名南西支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(16)0001195-000 ㈲イソベ不動産
知事(15)0002131-000 田島商事㈱
知事(15)0002136-000 大栄建設㈱
知事(15)0002888-000 平野不動産
知事(15)0003555-000 東海リッチランド
知事(14)0003981-000 上田住宅
知事(14)0004153-000 ㈲ディベロプメント弥富
知事(14)0004164-000 イワクラゴールデンホーム㈱
知事(14)0004514-000 天王建設㈱
知事(14)0004665-000 山忠不動産
知事(14)0004666-000 鍋田土地
知事(14)0004669-000 白木屋㈲
知事(14)0004766-000 スウェーデンホーム㈱
知事(14)0004941-000 ㈲磯貝不動産
知事(13)0005811-000 ツカサ
知事(13)0006321-000 西川土地
知事(13)0006343-000 ㈱緒方建設
知事(13)0007036-000 ㈱青山
知事(13)0007135-000 村井不動産
知事(13)0007292-000 大和開発
知事(13)0007305-000 津島興業㈱
知事(13)0007401-000 堀田不動産
知事(13)0007492-000 ㈱タカラ
知事(12)0007681-000 横清不動産㈱
知事(12)0007684-000 ㈲ハウスロード
知事(12)0007710-000 朝日土地
知事(12)0007955-000 ㈱ツミキ
知事(12)0008220-000 栄南住宅
知事(12)0008487-000 日栄住宅
知事(12)0008528-001 本州建設㈱ 港店
知事(12)0008585-000 ㈱潮栄土地
知事(12)0008598-000 木地木材㈱

代表者名
磯部 充彦
田島 伸吾
川崎 鉅明
平野 了
吉川 善明
上田 博行
犬飼 克子
村神 亮
黒田 真司
山崎 忠七
伊藤 和一
岡本 康義
遠山 定重
磯貝 満
鬼頭 司郎
西川 正純
緒方 武志
青山 幹雄
村井 修
中山 釼治
遠山 定重
堀田 勝
太田 匠
橋本 輝美子
谷 剛司
朝日 芳朗
積木 孝之
加藤 一之
足立 昭彦
安藤 正人
鳥山 宣之
木地 優雄

郵便番号
454-0818
454-0822
498-0028
496-0011
490-1111
498-0023
498-0026
455-0005
496-0855
490-1144
498-0064
496-0834
496-8001
455-0003
454-0852
455-0066
490-1144
496-8011
490-1414
498-0031
496-8001
496-0043
497-0002
496-0906
496-8014
455-0842
496-0036
498-0026
498-0006
455-0873
455-0882
490-1111

住所
名古屋市中川区松葉町１ー２６
名古屋市中川区四女子町２ー１９ 田島ビル１Ｆ
弥富市鯏浦町中六７３
津島市莪原町字郷東９６
あま市甚目寺市場１７
弥富市鯏浦町上六６１ー１
弥富市鯏浦町西前新田６７
名古屋市港区新川町２ー１
津島市江東町１ー２５ー１
海部郡大治町大字西條字柳原６６ー４
弥富市西末広１ー９３
津島市南本町１ー２ １Ｆ
愛西市勝幡町五俵入２２５６
名古屋市港区辰巳町４ー３
名古屋市中川区昭和橋通２ー１３ー２
名古屋市港区寛政町７ー４
海部郡大治町大字西條字狐海道２２０
愛西市諏訪町橋本３５９ー１
弥富市坂中地５ー５
弥富市平島町東勘助６６ー１０
愛西市勝幡町五俵入２２５６
津島市大字古川字上割５７９
あま市七宝町遠島千之島１
愛西市日置町山の池２０９ー１
愛西市町方町五軒家東１０ー１１
名古屋市港区稲永５ー４ー３
津島市愛宕町６ー１１７
弥富市鯏浦町西前新田５０ー３
弥富市佐古木４ー６１０ー ４
名古屋市港区春田野１ー２０５
名古屋市港区小賀須１ー６２１
あま市甚目寺郷前３９

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-351-0266 052-351-0268
052-361-2340 052-363-2252
0567-67-1173 0567-67-1175
0567-28-0011 0567-28-0010
052-444-7023 052-444-0520
0567-65-0501 0567-65-2684
0567-65-1310 0567-65-3843
052-654-1861 052-651-1267
0567-25-7111 0567-24-4574
052-441-0070 052-444-6564
0567-68-8279 0567-68-1636
0567-26-2079 0567-26-2079
0567-28-1120 0567-28-1123
052-651-0008 052-661-3915
052-363-8835 052-363-8836
052-381-7673 052-382-6766
052-442-1150 052-442-1157
0567-26-1711 0567-26-1734
0567-52-1557 0567-52-1557
0567-66-1220 0567-66-1220
0567-28-1111 0567-28-1123
0567-26-3492 0567-26-5240
052-442-0024 052-444-5132
0567-26-1105 0567-28-3648
0567-26-8166 0567-26-3188
052-381-2456 052-381-1379
0567-24-2253 0567-28-5580
0567-65-1601 0567-65-6746
0567-65-0849 0567-65-0523
052-303-6123 052-303-5884
052-301-8282 052-303-6522
052-443-0111 052-443-0112

名南西支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(12)0008748-000 ㈲吉田不動産
知事(12)0008844-000 渡部建築㈱
知事(12)0008996-000 園不動産
知事(11)0009413-000 愛三建設㈱
知事(11)0009543-000 ㈲名阪不動産
知事(11)0009586-000 甚目寺不動産
知事(11)0009684-000 ㈱中部地所建物コンサルタント
知事(11)0009811-000 ㈱ユ―ホ―ム
知事(11)0009914-000 幸伸不動産
知事(11)0010006-000 村川不動産
知事(11)0010635-000 海南不動産
知事(11)0010679-000 ㈱カネイ
知事(11)0010865-000 ㈱光工芸
知事(11)0010869-000 ㈱ヒコサカ
知事(11)0010927-000 百合興産㈱
知事(11)0010971-000 安藤土地事務所
知事(11)0010993-000 ㈲万惣
知事(11)0011211-000 野村建設不動産
知事(11)0011231-003 貝沼建設㈱ 港支店
知事(11)0011231-004 貝沼建設㈱ 中川支店
知事(11)0011297-000 ㈱橘企画
知事(11)0011424-000 ㈱ヤマナカ住宅
知事(11)0011451-000 村上不動産㈱
知事(11)0011479-000 ㈲奥田不動産
知事(11)0011484-000 五月不動産事務所
知事(10)0011830-000 ㈲不動産の服部
知事(10)0011938-000 冨田不動産
知事(10)0012137-000 ㈲村田住宅
知事(10)0012249-000 栄進住宅
知事(10)0012343-000 ニッセツ㈱
知事(10)0012640-000 ㈱栄起開発
知事(10)0012655-000 大一地所㈱

代表者名
吉田 正昭
渡部 孝
奥田 勇
荒尾 孝嘉
山田 太平
松永 和昭
内田 勝司
荒川 充朗
加藤 幸次
村川 房子
佐野 剛士
横井 義和
浅野 成利
彦坂 正
犬飼 勝信
安藤 満夫
早川 知江
野村 建爾
山田 賢太郎
溝延 健太
藤井 純子
中島 敬之
村上 千咲
奥田 信宏
高木 源二
服部 明
冨田 勉
村田 光男
小竹 邦治
北川 英明
廣田 陽子
加藤 千咲子

郵便番号
497-0030
490-1112
490-1111
455-0801
497-0052
490-1111
490-1207
454-0022
454-0911
497-0005
498-0063
490-1225
454-0041
498-0006
455-0073
454-0903
490-1105
454-0036
455-0815
454-0818
490-1143
455-0014
454-0971
497-0042
454-0921
454-0032
455-0801
454-0842
490-1144
454-0051
496-0037
454-0945

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0567-95-1825 0567-95-1824
海部郡蟹江町宝２ー６０６
052-444-0333 052-443-2706
あま市上萱津深見６
052-441-5351 052-445-3658
あま市甚目寺桜田１ー５
052-382-9551 052-381-5654
名古屋市港区小碓２ー１４１ー２
0567-95-1779 0567-95-1752
海部郡蟹江町西之森６ー１５
052-441-8281 052-441-8280
あま市甚目寺松山１０９ー２
052-526-1137 052-526-1136
あま市二ツ寺六町３４ー２
052-715-4001 052-715-4011
名古屋市中川区露橋１ー１８ー１２
052-363-6300 052-351-2285
名古屋市中川区高畑２ー３９２
052-442-3910 052-433-6101
あま市七宝町伊福河原１５４
0567-68-1461 0567-68-2030
弥富市東末広６ー１５
052-444-1012 052-443-4118
あま市蜂須賀蛇除地６２６
052-363-1128 052-363-1196
名古屋市中川区八神町３ー８
0567-65-0780 0567-65-0780
弥富市佐古木５ー５１５ ー１１
052-654-4277 052-654-4288
名古屋市港区川西通５ー３７
052-362-6088 052-362-6675
名古屋市中川区柳瀬町２ー５３
052-444-0524 052-444-5082
あま市新居屋久渕郷１７
052-361-3147 052-361-3247
名古屋市中川区二女子町１ー３０
052-383-3305 052-381-1218
名古屋市港区油屋町３ー３ー１
052-363-1155 052-363-6361
名古屋市中川区松葉町３ー４
海部郡大治町大字砂子字千手堂６５０ アメニティ大治二番館４０４号 052-443-3550 052-443-3550
052-654-1561 052-654-0685
名古屋市港区港楽３ー１ー１３
052-431-5656 052-431-3283
名古屋市中川区富田町大字千音寺字松ノ木３１５１
0567-96-2662
海部郡蟹江町大字鍋蓋新田字イロノ割４４
052-361-6644 052-361-6645
名古屋市中川区中郷２ー４
052-361-8769 052-361-8738
名古屋市中川区荒江町１６ー４ シティライフ荒江１Ｆ
052-381-3935 052-382-4467
名古屋市港区小碓４ー１５２
052-352-7181
名古屋市中川区宮脇町２ー３３ー２
052-441-4375 052-441-4364
海部郡大治町大字西條字城前田１０５ー８
052-362-2757 052-352-9646
名古屋市中川区大山町４６
0567-25-2392 0567-25-4467
津島市西愛宕町２ー１５８
052-301-5005 052-301-0777
名古屋市中川区下之一色町字北起１３４
住所

名南西支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(9)0012799-000 宇佐美不動産㈱
知事(9)0013021-000 新生建設㈱
知事(9)0013021-002 新生建設㈱ 高畑センター
知事(9)0013322-000 丸二不動産㈱
知事(9)0013323-000 ㈱佐藤工務店
知事(9)0013540-000 ニチハ㈱
知事(9)0013548-000 ㈲トーカイバシ
知事(9)0013556-000 ㈱伊藤工務店
知事(9)0013638-000 ㈱伸幸ハウス
知事(9)0013791-000 イナエ不動産事務所
知事(9)0013815-000 政成不動産㈱
知事(9)0013898-000 矢野建設㈱
知事(8)0013919-000 ㈲日永
知事(8)0013994-000 鈴幸不動産
知事(8)0014094-000 ㈱丸万不動産
知事(8)0014117-000 大一不動産
知事(8)0014202-000 永和不動産㈱
知事(8)0014310-000 ㈱ワールド
知事(8)0014451-000 和光不動産
知事(8)0014519-000 ㈱エイシンエステート
知事(8)0014545-000 ㈱日本技建
知事(8)0014612-000 南谷不動産
知事(8)0014673-000 ㈲鬼頭工業
知事(8)0014816-000 ㈱中京地所
知事(8)0014838-000 立松建設㈱
知事(8)0014934-000 ㈱河村産業所
知事(8)0014959-000 大治土地㈱
知事(8)0014970-000 ㈱シンニクス
知事(8)0014987-000 ㈱太田工産
知事(8)0015024-000 ㈱新川通商
知事(8)0015036-000 西部不動産
知事(8)0015115-000 ㈲明豊不動産

代表者名
宇佐美 徹
宮﨑 博樹
青山 明裕
坂野 文昭
佐藤 誠
山中 龍夫
安田 慶三
伊藤 徳宏
竹島 幸男
足木 弥生
半田 武之
矢野 雄嗣
中井 芳子
鈴木 幸弘
山田 憲司
吉田 昭一
佐藤 武慶
高橋 武士
後藤 和已
大崎 明男
山田 好文
南谷 孝子
鬼頭 昌幸
髙山 晃大
立松 絹久
河村 昭利
横井 啓充
脇田 雅士
太田 靖二
新川 芳弘
西部 成男
冨田 良孝

郵便番号
496-0026
454-0936
454-0911
455-0037
498-0026
455-0846
455-0062
454-0856
490-1116
455-0831
490-1436
455-0831
454-0863
496-0043
454-0872
454-0982
496-0922
497-0005
496-8007
454-0981
496-0022
490-1116
455-0801
497-0031
490-1143
490-1114
490-1134
454-0011
497-0037
454-0836
498-0012
454-0931

住所
津島市唐臼町柳原１０９
名古屋市中川区高杉町２６２
名古屋市中川区高畑２ー２ 荒伊ビル１Ｆ
名古屋市港区名港１ー８ー９
弥富市鯏浦町西前新田２１
名古屋市港区汐止町１２
名古屋市港区小碓町字南堤起１１９
名古屋市中川区小碓通２ー２５
あま市本郷三反地１０８ー５
名古屋市港区十一屋２ー３９８ー３
海部郡飛島村竹之郷２ー７３
名古屋市港区十一屋３ー６３
名古屋市中川区大塩町１ー７５ー３
津島市古川町２ー３２
名古屋市中川区万町１２１２
名古屋市中川区西伏屋２ー８０４ー２
愛西市大野町未１５７７ー８
あま市七宝町伊福苗代１１５
愛西市南河田町高台７３
名古屋市中川区吉津３ー３０３
津島市越津町字梅之木１
あま市本郷郷中４５
名古屋市港区小碓１ー４７４ １Ｆ
海部郡蟹江町大字須成字藤丸１９８８ー２９
海部郡大治町大字砂子字西腰掛畑１８９５
あま市下萱津替地１１０４
海部郡大治町大字東條字高松５４ー２
名古屋市中川区山王１ー８ー２８
海部郡蟹江町今西３ー１０７
名古屋市中川区福船町３ー１ー２９
弥富市五之三町本田４２
名古屋市中川区中花町２４

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0567-32-1260 0567-32-1235
052-361-8171 052-361-8197
052-354-2231 052-354-2230
052-653-1455 052-652-0239
0567-65-3511 0567-65-2740
052-381-2811 052-383-0668
052-654-0088 052-654-2068
052-653-6161 052-653-0991
052-444-0310 052-441-4193
052-382-1236 052-382-1237
0567-55-1657 0567-55-0621
052-384-2800 052-382-0030
052-363-0779 052-363-3397
0567-24-3355
052-351-5022 052-351-5310
052-303-0475 052-740-2993
0567-31-1468 0567-31-3144
052-441-1222 052-443-1815
0567-28-3653 0567-26-9603
052-414-5685 052-414-5680
0567-26-1111 0567-26-1112
052-442-0766 052-442-0766
052-381-8605 052-383-6150
0567-95-8018 0567-69-7066
052-444-2118 052-442-6997
052-444-3316 052-441-3326
052-444-6103 052-444-6199
052-322-7351 052-331-4010
0567-95-9638 0567-95-9628
052-362-3733 052-362-3938
0567-65-2168 0567-65-2182
052-365-5878 052-363-8870

名南西支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(8)0015319-000 ㈲明徳
知事(8)0015370-000 エバーハウス㈱
知事(8)0015391-000 中幸建設㈲
知事(8)0015407-000 ライフ大治
知事(8)0015416-000 ㈲渡部材木店
知事(8)0015438-000 ㈱エーダイ
知事(8)0015452-000 ㈲ヨコエ不動産
知事(7)0015542-000 ㈲太陽不動産
知事(7)0015675-000 ㈲ナベタ不動産
知事(7)0015799-000 ㈱渡辺工務店
知事(7)0016021-000 進興土地
知事(7)0016055-000 名徳不動産㈱
知事(7)0016063-000 ㈲八開産業
知事(7)0016112-000 大竹不動産㈱
知事(7)0016283-000 ㈱イカイ土地
知事(7)0016357-000 ㈲日伸コーポレーション
知事(7)0016409-000 ㈱オクト
知事(7)0016434-000 ㈱山忠
知事(7)0016462-000 ㈲アヅ企画
知事(7)0016565-000 前田住建㈱
知事(7)0016588-000 マルハチ建装㈱
知事(7)0016601-000 リョーワ住宅
知事(7)0016661-000 高田相互企画
知事(7)0016686-000 赤羽不動産
知事(7)0016762-000 ㈲川口地所
知事(7)0016798-002 ㈱ジェイエイ名古屋サービス 高畑営業所
知事(7)0016798-005 ㈱ジェイエイ名古屋サービス 富田営業所
知事(7)0016798-006 ㈱ジェイエイ名古屋サービス 南陽町営業所
知事(7)0016843-000 ㈱三晃不動産
知事(6)0016928-000 宮地住建㈱
知事(6)0017100-000 ㈲田谷住建
知事(6)0017167-000 ㈲共栄ハウジング

代表者名
金成 喜諭
村上 正勝
中山 幸雄
鷲主 まゆみ
渡部 宏之
村上 かづみ
横江 国彦
松本 浩義
久留宮 博文
渡辺 均
中村 昭生
伊藤 貢
田中 秀彦
大竹 三好
猪飼 将之
日比 みどり
奥田 隆俊
山﨑 恭裕
市川 良明
前田 紀一
沢田 祐里奈
菱田 光浩
高田 和男
山田 久男
川口 雅夫
上田 睦
浅井 政勝
新美 正史
風岡 正夫
宮地 伸
田谷 誠
久保田 拓治

郵便番号
490-1115
454-0971
490-1438
490-1136
490-1112
497-0041
454-0936
490-1211
498-0063
490-1437
454-0818
454-0912
496-8046
454-0912
455-0813
496-0019
497-0031
490-1142
455-0815
455-0883
454-0819
490-1223
496-8001
455-0855
490-1131
454-0911
454-0985
455-0861
454-0962
490-1211
454-0957
490-1134

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-443-7917 052-443-7917
あま市坂牧坂塩３５
名古屋市中川区富田町大字千音寺字松ノ木３１５１ 第三村上ビル５０２号 052-439-1224 052-439-1225
0567-52-1704 0567-52-3270
海部郡飛島村大宝字八島６８
海部郡大治町大字花常字人見２８ ハミング２２ ２０２号室 052-443-5559 052-441-8836
052-444-0339 052-442-2466
あま市上萱津西ノ川５
0567-95-8700 0567-95-8708
海部郡蟹江町南１ー９２
052-353-2341 052-353-2341
名古屋市中川区高杉町３４２
052-443-4513 052-443-4512
あま市篠田稲荷６５
0567-68-4805 0567-68-4910
弥富市東末広２ー７６
0567-52-1056 0567-52-3605
海部郡飛島村元起５ー４３
052-351-5271 052-362-7087
名古屋市中川区打出１ー２２ エンポリアム関６０２
052-354-5539 052-354-5535
名古屋市中川区野田１ー５２７
0567-37-1573 0567-37-1560
愛西市赤目町下堤畦７８ー ２
052-352-0765 052-352-0765
名古屋市中川区野田１ー２９７
052-382-4441 052-382-3217
名古屋市港区善進本町５１９ー１
0567-28-6505 0567-28-6515
津島市百島町字祢宜３９ー１
0567-95-0101 0567-96-0080
海部郡蟹江町大字須成字六白１３１６
052-445-0070 052-445-2003
海部郡大治町大字三本木字柳原１１２ー３
052-381-1258 052-381-8870
名古屋市港区油屋町３ー１３
052-302-3322 052-302-3332
名古屋市港区知多１ー２０２
052-361-0937 052-361-5648
名古屋市中川区烏森町四反畑１２１
052-445-1246 052-445-1427
あま市森山東江端３９ー １
0567-28-3745 0567-28-3745
愛西市勝幡町塩畑２７４４
052-302-9336 052-302-9336
名古屋市港区八百島２ー１４０５ー１
052-441-6205 052-444-7924
海部郡大治町大字長牧字前田７２
052-351-1110 052-352-2211
名古屋市中川区高畑３ー２１２
052-302-1233 052-302-1108
名古屋市中川区春田５ー５５
052-301-6689 052-302-9600
名古屋市港区大西１ー４０
052-301-5252 052-302-5252
名古屋市中川区戸田５ー１３３
052-444-4993 052-446-0088
あま市篠田南組７２
052-303-0018 052-303-2877
名古屋市中川区かの里３ー１０１
052-442-1310 052-442-8319
海部郡大治町大字東條字郷前１０
住所

名南西支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(6)0017177-000 ㈱シンエイハウス
知事(6)0017228-000 ㈲久野設計事務所
知事(6)0017427-000 ㈲日本テクニカルセンター
知事(6)0017578-000 栄幸開発
知事(6)0017628-000 ㈱フラワー不動産
知事(6)0017633-000 近藤不動産事務所
知事(6)0017876-000 ㈲谷口工務店
知事(5)0018180-000 ㈱ナビハウス
知事(5)0018231-000 ㈲波多野不動産事務所
知事(5)0018280-000 ㈲水野材建
知事(5)0018335-000 フレンズホーム
知事(5)0018347-000 ㈱大永ホームサービス
知事(5)0018418-000 野田不動産
知事(5)0018485-000 ㈲キョーエイ
知事(5)0018525-000 ㈲山五不動産
知事(5)0018535-000 あま土地
知事(5)0018558-000 ㈲ホームトラスト
知事(5)0018595-000 ㈱シースリー
知事(5)0018630-000 ㈱美濃屋建築
知事(5)0018753-000 ㈱ニシムラ
知事(5)0018771-000 新平建築㈱
知事(5)0018789-000 ㈱加東建設
知事(5)0018806-000 ㈱アイコム
知事(5)0018811-000 ㈱アーバン
知事(5)0018840-000 ㈱岩本工業
知事(5)0018892-000 ㈱荒仁工務店
知事(4)0018957-000 アイホーム㈱
知事(4)0018968-000 ㈱テラスポート
知事(4)0019009-000 ㈲エステートプランニング
知事(4)0019038-000 あすか
知事(4)0019080-000 ㈲近藤住建
知事(4)0019159-000 ㈱アルトス

代表者名
山田 忠良
久野 滝夫
加藤 彰充
森山 幸一
坂井 武一
近藤 征治
谷口 孝二
松井 英治
波多野 昭一
原畑 淳
栁生 浩詞
山田 力
野田 実千恵
奧村 隆充
佐藤 善昭
鷲見 幸治
川村 光泰
大江 康夫
飯谷 賢一
大河内 清隆
日置 務
加東 育郎
岩田 竜司
平野 広司
岩本 一三
荒川 進一
吉田 昭彦
佐藤 毅
森本 則宏
清水 順
近藤 直樹
森 博美

郵便番号
490-1113
455-0801
455-0075
496-0912
454-0869
454-0036
497-0012
497-0034
497-0043
455-0874
496-0036
497-0058
490-1131
498-0024
498-0017
497-0004
454-0997
455-0027
496-0911
454-0933
497-0013
496-0905
455-0863
496-0005
497-0002
454-0984
496-0031
455-0863
454-0911
454-0985
497-0055
455-0006

住所
あま市中萱津大坊６
名古屋市港区小碓１ー５６７
名古屋市港区正徳町３ー５
愛西市東保町権右１２０
名古屋市中川区荒子１ー９７
名古屋市中川区二女子町５ー２０ー１
あま市七宝町下田西長代１３７０ー２
海部郡蟹江町本町１１ー４６ー１
海部郡蟹江町大字新千秋字後西８
名古屋市港区西福田２ー１２０４
津島市愛宕町１ー５６ー２
海部郡蟹江町富吉４ー１３８
海部郡大治町大字長牧字前田２１
弥富市鯏浦町気開１９５ー４
弥富市前ケ須町午新田 ６１２
あま市七宝町桂北海道２０７０ー２
名古屋市中川区万場１ー８０３
名古屋市港区船見町５６
愛西市西保町同所新田２
名古屋市中川区法華１ー２６
あま市七宝町川部四反田３３
愛西市北一色町昭和４３０
名古屋市港区新茶屋１ー１４０４
津島市神守町字二ノ割４６
あま市七宝町遠島新開１０９ー ２
名古屋市中川区供米田３ー２４１５
津島市埋田町１ー７４
名古屋市港区新茶屋４ー７１８
名古屋市中川区高畑３ー１１
名古屋市中川区春田５ー４１
海部郡蟹江町源氏１ー２１
名古屋市港区南十一番町３ー５

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-445-2881 052-445-2882
052-382-9881 052-383-8771
052-383-6600 052-383-6600
0567-23-0888 0567-23-2444
052-355-0550 052-355-0551
052-361-7800 052-387-9788
052-442-3610 052-442-3454
0567-96-8300 0567-96-8306
0567-95-7522 0567-96-5510
052-302-3226 052-302-8273
0567-25-9571 0567-25-9576
0567-96-7688 0567-96-7692
052-444-9829 052-444-9841
0567-67-0127 0567-65-1811
0567-65-4806 0567-65-4807
052-441-3747 052-441-3047
052-431-1139 052-432-4370
052-613-3200 052-614-6577
0567-24-3958 0567-24-8693
052-353-0890 052-353-0429
052-442-7729 052-442-7701
0567-24-1200 0567-25-3771
052-301-8191 052-301-9329
0567-24-1101 0567-24-8828
052-443-6667 052-444-5954
052-301-6188 052-303-7549
0567-28-7799 0567-28-8989
052-301-0712 052-301-0634
052-362-6767 052-362-6768
052-303-1110 052-303-1334
0567-95-9668 0567-96-7381
052-659-7331 052-659-7332

名南西支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(4)0019162-000 ㈱中部創建
知事(4)0019167-000 飛島木材㈱
知事(4)0019172-000 ㈱大橋不動産
知事(4)0019216-000 ㈱千代田不動産
知事(4)0019216-002 ㈱千代田不動産 美和営業所
知事(4)0019249-000 ㈲パートナーズ事務所
知事(4)0019271-000 ㈲ミヤザキ不動産販売
知事(4)0019284-000 ㈱ヤマトコーポレーション
知事(4)0019300-000 ㈱ニシデ
知事(4)0019396-000 ㈲エーダイホームズ
知事(4)0019405-000 Ｐｒｅーｅａｓｔ㈱
知事(4)0019477-000 ㈱センス
知事(4)0019539-000 ㈱ウッディ
知事(4)0019599-000 百年住宅中部㈱
知事(4)0019609-000 江口不動産
知事(4)0019618-000 ㈱新和不動産
知事(4)0019656-000 ㈱ニシベ
知事(4)0019704-000 ㈱創和
知事(4)0019818-000 ひまわり不動産
知事(4)0019869-000 優喜不動産
知事(4)0019917-000 ㈲愛光不動産
知事(4)0020114-000 ㈲吉野建築
知事(4)0020128-000 ㈱あいさい不動産
知事(4)0020152-000 ㈱丸石不動産
知事(3)0020175-004 ㈱アイデムホーム 中川店
知事(3)0020358-000 ㈲蟹江不動産
知事(3)0020361-000 ㈲ひかり不動産
知事(3)0020381-000 ㈲鈴姫建設
知事(3)0020394-000 マイホームズ
知事(3)0020418-000 ㈱伊藤建設工業
知事(3)0020614-000 徳和建設㈲
知事(3)0020663-000 はけたけ不動産

代表者名
馬場 堅二
吉田 重義
大橋 徳広
近藤 利一
近藤 和子
林 秋彦
宮崎 豊
山本 一枝
西出 義文
中村 日出夫
山内 和子
佐藤 光則
櫻井 文人
中嶋 雄
江口 敏雄
原 達昌
西部 豊
小川 達士
井上 照芳
寺尾 正嘉
合田 博敏
吉野 睦
伊藤 博男
石黒 吉弘
池田 大地
宇田 豊士
金子 勝行
鈴木 一夫
吉田 康史
伊藤 貴志
横山 伸二
吉川 元啓

郵便番号
496-0913
490-1433
455-0002
496-0008
490-1222
490-1222
497-0006
454-0843
455-0824
454-0805
454-0877
496-8018
454-0838
454-0005
497-0004
496-0902
454-0932
454-0825
454-0866
497-0005
490-1143
498-0023
496-0943
490-1111
454-0921
497-0036
454-0869
455-0832
490-1132
455-0074
454-0911
490-1104

住所
愛西市西條町東善太２３２ー３
海部郡飛島村大字渚２ー４８
名古屋市港区東海通３ー２１ー１
津島市宇治町字石畑１５６ー１
あま市木田八反田１９ー１
あま市木田池成７６ー４５
あま市七宝町下之森河原１０８
名古屋市中川区大畑町２ー６６
名古屋市港区西川町４ー１４ー２
名古屋市中川区舟戸町１ー１７
名古屋市中川区八田町４０４ー１
愛西市渕高町八畝割１１
名古屋市中川区太平通６ー１１
名古屋市中川区西日置町１０ー２２５
あま市七宝町桂角田７０
愛西市須依町前田面３６ー９
名古屋市中川区中島新町３ー２３０８
名古屋市中川区好本町３ー６３ー２
名古屋市中川区東中島町６ー４４ー２
あま市七宝町伊福壱町畑４７ー１
海部郡大治町大字砂子字二又１５ー４
弥富市鯏浦町上六１１５ー２
愛西市森川町一番割１０
あま市甚目寺郷浦４３ー３
名古屋市中川区中郷３ー４１１
海部郡蟹江町須成西８ー２７ー１
名古屋市中川区荒子５ー１６２ アクティブ奥真Ｅ号室
名古屋市港区宝神２ー９０４
海部郡大治町大字北間島字屋敷１００
名古屋市港区正保町６ー２４
名古屋市中川区高畑４ー１８
あま市西今宿山伏三３５ー１

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0567-24-1570 0567-24-1145
0567-52-1389 0567-52-1382
052-659-7100 052-659-7107
0567-25-2148 0567-25-1608
052-442-5500 052-442-5572
052-443-9771 052-443-9548
052-449-6560 052-449-6561
052-361-8666 052-361-0667
052-304-9850 052-304-9851
052-351-6171 052-351-0602
052-627-0131 052-369-3017
0567-37-1879 0567-37-1817
052-362-6111 052-362-6112
052-362-9725 052-362-9719
052-442-6622 052-442-5332
0567-25-1403 0567-24-5546
052-363-1511 052-363-1512
052-369-2902 052-369-2903
052-361-6486 052-361-6486
052-444-4101 052-444-7713
052-432-8135 052-432-8137
0567-67-2474 0567-67-3823
0567-22-5553 0567-22-5587
052-444-5595 052-444-5599
052-365-1090 052-365-1091
0567-96-5558 0567-96-5557
052-355-3283 052-355-3273
052-382-2494 052-382-2426
052-443-3303 052-433-7275
052-381-4989 052-383-5275
052-362-0580 052-362-0585
052-444-0370 052-443-6600

名南西支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(3)0020675-000 ㈱あいさいほーむ
知事(3)0020715-000 スズトモ不動産
知事(3)0020726-000 ニューステージ㈱
知事(3)0020748-000 ㈲甚目寺不動産
知事(3)0020824-000 ㈲朝田商事
知事(3)0020875-000 ㈲リベラルハウス
知事(3)0020899-000 ㈱名南土地
知事(3)0020935-000 山貞不動産
知事(3)0021005-002 共生不動産㈱ 名古屋西店
知事(3)0021095-000 ㈱ホームランド
知事(3)0021096-000 匠ホーム
知事(3)0021141-000 ㈲旭
知事(3)0021164-000 ㈱現代社
知事(3)0021193-000 八木鋼材㈱
知事(3)0021246-000 ㈱鈴木工務店
知事(3)0021253-000 ㈲ユウシン
知事(3)0021294-000 ㈱不動産ＳＯＳ
知事(3)0021324-000 三裕産業㈱
知事(3)0021324-001 三裕産業㈱ 中川支店
知事(3)0021324-002 三裕産業㈱ 名古屋西支店
知事(3)0021329-000 ㈱笹木電気土木
知事(3)0021337-000 ミナミプランニング㈱
知事(3)0021353-000 ㈱近藤不動産
知事(3)0021405-000 ㈱アドバンス
知事(3)0021414-000 ㈱ＢＩＧコーポレーション
知事(3)0021561-000 大崎ホーム
知事(2)0021610-000 ㈲サンウッド
知事(2)0021635-000 ㈱サンライズホーム
知事(2)0021695-000 立松住建㈱
知事(2)0021778-000 ㈱アルファー
知事(2)0021801-000 石川エステイト
知事(2)0021829-000 ㈱ミヤコンサルタント

代表者名
木村 益規
鈴木 智久
鈴木 靖
松永 俊彦
朝日 浩一
宇佐美 豊
朝日 満夫
山田 裕紀
萩尾 哲士
星 幸治
山本 大
太田 文安
矢野 照豊
福井 義和
鈴木 健司
友松 眞二
細川 勝矢
寺田 敏美
寺田 敏美
佐藤 明正
笹木 茂夫
南 敦子
近藤 せつ子
髙取 敏朗
西元 英人
大崎 文和
伊藤 友一
土田 精一
立松 裕子
水谷 年宏
野村 友子
久留宮 克已

郵便番号
496-8001
496-8005
454-0011
490-1111
454-0855
496-8008
455-0843
490-1211
454-0936
454-0911
455-0854
497-0044
455-0831
454-0826
496-0043
496-8001
497-0038
455-0804
454-0012
455-0851
454-0926
498-0017
454-0860
490-1143
490-1143
496-0904
490-1134
455-0822
490-1143
497-0058
490-1115
454-0932

住所
愛西市勝幡町堀田５１
愛西市諸桑町郷城２０３
名古屋市中川区山王４ー１ー２
あま市甚目寺松山１０９ー２
名古屋市中川区昭明町３ー１１
愛西市北河田町郷前３６０ー１
名古屋市港区錦町２６ー２８
あま市篠田新割５８ー１
名古屋市中川区高杉町１４９
名古屋市中川区高畑５ー１４５ 第３奥村マンション１Ｆ
名古屋市港区藤高１ー２９７
海部郡蟹江町大字蟹江新田字吉左エ門裏１８７
名古屋市港区十一屋３ー６０
名古屋市中川区小本本町１ー１００
津島市古川町２ー４８
愛西市勝幡町東町２３４
海部郡蟹江町桜１ー１７５
名古屋市港区当知３ー２９０４
名古屋市中川区尾頭橋３ー１５ー５
名古屋市港区東茶屋２ー４０４
名古屋市中川区打出２ー２０２
弥富市前ケ須町東勘助１７９ー３
名古屋市中川区畑田町３ー４９
海部郡大治町大字砂子字稲家１３７
海部郡大治町大字砂子字桜木５４０ー１
愛西市柚木町北田面２４６
海部郡大治町大字東條字砂島１０ ホワイトスクエア１Ｂ
名古屋市港区甚兵衛通４ー１ー１ アビタシオン山田４０３
海部郡大治町大字砂子字稲家１９０
海部郡蟹江町富吉３ー２４６
あま市坂牧郷４７
名古屋市中川区中島新町４ー１４０１

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0567-23-0011 0567-23-2400
0567-25-1095 0567-31-8299
052-331-9881 052-324-5701
052-441-8281 052-441-8280
052-652-2058 052-652-2058
0567-28-2971 0567-28-2934
052-382-3394 052-382-3394
052-442-0350 052-442-8903
052-364-7039 052-364-7029
052-369-1700 052-369-1702
052-825-8848 052-302-0143
0567-94-0338 0567-96-7030
052-383-4732 052-382-0030
052-352-0111 052-362-2828
0567-26-1234 0567-55-8182
0567-24-0023 0567-26-1306
0567-94-0086 0567-94-0039
052-383-6520 052-383-5474
052-324-7110 052-324-5110
052-387-7110 052-387-7111
052-352-0536 052-361-3322
0567-97-3833 0567-97-3834
052-381-3200 052-381-7774
052-444-6363 052-441-1818
052-485-5195 052-485-5196
0567-25-4100 0567-58-3455
052-462-8842 052-462-8843
052-364-7026 052-364-7036
052-444-4332 052-444-4422
0567-43-8880 0567-96-9445
052-443-6585 052-443-6585
052-383-1777 052-355-9495

名南西支部 会員名簿
免許番号
商号
代表者名
知事(2)0021869-000 ㈱リフテ
市村 麻梨子
知事(2)0021920-000 ㈱眞弓不動産
木戸 真弓
知事(2)0021923-000 ㈱財生ハウジング
中村 幸延
知事(2)0021964-000 ㈱ケイセイホーム
佐野 博信
知事(2)0022001-000 田島木材㈱
田島 英樹
知事(2)0022094-000 ㈱エムホームエステート
荒木 政臣
知事(2)0022155-000 伊藤建築㈱
伊藤 嘉規
知事(2)0022160-000 名西住宅販売㈱
迫 義行
知事(2)0022181-000 ㈱ｅーＭｉｎｄ
東川 勲
知事(2)0022188-000 ㈱神野不動産
神野 一秀
知事(2)0022253-000 ㈱ワタリ建設
渡邉 宗紀
知事(2)0022259-000 ㈱ケイツー
木全 国彦
知事(2)0022277-000 ㈱コーワリアルエステート
服部 紘征
知事(2)0022334-000 ㈱ミズノ
水野 博旨
知事(2)0022443-000 レディオ㈲
水谷 一人
知事(2)0022453-000 ＮＴホーム
立松 尚人
知事(2)0022481-000 ㈲吉野電設
吉野 邦雄
知事(2)0022515-000 ㈱早川工務店
早川 真
知事(2)0022525-000 ㈱ライフワン
早瀬 慎一
知事(2)0022557-000 ㈱ニットー
中野 英樹
知事(2)0022570-001 ㈱不動産トータルサポート 愛西店 石川 克哉
知事(2)0022642-000 ㈱大和工芸
市橋 雅之
知事(2)0022660-000 みずの不動産事務所㈱
水野 敬介
知事(2)0022698-000 ㈱春田野
長尾 三秋
知事(2)0022703-000 奥村不動産
奥村 将司
知事(2)0022743-000 秀不動産
吉村 和美
知事(2)0022747-000 ㈱三つ葉ホーム
伊藤 栄紀
知事(2)0022767-000 おおはる商産㈱
相原 仁
知事(2)0022843-000 東海パートナーズ㈱
小牟田 哲也
知事(2)0022860-000 ㈱木村建設
木村 永浩
知事(2)0022880-000 あまつしま不動産㈱
沖 尚也
知事(1)0022919-000 ㈱Ｍｅｒｃｉｍｍｏ
伊藤 舞

郵便番号
454-0911
496-0022
498-0032
454-0934
496-0901
454-0911
490-1112
454-0911
490-1111
455-0075
496-0931
454-0981
490-1104
455-0001
496-0013
496-0044
496-8008
497-0034
455-0001
454-0027
496-8007
454-0841
496-0023
454-0984
454-0807
454-0984
454-0971
490-1134
454-0004
454-0912
496-0803
454-0911

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
名古屋市中川区高畑２ー１５２ ホワイトアベニュー１５２ ２ＦＡ 052-369-1681 052-369-1682
0567-74-3377 0567-74-3378
津島市越津町字こがね１４８
0567-65-7065 0567-65-3346
弥富市平島中３ー１５６
名古屋市中川区西中島２ー６０５ ＯＳ・ＳＫＹマンション１０３号室 052-602-5315 052-602-5319
0567-26-1255 0567-26-1256
愛西市佐屋町堤西１１６ー４
052-361-5600 052-361-5618
名古屋市中川区高畑１ー２３５ ピアレス高畑１Ｆ
052-444-0364 052-444-0938
あま市上萱津銭神３７
052-364-6351 052-364-6352
名古屋市中川区高畑４ー７７
052-442-3223 052-433-2088
あま市甚目寺西大門５６
052-304-7177 052-304-7311
名古屋市港区正徳町６ー３５ー１
0567-25-5179 0567-26-8511
愛西市早尾町南川並２９３
052-414-6111 052-446-6668
名古屋市中川区吉津１ー２２１４ ３Ｆ
052-462-0017 052-462-0018
あま市西今宿郷内二２０
052-652-6886 052-661-0653
名古屋市港区七番町５ー３
0567-32-3300 0567-32-3331
津島市神尾町字野中１３８
0567-58-3550 0567-58-5618
津島市立込町２ー１００ー４
0567-28-1001 0567-28-1314
愛西市北河田町郷前４５３ー３
0567-74-1075 0567-74-1033
海部郡蟹江町本町７ー１２２
052-661-0502 052-661-0503
名古屋市港区七番町５ー４ー９
052-364-6210 052-362-1210
名古屋市中川区広川町３ー１ー８
0567-22-5665 0567-22-5670
愛西市南河田町高台１０ー２
052-361-5561 052-361-5716
名古屋市中川区押元町１ー８７
0567-31-0765 0567-55-8012
津島市鹿伏兎町上春日台２ー６
052-302-7971 052-302-7972
名古屋市中川区供米田２ー１２０１ー１
052-351-3830 052-351-3831
名古屋市中川区愛知町４６ー２０
052-301-3038 052-301-3039
名古屋市中川区供米田３ー３６０８
052-977-7495 052-977-7895
名古屋市中川区富田町大字千音寺字供木４４５０ー１
052-443-1932 052-443-2090
海部郡大治町大字東條字砂島９
052-322-3255 052-322-3256
名古屋市中川区西日置１ー１ー３
052-351-3671 052-351-3672
名古屋市中川区野田３ー２４１
0567-26-6266 0567-26-6277
津島市今市場町３ー１４
名古屋市中川区高畑５ー３４ー５ サンマンション高畑１Ｆ 052-364-6172 052-364-6120
住所

名南西支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(1)0022926-000 ㈱エムケイエステート
知事(1)0023056-000 ＯＴＡ㈱
知事(1)0023071-001 ワイズ通商㈱ 太平通店
知事(1)0023199-000 ㈱リビングエステート
知事(1)0023259-000 ㈱すまい計画室
知事(1)0023275-000 弥生コーポレーション㈲
知事(1)0023304-000 ㈱イエサポ
知事(1)0023319-000 ㈱アイプランニング
知事(1)0023332-000 ㈱ＭＫクリエイト
知事(1)0023347-000 ㈲オフィスヒロ
知事(1)0023374-000 ㈱ハウシーク
知事(1)0023400-000 東海不動産
知事(1)0023429-001 ㈱ＨＯＭＭＡ 蟹江支店
知事(1)0023436-000 ㈱グロリアスライフ
知事(1)0023443-000 幸伸不動産㈱
知事(1)0023487-000 あさの不動産事務所（同）
知事(1)0023488-000 協和地所㈱
知事(1)0023502-001 ㈱サンキューライフ 中川春田店
知事(1)0023504-000 ㈱プロフィールド
知事(1)0023537-000 ㈱宝神住宅
知事(1)0023560-000 ㈱リブ
知事(1)0023602-000 ㈱浅田不動産
知事(1)0023605-000 ㈱エコフォレスト
知事(1)0023629-000 ㈱明和
知事(1)0023709-000 ㈱ＨＡＹＡＳＥ
知事(1)0023736-000 ㈱ゼネラルコーポレーション
知事(1)0023769-000 不動産ショップ住まいる㈱
知事(1)0023797-000 ㈱アップル土地建物管理
知事(1)0023803-000 三和コンベア産業㈱
知事(1)0023836-000 ㈱セネット
知事(1)0023853-000 ㈱圓工舎
知事(1)0023897-000 ㈱エフォール

代表者名
加藤 昌哉
太田 啓介
杉浦 順司
寺本 政志
木下 良一
中村 実
篠田 幸親
乾 順計
宇佐美 愛
石原 光弘
林 竜史
舟戸 満
本間 信也
浅野 成利
加藤 直生
浅野 貴光
平野 雄嗣
鶴見 基弥
麻生 聡
小坂井 不二子
小川 雄生
榎本 清一
森 真悟
久保 明
早瀬 慎一
塚本 清志
後藤 和樹
吉田 みきよ
中川 義人
柴田 義介
近藤 円
梅澤 英章

郵便番号
454-0981
497-0030
454-0844
490-1222
454-0997
496-8001
454-0004
454-0828
496-0801
455-0001
455-0884
496-0868
497-0040
454-0041
454-0911
490-1111
496-0014
454-0981
454-0871
455-0813
497-0011
454-0042
454-0997
455-0052
455-0001
454-0985
455-0858
496-0037
455-0078
454-0911
454-0011
454-0852

住所
名古屋市中川区吉津２ー６１７
海部郡蟹江町宝２ー１７４
名古屋市中川区葉池町２ー１
あま市木田飛江ノ見５７ー１
名古屋市中川区万場５ー８３７ メゾンロワール３０１号
愛西市勝幡町河畔１０５９ー２
名古屋市中川区西日置１ー８ー２６
名古屋市中川区小本１ー１８ー２５・２Ｆ
津島市藤浪町２ー４５
名古屋市港区七番町５ー４ー５ 東海通ホワイトビル７Ｆ
名古屋市港区七反野１ー５０６
津島市申塚町２ー２５ー１
海部郡蟹江町城１ー２７９
名古屋市中川区八神町３ー８
名古屋市中川区高畑２ー３９２
あま市甚目寺八尻１１４ー２
津島市金柳町字南脇１１０
名古屋市中川区吉津３ー１９０６
名古屋市中川区柳森町２７０３
名古屋市港区善進本町５２８
あま市七宝町安松１４ー９９ー２
名古屋市中川区応仁町１ー３４
名古屋市中川区万場２ー６１８
名古屋市港区いろは町２ー３９ー３
名古屋市港区七番町５ー４ー９ ライフワンビル２０１
名古屋市中川区春田３ー１３４ １Ｆ
名古屋市港区西茶屋２ー１１ イオンモール名古屋茶屋１Ｆ
津島市西愛宕町２ー８８ー４
名古屋市港区丸池町２ー１３
名古屋市中川区高畑５ー１６１
名古屋市中川区山王３ー１８ー２３
名古屋市中川区昭和橋通１ー２７ 昭和橋ビル２ーＦ

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-433-5521 052-433-5531
0567-97-3986 0567-97-3985
052-746-8868 052-746-8869
052-449-5211 052-449-5212
052-870-2927 052-870-2928
0567-55-7721 0567-55-7741
052-212-5604 052-212-5654
052-351-6603 052-870-5050
0567-69-6471 0567-69-6472
052-652-5531 052-653-8300
052-655-5252 052-655-5262
0567-24-6181 0567-25-7184
0567-97-3560 0567-97-3561
052-355-8600 052-355-8602
052-363-1600 052-351-2285
052-462-9200 052-462-9201
0567-55-7722 0567-33-2056
052-433-2207 052-433-2206
052-746-8115 052-746-8116
052-381-6948 052-381-6958
052-441-1112 052-441-1113
052-362-5517 052-362-8266
052-908-2663 052-431-1345
052-652-0377 052-665-6729
052-661-7553 052-661-7554
052-355-6410 052-355-6413
052-304-8901 052-304-8902
0567-23-5130 0567-74-0383
052-665-6127 052-665-6128
052-363-2851 052-363-2870
052-710-4652 052-710-4652
052-655-4550 052-655-4551

名南西支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(1)0023909-000 ミワ建設工業㈱
知事(1)0023909-001 ミワ建設工業㈱ イオンタウン弥富店
知事(1)0023977-000 ㈱リデア
知事(1)0023989-000 ㈱ＴＫＳ
知事(1)0023997-000 ㈱清水陽介商店
知事(1)0024155-000 ㈱なでしこ地所
知事(1)0024170-008 ㈱アールプランナー不動産 中川店
知事(1)0024197-000 フジサービス㈱
知事(1)0024219-000 飯田不動産
知事(1)0024223-000 ㈱モリネクスト
知事(1)0024242-000 ㈲ファームリース西春倉庫
知事(1)0024268-000 ㈱アビテナ
知事(1)0024322-000 ㈱トータルエステート
大臣(13)0002018-012 ㈱ニッショー 高畑支店
大臣(13)0002018-022 ㈱ニッショー 蟹江支店
大臣(13)0002018-040 ㈱ニッショー 港支店
大臣(13)0002018-067 ㈱ニッショー あま支店
大臣(13)0002018-074 ㈱ニッショー 津島支店
大臣(10)0002961-031
大臣(10)0002961-033

大臣(9)0003284-096
大臣(9)0003306-046
大臣(4)0006857-075
大臣(4)0006857-170
大臣(3)0007260-008
大臣(1)0008923-000
大臣(1)0009346-022
大臣(1)0009405-010
大臣(1)0009591-000

代表者名
三輪 茂
玉山 真子
磯部 隼一
高木 浩行
清水 俊晴
長井 紀夫
山口 貴史
伊藤 健太
飯田 明
森次 治男
佐藤 勇一
手島 寿宏
富永 智志
鬼頭 忠義
真野 高行
平賀 和正
柴山 竜二
加藤 正行
積水ハウス不動産中部㈱ 名古屋西営業所 青木 政人
積水ハウス不動産中部㈱ 名古屋西賃貸営業所 山口 慶子
一建設㈱ 名古屋西営業所
重立 紀和
㈱飯田産業 名古屋店
大澤 努
タマホーム㈱ 蟹江店
山本 正司郎
タマホーム㈱ 名古屋中川店
渡辺 慶人
㈱エサキホーム 名古屋西支店 大田黒 賢人
名古屋木材㈱
丹羽 耕太郎
㈱不動産ＳＨＯＰナカジツ 中川店 山本 英紀
㈱夢のおてつだい 中川八熊店 大河内 将
㈱河野組
河野 将弥

郵便番号
490-1113
498-0014
455-0882
454-0046
490-1444
496-8005
454-0845
455-0074
497-0031
454-0855
496-0911
455-0815
454-0027
454-0911
497-0055
455-0004
490-1136
496-0047
454-0911
454-0911
454-0922
454-0911
496-0014
454-0852
454-0912
454-0011
454-0921
454-0013
496-0019

住所
あま市中萱津稲干場１９ー１
弥富市五明町蒲原１３７１ー４
名古屋市港区小賀須３ー１６２６ グレイス小賀須１階
名古屋市中川区神郷町３ー１２ アクティブ神郷Ａ
海部郡飛島村木場２ー１１３
愛西市諸桑町東浦１４６
名古屋市中川区馬手町１ー５
名古屋市港区正保町８ー５４
海部郡蟹江町大字須成字打越２０３７ー７６
名古屋市中川区昭明町４ー４９
愛西市西保町観音堂４４
名古屋市港区油屋町３ー２８ー３ エスポアクインズコート１Ｆ
名古屋市中川区広川町２ー１ー３２
名古屋市中川区高畑２ー１０１
海部郡蟹江町源氏４ー１６
名古屋市港区津金１ー２ー１
海部郡大治町大字花常字福島１６
津島市西柳原町１ー４１ー１
名古屋市中川区高畑２ー１８０
名古屋市中川区高畑２ー１８０
名古屋市中川区荒中町１４８ アラナカハイツ１Ｆ
名古屋市中川区高畑２ー１６４
津島市金柳町字北脇２９ー１
名古屋市中川区昭和橋通６ー２４
名古屋市中川区野田１ー６９１
名古屋市中川区山王２ー６ー４１
名古屋市中川区中郷２ー７２
名古屋市中川区八熊２ー２１
津島市百島町字中割２ー１

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-445-5850 052-414-6168
0567-97-3234 0567-97-3235
052-526-2103 052-526-2104
052-387-7566 052-387-7567
0567-55-0285 0567-55-1405
0567-24-6411 0567-74-5725
052-398-5667 052-398-5668
052-382-2799 052-387-5277
0567-96-1754 0567-96-1796
052-654-7015 052-720-3952
0567-28-3519 0567-28-3561
052-387-8800 052-387-8838
052-355-6685 052-355-6686
052-351-1141 052-351-3320
0567-95-7800 0567-95-7833
052-654-9515 052-654-9518
052-446-3800 052-446-3655
0567-22-1600 0567-22-0275
052-355-8855 052-355-8866
052-355-8822 052-355-8844
052-365-2171 052-365-2181
052-365-4788 052-365-5488
0567-33-1180 0567-33-1220
052-365-3020 052-361-3888
052-363-2600 052-363-2602
052-321-1526 052-332-5457
052-363-7770 052-363-7771
052-339-1030 052-339-1031
0567-55-8001 0567-55-7971

