賀南通１ー２２
名古屋市東区泉２ー２６ー１

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-935-3322 052-935-6699
052-722-1338 052-721-7752
052-917-6221 052-917-6231
052-935-3911 052-935-3914
052-912-4343 052-912-1187
052-939-0123 052-939-0333
052-910-3033 052-916-3087
052-961-3300 052-961-3301
052-991-7488 052-991-7487
052-973-0767 052-973-0787
052-931-1010 052-908-8229
052-911-6367 052-911-6368
052-982-8430 052-982-8429
052-912-6912 052-914-1688
052-979-1006 052-979-1007
052-982-2711 052-910-6177
052-722-3000 052-722-8311
052-937-3310 052-937-5558
052-930-1330 052-930-1830
052-968-1300 052-968-1301
052-909-5271 052-909-5277
052-930-1667 052-933-1353
052-937-2101 052-930-5633
052-961-1121 052-961-1230
052-979-0883 052-937-9608
052-508-6115 052-911-9830
052-930-6177 052-930-6188
052-933-4422 052-933-4433
052-901-7174 052-901-0218
052-722-2007 052-722-1641
052-917-1452 052-917-1453
052-930-2228 052-930-2229

名城支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(4)0019914-000 ㈲ＪＵＳＴホームプランナー
知事(4)0019930-000 サンエステート㈲
知事(4)0019961-000 ㈲功和ホームズ
知事(4)0020017-000 ㈱スティルツ
知事(4)0020052-000 ㈲ティー・エヌ・トータルサービス
知事(4)0020093-000 セキスイファミエス中部㈱
知事(4)0020096-000 ㈱ウエッジ
知事(4)0020121-000 ビレッジホーム㈲
知事(4)0020153-000 ㈲大藤不動産
知事(4)0020163-000 ㈲Ｋ．Ｎ．Ｃ
知事(3)0020289-000 ㈱エムアイクリエイト
知事(3)0020295-000 ㈱クー・コーポレーション
知事(3)0020317-000 ㈱紀世
知事(3)0020343-000 ㈲不動産ユーアイ
知事(3)0020378-000 ㈲セイワリアルティサービス
知事(3)0020388-000 阿部建設㈱
知事(3)0020456-000 ㈱リアルウッドマーケティング
知事(3)0020515-000 ㈱アクシスコーポレーション
知事(3)0020542-000 丸正不動産㈱
知事(3)0020568-000 ㈱ベースオン
知事(3)0020588-000 名城企画㈱
知事(3)0020594-000 ㈱ランド
知事(3)0020612-000 ㈲ネット
知事(3)0020628-000 ㈱ゲインズコーポレーション
知事(3)0020654-000 ヒロ・エステート
知事(3)0020661-000 三杉地所㈱
知事(3)0020666-000 ㈲アシスト
知事(3)0020713-000 ㈱オオミヤ不動産
知事(3)0020757-000 ㈱創住環
知事(3)0020764-000 ㈲トライアス
知事(3)0020768-000 ㈲ジェイ・クラフト
知事(3)0020786-000 ㈱サカ井

代表者名
本田 直
岩田 彬
英 雅彦
岡田 篤嗣
山畑 香代子
丸山 聡
後藤 昌治
竹村 一仁
藤吉 拓壟
武内 憲一郎
皆木 茂
梅澤 圭介
杉江 卓映
井上 梅雄
石橋 大輔
阿部 一雄
上地 真介
片山 雅之
恩田 学
金海 基成
真野 耕史
川嶌 文夫
田中 孝
大島 澄人
松下 弘幸
杉山 孝守
吉田 孝子
香月 彰
奈木野 龍也
二村 睦
渡辺 努
川島 広行

郵便番号
462-0810
462-0014
461-0005
461-0002
462-0802
461-0005
462-0845
461-0005
462-0844
461-0001
462-0819
462-0819
461-0035
462-0825
462-0845
462-0841
461-0038
461-0004
461-0003
461-0005
461-0002
462-0011
462-0847
461-0022
462-0021
462-0843
461-0023
462-0837
462-0813
462-0828
462-0032
461-0004

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-981-3184 052-981-3186
052-902-0575 052-903-9077
名古屋市東区東桜２ー３ー７ 東カン名古屋キャステール２０３号 052-325-2920 052-325-2929
052-936-5552 052-936-5562
名古屋市東区代官町４０ー１８ ＡＬＡ代官町ビル７Ｆ
052-911-6757 052-911-6757
名古屋市北区上飯田北町２ー４ー１
名古屋市東区東桜１ー１３ー３ ＮＨＫ名古屋放送センタービル１１Ｆ 052-955-5816 052-952-7816
052-916-7095 052-916-7095
名古屋市北区柳原２ー８ー３
052-931-0570 052-931-0578
名古屋市東区東桜２ー３ー３８ 東桜マンション２０４
052-932-2557 052-932-2113
名古屋市北区清水２ー４ー３
052-979-8021 052-979-8022
名古屋市東区泉２ー２１ー３ 司ビル２１１
052-982-6633 052-982-6634
名古屋市北区平安１ー８ー２６
052-910-7735 052-910-7736
名古屋市北区平安１ー１１ー４０ ミサキビル１Ｆ
052-932-4000 052-936-2426
名古屋市東区黒門町４６
052-559-8219 052-916-4336
名古屋市北区大曽根２ー７ー２３ サンハウス大曽根８Ｂ
052-982-7470 052-982-7570
名古屋市北区柳原４ー１ー１
052-911-6311 052-991-9286
名古屋市北区黒川本通４ー２５
052-933-0130 052-933-0131
名古屋市東区新出来１ー６ー１２ コーポラス葵１階
052-939-1155 052-939-1133
名古屋市東区葵２ー３ー１ ＣＨ桜通ビル３Ｆ
052-936-4565 052-936-4566
名古屋市東区筒井１ー１２ー１７
052-953-0021 052-308-8459
名古屋市東区東桜１ー３ー７ ヒシタビル７Ｆ
052-937-7755 052-937-7756
名古屋市東区代官町４０１０
052-901-9898 052-901-9899
名古屋市北区五反田町２３７ ランドスクエア７Ｆ
052-915-1984 052-915-1561
名古屋市北区金城３ー３ー１
052-981-7799 052-981-6899
名古屋市東区東大曽根町１６ー１１
052-912-8800 052-912-8800
名古屋市北区成願寺１ー６ Ａー１８１０
052-916-0234 052-916-0239
名古屋市北区田幡２ー１４ー４
052-720-8870 052-720-8871
名古屋市東区徳川町２００６ー２
052-913-3900 052-913-3455
名古屋市北区大杉２ー８ー１６
052-910-0707 052-910-0708
名古屋市北区山田町３ー６３ー５
052-912-3836 052-912-3829
名古屋市北区東水切町４ー５６ー２
052-908-1033 052-913-7898
名古屋市北区辻町９ー１８
052-933-0160 052-933-0151
名古屋市東区葵３ー８ー８
住所
名古屋市北区山田１ー９ー２７
名古屋市北区楠味鋺２ー７０８

名城支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(3)0020881-000 エム不動産
知事(3)0020921-000 （同）守屋
知事(3)0020964-000 ㈱ワイズホーム
知事(3)0020980-000 ウオッチホーム㈱
知事(3)0021021-000 アイエス不動産㈱
知事(3)0021136-000 ㈱光星
知事(3)0021139-000 ㈱アーバンアセット
知事(3)0021140-000 ㈱協和通商
知事(3)0021186-000 ㈱リクラス
知事(3)0021203-000 ㈲イソ・コーポレーション
知事(3)0021207-000 ㈱啓徳キャピタル
知事(3)0021253-001 ㈲ユウシン 名古屋支店
知事(3)0021285-000 ㈱可児不動産
知事(3)0021349-000 ㈱大興建設
知事(3)0021356-000 ㈲三栄電機工業
知事(3)0021365-000 ㈲あさよし
知事(3)0021401-000 ㈱グロース
知事(3)0021444-000 イデアコンサルタント㈱
知事(3)0021459-000 ㈱ワンダフル
知事(3)0021506-000 丸兼木材㈱
知事(3)0021518-000 ㈱名荘
知事(2)0021578-000 グニシオス㈱
知事(2)0021633-000 ㈲アルコ
知事(2)0021645-000 ユーワ商事
知事(2)0021649-000 ㈱三恵技建開発
知事(2)0021679-000 ㈱岡啓
知事(2)0021704-000 ㈱シェルパ
知事(2)0021734-000 ㈲ホームコンサルタント
知事(2)0021741-000 ㈱ＰＬＡＴＯＮ
知事(2)0021749-000 アサミヤ
知事(2)0021775-000 レアルハウス㈱
知事(2)0021845-000 ㈱ラルクホーム

代表者名
伊藤 充
守屋 教弘
山村 高弘
足立 孝
池田 友也
田中 光広
浅田 啓幸
木村 和裕
後藤 伸
磯部 昇一
小達 德子
友松 眞二
可児 康裕
藤吉 興司
田代 元基
加藤 裕二
滝川 潤
石川 望
鈴木 真由美
田中 厚志
大脇 太
横家 一朗
横井 節美
新圖 直幸
木戸 英貴
岡 益光
田中 史郎
山田 恵理
吉村 清二
秦 志津枝
小野 正行
茂 直樹

郵便番号
461-0022
461-0003
461-0037
461-0002
462-0819
461-0005
461-0001
462-0835
462-0843
462-0841
461-0003
461-0017
461-0048
462-0844
462-0018
461-0005
461-0038
462-0856
461-0002
461-0049
462-0856
461-0025
461-0004
462-0825
461-0004
461-0001
461-0004
462-0819
461-0023
461-0002
461-0003
461-0001

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-911-4741 052-911-4740
052-935-6707 052-938-4778
052-939-5800 052-939-5805
052-937-7774 052-937-7756
052-911-0040 052-875-6740
052-930-3930 052-930-3931
052-212-8303 052-212-8304
052-934-7682 052-934-7683
052-910-0221 052-910-0225
052-916-0016 052-981-1179
052-933-9411 052-933-6820
052-963-0031 052-963-0032
052-711-1700 052-721-8503
052-508-6591 052-508-6591
052-740-0900 052-740-0902
052-931-8416 052-932-4612
052-935-7551 052-935-7552
052-919-1077 052-934-7017
052-979-1026 052-979-1027
052-739-5150 052-739-5160
052-508-7417 052-508-7427
052-932-0880 052-932-0881
052-933-6564 052-933-9930
052-981-5955 052-981-5955
052-979-5140 052-979-5141
名古屋市東区泉１ー１８ー１０ エルザセンティア久屋１４０１号 052-770-5317 052-755-7232
052-930-5056 052-930-5057
名古屋市東区葵１ー２５ー１
052-915-4674 052-915-4695
名古屋市北区平安２ー２５ー１０ シャルム平安通４０４
052-934-0616 052-508-9630
名古屋市東区徳川町１０１２ 徳川園シティハウス４０１
052-931-3746 052-931-3742
名古屋市東区代官町３５ー７ ＹＯＳＨＩＸ代官町２０２
052-982-6081 052-982-6082
名古屋市東区筒井３ー１ー２３
052-265-7933 052-265-7934
名古屋市東区泉１ー１ー３１
住所
名古屋市東区東大曽根町１８ー１５
名古屋市東区筒井３ー２５ー８
名古屋市東区百人町５５ー３
名古屋市東区代官町４０１０
名古屋市北区平安２ー２４ー７１ キシモトマンション１Ａ
名古屋市東区東桜２ー２１ー８
名古屋市東区泉１ー１８ー８ 富士塚ビル３Ｆ
名古屋市北区杉村１ー１１ー７
名古屋市北区田幡２ー３ー１２
名古屋市北区黒川本通４ー３５ー２
名古屋市東区筒井３ー１５ー１３
名古屋市東区東外堀町４３ー３
名古屋市東区矢田南４ー２ー９
名古屋市北区清水３ー１４ー１１
名古屋市北区玄馬町２１３
名古屋市東区東桜２ー６ー１７
名古屋市東区新出来２ー７ー１９
名古屋市北区芦辺町３ー５ー６
名古屋市東区代官町２６ー３ シティハイツスズキ１０１号
名古屋市東区古出来３ー１ー１０ 第２マルカネビル
名古屋市北区芦辺町１ー１８ー１ 第３名北荘２棟Ｄ
名古屋市東区徳川２ー１４ー１５ パール徳川４０１
名古屋市東区葵１ー７ー１ タジマビル５０３
名古屋市北区大曽根２ー３ー３
名古屋市東区葵２ー４ー１

名城支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(2)0021877-000 ナグラ産業㈱
知事(2)0022028-000 ㈱ヨコタハウス
知事(2)0022041-001 ㈱いとう建匠 スマモル
知事(2)0022063-000 ホームパートナーズ㈱
知事(2)0022086-000 ㈱グッドジョブ
知事(2)0022134-000 名古屋建物㈱
知事(2)0022162-000 ㈱協立
知事(2)0022182-000 ㈱スマートコーポレーション
知事(2)0022185-000 ㈱グローブホーム
知事(2)0022189-000 ㈱アバック
知事(2)0022318-000 井村不動産
知事(2)0022328-000 プリマヴェーラ・アイ不動産㈱
知事(2)0022329-000 小坂屋㈱
知事(2)0022330-000 川辺建設㈱
知事(2)0022351-000 織田不動産㈱
知事(2)0022354-000 Ｌａｆ（同）
知事(2)0022360-000 スタイルイノベーション㈱
知事(2)0022388-000 福笑ホームライフ㈱
知事(2)0022400-000 ㈱葵企画
知事(2)0022405-000 ㈲みなみ総合事務所
知事(2)0022464-000 ㈱不動産のＹＥＳ
知事(2)0022536-000 ㈱アイカコーポレーション
知事(2)0022602-000 ㈱葵建設
知事(2)0022633-000 ㈲リンクタウン
知事(2)0022635-000 協栄不動産㈱
知事(2)0022645-000 ㈱ＭＪホーム
知事(2)0022667-000 ㈱トーイングサービス
知事(2)0022668-000 ㈱スタンディングエッグ
知事(2)0022676-000 ㈱ディーエスエス
知事(2)0022682-000 ㈱クオリティジャパン
知事(2)0022713-000 辻創建㈱
知事(2)0022719-000 テンポスタイル名古屋㈱

代表者名
名倉 昌孝
山田 譲
鈴木 解臣
青山 弘幸
小境 剛史
上田 賢一
立松 敏男
笹井 賢一郎
海老澤 雅一
廣田 和也
井村 宗春
清水 秀勝
田之上 浩
川辺 清次
織田 文江
久保田 英之
宮田 明典
田内 君典
井上 博
加藤 大和
友松 美代子
相崎 宏幸
岩塚 真
大脇 智徳
吉村 淳
松山 宜弘
森山 淳
安井 正典
木下 誠剛
西山 研
辻 健一
小林 計成

郵便番号
462-0855
461-0005
462-0818
461-0004
462-0825
461-0001
462-0063
462-0814
461-0005
461-0025
462-0819
462-0810
462-0032
462-0844
461-0023
461-0002
461-0001
461-0003
461-0004
461-0003
461-0017
461-0004
462-0844
461-0005
462-0026
461-0001
461-0023
461-0001
462-0804
461-0037
462-0012
461-0002

住所
名古屋市北区石園町３ー２２
名古屋市東区東桜１ー５ー１２ ホワイトヒルズ東桜２０１号
名古屋市北区彩紅橋通２ー１ー１
名古屋市東区葵３ー２３ー１０ 千種ファーストビル８Ｆ
名古屋市北区大曽根２ー５ー３
名古屋市東区泉１ー１３ー３３ ユトリロ栄３Ｆ
名古屋市北区丸新町４２８
名古屋市北区山田西町３ー１１５ー２
名古屋市東区東桜２ー１５ー４ 神谷ＢＬＤ３Ｆ
名古屋市東区徳川１ー９０１ サンエース徳川６０５
名古屋市北区平安２ー２４ー８６ ダイアパレス平安通１１０３
名古屋市北区山田４ー１７ー３ プリマヴェーラ大曽根北１０１
名古屋市北区辻町５ー１６
名古屋市北区清水２ー４ー１０
名古屋市東区徳川町１２０３
名古屋市東区東大曽根町２９ー１１ 共栄ビル５Ｃ
名古屋市東区泉１ー１１ー８ 林敬泉ビル２Ｆ
名古屋市東区筒井１ー１２ー２５
名古屋市東区葵２ー５ー１８ 吉川ビル２Ｆ
名古屋市東区筒井２ー１１ー３
名古屋市東区東外堀町４３ー３
名古屋市東区葵３ー１２ー７ ＡＭＳ葵３・７Ｆ
名古屋市北区清水２ー２４ー３
名古屋市東区東桜１ー１０ー３５ セントラル野田ビル８Ｆ
名古屋市北区萩野通１ー２９
名古屋市東区泉１ー２１ー２７ 泉ファーストスクエア８Ｆ
名古屋市東区徳川町１９０７ パークアベニュー徳川１０３
名古屋市東区泉１ー２１ー２９ ＩＺＵＭＩ ｏｈｒｉｎｋａｎ２０７
名古屋市北区清水２ー２６ー６
名古屋市東区百人町９９
名古屋市北区楠１ー１２１５
名古屋市東区代官町４０ー１８ ＡＬＡ代官町ビル８Ｆ

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-915-6553 052-991-6780
052-253-6260 052-253-6530
052-915-3700 052-915-3703
052-930-5567 052-930-5568
052-910-0666 052-910-0667
052-228-7584 052-228-7589
052-901-8118 052-902-1608
052-938-3946 052-938-3948
052-979-2900 052-979-2901
052-325-7996 052-308-3559
052-914-7314 052-914-7314
052-982-7373 052-982-7374
052-981-1347 052-981-2361
052-931-0181 052-931-1280
052-937-3678 052-937-1028
052-979-0755 052-979-0756
052-955-8602 052-955-8603
052-325-2901 052-325-2902
052-935-1789 052-325-4569
052-934-7955 052-934-7551
052-961-0081 052-961-0041
052-325-4151 052-937-8560
052-915-7311 052-911-5595
052-961-1681 052-961-1720
052-991-5002 052-991-0015
052-228-8854 052-308-8773
052-740-1960 052-979-5820
052-957-7666 052-957-7668
052-451-0030 052-459-0082
052-982-7221 052-982-7225
052-901-1514 052-901-1868
052-930-6551 052-930-6552

名城支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(2)0022726-000 ㈱わかば総合コンサルタント
知事(2)0022788-000 ㈱ウエダ建設
知事(2)0022838-000 ㈱スポットライト
知事(1)0022904-000 ㈱加藤設計
知事(1)0022939-000 ㈱大成地所
知事(1)0022966-000 シー・クエンス㈱
知事(1)0022969-000 ㈱愛三不動産
知事(1)0022970-000 ㈱オー・テック
知事(1)0023005-000 ㈱ＶＥＬＥＴＡ
知事(1)0023007-000 ㈱ビッグフィールド
知事(1)0023022-000 ㈱Ｔ・Ａ・Ｇ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
知事(1)0023037-000 ㈱オフィス・ヒカリ
知事(1)0023047-000 ㈱アソシエイツ山王
知事(1)0023086-000 水谷不動産取引事務所
知事(1)0023189-000 ㈱Ｊエステート
知事(1)0023302-000 ㈱ＷＩＴ ＬＩＮＫ むらかみ
知事(1)0023333-000 ㈱エクシード
知事(1)0023343-000 ㈱サンワテック
知事(1)0023381-000 ㈱ハセケン
知事(1)0023491-000 アースドライブ㈱
知事(1)0023510-000 ㈱サイコーホーム
知事(1)0023513-000 ＢＲＡＮＣＨ ＡＶＥＮＵＥ（同）
知事(1)0023523-000 Ｒｅａｌ Ｆｏｒｔｕｎｅ（同）
知事(1)0023530-000 ㈱みらいトラスト
知事(1)0023542-002 ㈱マツヤ リプラス栄店
知事(1)0023546-000 オフィスコンサルティング㈱
知事(1)0023569-000 Ｏｆｆｉｃｅ Ｋ㈱
知事(1)0023571-000 ㈱小縣建設
知事(1)0023631-000 ㈱朝明
知事(1)0023632-000 ㈱中エネ
知事(1)0023634-000 ㈱住むいえ
知事(1)0023643-000 ㈲セブンデイズ

代表者名
鳥屋尾 光一
上田 典久
日比野 光悦
加藤 昌之
野口 大介
藤井 浩彦
三田 真名美
大山 春男
志村 聡
大野 孝祐
猪井 賀雅
中村 保司
佐藤 大介
水谷 英二
中西 淳也
村上 達也
伊藤 佳之
小木曽 英敬
長谷川 健児
大倉 章敬
林 奈津子
武田 拡義
飯田 智秋
内田 智久
高橋 恵
宮下 隆文
加納 武士
水谷 邦弘
前川 大悟
加藤 洋平
渡邉 雅之
深川 由浩

郵便番号
461-0005
462-0032
462-0061
461-0014
461-0004
461-0001
461-0049
462-0065
461-0005
462-0825
461-0027
461-0001
461-0004
462-0810
462-0011
461-0023
461-0001
462-0046
462-0002
461-0001
462-0818
461-0004
462-0802
461-0001
461-0005
461-0005
461-0004
462-0017
462-0032
461-0005
461-0023
462-0807

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-959-2430 052-959-2431
052-982-1732 052-982-1733
052-938-5368 052-908-1547
052-931-6671 052-931-6625
052-938-4785 052-938-4786
052-961-0171 052-962-8118
052-715-3313 052-715-3383
052-903-7428 052-903-7429
052-950-3075 052-950-3137
052-325-7688 052-325-7689
052-930-6220 052-930-6221
052-936-4166 052-936-4177
052-936-1744 052-936-1744
052-916-5080 052-911-3129
052-902-9027 052-902-9028
052-936-5010 052-936-5050
052-325-6777 052-325-6770
052-908-2600 052-908-2601
052-938-9222 052-938-9223
052-737-2181 052-737-2266
052-914-2211 052-916-3800
052-325-3795 052-325-3796
名古屋市北区上飯田北町１ー８ グランドメゾン上飯田１４０２号 052-938-5512 052-938-5512
052-908-0700 052-325-7177
名古屋市東区泉２ー２１ー２５ 高岳院ビル６Ｂ
052-253-5724 052-253-5725
名古屋市東区東桜１ー２ー２９ ユメシンビル１Ｆ
052-959-3407 052-959-3408
名古屋市東区東桜１ー１０ー９ 栄プラザビル３Ｆ
052-934-7450 052-934-7715
名古屋市東区葵１ー１５ー１８ オフィスサンナゴヤ９Ｆ
052-909-6117 052-909-6118
名古屋市北区落合町２７５
052-911-9711 052-981-1817
名古屋市北区辻町８ー５８ー１ １Ｆ
052-950-5544 052-950-5548
名古屋市東区東桜１ー９ー３ ヒシタ会館６Ｆ
052-936-1670 052-936-1671
名古屋市東区徳川町２１０３ ２Ｆ
052-508-4225 052-508-4226
名古屋市北区御成通３ー１０ ＳｕｎＳｔａｔｅ上飯田１Ｆ
住所
名古屋市東区東桜１ー３ー７ ヒシタビル７Ｆ
名古屋市北区辻町１ー６５
名古屋市北区会所町２５０ー１ ロイヤルオーク６Ａ
名古屋市東区橦木町３ー５８
名古屋市東区葵１ー１４ー１３ アーク新栄ビルディング６Ｆ
名古屋市東区泉１ー１３ー３６ パークサイド１０９１ビル４Ｆ
名古屋市東区古出来２ー３ー１２
名古屋市北区喜惣治１ー５６
名古屋市東区東桜１ー９ー２９ オアシス栄ビル４ＦＤ号
名古屋市北区大曽根２ー８ー２６ エステイト大曽根６０１
名古屋市東区芳野３ー２ー２９
名古屋市東区泉２ー２１ー３ 司ビル３０２
名古屋市東区葵１ー６ー１１ ユーロハイツ布池公園Ａ７
名古屋市北区山田１ー１ー４０ 寿ゞやマンション大曽根２Ｆ
名古屋市北区五反田町１９７ー５ １Ｆ
名古屋市東区徳川町１９０４ シャロームＫ２０３
名古屋市東区泉３ー２８ー２０ ＯＮＥビル ２Ｆ
名古屋市北区城見通３ー１３ 黒川ターミナルビル１階
名古屋市北区六が池町２４６
名古屋市東区泉３ー１７ー１０ 泉ビル３Ｆ
名古屋市北区彩紅橋通１ー１ー５ ネオハイツ平安１Ｆ Ａ号
名古屋市東区葵１ー１５ー１３ Ｔｈｅ Ｏｆｆｉｃｅ葵 Ｄ２

名城支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(1)0023662-000 ㈱ランドコレクト
知事(1)0023734-000 ㈱興亜通商
知事(1)0023756-000 ㈱福丸商会
知事(1)0023823-000 つなぐ不動産㈱
知事(1)0023831-000 ㈱オスカー
知事(1)0023888-000 ㈱ニッショー住販
知事(1)0023912-000 ㈱デザインワークショップ
知事(1)0023969-000 名晃地所㈱
知事(1)0023972-000 ㈱Ｖｉｌｌａｇｅ・Ｎｏｗ
知事(1)0024011-000 ㈲滝川
知事(1)0024030-000 ㈱Ｓ＆Ｅ
知事(1)0024072-000 東海リバティ㈱
知事(1)0024093-000 ㈱東海住宅
知事(1)0024110-000 叶建設㈱
知事(1)0024170-000 ㈱アールプランナー不動産
知事(1)0024171-000 ㈱リップス
知事(1)0024173-000 ㈱アイルリアルティ
知事(1)0024193-000 ㈱リボーン
知事(1)0024251-000 マルフトラスト
知事(1)0024254-000 アルドーモ㈱
知事(1)0024317-000 ㈱ＮＡＲＵＳＥ
大臣(16)0000060-001 丸名商事㈱ 名古屋営業所
大臣(15)0000220-066
大臣(15)0000502-000
大臣(14)0001056-003
大臣(13)0001685-002
大臣(13)0002018-000
大臣(13)0002018-009
大臣(13)0002018-045
大臣(12)0002205-001
大臣(10)0002961-063
大臣(10)0003072-000

代表者名
坂口 純一
鄭 興
福原 彰
松浦 平憲
栗木 幹司
加治佐 健二
坂野 秀城
近藤 晃一郎
今村 優希
伊藤 弘平
山内 祐輔
小椋 由美子
平野 貴司
浅井 洋平
梢 政樹
川口 照雄
河野 守利
山田 明弘
伊藤 充宏
楯 陽一郎
成瀬 真
森岡 隆生
住友林業ホームサービス㈱ 大曽根店 蟹江 俊春
矢作建設工業㈱
古本 裕二
三菱電機ライフサービス㈱ 名古屋支店 大石 徹也
㈱新井組 名古屋支店
鑪ヶ﨑 謙
㈱ニッショー
加治佐 健二
㈱ニッショー 黒川支店
水野 敬三
㈱ニッショー 大曽根支店
堀部 祐介
㈱ユニホー 名古屋北営業所
伏谷 卓也
積水ハウス不動産中部㈱ 白壁営業所 土井 信也
矢作地所㈱
芝山 真明

郵便番号
462-0825
461-0001
462-0842
461-0004
461-0002
462-0046
462-0819
461-0002
461-0011
461-0018
461-0026
461-0001
462-0847
461-0001
461-0005
462-0819
461-0001
461-0018
462-0841
462-0804
461-0025
461-0027
462-0810
461-0004
461-0048
461-0003
462-0046
462-0843
462-0825
462-0818
461-0014
461-0004

住所
名古屋市北区大曽根１ー２１ー１０ オークワンビル３Ｆ
名古屋市東区泉２ー２８ー２４ 東和高岳ビル８Ｆ８０１
名古屋市北区志賀南通２ー２１ー２
名古屋市東区葵３ー４ー４ サミクラウス車道５Ｆ
名古屋市東区代官町２４ー１１ １Ｆ
名古屋市北区城見通２ー１０ー１ ニッショービル４Ｆ
名古屋市北区平安２ー８ー６６ グレース平安１Ｆ
名古屋市東区代官町３９ー２２ 太洋ビルディング３Ｆ３０３
名古屋市東区白壁１ー４５ 白壁ビル８０８
名古屋市東区主税町２ー３９ ローレルコート主税町６０１号
名古屋市東区赤塚町１ー２７ エツカ赤塚ビル１０４
名古屋市東区泉３ー２３ー２０ グランエスポワール泉２０１
名古屋市北区金城１ー６ー１６ 市松ビル１Ｆ
名古屋市東区泉３ー２６ー６ メゾンドールエスト２Ｆ
名古屋市東区東桜１ー１０ー２４
名古屋市北区平安２ー１５ー６０ ヴィルヌーブ平安１Ｆ
名古屋市東区泉２ー１６ー２１ ラ・クール泉２０１
名古屋市東区主税町２ー３ 法務総合ビル５階
名古屋市北区黒川本通４ー３０ 黒川籏ビル１Ｆ
名古屋市北区上飯田南町５ー１１６ ディーズコート１１ １Ｆ
名古屋市東区徳川１ー９０１ サンエース徳川ビル ８０４
名古屋市東区芳野３ー２ー２１ アズロワイヤル芳野５ｃ
名古屋市北区山田１ー１ー４０ 寿ゞやマンション大曽根１Ｆ
名古屋市東区葵３ー１９ー７ 葵センタービル
名古屋市東区矢田南５ー１ー１４
名古屋市東区筒井３ー４ー１２
名古屋市北区城見通２ー１０ー１
名古屋市北区田幡２ー１２ー１２
名古屋市北区大曽根３ー５ー１５
名古屋市北区彩紅橋通２ー１３
名古屋市東区橦木町３ー７０ マストスタイル白壁南１階
名古屋市東区葵３ー１９ー７

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-919-7077 052-919-7078
052-508-4188 052-508-4133
052-982-6969 052-982-6916
052-979-2792 052-979-2791
052-933-9055 052-933-9022
052-916-6601 052-913-6501
052-938-4717 052-938-4718
052-932-1290 052-932-1291
052-212-9554 052-212-9554
052-990-2491 052-990-2493
052-253-5489 052-308-1806
052-933-4811 050-3730-0753
052-916-3641 052-911-7709
052-932-8217 052-939-3718
052-972-6700 052-972-6701
052-916-4111 052-916-4112
052-938-5525 052-938-5526
052-684-7695 052-684-7696
052-981-7847 052-981-7871
052-981-3321 052-981-3322
052-979-2120 052-979-2070
052-930-5586 052-930-5587
052-910-0091 052-910-0100
052-935-2353 052-935-2850
052-722-3925 052-723-0030
052-937-0711 052-937-0730
052-912-1001 052-912-1600
052-912-1911 052-911-0220
052-991-3711 052-991-3715
052-916-0061 052-916-0064
052-931-2105 052-931-2104
052-937-7223 052-936-1543

名城支部 会員名簿
免許番号
商号
大臣(9)0003284-086 一建設㈱ 名古屋支社
大臣(9)0003490-033 セキスイハイム不動産㈱ 名古屋営業所
大臣(4)0006157-018 ㈱アーネストワン 名古屋営業所
大臣(4)0006954-003 ダイヤオフィスシステム㈱ 名古屋支店
大臣(4)0006982-012 ㈱アキュラホーム 名古屋支店
大臣(3)0007267-002 ㈱オンズ・コンフィアンス 名古屋支店
大臣(3)0007460-000 ㈱アールプランナー
大臣(3)0007592-000 セキスイハイム中部㈱
大臣(3)0007592-001 セキスイハイム中部㈱ 名古屋西支店
大臣(3)0007592-010 セキスイハイム中部㈱ 名古屋北支店
大臣(3)0007838-003 エヌ・ティ・ティ都市開発ビルサービス㈱ 東海ビル事業部
大臣(3)0007889-003 ㈱ＬＩＸＩＬリアルティ 中部統轄事業部ＬＩＸＩＬ不動産ショップマイルーム館名古屋店
大臣(2)0008036-000 ㈱クレストホームズ
大臣(2)0008062-019 橋本不動産㈱ 名古屋店
大臣(2)0008176-000 資産管理センター㈱
大臣(2)0008320-004 ㈱アトリウム 名古屋支店
大臣(2)0008372-003 アパルトマンエージェント㈱ 名古屋店
大臣(2)0008526-001 オンリアライズ㈱ 名古屋支社
大臣(1)0009041-002 ㈱ドリームホーム 名古屋店
大臣(1)0009346-014 ㈱不動産ＳＨＯＰナカジツ 大曽根店
大臣(1)0009506-002 ㈱ライフステージ 名古屋支店
大臣(1)0009535-001 ㈱ＲＣワークス 名古屋支店
大臣(1)0009598-001 ㈱エス・アンド・エス 名古屋支社
大臣(1)0009671-003 ㈱三建 名古屋営業所

代表者名
市村 祐司
櫻井 智隆
菅野 稔
川地 稔
前原 康宏
菊池 恵仁
古賀 祐介
丸山 聡
河崎 司
渡辺 久晃
三輪 智彦
今井 清高
大脇 智之
木村 和彦
池田 幸司
吉川 豊栄
杉浦 岳人
高橋 智
臼井 博幸
前田 健太
春山 浩司
川合 聡
石井 光静
吉田 絢子

郵便番号
461-0002
461-0005
462-0825
461-0005
461-0002
461-0004
461-0005
461-0005
461-0005
461-0005
461-0004
461-0005
461-0004
462-0813
462-0847
461-0008
461-0005
461-0040
461-0003
462-0854
461-0017
463-0005
461-0005
461-0002

住所
名古屋市東区代官町３４ー２９
名古屋市東区東桜１ー１３ー３ ＮＨＫ名古屋放送センタービル１２Ｆ

名古屋市北区大曽根４ー１７ー５ ＣＡＳＳＩＡ大曽根
名古屋市東区東桜２ー２ー１ 高岳パークビル２Ｆ
名古屋市東区代官町３５ー１６ 第一富士ビル７Ｆ
名古屋市東区葵１ー２５ー１ ニッシンビル７０５
名古屋市東区東桜１ー１３ー３
名古屋市東区東桜１ー１３ー３
名古屋市東区東桜１ー１３ー３
名古屋市東区東桜１ー１３ー３

ＮＨＫ名古屋放送センタービル１０Ｆ
ＮＨＫ名古屋放送センタービル８Ｆ
ＮＨＫ名古屋放送センタービル１３Ｆ
ＮＨＫ名古屋放送センタービル１３Ｆ

名古屋市東区葵１ー１３ー８ アーバンネット布池ビル２Ｆ
名古屋市東区東桜２ー２ー１ 高岳パークビル４Ｆ
名古屋市東区葵２ー３ー１ ＣＨ桜通ビル７Ｆ
名古屋市北区山田町３ー６３ー６ １Ｆ
名古屋市北区金城４ー１７ー２０ イオラニガーデンⅢ１Ｆ
名古屋市東区武平町５ー１ 名古屋栄ビルディング１１Ｆ
名古屋市東区東桜１ー９ー２９ オアシス栄ビル８ーＤ
名古屋市東区矢田２ー７０１
名古屋市東区筒井３ー１７ー１３
名古屋市北区若葉通２ー７
名古屋市東区東外堀町３番 ＣＳ東外堀ビル２０１
名古屋市東区東桜２ー１６ー４１ フミタビル２Ｆ
名古屋市東区東桜１ー１３ー３ ＮＨＫ名古屋放送センタービル１１Ｆ

名古屋市東区代官町４０ー１８ ＡＬＡ代官町ビル３Ｆ

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-935-5505 052-935-5550
052-959-2816 052-959-2812
052-910-0035 052-910-0037
052-930-5085 052-930-5090
052-939-5777 052-939-5778
052-746-0526 052-908-3808
052-957-5820 052-957-5821
052-955-8160 052-955-8932
052-955-8163 052-952-7682
052-955-8168 052-955-8153
052-684-5100 052-684-5102
052-856-8855 052-856-8856
052-931-2557 052-931-5050
052-938-7650 052-938-7660
052-910-1723 052-910-1724
052-955-0650 052-955-0653
052-957-3225 052-957-3226
052-725-3911 052-725-3912
052-325-2436 052-325-2439
052-915-3315 052-915-3317
052-684-4716 052-684-4726
052-908-7730 052-908-7731
052-265-8480 052-265-8481
052-908-0517 052-908-0518

