名南東支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(16)0001115-000 （資）加藤商事
知事(16)0001392-000 太志建設興業
知事(15)0002204-000 滝子商事
知事(15)0002668-000 丸十商事
知事(15)0003068-000 後藤商事㈱
知事(15)0003325-000 ㈲初穂土地
知事(15)0003421-000 ブラザー不動産㈱
知事(15)0003435-000 八勝不動産
知事(15)0003585-000 大福興業㈱
知事(15)0003683-000 鎌倉不動産㈱
知事(14)0003842-003
知事(14)0004305-000
知事(14)0004385-000
知事(14)0004438-000
知事(14)0004463-000
知事(14)0004584-000
知事(14)0004746-000
知事(14)0004809-000
知事(14)0005327-000
知事(13)0005503-000
知事(13)0005719-000
知事(13)0005785-000
知事(13)0006061-000
知事(13)0006145-000
知事(13)0006164-000
知事(13)0006242-000
知事(13)0006299-000
知事(13)0006322-000
知事(13)0006558-000
知事(13)0006668-000
知事(13)0006891-000
知事(13)0007528-000

トヨタすまいるライフ㈱ 平針マンションギャラリー

㈲近藤地所
㈱名豊
㈱堀安全商会
㈱巴不動産
だるま不動産
小野田産業
㈱メイトウ企業
㈱ヤマサンコーポレーション
上山興産㈲
富士商㈱
名和不動産㈱
㈲松風住宅
㈱ダイエ―
㈱高平工務店
日本碍子㈱
㈱冬頭建設
タカギ商事
㈲八勝商事
㈱八正不動産
名都不動産
㈲サンスイ商事

代表者名
加藤 康志
安島 志孔
原田 和子
片浦 薫
栁澤 幸輝
今村 源一
小森 諭司
嶋田 一輝
大島 和彦
鎌倉 弘識
赤峰 龍徳
近藤 敏之
服部 美佐子
堀 恒陽
梶田 陽三
河原 宏
小野田 篁
山田 武司
栁澤 幸輝
上山 晃弘
村井 欣宏
加納 巖
服部 悳生
嶺田 久三
高平 忠
大島 卓
冬頭 克康
髙木 八郎
東 一夫
近藤 英二
林 弘行
阪野 吉光

郵便番号
467-0862
467-0841
466-0841
467-0877
466-0015
468-0053
467-0841
467-0064
468-0077
466-0833
468-0011
466-0022
466-0857
466-0832
467-0842
466-0016
470-0162
468-0064
466-0015
470-0162
466-0842
468-0015
467-0003
466-0821
468-0065
467-8530
467-0052
466-0024
466-0832
468-0066
466-0853
468-0055

住所
名古屋市瑞穂区堀田通８ー２３ー ２
名古屋市瑞穂区苗代町２７ー１６
名古屋市昭和区広路本町１ー１ 御器所サンハイツ１０６
名古屋市瑞穂区雁道町１ー１１
名古屋市昭和区御器所通３ー１５ー２ ごきそビル２Ｆ
名古屋市天白区植田南３ー１１０
名古屋市瑞穂区苗代町１５ー１
名古屋市瑞穂区弥富通５ー４８ 村上ビル２０２
名古屋市天白区八事山４４４ コーポ裏山１０６
名古屋市昭和区隼人町８ー２６
名古屋市天白区平針３ー６１３
名古屋市昭和区塩付通４ー３３
名古屋市昭和区安田通６ー８
名古屋市昭和区駒方町１ー３５ー２ ２Ｆ
名古屋市瑞穂区妙音通４ー２０
名古屋市昭和区北山本町２ー１１
愛知郡東郷町大字春木字南岡ノ上１４８０
名古屋市天白区道明町１７３
名古屋市昭和区御器所通３ー１５ー２ ２Ｆ
愛知郡東郷町大字春木字白土２ー１７２
名古屋市昭和区檀溪通２ー１８
名古屋市天白区原２ー３２０８
名古屋市瑞穂区汐路町２ー５
名古屋市昭和区前山町２ー４３
名古屋市天白区中砂町６２１ 新島田橋ビル１Ｆ
名古屋市瑞穂区須田町２ー５６
名古屋市瑞穂区片坂町１ー１１
名古屋市昭和区大和町１ー２ー１Ｅ ｚサイト１０１
名古屋市昭和区駒方町２ー６３ー４
名古屋市天白区元八事１ー２５１
名古屋市昭和区川原通６ー３ー２ コーポ川原３０６号
名古屋市天白区池場４ー８０１

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-871-4147 052-881-4139
052-822-0220 052-822-0221
052-852-2620 052-852-2620
052-871-0053 052-881-2117
052-732-1171 052-733-7239
052-804-0351 052-802-3189
052-824-3431 052-811-6116
052-832-1820 052-832-1850
052-838-6475 052-838-6476
052-831-0007 052-834-4110
052-800-2515 052-800-2516
052-841-2831 052-853-3693
052-762-0678 052-761-1163
052-832-1523 052-832-1539
052-851-2238 052-842-2720
052-741-2231 052-733-0700
0561-39-0748 0561-39-3938
052-831-4151 052-831-0241
052-733-5096 052-733-5196
052-803-1171 052-803-1417
052-834-3361 052-834-3363
052-801-1490 052-802-6276
052-853-1070 052-853-1071
052-763-0800 052-761-0005
052-831-2328 052-831-2335
052-872-7101 052-872-7135
052-831-5165 052-833-3355
052-853-5136 052-852-7447
052-831-5411 052-831-5415
052-832-1111 052-833-2343
052-763-0488 052-763-0488
052-803-1170 052-803-1170

名南東支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(13)0007533-000 永和不動産
知事(12)0007720-000 名鉄環境造園㈱
知事(12)0007775-000 ㈱ハウジングリサーチ
知事(12)0008078-000 ㈱トウエックス
知事(12)0008086-000 ㈱成田屋不動産
知事(12)0008129-000 ㈲カミハラ不動産
知事(12)0008189-000 オリオンサイダー㈱
知事(12)0008205-000 オ―モリ事務所
知事(12)0008528-000 本州建設㈱
知事(12)0008530-000 ㈱ヤシロ住宅
知事(12)0008574-000 ㈱犬飼工務店
知事(12)0008650-000 日商興産㈱
知事(12)0008714-000 梅本不動産
知事(12)0008951-000 小松土地建設
知事(12)0008960-000 ㈲新開ホームサービス
知事(12)0009315-000 ㈲白鳥不動産
知事(12)0009318-000 梅田不動産㈱
知事(11)0009391-000 ㈱ニチユー
知事(11)0009895-000 上田建物㈱
知事(11)0009998-000 現代住宅㈱
知事(11)0010016-000 ㈱ニッシンホーム
知事(11)0010070-000 ㈱新日住宅
知事(11)0010401-000 中部住宅㈱
知事(11)0010633-000 アースエアランド㈱
知事(11)0010714-000 ㈱三和建設
知事(11)0010838-000 三和住宅産業
知事(11)0010975-000 ㈱アーバンハウス
知事(11)0011232-000 大輝建設㈱
知事(11)0011316-000 山 広
知事(11)0011458-000 日進住建
知事(10)0011684-000 樫地不動産事務所
知事(10)0011752-000 元八事不動産

代表者名
立松 幹夫
九十九 洋一
都築 剛康
近藤 靖
成田 功一
松浦 剛士
河合 昭典
大森 鶴正
田口 和宏
久保田 幸輔
河原 順子
石原 一宏
梅本 美代子
小松 方樹
平松 詠子
西山 正彦
梅田 茂
伊藤 政彦
上田 浩嗣
首藤 茂夫
寺本 政廣
河合 潤
竹内 幸一
齋藤 直之
林 丈晴
田中 康夫
浅井 信行
林 晶子
阿部 孝幸
亀井 尚
樫地 実
近藤 建雄

郵便番号
466-0814
467-0855
468-0015
466-0851
467-0066
466-0027
466-0054
466-0064
468-0015
468-0015
466-0014
467-0005
468-0043
466-0804
466-0015
470-0152
466-0027
466-0044
466-0854
466-0014
466-0058
466-0044
466-0037
466-0842
467-0856
466-0022
468-0058
466-0006
467-0865
468-0064
470-0154
468-0066

住所
名古屋市昭和区妙見町６３
名古屋市瑞穂区桃園町２ー１５
名古屋市天白区原１ー３０１ 原ターミナルビル２０１
名古屋市昭和区元宮町３ー６ 東海ビル２Ｆ
名古屋市瑞穂区洲山町２ー７
名古屋市昭和区阿由知通５ー１２ 恵方ビル１Ｆ
名古屋市昭和区円上町２２ー１７
名古屋市昭和区鶴舞４ー１８ー２２
名古屋市天白区原５ー１４０１
名古屋市天白区原１ー２３１７
名古屋市昭和区東畑町２ー２２
名古屋市瑞穂区石川町２ー１ー２ 汐路アイリス１０４
名古屋市天白区菅田２ー１００５ー１
名古屋市昭和区宮東町２７４ー２
名古屋市昭和区御器所通２ー２３ 小林ビル２Ｆ
愛知郡東郷町北山台１ー１２ー３
名古屋市昭和区阿由知通１ー２０
名古屋市昭和区桜山町６ー１０４
名古屋市昭和区広路通６ー２０
名古屋市昭和区東畑町２ー３９
名古屋市昭和区白金１ー６ー９
名古屋市昭和区桜山町４ー８９ー３
名古屋市昭和区恵方町１ー３５ パックス恵 方２Ｆ
名古屋市昭和区檀溪通２ー４ー２ １Ｆ
名古屋市瑞穂区新開町９ー３
名古屋市昭和区塩付通１ー２４
名古屋市天白区植田西１ー４１４
名古屋市昭和区北山町３ー２３
名古屋市瑞穂区直来町５ー９
名古屋市天白区道明町１９５
愛知郡東郷町和合ケ丘１ー１１ー６
名古屋市天白区元八事２ー５４

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-832-0633 052-835-0789
052-822-2841 052-822-0507
052-803-8555 052-801-1127
052-762-7261 052-762-7290
052-852-1500 052-852-1560
052-859-0770 052-859-0771
052-871-8557 052-881-3928
052-733-5395 052-732-2355
052-803-8123 052-803-9220
052-802-0846 052-803-7660
052-741-1336 052-733-7248
052-846-5888 052-846-5888
052-803-5864 052-804-5303
052-782-2103 052-781-7751
052-733-6871 052-733-7422
0561-38-3706 0561-38-3296
052-733-1251 052-733-1388
052-853-1400 052-852-4367
052-762-0168 052-762-3084
052-733-3355 052-733-3380
052-882-2297 052-882-2481
052-851-7272 052-851-7273
052-853-7750 052-853-1227
052-835-6655 052-835-6651
052-882-3631 052-882-3634
052-731-4411 052-731-4453
052-803-8155 052-803-8195
052-732-2528 052-732-2443
052-882-1351 052-871-0041
052-832-7249 052-834-8526
0561-38-0387 0561-38-0399
052-831-9508 052-835-2347

名南東支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(10)0011794-000 ㈲ダイゼン
知事(10)0011904-000 ユタカ不動産㈲
知事(10)0011995-000 ㈱豊誠建設
知事(10)0012065-000 十一屋
知事(10)0012167-000 ㈱室賀不動産
知事(10)0012234-000 ㈱アマノ商事
知事(10)0012404-000 中京土地開発㈱
知事(10)0012507-000 名晶住宅
知事(10)0012613-000 ㈱山田商店
知事(10)0012679-000 加納不動産事務所
知事(9)0012878-000 ㈲浅井建築
知事(9)0012934-000 丸正開発㈱
知事(9)0012992-000 ㈱箕浦不動産
知事(9)0013092-000 スギモト㈲
知事(9)0013140-000 ㈱福友ハウス
知事(9)0013210-000 興和ライフサービス㈱
知事(9)0013297-000 ㈲櫟不動産
知事(9)0013498-000 ㈱岳新住建
知事(9)0013522-000 ㈲相生不動産
知事(9)0013751-000 伊藤商店
知事(9)0013779-000 丸の内プランナー㈱
知事(9)0013858-000 ㈱中部ジャパン
知事(9)0013893-000 ㈲大丸屋不動産
知事(9)0013904-000 ㈲村上不動産
知事(8)0014079-000 島田浅井㈱
知事(8)0014083-000 ㈱信和商会
知事(8)0014099-000 ㈱日積ハウス
知事(8)0014107-000 ㈲コスモ開発
知事(8)0014161-000 ㈲中京ビル管理
知事(8)0014341-000 ㈲共栄商事
知事(8)0014344-000 ニッタツホーム㈲
知事(8)0014368-000 ㈱円昭

代表者名
安井 豊
儀賀 研二
髙木 伸喜
木村 純
室賀 和彦
天野 節子
中西 玲子
青山 富次
山田 秀樹
加納 博芳
竹花 康博
鬼頭 幸子
箕浦 徹也
杉本 勇王
福山 知哲
冨田 泰弘
伊藤 早苗
岡本 大忍
伊藤 浩巳
伊藤 亘
吉川 廣一
田上 重康
坂倉 圭
村上 尚彦
浅井 英明
中村 立夫
池永 達紀
吉田 邦男
野崎 幸雄
佐久間 康
渡邉 正志
前田 由紀夫

郵便番号
468-0004
468-0075
466-0849
467-0006
468-0051
466-0855
466-0856
468-0025
468-0066
466-0822
468-0058
467-0864
468-0011
468-0058
466-0064
468-0002
466-0828
467-0042
468-0037
468-0076
467-0015
468-0056
467-0837
467-0064
468-0026
467-0808
467-0841
466-0857
468-0002
466-0051
468-0035
466-0031

住所
名古屋市天白区梅が丘５ー１７０６
名古屋市天白区御幸山４３８
名古屋市昭和区南分町３ー４１
名古屋市瑞穂区御莨町２ー９ー１
名古屋市天白区植田３ー１８１１ カドーロムロガ１Ｆ
名古屋市昭和区川名本町３ー１ー３５
名古屋市昭和区川名町３ー３
名古屋市天白区高坂町８１
名古屋市天白区元八事４ー７３
名古屋市昭和区楽園町６８ー８
名古屋市天白区植田西２ー１５１３
名古屋市瑞穂区豆田町１ー１９
名古屋市天白区平針２ー１８０６
名古屋市天白区植田西１ー４０１ ＳＳビル ２Ｆ
名古屋市昭和区鶴舞３ー１６ー２０
名古屋市天白区焼山２ー４０６
名古屋市昭和区山中町２ー８ エミネンス山中１Ａ
名古屋市瑞穂区八勝通３ー８ー３
名古屋市天白区天白町大字野並字上大塚１２３
名古屋市天白区八事石坂１２５
名古屋市瑞穂区十六町２ー６８
名古屋市天白区島田３ー８０５
名古屋市瑞穂区花目町１ー１ サンシティダイマル１Ｆ
名古屋市瑞穂区弥富通５ー４８ 村上ビル１Ｆ
名古屋市天白区土原３ー９１５
名古屋市瑞穂区高田町４ー１７ー１
名古屋市瑞穂区苗代町２７ー２
名古屋市昭和区安田通１ー２ー７
名古屋市天白区焼山２ー１８１２
名古屋市昭和区御器所２ー５ー２３
名古屋市天白区境根町７６
名古屋市昭和区紅梅町３ー３ 円昭ビル２Ｆ

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-802-3411 052-802-3417
052-846-5761 052-846-5762
052-852-8105 052-852-1618
052-852-0724 052-852-5173
052-801-0041 052-804-3735
052-762-6568 052-763-3378
052-763-3321 052-763-1300
052-802-6679 052-804-5517
052-831-4668 052-831-8778
052-834-2363 052-834-0875
052-803-3318 052-803-3385
052-871-3111 052-832-3881
052-803-0085 052-804-3459
052-803-3319 052-804-3003
052-733-2411 052-741-0560
052-805-8155 052-805-6255
052-762-6377 052-762-7567
052-834-2181 052-834-2190
052-895-3151 052-895-3153
052-831-9881 052-831-9882
052-715-9333 052-715-9334
052-918-2680 052-918-2685
052-881-2445 052-871-1135
052-831-0551 052-832-6026
052-801-0102 052-808-9308
052-841-2146 052-841-2154
052-824-8248 052-822-6815
052-751-1439 052-751-2906
052-800-0081 052-800-0086
052-881-6212 052-881-6595
052-803-1192 052-805-1088
052-841-2701 052-841-4301

名南東支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(8)0014397-000 朝日商事
知事(8)0014413-000 三和不動産販売
知事(8)0014500-000 ㈱マミヤ
知事(8)0014563-000 ㈱アートハウジング
知事(8)0014615-000 ㈲名南ホーム
知事(8)0014637-000 ㈲藤栄
知事(8)0014646-000 ㈱東洋土地
知事(8)0014924-000 佐々木エージェンシー㈲
知事(8)0015003-000 ㈲サンメイク
知事(8)0015012-000 ㈱東邦
知事(8)0015038-000 ㈱広辞不動産
知事(8)0015178-000 ㈲中央興産
知事(8)0015238-000 ㈲江本商会
知事(8)0015296-000 ㈱富士建物サービス
知事(8)0015405-000 ㈱鏡不動産
知事(8)0015478-000 ㈲アワクラ住販
知事(7)0015592-000 ㈲コーア
知事(7)0015614-000 ㈱リードシティー
知事(7)0015649-000 ㈲スゲタ地所
知事(7)0015677-000 名昭堂不動産
知事(7)0015776-000 丸美総合管理㈱
知事(7)0016074-000 塩釜不動産
知事(7)0016076-000 ㈲ワコーコンサルティングオフィス
知事(7)0016079-002 オオタ建設㈱ 天白営業所
知事(7)0016171-000 ㈱ダイエースコープ
知事(7)0016306-002 ㈱東海会館 御器所店
知事(7)0016311-000 ㈱大輝地所
知事(7)0016316-000 ㈱コンドー不動産
知事(7)0016383-000 ㈲イカイ
知事(7)0016444-000 ㈱真栄産業
知事(7)0016547-000 ㈱名和コンサルタント
知事(7)0016655-000 ㈱トーブン

代表者名
樋口 利行
瀬戸 佑之
間宮 陸海
白神 康平
坂野 尚子
内藤 明美
野々山 明弘
佐々木 了
松浦 光夫
鈴木 一夫
西田 三郎
岩下 まりこ
石井 育子
平松 広次
神本 道雄
粟倉 義男
伊藤 誉恭
堀川 健二
村口 龍一
原田 訓司
新見 光治
山田 正
金子 ふみ子
太田 敦子
下郡 重美
野田 直希
國友 嘉人
近藤 寛充
猪飼 雄一
御澤 真二
澤山 惠美子
宮橋 洋子

郵便番号
466-0848
466-0021
468-0015
468-0034
467-0811
467-0806
468-0029
467-0816
468-0045
467-0814
466-0834
466-0055
466-0843
468-0001
468-0002
466-0826
467-0806
468-0077
468-0043
468-0045
467-0806
468-0066
466-0005
468-0011
468-0011
466-0027
470-0156
468-0066
467-0048
466-0059
466-0826
466-0852

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-852-2013 052-852-3283
052-733-0303 052-733-0435
052-801-7611 052-801-7612
052-804-8551 052-805-6221
052-848-7770 052-842-7300
052-841-8486 052-841-7349
052-808-3334 052-808-3335
052-853-7601 052-853-7604
052-895-2201
052-842-3288 052-852-6833
052-835-3511 052-835-3700
052-859-3251 052-859-3250
052-841-6332 052-852-5376
052-789-1223 052-782-7761
052-808-0361 052-808-0366
名古屋市昭和区滝川町４７ー６ダイ アパレス八事隼人池２０８号 052-861-3771 052-861-3772
052-853-0811 052-853-0817
名古屋市瑞穂区瑞穂通８ー２４ー３
名古屋市天白区八事山２０７ リード シティー八事ビル１Ｆ 052-861-0157 052-861-0158
052-803-5180 052-803-6386
名古屋市天白区菅田１ー２６２０ー１
052-892-0876 052-896-6457
名古屋市天白区野並１ー１８３
052-851-4509 052-851-0102
名古屋市瑞穂区瑞穂通３ー２１
052-835-7600 052-835-7600
名古屋市天白区元八事５ー９４
052-732-3967 052-732-3977
名古屋市昭和区雪見町２ー１ー ７
052-803-1133 052-803-1136
名古屋市天白区平針２ー１８０７ 第３オオタビル
052-800-2390 052-800-2391
名古屋市天白区平針３ー１０１３ ティファニー１Ｆ
052-745-5777 052-745-5778
名古屋市昭和区阿由知通３ー２３
0561-38-6774 0561-38-6802
愛知郡東郷町御岳２ー１７ー２
052-833-3581 052-836-3196
名古屋市天白区元八事２ー１８７
052-833-0700 052-833-0250
名古屋市瑞穂区彌富ケ丘町２ー２３ー１
052-882-2325 052-871-4050
名古屋市昭和区福江１ー１ー２３
052-836-8471 052-836-8472
名古屋市昭和区滝川町４７ー１ヴィ ラ滝川２０５号
052-753-6166 052-753-6167
名古屋市昭和区萩原町１ー２３ ハイツ藤文Ａ１０１
住所
名古屋市昭和区長戸町３ー２９
名古屋市昭和区小坂町３ー５
名古屋市天白区原４ー１１０７ 鈴香ハイツ１Ｆ４号
名古屋市天白区久方２ー２９
名古屋市瑞穂区北原町３ー７ー１
名古屋市瑞穂区瑞穂通６ー２
名古屋市天白区島田が丘９０４
名古屋市瑞穂区牧町１ー２０ー３
名古屋市天白区野並２ー２３９ー１
名古屋市瑞穂区本願寺町３ー４６ー ５
名古屋市昭和区広路町字石坂４１ー２
名古屋市昭和区滝子通３ー２７
名古屋市昭和区菊園町５ー１９ 石川橋エモトビル１Ｆ
名古屋市天白区植田山２ー７１４
名古屋市天白区焼山１ー８０９ー１

名南東支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(7)0016722-000 前田商事
知事(7)0016818-000 日徳ハウジング㈱
知事(7)0016846-000 ㈱黒宮建設
知事(7)0016878-000 ㈱アーツ
知事(6)0016917-000 ㈲愛知ハウジング
知事(6)0016945-000 ㈱アイティーシー
知事(6)0017009-000 ハウスプラザ・バーン
知事(6)0017154-000 ㈲桃山エステート
知事(6)0017211-000 ㈲丸恵商会
知事(6)0017276-000 ㈲バウプランニング
知事(6)0017300-000 ㈲三恵殖産
知事(6)0017391-000 ㈲野村土地
知事(6)0017476-000 大矢建設㈱
知事(6)0017481-000 ㈲プライム
知事(6)0017493-002 ㈱トスコ 名古屋東支店
知事(6)0017597-000 ㈲幸德
知事(6)0017606-000 チェリー不動産㈲
知事(6)0017625-000 石黒建設㈱
知事(6)0017672-000 ㈲ＤＡＩＫＯ
知事(6)0017779-000 ㈲石川事務所
知事(6)0017859-000 ㈱竹川工務店
知事(5)0017944-000 岡部建設㈱
知事(5)0018056-000 ㈱Ｈｉｌｌｓ三共
知事(5)0018169-000 ㈱幸伸ホーム
知事(5)0018226-000 ㈱後藤業務店
知事(5)0018427-000 ㈲前山ハウジング
知事(5)0018434-000 ㈱トラストアール
知事(5)0018628-000 ㈲アクセスマネジメント
知事(5)0018677-000 谷口電器商会
知事(5)0018700-000 ㈲一滉土地
知事(5)0018714-000 ㈱ニシジマホームズ
知事(5)0018750-000 ㈱オーキット

代表者名
前田 憲孝
大嶽 朗
黒宮 庫司
石川 宣長
渡辺 英治
三井 章子
坂野 照代
岸 正弘
東谷 由希子
上條 通
稲垣 高夫
野村 建
大矢 金太郎
上野 源治
牧野 行記
白石 幸治
伴 眞五
古谷 豊治
大島 広介
石川 玉夫
竹川 起史
岡庭 好和
高山 祐一
白井 幸次
後藤 志郎
橋本 学
吉田 啓司
早川 光生
谷口 徳彦
小島 一晃
金子 幸一
肥田 俊雄

郵便番号
467-0806
468-0053
467-0878
466-0836
466-0845
467-0037
468-0014
467-0066
466-0044
467-0012
466-0033
467-0868
468-0055
468-0008
466-0842
467-0035
468-0058
466-0055
468-0066
470-0162
468-0065
468-0064
466-0044
466-0051
468-0067
466-0821
466-0064
466-0834
466-0805
468-0045
466-0843
466-0848

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-852-8431 052-852-8432
052-803-0001 052-803-5101
052-881-8059 052-882-2158
052-835-8880 052-835-8884
052-842-5611 052-842-5612
052-835-4056 052-835-4057
052-805-0015 052-805-7770
052-842-2323 052-842-2255
052-852-7151 052-852-7152
052-853-2400 052-853-2411
052-717-2010 052-720-3783
052-882-7471 052-882-7470
052-803-3111 052-803-3220
052-808-5444 052-808-7444
052-858-1045 052-838-9170
052-836-3122 052-836-3179
052-806-6000 052-806-0158
052-881-3087 052-872-4539
052-831-1944 052-831-1980
0561-38-2219 0561-38-2531
052-831-9452 052-831-9480
052-832-6431 052-834-6028
052-838-7335 052-838-7321
052-871-7707 052-871-7706
052-831-0717 052-834-1248
052-761-9339 052-761-8054
052-882-7311 052-882-7312
名古屋市昭和区広路町字北石坂１０２ー１４０ １９ビル八事東２０１ 052-893-7881 052-893-7882
052-762-6471 052-762-0072
名古屋市昭和区伊勝町１ー９８ー １
052-892-8381 052-899-3603
名古屋市天白区野並３ー２２５ サーナ野並１Ａ
052-680-8171 052-680-8172
名古屋市昭和区菊園町５ー２８ー２ ニシジマビル１Ｆ
052-875-6115 052-875-6116
名古屋市昭和区長戸町４ー５２
住所
名古屋市瑞穂区瑞穂通１ー７
名古屋市天白区植田南２ー２０２ ニューエレガント植田１Ｆ
名古屋市瑞穂区船原町４ー１２
名古屋市昭和区上山町４ー７
名古屋市昭和区藤成通１ー６ー２
名古屋市瑞穂区彌富町字上山１８６ー１
名古屋市天白区中平１ー５１７
名古屋市瑞穂区洲山町２ー３２ 新瑞ターミナルビル１階
名古屋市昭和区桜山町１ー２８
名古屋市瑞穂区豊岡通１ー１７ ナビシティ豊岡１Ｆ
名古屋市昭和区台町１ー１２ー１
名古屋市瑞穂区大喜新町２ー２３ー３ ノムラビル２Ｆ
名古屋市天白区池場１ー６０６
名古屋市天白区一本松１ー５０７
名古屋市昭和区檀溪通３ー１０ ライオンズマンション檀渓通
名古屋市瑞穂区弥富町字月見ケ岡４ー８
名古屋市天白区植田西２ー４０３ー１
名古屋市昭和区滝子通２ー８
名古屋市天白区元八事１ー９８ー１
愛知郡東郷町大字春木字仲田４０ー１
名古屋市天白区中砂町５５
名古屋市天白区道明町９７
名古屋市昭和区桜山町１ー１ ＳＵＮＶＩＣＣ桜山２０１
名古屋市昭和区御器所２ー５ー６
名古屋市天白区池見１ー１２３ー１
名古屋市昭和区前山町１ー３８ー４ １Ｆ
名古屋市昭和区鶴舞２ー９ー６ 前田ビル２Ｆ

名南東支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(5)0018758-000 ㈲夢工房
知事(5)0018795-000 アーバントラスト㈲
知事(5)0018834-003 ㈱スマイルホーム 平針店
知事(5)0018855-000 富士パックスクリエイト㈱
知事(5)0018866-000 地要不動産
知事(5)0018871-000 楽友
知事(5)0018882-000 ㈲オリオール
知事(5)0018916-000 ㈲オフィストゥーワン
知事(5)0018919-001 ＭＡＲＵＴＡ ＤＥＳＩＧＮ㈱ 名古屋支店
知事(4)0018950-000 ㈱ベック
知事(4)0019006-000 ㈲野村殖産
知事(4)0019061-000 ㈱ヒカリ商事
知事(4)0019092-000 ㈲ハウジング流通八事
知事(4)0019126-000 山中ハウジング
知事(4)0019186-000 アティックス㈲
知事(4)0019196-000 アパート組合空室案内所
知事(4)0019201-000 ㈲ハウジングネット
知事(4)0019393-000 ㈲我家倶楽部
知事(4)0019408-000 ㈲山里ハウス
知事(4)0019454-000 石竹食品㈱
知事(4)0019457-000 和興不動産
知事(4)0019642-000 ㈱ハウシェル不動産
知事(4)0019646-000 ㈲サンエステート
知事(4)0019677-000 大商
知事(4)0019716-000 ㈱美和ハウス
知事(4)0019726-000 ㈱国盛
知事(4)0019824-000 ㈲チェリーズハウジング
知事(4)0019825-000 共立㈱
知事(4)0019888-000 ㈲トーワホーム
知事(4)0019929-000 三友コンサルタント㈲
知事(4)0020035-000 名和建装㈱
知事(4)0020071-000 ㈱アスミック大和

代表者名
有賀 英雄
齊田 睦馬
平林 圭介
森 美奈子
山田 光德
石川 邦男
谷村 康夫
浜田 繁美
森田 貴之
坂野 清治
野村 利夫
大西 光三
堂野 正道
山中 徹
板谷 美代子
村井 方子
武田 修
川崎 和広
三浦 義幸
石竹 重信
大久保 茂
太田 邦広
山岡 紀彦
鈴木 浩之
大石 久徳
永井 國晃
伊藤 重夫
窪田 小夜里
加藤 勝也
北出 忠裕
市川 勝
村瀬 篤

郵便番号
467-0844
466-0051
468-0011
466-0037
467-0065
468-0045
467-0024
466-0854
466-0064
467-0055
467-0823
468-0026
467-0064
466-0022
466-0854
466-0856
467-0042
467-0027
466-0824
467-0806
466-0827
468-0015
467-0842
466-0805
468-0058
466-0856
467-0024
467-0827
466-0848
467-0825
466-0023
466-0058

住所
名古屋市瑞穂区河岸町３ー３２ー ３
名古屋市昭和区御器所２ー６ー１９ グローリアス御器所６０１
名古屋市天白区平針２ー１４０６ エスポワール平針１Ｆ
名古屋市昭和区恵方町１ー２６ ４Ｆ
名古屋市瑞穂区松園町２ー２０ー１ １Ｆ
名古屋市天白区野並２ー２４０
名古屋市瑞穂区春山町１ー１３ ２Ｆ
名古屋市昭和区広路通５ー７ー１ ドミール広路１Ｆ
名古屋市昭和区鶴舞４ー１８ー１０ー２ ＭＡＲＵＴＡビルヂング
名古屋市瑞穂区中根町３ー１４
名古屋市瑞穂区津賀田町３ー８０
名古屋市天白区土原１ー１２６
名古屋市瑞穂区彌富通２ー２４ グローバル新瑞１０１
名古屋市昭和区塩付通４ー４ エルミー塩付１Ｆ
名古屋市昭和区広路通６ー１４ アートハウス広路１Ａ
名古屋市昭和区川名町３ー２
名古屋市瑞穂区八勝通２ー９
名古屋市瑞穂区田辺通４ー２４ー３
名古屋市昭和区山里町７４ 八事パークマンション２１１
名古屋市瑞穂区瑞穂通８ー１９ー２
名古屋市昭和区川名山町９３ー３ レジデンス川名山２０４
名古屋市天白区原２ー３４０８
名古屋市瑞穂区妙音通３ー４９ 第２宏和ビル７Ｆ
名古屋市昭和区伊勝町１ー６１
名古屋市天白区植田西２ー１２０２ 宝八事ハイツ１Ｆ
名古屋市昭和区川名町４ー２０
名古屋市瑞穂区春山町１４ー１ 八事春山ヒルズ３０４号室
名古屋市瑞穂区下坂町２ー１
名古屋市昭和区長戸町１ー５ 松貴荘１階
名古屋市瑞穂区柳ケ枝町２ー６３ー１ ＬＡＨＡＩＮＡ１Ｆ
名古屋市昭和区石仏町１ー２８
名古屋市昭和区白金３ー１４ー２

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-819-5441 052-819-5443
052-882-2777 052-882-2818
052-807-5959 052-807-5957
052-871-3400 052-871-3401
052-832-0754 052-831-8674
052-891-5432 052-891-5433
052-861-5371 052-861-5372
052-853-5576 052-853-7735
052-870-8021 052-870-8022
052-833-8778 052-838-8889
052-841-5516 052-841-5475
052-805-0688 052-805-0370
052-834-4551 052-834-4443
052-859-2588 052-859-2589
052-759-4301 052-759-4302
052-761-8151 052-761-8152
052-835-5602 052-835-5673
052-861-8250 052-861-8251
052-833-6767 052-833-2832
052-841-0101 052-811-7884
052-832-3622 052-832-3642
052-800-0070 052-804-9500
052-859-5785 052-859-5795
052-759-5377 052-700-5860
052-801-6171 052-801-6179
052-761-3274 052-761-3239
052-833-6161 052-833-6161
052-883-0611 052-883-0605
052-859-0077 052-859-0076
052-881-3729 052-881-3756
052-842-1144 052-842-1145
052-693-8980 052-881-9227

名南東支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(4)0020132-000 ㈲名昭サービス
知事(4)0020133-000 ㈱福友総合サービス
知事(4)0020157-000 木ララハウス
知事(3)0020195-000 ㈱フラット
知事(3)0020245-000 東海不動産
知事(3)0020286-000 ㈲フロンティア
知事(3)0020324-000 佐久間不動産
知事(3)0020336-000 ㈱小久保工務店
知事(3)0020348-000 西川通商㈱
知事(3)0020372-000 ㈱愛英不動産
知事(3)0020379-000 ㈲孝陽
知事(3)0020385-000 ㈱マンセル
知事(3)0020395-000 ㈲オーエムエステイト
知事(3)0020398-000 ㈲モコホーム
知事(3)0020407-000 ㈲ウイステリア
知事(3)0020456-001 ㈱リアルウッドマーケティング 住みかえＳＨＯＰ原店
知事(3)0020456-005 ㈱リアルウッドマーケティング 鶴舞店
知事(3)0020506-000 愛知不動産事務所
知事(3)0020536-000 プライムエステート㈱
知事(3)0020566-000 興和不動産㈱
知事(3)0020573-000 ㈱アドバンスホーム
知事(3)0020575-000 ㈱ＪＦＫ
知事(3)0020604-000 ㈱森下工務店
知事(3)0020619-000 ㈱テクノホーム
知事(3)0020640-000 ㈲近藤通商
知事(3)0020747-000 ㈱ミッドランド
知事(3)0020749-000 ㈱アイコム
知事(3)0020940-000 ㈱平成
知事(3)0020955-000 丸美デザイン＆コンストラクション㈱
知事(3)0020961-000 朝日不動産コンサルタント
知事(3)0021005-000 共生不動産㈱
知事(3)0021005-004 共生不動産㈱ 名古屋店

代表者名
岡田 俊夫
福山 知哲
河原 信子
坂野 元幸
伊藤 秀敏
吉田 信太
佐久間 郁代
小久保 朋幸
西川 純二
浅井 英之
村上 法孝
須賀 勝明
村上 浩司
安井 恵子
加藤 国光
谷澤 朋晃
山村 崇
旭 義一
臼井 正人
永野 浩章
岩島 正宣
鈴木 健仁
森下 一保
森 修一
近藤 直喜
加藤 眞奈美
伊藤 正明
天野 芳美
芝﨑 郁人
浅井 芳夫
近藤 径多
太田 智之

郵便番号
466-0045
466-0064
470-0163
466-0058
468-0011
467-0814
468-0011
470-0162
468-0007
468-0007
466-0042
466-0832
467-0825
468-0009
467-0841
468-0015
466-0064
468-0056
468-0011
468-0015
467-0067
467-0822
467-0854
468-0055
466-0023
466-0064
467-0066
468-0058
467-0806
467-0842
468-0048
468-0035

住所
名古屋市昭和区丸屋町４ー３１
名古屋市昭和区鶴舞３ー１６ー２０
愛知郡東郷町涼松１ー１ー４
名古屋市昭和区白金３ー３ー７
名古屋市天白区平針２ー６０７ コーポ中川１Ｆ
名古屋市瑞穂区本願寺町３ー３１ー１
名古屋市天白区平針５ー５１５
愛知郡東郷町大字春木字坂上２２ー２
名古屋市天白区植田本町２ー１１０２
名古屋市天白区植田本町１ー５０８ 愛英Ｐａｒｋ１ １Ｆ
名古屋市昭和区広池町８
名古屋市昭和区駒方町１ー８
名古屋市瑞穂区柳ケ枝町２ー４４
名古屋市天白区元植田１ー６０２
名古屋市瑞穂区苗代町２９ー１７ ウイステリア妙音通１Ｆ
名古屋市天白区原１ー２１０ 原コーネルビル
名古屋市昭和区鶴舞４ー１４ー２１ ＨＡＳＴ鶴舞ビル１Ｆ
名古屋市天白区島田５ー１７０９
名古屋市天白区平針３ー１５０１ 平針サンシャイン２Ｆ Ｅ２
名古屋市天白区原４ー２０１
名古屋市瑞穂区石田町１ー５８ー７
名古屋市瑞穂区大喜町４ー２６
名古屋市瑞穂区浮島町２ー２１
名古屋市天白区池場４ー１６０７ー２
名古屋市昭和区石仏町２ー１４
名古屋市昭和区鶴舞４ー１１ー１２ ヴィーブル鶴舞１Ｆ
名古屋市瑞穂区洲山町１ー５０ プロビデンス新瑞橋３０５
名古屋市天白区植田西１ー９０５ 東海植田ハイツ１０１
名古屋市瑞穂区瑞穂通３ー２１ 丸美産業ビル２Ｆ
名古屋市瑞穂区妙音通３ー４８ シャンボール朝日１Ｆ
名古屋市天白区中坪町１１０
名古屋市天白区境根町１７２

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-842-5252 052-841-1990
052-731-1533 052-741-0560
052-808-0010 052-808-3385
052-693-8713 052-875-9792
052-801-1819 052-805-7167
052-858-1580 052-858-1581
052-804-0488 052-804-0488
0561-38-0386 0561-38-5948
052-806-1744 052-806-1771
052-808-4060 052-808-4017
052-853-8484 052-853-8485
052-832-5557 052-832-5558
052-700-8243 052-710-1540
052-837-3350 052-839-1313
052-829-2881 052-829-2882
052-800-2850 052-807-2231
052-745-1070 052-731-1180
052-801-4849 052-801-4879
052-808-4720 052-808-4730
052-805-8151 052-805-8154
052-680-8708 052-680-8709
052-841-8851 052-841-9407
052-691-5792 052-691-5762
052-806-2103 052-806-2104
052-841-3692 052-851-2825
052-733-5217 052-733-3002
052-851-1300 052-851-4400
052-801-3175 052-801-3176
052-851-3516 052-851-6002
052-842-0122 052-799-7994
052-899-0039 052-899-0035
052-848-6301 052-848-6307

名南東支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(3)0021027-000 Ｒ・Ｅ・シンセイ
知事(3)0021066-000 丸商土地㈱
知事(3)0021076-000 ㈱みずほ不動産販売
知事(3)0021217-000 春田建設㈱
知事(3)0021250-000 ㈱メイセイ
知事(3)0021287-000 良室コーポレーション㈱
知事(3)0021287-001 良室コーポレーション㈱ 新瑞橋店
知事(3)0021309-000 平和商事不動産部
知事(3)0021347-000 ㈱ワンチャンス
知事(3)0021374-000 ㈱Ｋ＆Ｓ
知事(3)0021378-000 山勝㈱
知事(3)0021407-000 名陽建設㈱
知事(3)0021415-000 ㈲トップ
知事(3)0021418-000 ㈱ティーアール
知事(3)0021430-000 ㈱土樹和
知事(3)0021431-000 あけぼの不動産事務所㈱
知事(3)0021452-000 ㈱モイル
知事(3)0021485-000 愛積不動産㈱
知事(3)0021486-000 ㈱シンリツ
知事(3)0021494-000 愛知和光商事㈱
知事(3)0021543-000 丸正不動産
知事(3)0021563-000 ㈱ウイングホーム
知事(2)0021593-000 ㈱ビー・ハウス
知事(2)0021618-000 イースマイル㈱
知事(2)0021660-000 ラ・ホーム
知事(2)0021698-000 ㈲センチュリー
知事(2)0021702-000 ㈱エムズジョイ
知事(2)0021776-000 アールイーサイトー㈱
知事(2)0021777-000 ㈱ヴァルドハウス
知事(2)0021820-000 ㈱犬飼ハウジング
知事(2)0021830-000 三陽土地
知事(2)0021870-000 ㈱青木コンサルタント

代表者名
吉川 禎記
金原 茂光
石井 孝一
春田 直人
星山 侑理恵
佐々木 教博
吉本 勇士
小森 雅之
加藤 英貴
川﨑 京子
森 昭勝
太田 弘道
伊福 泰則
井上 裕太
河村 洋平
西川 浩児
小川 一江
髙須 健一
磯貝 信一
芝田 俊行
水野 誠
山本 信一
中森 稚晴
飯嶋 俊彦
田原 政延
大塚 正文
三浦 嘉行
齋藤 浩二
原 章
犬飼 知克
三田 智司
青木 剛基

郵便番号
466-0849
468-0015
467-0877
468-0015
468-0052
466-0027
467-0806
467-0873
468-0011
466-0064
468-0055
466-0027
468-0045
468-0041
466-0015
466-0003
467-0856
466-0848
468-0058
466-0027
467-0025
466-0032
467-0815
470-0162
467-0012
466-0822
467-0868
466-0064
468-0061
466-0034
468-0058
467-0003

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
名古屋市昭和区南分町５ー１９ サンマンション・アトレ川名５０１ 052-859-5888
052-802-3131 052-802-3135
名古屋市天白区原１ー１６１２ マルショウビル原１Ｆ
052-889-2298 052-889-2299
名古屋市瑞穂区雁道町１ー８
052-801-4281 052-804-4169
名古屋市天白区原２ー２０１２
052-804-2360 052-804-2380
名古屋市天白区井口１ー１４１０
052-842-3939 052-842-1122
名古屋市昭和区阿由知通４ー１ー１
052-858-3570 052-858-3575
名古屋市瑞穂区瑞穂通８ー１６ 小林ビル１Ｆ
052-871-7922 052-871-7922
名古屋市瑞穂区竹田町４ー１０ １Ｆ
052-848-8827 052-848-8826
名古屋市天白区平針３ー６０６
052-871-7787 052-871-7187
名古屋市昭和区鶴舞３ー１３ー１９ １Ｆ
052-803-8181 052-802-8686
名古屋市天白区池場３ー１５１５ １Ｆ
052-744-1105 052-741-6665
名古屋市昭和区阿由知通１ー１２ー３
名古屋市天白区野並１ー１４３ アーリーハウス野並２０１ 052-842-9345 052-842-9346
052-853-9000 052-853-9009
名古屋市天白区保呂町１４１０ー２ 林ビル２Ｆ
052-858-1090 052-858-1091
名古屋市昭和区御器所通１ー１８ー１
052-741-2411 052-741-2412
名古屋市昭和区曙町２ー５ー６ コスモシティ８８ １Ｆ
052-613-7435 052-613-7436
名古屋市瑞穂区新開町２ー５
052-841-2103 052-841-2104
名古屋市昭和区長戸町５ー４０ １Ｆ
052-848-8892 052-848-8893
名古屋市天白区植田西２ー１２０２
052-853-1668 052-853-1870
名古屋市昭和区阿由知通５ー９ー１
052-831-4826 052-833-3453
名古屋市瑞穂区松栄町１ー１
052-253-6616 052-253-6617
名古屋市昭和区天神町１ー１ー３
052-852-5110 052-852-5109
名古屋市瑞穂区前田町２ー１２ー２
0561-41-8375 0561-41-8376
愛知郡東郷町大字春木字野渕４８ シティハイム緑１０１
052-851-5277 052-851-5288
名古屋市瑞穂区豊岡通３ー３８ 若山ビル１Ｆ
名古屋市昭和区楽園町１５０ー２ パークハウス・サウスコート４０５ 052-837-1717 052-837-2800
052-889-1880 052-889-1887
名古屋市瑞穂区大喜新町４ー２ー４ 瑞穂スタービル２Ｆ
052-735-7357 052-735-0735
名古屋市昭和区鶴舞３ー１３ー９
052-837-1110 052-837-1113
名古屋市天白区八事天道３１２
052-851-5151 052-841-6505
名古屋市昭和区明月町２ー４０
052-801-5255 052-801-1003
名古屋市天白区植田西１ー５２６
052-853-9511 052-853-9512
名古屋市瑞穂区汐路町５ー７
住所

名南東支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(2)0021878-000 ハウジングパートナー㈱
知事(2)0021914-000 アプト㈱
知事(2)0021922-000 ㈱ＳＨＩＭＡＤＡ
知事(2)0021951-000 ㈱アナハイムエステートサービス
知事(2)0022025-000 内藤㈱
知事(2)0022094-003 ㈱エムホームエステート 南支店
知事(2)0022120-000 エイトデザイン㈱
知事(2)0022127-000 ㈱ＦＩＴ
知事(2)0022136-000 名城ビルド㈱
知事(2)0022168-000 ㈱光和
知事(2)0022214-000 名春不動産
知事(2)0022230-000 ㈱ティーエムシー
知事(2)0022256-000 ㈱徳川
知事(2)0022273-001 ㈱本多不動産 瑞穂オフィス
知事(2)0022275-000 ㈱テクノサーチ
知事(2)0022282-000 ㈱ヴィレッジクリエイト
知事(2)0022289-000 乗松不動産
知事(2)0022295-000 ㈱シーズンホーム
知事(2)0022336-000 ㈱大森不動産
知事(2)0022342-000 ㈱エステイト・リング
知事(2)0022362-000 Ｒｅａｌ Ｅｓｔａｔｅ悳永
知事(2)0022376-000 ㈱ウメモト
知事(2)0022402-000 ㈱スムトコ不動産
知事(2)0022406-000 リエゾン㈱
知事(2)0022469-000 リプロ不動産販売㈱
知事(2)0022492-000 ㈱山実
知事(2)0022503-000 （同）タワーズ
知事(2)0022532-000 鏡不動産販売㈱
知事(2)0022557-002 ㈱ニットー 瑞穂通店
知事(2)0022605-000 ㈱ダイニチ
知事(2)0022609-000 アイレッジ㈱
知事(2)0022639-000 ㈱アットプレイス

代表者名
村上 達也
隈井 康浩
島田 根誉
白羽 太一郎
内藤 ゆき美
荒木 政臣
藤井 厚志
奥田 順
上原 克美
小川 尚登
樫地 伸友
宮崎 徹
徳川 喜大
川津 国義
大平 昌臣
大村 聖二
乗松 兼次
池野 修二
松浦 直樹
山田 直喜
德永 吉信
梅本 賢一
村上 重國
久野 学
杉村 智恵
山田 久美
梶川 豊彦
神本 義浩
鈴村 和也
中川 勇
池村 美希
杉山 理拓

郵便番号
468-0013
468-0051
467-0064
466-0826
466-0015
467-0806
466-0064
466-0003
468-0048
466-0005
466-0805
467-0043
466-0802
467-0026
468-0011
470-0161
466-0054
468-0011
466-0851
466-0022
468-0055
468-0061
468-0053
466-0821
468-0015
466-0032
468-0052
468-0002
467-0806
468-0012
468-0049
468-0008

住所
名古屋市天白区荒池１ー１００９
名古屋市天白区植田３ー１３０７
名古屋市瑞穂区弥富通３ー９ー１
名古屋市昭和区滝川町３２ー１ Ｅｍｕ４０３
名古屋市昭和区御器所通２ー２４ー３ ゴキソ２２４ビル２Ｆ
名古屋市瑞穂区瑞穂通８ー２４ー２ サンキョー新瑞ビル１Ｆ
名古屋市昭和区鶴舞２ー１６ー５ エイトビルヂング３Ｆ
名古屋市昭和区曙町３ー１９ー７
名古屋市天白区中坪町１８
名古屋市昭和区雪見町２ー１ー６
名古屋市昭和区伊勝町２ー３５
名古屋市瑞穂区岳見町５ー２１ー３
名古屋市昭和区神村町１ー２２ー８
名古屋市瑞穂区田辺通４ー２７ー１ 丸美パークマンション瑞穂１Ｆ

名古屋市天白区平針５ー２０４ １Ｆ
愛知郡東郷町春木台５ー６ー１
名古屋市昭和区円上町２２ー１７
名古屋市天白区平針２ー１９０８ 俊明ビル１Ｆ
名古屋市昭和区元宮町３ー６ 東海ビル１階
名古屋市昭和区塩付通１ー１１ー１ ブロンズ森島１Ｆ
名古屋市天白区池場５ー１５０３ ライオンズマンション池場３０１号

名古屋市天白区八事天道３２０ グランドメゾン八事天道１Ｆ
名古屋市天白区植田南２ー９２４ Ｔ＆Ｔ ＵＥＤＡ ＨＩＬＬＳ １０１

名古屋市昭和区前山町１ー３８
名古屋市天白区原５ー１４０１ はらたビル３０３
名古屋市昭和区天神町３ー６ アーバンササキ３６ ４Ｃ
名古屋市天白区井口１ー１０１１ フォーブル梶川Ａ２０１
名古屋市天白区焼山１ー８０９ー１
名古屋市瑞穂区瑞穂通７ー２２ 中央産業ビル１・２Ｆ
名古屋市天白区向が丘１ー７０３ ラカーシュ向が丘２Ｆ２０１号

名古屋市天白区福池１ー３２０ー２
名古屋市天白区一本松１ー１０２ ハーモニーⅠ番館

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-806-6889 052-720-0362
052-800-5860 052-800-3323
052-842-9666 052-842-9667
052-861-7280 052-861-7282
052-838-8021 052-838-8022
052-858-3600 052-858-3618
052-883-8202 052-883-8203
052-734-8371 052-734-8372
052-875-5005 052-891-5279
052-741-4568 052-741-4565
052-763-0155 052-761-1150
052-848-6687 052-835-3070
052-753-8868 052-784-5767
052-848-8390 052-848-8393
052-804-6327 052-804-6354
0561-65-5663 0561-65-5664
052-881-4630 052-881-4657
052-805-0685 052-805-0695
052-761-3076 052-761-3079
052-752-7500 052-752-7501
052-804-1697 052-804-1697
052-848-7717 052-838-7600
052-804-3615 052-804-3618
052-734-6222 052-734-6228
052-680-9674 052-680-9671
052-838-9171 052-838-9172
052-880-2103 020-4622-6548
052-808-0358 052-808-0366
052-853-7210 052-853-7220
052-680-8952 052-680-8953
052-838-9161 052-838-9162
052-870-8814 052-870-8815

名南東支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(2)0022648-000 ㈱エステート南山
知事(2)0022697-000 ㈱Ａｇ
知事(2)0022724-000 荒畑商事
知事(2)0022758-000 エムクラフトホーム
知事(2)0022762-000 ㈱ＳＥＥＤ
知事(2)0022812-000 シティコネクト㈱
知事(2)0022817-000 丸美産業㈱
知事(2)0022834-000 ㈱イー・アール・エス
知事(2)0022866-000 森岡エステート㈱
知事(2)0022886-000 曙ハウジング㈱
知事(1)0022898-000 ㈱かじやま不動産
知事(1)0022902-000 ㈱ワイズ
知事(1)0022964-000 ㈱コトトマ
知事(1)0022983-000 八事不動産㈱
知事(1)0022989-000 サカエハウス
知事(1)0023077-000 ㈱たけのこ不動産
知事(1)0023084-000 エステートプラス㈱
知事(1)0023117-000 ㈱オグラ
知事(1)0023166-000 ㈱ゼット・プラス
知事(1)0023178-000 道不動産開発㈱
知事(1)0023233-000 ㈱ベルモック
知事(1)0023276-000 ㈲アドバンス
知事(1)0023306-000 トゥモローハウス㈱
知事(1)0023311-000 住工房㈱
知事(1)0023336-000 御所町不動産㈱
知事(1)0023353-000 ㈱セントラル建物
知事(1)0023399-000 ＨＥＹＡＴＯＰ㈱
知事(1)0023465-000 ㈲大盛技建
知事(1)0023501-000 山中建設㈱
知事(1)0023527-000 ㈲ＩＮコーポレーション
知事(1)0023591-000 杉浦不動産㈱
知事(1)0023599-000 新丸太不動産コンサルティング

代表者名
杉原 高道
加藤 大輔
河地 聡
宮田 英昭
寺島 眞徳
東 勝彦
嶺木 一志
服部 義雄
山本 宗平
西川 浩児
梶山 威雄
横井 功元
社本 佳保里
上村 聖司
森川 悦子
新澤 三男
細川 由希子
小倉 壽夫
石原 徹
鳥喰 道男
鈴木 裕子
石垣 登
三田 裕子
野々山 善雄
渡辺 裕介
本間 秀樹
竹之内 光
小野田 広人
山中 隆弘
中島 良太
杉浦 嘉彦
小島 太

郵便番号
467-0022
467-0003
466-0015
468-0049
466-0064
466-0031
467-8533
466-0855
466-0826
466-0003
468-0032
467-0051
466-0824
467-0033
467-0012
466-0852
467-0064
467-0828
468-0054
468-0058
466-0054
467-0806
468-0001
470-0162
466-0051
468-0015
467-0806
470-0162
467-0877
467-0003
467-0064
466-0825

住所
名古屋市瑞穂区上山町２ー９
名古屋市瑞穂区汐路町３ー１０ー４
名古屋市昭和区御器所通１ー２
名古屋市天白区福池２ー２９４
名古屋市昭和区鶴舞２ー７ー６
名古屋市昭和区紅梅町３ー８ー３ ブレンダビル２Ｄ
名古屋市瑞穂区瑞穂通３ー２１
名古屋市昭和区川名本町４ー１９ コトブキハイツ２０２
名古屋市昭和区滝川町４７ー１ ウッディプラザ八事３Ｆ
名古屋市昭和区曙町２ー５ー６ コスモシティ８８ １Ｆ
名古屋市天白区山郷町１３
名古屋市瑞穂区釜塚町２ー５７
名古屋市昭和区山里町６２ー７ ＯＮ ＡＮＤ ＯＮ１Ｆ
名古屋市瑞穂区弥富町字円山１０ー２ 八事パテオ２Ｆ
名古屋市瑞穂区豊岡通２ー６９ー５ シニアハウス瑞豊１Ｆ
名古屋市昭和区萩原町３ー４ー１ ラフィネ川原１０１号
名古屋市瑞穂区弥富通１ー６ 宝新瑞ハイツ１Ｆ
名古屋市瑞穂区田光町２ー３３ー２
名古屋市天白区横町７０８ ヨコマチＦｏｕｒーＳｔｏｒｅｓ Ｃ号
名古屋市天白区植田西３ー１１１
名古屋市昭和区円上町２９ー２０ 宇野ビル２Ｆ
名古屋市瑞穂区瑞穂通８ー１９ー６ サン新瑞ビル３Ｆ
名古屋市天白区植田山１ー２０５
愛知郡東郷町大字春木字瀬戸田４１ー１
名古屋市昭和区御器所３ー１０ー３ 天池閣１０６
名古屋市天白区原２ー３４１１
名古屋市瑞穂区瑞穂通８ー１９ー１
愛知郡東郷町大字春木字音貝４３ー５
名古屋市瑞穂区雁道町５ー６
名古屋市瑞穂区汐路町３ー４
名古屋市瑞穂区弥富通４ー２９
名古屋市昭和区八事本町３５ １Ｆ

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-861-1712 052-834-5701
052-875-3455 052-875-3466
052-881-2959 052-881-2961
052-838-6960 052-838-6961
052-825-4032 052-825-4037
052-414-7979 052-414-7980
052-851-3512 052-851-4545
052-757-3011 052-757-3015
052-861-1787 052-861-1788
052-744-0241 052-744-0242
052-800-2103 052-800-2107
052-832-1054 052-846-4014
052-837-7300 052-837-7301
052-861-0023 052-861-0024
052-853-4936 052-853-4937
052-753-4433 052-753-4441
052-861-3925 052-861-3926
052-881-1126 052-881-0126
052-893-7318 052-893-7319
052-803-2870 052-803-2870
052-829-1918 052-829-1919
052-853-9091 052-853-9092
052-848-6332 052-848-6751
0561-38-7567 0561-38-7568
052-718-3758 052-718-1050
052-800-2477 052-800-2478
052-851-8383 052-851-8388
052-801-6217 052-803-1061
052-881-8055 052-871-8108
052-858-1061 052-858-1062
052-832-4106 052-832-4146
052-833-4056 052-720-3490

名南東支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(1)0023600-000 ㈱Ｔｈｅ ｗｉｎ
知事(1)0023625-000 ルビネット㈱
知事(1)0023654-000 エクシーム
知事(1)0023730-000 ㈱ビーウェストパートナーズ
知事(1)0023764-000 ㈱エムワイホーム
知事(1)0023953-000 ㈱ユートラスト
知事(1)0024051-000 こじま不動産ＦＰ株式会社
知事(1)0024053-000 青木建築㈱
知事(1)0024100-000 ジーホーム㈱
知事(1)0024120-000 ユニコーンエステート㈱
知事(1)0024125-000 ㈱ナカモリ不動産事務所
知事(1)0024126-000 光工房㈱
知事(1)0024147-000 ㈱エステートミズヒラ
知事(1)0024154-000 ㈱キャリソン
知事(1)0024170-003 ㈱アールプランナー不動産 天白店
知事(1)0024174-000 川原不動産
知事(1)0024198-000 ㈱ピースハウジング
知事(1)0024210-000 ㈲福田店装
知事(1)0024213-000 向が丘不動産
知事(1)0024249-000 フルール不動産
大臣(15)0000220-051
大臣(15)0000220-060
大臣(15)0000220-075
大臣(15)0000382-021
大臣(13)0002018-003
大臣(13)0002018-007
大臣(13)0002018-010
大臣(13)0002018-023
大臣(13)0002018-043
大臣(13)0002018-050
大臣(13)0002018-076
大臣(12)0002205-003

住友林業ホームサービス㈱ 瑞穂店
住友林業ホームサービス㈱ 平針店
住友林業ホームサービス㈱ いりなか店
㈱ヤマダホームズ 不動産事業部東海店

㈱ニッショー 新瑞支店
㈱ニッショー 平針支店
㈱ニッショー 杁中支店
㈱ニッショー 御器所支店
㈱ニッショー 野並支店
㈱ニッショー 八事支店
㈱ニッショー 植田支店
㈱ユニホー 天白営業所

代表者名
藤原 徹
近藤 伸泰
前田 祐志
鈴木 隼
村田 真義
戸田 なつ美
小島 健
青木 正樹
鷲見 彰治
成田 智峰
中森 聖
光岡 卓範
水平 知宏
永江 榮司
渡部 修
酒井 知子
佐久間 洋一
福田 喜三
水野 譲
中澤 和美
林 秀治
松風 吉信
川島 英生
武智 政弘
曽我 伸
原 裕貴
今井 淳也
川淵 準之助
植木 隆司
柄沢 光広
西尾 孝之
近藤 啓一郎

郵便番号
468-0003
468-0051
466-0058
468-0001
466-0853
466-0027
468-0045
468-0048
466-0041
466-0826
468-0014
468-0045
468-0058
466-0831
468-0015
466-0853
467-0863
467-0057
468-0012
466-0845
467-0012
468-0011
466-0833
467-0831
467-0066
468-0011
466-0833
466-0027
468-0045
466-0825
468-0051
468-0015

住所
名古屋市天白区鴻の巣２ー３０２ー１
名古屋市天白区植田３ー７１４ シティタカギ１Ｆ
名古屋市昭和区白金３ー２０ー２ 白金レジデンス１Ｆ西
名古屋市天白区植田山２ー７１３ー２
名古屋市昭和区川原通６ー２ー１ １Ｆ
名古屋市昭和区阿由知通２ー２１‐４ フォーム１ １Ｆ
名古屋市天白区野並２ー２０
名古屋市天白区中坪町３６ー２
名古屋市昭和区出口町３ー５９ 小川ビル１Ｆ
名古屋市昭和区滝川町４７ー１ ウッディプラザ八事４０１
名古屋市天白区中平５ー２００３ フローレスチェリー２０１
名古屋市天白区野並２ー４３１ ＹＫビル １Ｆ
名古屋市天白区植田西３ー３０１ 第一正和４０３号室
名古屋市昭和区花見通３ー１１ ブレースデント杁中ビル２Ｆ
名古屋市天白区原１ー１０４ アーバンドエル原１Ｆ
名古屋市昭和区川原通８ー３７ー３
名古屋市瑞穂区牛巻町１２ー１１ エクセレント神宮１階
名古屋市瑞穂区井の元町１０７
名古屋市天白区向が丘１ー５０１ー６ １Ｆ
名古屋市昭和区藤成通２ー１２ー１ 藤成ビル６Ａ
名古屋市瑞穂区豊岡通３ー２４ー２
名古屋市天白区平針３ー７０８
名古屋市昭和区隼人町９ー１ ロイヤル杁中１Ｆ
名古屋市瑞穂区惣作町２ー１６ー１ コボリマンション堀田２Ｆ
名古屋市瑞穂区洲山町２ー２５ 寺本ビル１Ｆ
名古屋市天白区平針３ー１１５
名古屋市昭和区隼人町２ー４ パンプキンクラブ１Ｆ
名古屋市昭和区阿由知通３ー２３ ディーベス２３ ２Ｆ
名古屋市天白区野並３ー４０１
名古屋市昭和区八事本町１０１ー２ 森本ビル１Ｆ
名古屋市天白区植田３ー１２０６
名古屋市天白区原１ー２２１４ ユニーブル 原央１Ｆ

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-718-6498 052-718-6498
052-808-7555 052-808-5755
052-881-8898 052-883-3805
052-782-1422 052-782-1422
052-715-6922 052-715-6921
052-735-0020 052-735-0021
052-892-8388 052-892-8406
052-896-1390 052-895-4600
052-875-4420 052-875-4135
052-846-8801 052-846-6626
052-805-3909 052-805-3930
052-846-8037 052-846-8038
052-801-0251 052-715-8515
052-908-1590 052-908-1591
052-807-6340 052-807-6341
052-762-4588 052-763-0880
052-889-1100 052-872-9111
052-832-2982 052-832-2950
052-805-1273 052-846-6878
052-846-8706 052-846-8707
052-859-1663 052-859-1668
052-800-5661 052-800-5888
052-861-0861 052-861-0866
052-859-1522 052-858-4808
052-853-0761 052-853-0764
052-804-1700 052-804-0670
052-834-3311 052-834-3314
052-735-6001 052-735-6020
052-896-5800 052-896-5811
052-836-6100 052-836-6635
052-800-5700 052-800-5755
052-803-9521 052-802-6718

名南東支部 会員名簿
免許番号
大臣(12)0002205-034 ㈱ユニホー
大臣(10)0002961-007
大臣(10)0002961-016
大臣(10)0002961-040

大臣(3)0007211-000
大臣(3)0007260-004
大臣(3)0007381-002
大臣(2)0008044-012
大臣(2)0008327-004
大臣(1)0009346-024

商号
御器所営業所

代表者名
鈴木 誠也
積水ハウス不動産中部㈱ 杁中営業所 中西 一将
積水ハウス不動産中部㈱ 名古屋南賃貸営業所 谷前 康輔
積水ハウス不動産中部㈱ 名古屋南営業所 下川 智
㈱ソーリツホーム
牧野 隆太郎
㈱エサキホーム 名古屋南支店 野田 康仁
㈱リーベスト 御器所店
木村 武志
ホームトレードセンター㈱ 名古屋営業所 梛野 光弘
㈱木下の賃貸 名古屋支社
加藤 誠
㈱不動産ＳＨＯＰナカジツ 名古屋昭和店 小見山 将成

郵便番号
466-0027
466-0833
467-0806
467-0806
467-0832
468-0024
466-0027
466-0015
467-0811
466-0013

住所
名古屋市昭和区阿由知通３ー２３ ディーベス２３ １Ｆ
名古屋市昭和区隼人町７ー１２ セブンス杁中１Ｆ
名古屋市瑞穂区瑞穂通８ー１７ー２ プロシード新瑞橋２Ｆ
名古屋市瑞穂区瑞穂通８ー１７ー２ プロシード新瑞橋２Ｆ
名古屋市瑞穂区神前町２ー１６
名古屋市天白区大根町４６ 天白ハイツ１Ｆ
名古屋市昭和区阿由知通３ー１８ー２
名古屋市昭和区御器所通２ー６ サンダイヤルマンション１Ｆ
名古屋市瑞穂区北原町１ー３３ー２
名古屋市昭和区緑町１ー２５ー１

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-856-5580 052-856-5581
052-715-8331 052-715-8332
052-858-1750 052-851-5501
052-858-1740 052-851-1151
052-853-2271 052-842-1205
052-800-0802 052-800-0836
052-745-6755 052-745-6756
052-856-8858 052-856-8859
052-859-2650 052-859-2665
052-745-0200 052-745-0201

