名南支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(16)0000598-000 東邦不動産㈱
知事(15)0003421-001 ブラザー不動産㈱ 緑営業所
知事(14)0004210-000 髙鍬不動産事務所
知事(14)0004569-000 ㈱朝日屋
知事(14)0005032-000 宝不動産㈱
知事(14)0005073-000 林不動産
知事(14)0005093-000 ㈱新東商事
知事(13)0005408-000 ㈱光伸不動産
知事(13)0005650-000 ヤマサ總業㈱
知事(13)0005710-000 ㈱丸文
知事(13)0006444-000 ㈱中央
知事(13)0006577-000 成田建設㈱
知事(13)0006612-000 ㈱武儀一地所
知事(13)0006740-000 ㈱タグチ
知事(13)0007619-000 西晃商事㈱
知事(13)0007630-000 宮前不動産㈱
知事(12)0007778-000 ㈱下栄
知事(12)0007862-000 宝交通㈱
知事(12)0008059-000 ㈱大広住宅
知事(12)0008096-000 丸信不動産事務所
知事(12)0008214-000 隼人建設㈱
知事(12)0008234-000 新東綜合開発㈱
知事(12)0008359-000 ㈲睦商事
知事(12)0008436-000 タケセイ不動産㈱
知事(12)0008473-000 ㈱中部不動産センター
知事(12)0008993-000 ㈱富士不動産
知事(12)0009119-000 西川土地
知事(12)0009365-000 ㈲チトセ商事
知事(12)0009389-000 三協不動産㈲
知事(11)0009504-000 ㈱加福不動産
知事(11)0009840-000 ㈱桑山商会
知事(11)0010091-000 松和地所

代表者名
林 貴康
田中 陽一
髙鍬 準一
梶田 昭敏
笠原 猛
林 勝男
伊藤 博
髙鍬 伸男
道山 岳司
柘植 英明
各務 剛史
成田 勇夫
武儀山 勝彦
田口 隆彦
西尾 昭彦
山田 愼也
下村 昌己
笠原 猛
鳥居 宏光
馬場 ミチコ
渡邊 紳一郎
中村 将士
中島 順子
纐纈 健太郎
佐原 百合子
太田 吉洋
西川 セイ子
山下 修弘
齋藤 康廣
青木 謙定
桒山 和久
土屋 正道

郵便番号
456-0004
458-0812
457-0058
457-0865
456-0031
458-0044
457-0012
458-0845
456-0004
458-0036
457-0016
457-0051
458-0021
457-0032
458-0021
456-0031
459-8001
456-0031
470-1151
458-0835
470-1125
456-0027
458-0823
457-0862
458-0038
457-0006
458-0036
456-0055
458-0925
458-0835
457-0007
458-0001

住所
名古屋市熱田区桜田町１９ー１８ ６Ｆ
名古屋市緑区神の倉４ー１９８
名古屋市南区前浜通７ー１７
名古屋市南区氷室町１ー２２
名古屋市熱田区神宮４ー７ー２７ 宝１８ビル２Ｆ
名古屋市緑区池上台１ー１８４
名古屋市南区菊住２ー１８ー１１ １Ｆ
名古屋市緑区鳴海町字赤塚１１３
名古屋市熱田区桜田町２０ー１８
名古屋市緑区六田１ー２０１
名古屋市南区汐田町６ー１８
名古屋市南区笠寺町字迫間１４
名古屋市緑区滝ノ水２ー１８２０
名古屋市南区元桜田町４ー６０ー２
名古屋市緑区滝ノ水１ー１１９ 滝の水パークアベニュー１Ｆ
名古屋市熱田区神宮３ー８ー２３ 宮前ビル４Ｆ
名古屋市緑区大高町字鶴田６８
名古屋市熱田区神宮４ー７ー２７ 宝１８ビル２Ｆ
豊明市前後町五軒屋１５３１ー１０
名古屋市緑区鳴海町字上汐田２４
豊明市三崎町中ノ坪１２ー１
名古屋市熱田区旗屋２ー２０ー１０
名古屋市緑区太子１ー３２８ー１
名古屋市南区内田橋１ー８ー５
名古屋市緑区作の山町１９４
名古屋市南区鳥栖１ー１ー２５
名古屋市緑区六田１ー９４
名古屋市熱田区南一番町１０―７
名古屋市緑区桶狭間１４０８
名古屋市緑区鳴海町字上汐田１２ ２Ｆ
名古屋市南区駈上２ー９ー１６
名古屋市緑区梅里２ー１７１

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-881-0487 052-872-1737
052-877-6211 052-877-6543
052-821-8068 052-821-8069
052-691-3998 052-692-5538
052-671-1223 052-671-1307
052-892-0884 052-892-0100
052-811-6161 052-811-5118
052-892-5335 052-891-5335
052-871-3331 052-871-4451
052-621-5353 052-621-5355
052-822-1506 052-822-1591
052-822-2200 052-822-2208
052-892-3880 052-755-0715
052-821-9671 052-822-8956
052-899-1919 052-899-1920
052-678-3535 052-678-3536
052-622-7000 052-622-4918
052-682-0001 052-671-6338
0562-97-1055 0562-97-1073
052-622-4711 052-622-5233
0562-93-0751 0562-92-8419
052-212-7432 052-212-7433
052-621-4431 052-623-6656
052-692-5121 052-692-5122
052-896-3141 052-896-3145
052-823-2525 052-821-9336
052-622-5248 052-622-4944
052-661-3286 052-651-6053
052-624-3961 052-624-8957
052-622-6111 052-622-6112
052-811-3564 052-811-3396
052-876-3665 052-876-3694

名南支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(11)0010222-000 ㈱水野工務店
知事(11)0010236-000 ㈲のぼり不動産
知事(11)0010259-000 シー・エーハウジング
知事(11)0010266-000 ㈱福島土地
知事(11)0011157-001 東海建物㈱ 名古屋店
知事(11)0011217-000 山高不動産㈱
知事(11)0011231-006 貝沼建設㈱ 緑支店
知事(11)0011467-000 ㈱旭設計
知事(10)0011543-000 ㈱星崎土地建物
知事(10)0011674-000 土井事務所
知事(10)0011705-000 ㈱大太
知事(10)0011812-000 大西不動産
知事(10)0011828-000 ㈲日の出殖産
知事(10)0011912-000 豊商住宅㈱
知事(10)0012032-000 ㈱伊勢木
知事(10)0012151-000 ㈱谷内工務店
知事(10)0012258-000 東名住宅社
知事(10)0012262-000 阿部不動産
知事(10)0012480-000 コセキ不動産
知事(10)0012520-000 タイシ不動産
知事(10)0012540-000 成澤不動産
知事(10)0012666-000 三友不動産一級設計事務所
知事(10)0012704-000 石原住宅㈱
知事(9)0012895-000 中部日本開発㈱
知事(9)0012931-000 ㈲山田不動産事務所
知事(9)0013002-000 ㈱アーバンライズ
知事(9)0013054-000 ㈱児玉工務店
知事(9)0013254-000 ㈲信和地所
知事(9)0013454-000 小杉建設㈱
知事(9)0013511-000 シモエー不動産
知事(9)0013617-000 加納不動産
知事(9)0013811-000 坂東商事

代表者名
水野 恒平
須原 清成
林 幸男
福島 康高
平野 要
山口 清一
市川 裕恭
安藤 和夫
森 靖雄
土井 孝雄
下村 孝治
大西 鉄己
中村 幹男
冨田 義貴
山田 しげみ
谷内 かずみ
坂本 道雄
阿部 茂
小瀬木 孝
成田 正二
成澤 直子
細井 博充
石原 寛治
片山 正篤
山田 泰市
菊田 恵一
児玉 正一
安田 政弘
小杉 正人
下村 直己
加納 宮雄
坂東 健

郵便番号
457-0072
457-0865
457-0014
458-0033
456-0032
459-8001
458-0035
457-0866
457-0068
458-0801
459-8008
458-0044
457-0015
470-1131
456-0031
459-8001
457-0005
459-8001
458-0911
458-0823
458-0015
459-8005
457-0862
458-0803
457-0828
457-0801
458-0005
458-0924
457-0816
459-8001
456-0034
458-0013

2020年4月1日現在
住所
電話番号
FAX番号
052-822-0014 052-811-3103
名古屋市南区寺部通４ー２３
052-691-2797 052-692-2167
名古屋市南区氷室町１ー１５
052-822-5212 052-821-1241
名古屋市南区呼続１ー２ー３１
052-623-9257 052-623-9843
名古屋市緑区相原郷２ー２００７
052-884-8525 052-884-8526
名古屋市熱田区三本松町８ー１３
052-622-1102 052-624-1378
名古屋市緑区大高町字東正地６１
052-622-1200 052-622-1280
名古屋市緑区曽根２ー４０９
052-692-5714 052-582-5102
名古屋市南区三条２ー２２ー４
052-612-5962 052-612-5963
名古屋市南区南野１ー１０５ 味覚ビル３Ｆ
052-621-3649 052-621-3077
名古屋市緑区鳴海町字矢切１２７ー１
052-621-2715 052-622-8124
名古屋市緑区文久山４４５
052-891-0024 052-891-0025
名古屋市緑区池上台３ー５ー１
052-822-2210 052-822-0021
名古屋市南区岩戸町１７ー２２
0562-93-1839 0562-93-1840
豊明市二村台２ー１９ー２６
052-678-8077 052-678-8066
名古屋市熱田区神宮３ー８ー２３
052-622-0050 052-622-0049
名古屋市緑区大高町字寅新田６ー１
052-822-9910 052-822-9833
名古屋市南区桜台１ー１６ー１
052-622-8333 052-623-8828
名古屋市緑区大高町字鷲津１７７
名古屋市緑区有松町大字桶狭間字高根３９ー １６６ 中２階 052-624-0772 052-624-0772
052-622-8292 052-622-0203
名古屋市緑区太子２ー２９２
052-895-3070 052-895-3076
名古屋市緑区篠の風１ー９１３
052-621-0093 052-621-0091
名古屋市緑区緑花台２２７ー１ １階
052-692-5221 052-692-4070
名古屋市南区内田橋１ー３ー８
052-877-5402 052-877-5409
名古屋市緑区鏡田５０８ー１ １Ｆ
052-611-5100 052-612-1131
名古屋市南区宝生町３ー１６
052-613-2559 052-611-1008
名古屋市南区丹後通１ー１ ２Ｆ
052-876-0087 052-876-6546
名古屋市緑区鳴丘１ー１６０２
052-883-9086 052-883-9087
名古屋市緑区有松５２６
052-612-3456 052-612-6097
名古屋市南区元柴田東町３ー１７ー２
052-622-7000 052-622-4918
名古屋市緑区大高町字鶴田６８
052-671-3452 052-671-3452
名古屋市熱田区伝馬２ー７ー２３
052-876-6576 052-876-8865
名古屋市緑区ほら貝１ー４６５

名南支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(9)0013825-000 タケビシ㈱
知事(9)0013877-000 ㈱アリカワ
知事(8)0013940-000 ㈱エムエム企画
知事(8)0014019-000 たかくわ不動産
知事(8)0014163-000 ㈲ザンマ商事
知事(8)0014289-000 ㈲市川住宅
知事(8)0014393-000 ㈲三協住宅
知事(8)0014469-000 ㈱トチマンサービス
知事(8)0014563-001 ㈱アートハウジング みどり店
知事(8)0014672-000 東部建設㈱
知事(8)0014674-000 ワイケイ不動産㈱
知事(8)0014705-000 ㈲大矢不動産
知事(8)0014707-000 ㈱ランド技建
知事(8)0014728-000 ㈲二村不動産
知事(8)0014762-000 ㈱大高土地
知事(8)0014795-000 ㈲丹羽不動産
知事(8)0014830-000 創栄建設
知事(8)0014935-000 ㈱ＴＳアラサワ不動産
知事(8)0014980-000 ㈲小田切南不動産
知事(8)0015079-000 ㈲ヨコチ不動産
知事(8)0015123-000 ㈱兼美
知事(8)0015136-000 ㈱三大
知事(8)0015258-000 ナルミ不動産㈱
知事(8)0015282-000 ㈲アイトー
知事(8)0015355-000 グレイス不動産㈱
知事(8)0015420-000 ㈱鹿山
知事(8)0015432-000 ㈲トヨトミ住宅
知事(8)0015474-000 ㈲中山不動産
知事(8)0015491-000 ㈲野辺ビル
知事(7)0015551-000 ㈱杉山建工
知事(7)0015566-000 ㈱緑住建
知事(7)0015570-000 新美不動産

代表者名
佐々木 久
有川 裕一
市川 みさ子
髙鍬 一雄
座馬 勝司
市川 正夫
有泉 清明
伊藤 幸子
白神 速人
藤田 繁樹
近藤 祥介
大矢 邦博
渡邉 均
兼子 睦範
鈴木 隆
丹羽 崇夫
宮崎 総一
荒澤 太一郎
小田切 泉
横地 明
伊藤 翔登
大森 啓子
土屋 裕
本田 知代
鬼頭 克郎
加藤 準一
光崎 富夫
中山 将成
野邊 保
杉山 智子
清田 孝一
新美 久光

郵便番号
456-0059
457-0808
456-0002
458-0801
458-0002
456-0071
457-0821
457-0012
458-0033
458-0814
458-0016
457-0841
456-0012
470-1121
459-8001
456-0068
458-0043
457-0825
457-0048
458-0834
458-0001
458-0801
458-0817
456-0013
470-1126
458-0045
470-1123
458-0015
456-0002
458-0802
458-0847
457-0032

住所
名古屋市熱田区八番１ー４ー５
名古屋市南区松下町１ー７ １Ｆ
名古屋市熱田区金山町１ー１５ー８ ＩＭＡビル６Ｆ
名古屋市緑区鳴海町字山下４ー１
名古屋市緑区桃山１ー７７ 桃山住宅１１ー ４０２
名古屋市熱田区明野町４ー２０
名古屋市南区弥次ヱ町１ー２４
名古屋市南区菊住２ー１８ー１１
名古屋市緑区相原郷１ー２２０２ー１
名古屋市緑区鶴が沢１ー１３１９
名古屋市緑区上旭１ー４１７ １Ｆ
名古屋市南区豊田１ー１１ー１０
名古屋市熱田区沢上１ー２ー１２ ３Ｆ
豊明市西川町荒巻５１ー１ ２Ｆ
名古屋市緑区大高町字鶴田５４ー１
名古屋市熱田区神野町２ー２７
名古屋市緑区万場山１ー７４２
名古屋市南区堤起町３ー３２ １Ｆ
名古屋市南区大磯通４ー２０ー６ １Ｆ
名古屋市緑区鳴海町字前之輪８
名古屋市緑区梅里１ー２４ー１ ２Ｆ
名古屋市緑区鳴海町字三王山１７ー１
名古屋市緑区諸の木３ー２００８
名古屋市熱田区外土居町９ー１４ トキワ外土居ビル１Ｆ
豊明市三崎町高鴨５ー５ １Ｆ
名古屋市緑区鹿山３ー１
豊明市西川町笹原１ー１
名古屋市緑区篠の風１ー５０５
名古屋市熱田区金山町１ー６ー１７
名古屋市緑区兵庫１ー３０４
名古屋市緑区浦里３ー３４１
名古屋市南区元桜田町５ー１０

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-253-7015 052-212-8103
052-611-7000 052-611-6007
052-681-3830 052-681-7480
052-896-0818 052-896-0817
052-876-1479 052-876-1477
052-671-8072 052-682-1388
052-613-1772 052-613-1670
052-822-0211 052-811-5118
052-880-6080 052-880-6070
052-877-8596 052-876-9326
052-896-7838 052-896-8108
052-691-5432 052-692-1375
052-680-1090 052-680-1950
0562-93-7222 0562-92-1152
052-621-2623 052-623-2119
052-682-0280 052-682-0286
052-896-1626 052-896-6323
052-612-3366 052-612-1747
052-821-3418 052-811-0622
052-623-0230 052-622-5334
052-877-3000 052-804-7788
052-891-1415 052-891-0882
052-876-5678 052-876-1109
052-671-7581 052-682-0871
0562-93-6910 0562-92-6902
052-896-9190 052-896-6550
0562-93-0602 0562-93-0645
052-895-3000 052-895-3007
052-682-2778 052-682-2780
052-877-3412 052-877-4181
052-892-5778 052-892-5411
052-822-7772 052-822-7877

名南支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(7)0015615-000 ㈲エスティエステイト
知事(7)0015635-000 マルハチ不動産
知事(7)0015673-000 ㈲協同地所
知事(7)0015741-000 宮脇木材㈱
知事(7)0016004-000 ㈲クリエイティブ富士
知事(7)0016011-000 ㈲早川不動産
知事(7)0016100-000 ㈲バル企画
知事(7)0016177-000 ㈱オカダ屋
知事(7)0016249-000 ㈱正和
知事(7)0016281-000 ㈱カメイ不動産
知事(7)0016286-000 ㈲マイホーム住販
知事(7)0016303-000 福松不動産販売㈱
知事(7)0016320-000 ㈲ニューライフ
知事(7)0016590-000 ㈲東洋地建
知事(7)0016726-000 サーチエステート㈱
知事(7)0016774-000 ㈱中競不動産
知事(7)0016798-001 ㈱ジェイエイ名古屋サービス 大高営業所
知事(7)0016832-000 今泉建設㈱
知事(7)0016854-000 ユーミハウス
知事(6)0016919-000 ㈲ミキハウジング
知事(6)0016948-000 ふくべ不動産㈱
知事(6)0016950-000 ㈲西尾不動産
知事(6)0016953-000 創建㈲
知事(6)0017028-000 愛彦ハウザー
知事(6)0017169-000 名靜不動産㈱
知事(6)0017174-000 ㈲リベラル企画
知事(6)0017185-000 河田不動産
知事(6)0017233-000 ㈱愛知土地区画整理綜合事務所
知事(6)0017526-000 ニケンハウジング㈱
知事(6)0017587-000 ㈱有明ハウジング
知事(6)0017622-000 ㈱愛和不動産
知事(6)0017841-000 ㈲戸笠土地

代表者名
稲垣 明弘
川井 レイ子
近藤 優
宮脇 敬治
大川 金文
早川 幸男
榊原 明美
川股 直樹
神谷 重成
岩本 真治
久野 恭裕
江松 央統
近藤 正美
加藤 年己
加藤 さち代
河合 保人
西山 恭弘
今泉 正美
戸田 定守
谷口 幸志
服部 享
西尾 衛
出口 香代子
小栗 恒彦
荒木 俊太
福澤 亮二
河田 サヨ子
城地 史裕
丹羽 八州男
櫻井 早苗
森 泰久
青木 拡則

郵便番号
458-0801
457-0058
458-0801
456-0033
458-0002
458-0025
457-0023
458-0801
457-0865
470-1153
458-0022
458-0034
458-0837
456-0063
456-0051
458-0006
459-8001
470-1111
456-0052
458-0919
458-0037
458-0008
458-0038
458-0013
458-0002
456-0018
457-0862
458-0913
458-0825
457-0071
457-0802
458-0011

住所
名古屋市緑区鳴海町字白山５８ー３
名古屋市南区前浜通７ー３３
名古屋市緑区鳴海町字中汐田８４ー１
名古屋市熱田区花表町２０ー２８ 第二宮脇ビル２Ｆ
名古屋市緑区桃山２ー１７１ ハイパーク桃山１Ｃ
名古屋市緑区鳥澄３ー１３０５
名古屋市南区芝町１８１ー１
名古屋市緑区鳴海町字花井町１０ー７
名古屋市南区氷室町１ー３９
豊明市前後町三ツ谷１３１１ー１
名古屋市緑区小坂２ー１３２６
名古屋市緑区若田２ー１０１０
名古屋市緑区赤松７１６
名古屋市熱田区西野町３ー２８ー２
名古屋市熱田区四番２ー２ー２１ １Ｆ
名古屋市緑区細口２ー１０６ー２
名古屋市緑区大高町字鶴田１９３
豊明市大久伝町南６ー１１
名古屋市熱田区二番１ー５ー２９ グレイス六番町１０２
名古屋市緑区桶狭間神明１６０３ ミキビル
名古屋市緑区潮見が丘２ー２０２
名古屋市緑区平手北２ー１０５５
名古屋市緑区作の山町２１７ アートハウス 鹿山１Ｆ
名古屋市緑区ほら貝２ー２５１ー１
名古屋市緑区桃山３ー９０３ 桃山ガーデンヒルズ１０９
名古屋市熱田区新尾頭３ー２ー１８ レジデンスフクザワ９０１
名古屋市南区内田橋１ー３ー１３
名古屋市緑区桶狭間北３ー１３０７
名古屋市緑区左京山６０２
名古屋市南区千竈通１ー３２ー１
名古屋市南区要町３ー１１
名古屋市緑区相川３ー１０４

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-680-8921 052-680-8920
052-822-0808 052-822-0801
052-624-3581 052-624-1740
052-872-2531 052-872-2535
052-877-0990 052-878-4984
052-622-9911 052-625-4560
052-811-2292 052-829-5021
052-623-6000 052-623-6022
052-691-1951 052-691-3178
0562-93-1111 0562-93-8181
052-876-1203 052-876-1683
052-624-2121 052-622-4755
052-879-3341 052-879-3441
052-671-1014 052-683-5073
052-651-7727 052-651-7822
052-879-5200 052-879-5202
052-625-3040 052-625-3043
0562-92-6711 0562-93-4411
052-684-6360 052-684-6320
052-625-3055 052-625-3057
052-899-0181 052-899-0180
052-876-3515 052-876-8396
052-895-1410 052-895-8024
052-876-0024 052-876-0634
052-877-7554 052-876-7970
052-682-6660 052-682-0029
052-691-7477 052-691-7471
052-622-4466 052-622-6776
052-622-2018 052-622-2017
052-811-1414 052-811-1418
052-611-1244 052-611-6237
052-876-0850 052-876-0850

名南支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(6)0017890-000 カワイハウス
知事(5)0018002-000 ㈲ニューライト不動産
知事(5)0018151-000 ㈱早崎建工
知事(5)0018152-000 ㈱モリテック
知事(5)0018203-000 市川住販
知事(5)0018286-000 三河屋不動産
知事(5)0018305-000 松本不動産企画
知事(5)0018396-000 豊明不動産㈲
知事(5)0018433-000 アラキホーム㈲
知事(5)0018460-000 ㈲コハク建企
知事(5)0018462-000 ㈱グレイス
知事(5)0018501-000 フルハウス
知事(5)0018528-000 アマノ土地
知事(5)0018751-000 ㈲エムエムケイ企画
知事(5)0018772-000 ㈱日邦
知事(5)0018833-000 ㈲トール・ウェル
知事(4)0019035-000 ㈲スターホーム
知事(4)0019069-000 今枝不動産事務所
知事(4)0019093-000 福建ホーム㈱
知事(4)0019119-000 野口建設㈱
知事(4)0019169-000 ㈱井藤工業
知事(4)0019172-001 ㈱大橋不動産 金山店
知事(4)0019180-000 ティー・イー・ワークス
知事(4)0019194-000 ㈱ハウジング・ユー
知事(4)0019200-000 ㈱さくら不動産
知事(4)0019200-001 ㈱さくら不動産 徳重支店
知事(4)0019248-000 大村運輸㈱
知事(4)0019313-000 松野不動産
知事(4)0019324-000 ㈱フリーベル
知事(4)0019444-000 ㈲鶴松工務店
知事(4)0019464-000 ㈱エー・アール・アイ
知事(4)0019490-000 ㈲安藤設計

代表者名
河合 観治
近藤 三起子
早崎 茂
森 信之
市川 俊博
矢田 雅之
松本 悦司
蜷川 正一
荒木 達夫
古田 博樹
谷浦 健
太田 秀隆
天野 芳幸
阪野 正彦
平岩 央正
高井 龍司
上田 多恵子
今枝 幹隆
村下 徹
野口 二三男
井藤 光順
出崎 直子
田中 秀次
中江 和也
小椋 栄治
亀田 裕也
大村 延由
松野 義則
木下 貴信
鶴園 伸一
有川 広嗣
安藤 勉

郵便番号
458-0016
470-1154
457-0825
470-1127
458-0911
457-0013
458-0024
470-1125
459-8003
457-0835
458-0025
458-0813
458-0011
457-0049
458-0807
457-0036
457-0001
458-0004
458-0921
457-0846
457-0804
456-0002
457-0863
457-0006
458-0021
458-0814
457-0805
458-0846
457-0014
457-0827
457-0066
458-0808

住所
名古屋市緑区上旭１ー３１２
豊明市新栄町２ー３２５
名古屋市南区堤起町１ー３５
豊明市三崎町ゆたか台２５ー１
名古屋市緑区桶狭間神明３０４
名古屋市南区寺崎町５ー１４ １Ｆ
名古屋市緑区尾崎山２ー１４０９ １Ｆ
豊明市三崎町中ノ坪１３ー８ 神谷ビル１Ｆ
名古屋市緑区大高台３ー１４０９
名古屋市南区西又兵ヱ町２ー１１０ー３ １Ｆ
名古屋市緑区鳥澄２ー５１３
名古屋市緑区藤塚１ー７０７
名古屋市緑区相川１ー５ １Ｆ
名古屋市南区北内町３ー２０ １Ｆ
名古屋市緑区砂田１ー１１０４
名古屋市南区若草町１０ー１
名古屋市南区平子２ー１７ー２２
名古屋市緑区乗鞍１ー１８０３ー３６
名古屋市緑区桶狭間清水山１３０５
名古屋市南区道徳通２ー２９ー１
名古屋市南区源兵衛町４ー３０
名古屋市熱田区金山町１ー４ー１ 金山第１ビルディング２Ｆ
名古屋市南区豊１ー１６ー２７ メゾン牧苑１０２
名古屋市南区鳥栖１ー１２ー８
名古屋市緑区滝ノ水３ー１０１
名古屋市緑区鶴が沢１ー２５０６
名古屋市南区三吉町３ー２１
名古屋市緑区鳴海町字薬師山５０ー５
名古屋市南区呼続１ー１０ー２３
名古屋市南区北頭町３ー１１ 宝北頭ハイツ１Ｆ
名古屋市南区鳴尾２ー１１０
名古屋市緑区東神の倉２ー２２０８

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-747-1827 052-755-9321
0562-97-5103 0562-97-5103
052-612-0410 052-612-0428
0562-91-1755 0562-91-1756
052-623-7383 052-623-7383
052-823-1251 052-821-1028
052-622-4760 052-622-1142
0562-92-5588 0562-92-2230
052-629-1201 052-629-1202
052-614-7707 052-614-7708
052-621-2201 052-624-5182
052-526-1417 052-876-2502
052-895-4884 052-896-8123
052-824-7240 052-824-7240
052-623-7027 052-623-7028
052-811-5971 052-811-5974
052-819-6511 052-819-6512
052-877-4926 052-877-4925
052-629-4648 052-629-4647
052-692-5700 052-691-2130
052-613-0480 052-611-7692
052-678-7720 052-678-7721
052-691-3422 052-691-3432
052-811-5900 052-811-3995
052-899-2580 052-899-2581
052-875-3009 052-875-3007
052-611-5726 052-613-3890
052-892-2712 052-892-2712
052-821-0191 052-821-0195
052-829-1724 052-829-1725
052-611-8600 052-611-1255
052-877-0511 052-877-9028

名南支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(4)0019525-000 ㈲フリーバード
知事(4)0019540-000 杉浦不動産事務所
知事(4)0019568-000 丸三建設㈱
知事(4)0019592-000 ㈲原地所
知事(4)0019632-000 ㈱ファーストホーム
知事(4)0019641-000 シーン・メイキング㈲
知事(4)0019701-000 ㈲内藤事務所
知事(4)0019707-000 ㈲藤精工務店
知事(4)0019754-000 アベ不動産㈱
知事(4)0019765-000 ㈱オームラ設計
知事(4)0019787-000 ㈲プロスパープロジェクト
知事(4)0019791-000 ㈱エバーグリーン
知事(4)0019859-000 ㈱ミズホハウジング
知事(4)0019860-000 住宅総合サービス
知事(4)0019862-000 神谷建設㈱
知事(4)0019913-000 ㈲ホウユウ
知事(4)0020064-000 ㈲ウーマン・ネット
知事(4)0020069-000 カサデラ不動産事務所
知事(4)0020098-000 ㈲ひまわり不動産
知事(4)0020111-000 マルタ不動産㈱
知事(3)0020175-000 ㈱アイデムホーム
知事(3)0020175-003 ㈱アイデムホーム 名古屋南店
知事(3)0020241-000 ㈱髙橋事務所
知事(3)0020260-000 ㈲プラムホーム
知事(3)0020330-000 ㈲フレンドホーム
知事(3)0020350-000 ㈲Ｌｉｆｅ Ｐａｒｔｎｅｒ
知事(3)0020479-000 マルハチ土地建物
知事(3)0020480-000 ㈱アイビーホーム
知事(3)0020512-000 おとわ不動産
知事(3)0020581-000 ㈲ケー・エス・ホーム
知事(3)0020596-000 ㈲高田商事
知事(3)0020608-000 ㈱ＴＩＥＲＲＡ

代表者名
塩崎 弘貴
杉浦 光男
村瀬 裕治
原口 隆
山内 義洋
小森 英樹
内藤 修一
藤田 精作
阿部 茂男
大村 征寛
楯 正基
鵜飼 英一
今枝 照夫
横井 豊三
青山 明子
橋本 裕司
早川 郁惠
三宅 光芳
林 剛基
日比野 雄太
杉村 睦之
道下 克徳
髙橋 健二
梅津 康一
伊藤 淳
加藤 一郎
川井 清一
金谷 京子
鬼頭 輝行
久野 悟
高田 曉男
高橋 伸育

郵便番号
458-0835
470-1151
470-1141
457-0051
457-0841
458-0032
457-0007
458-0833
458-0021
458-0043
457-0862
458-0801
458-0847
458-0830
470-1125
458-0813
457-0862
457-0826
470-1141
456-0034
458-0801
458-0801
458-0024
458-0902
458-0804
458-0044
457-0024
457-0861
457-0057
457-0056
457-0805
470-1141

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-629-3500 052-629-3501
0562-92-3346 0562-92-5578
0562-98-8228 0562-97-2589
052-811-2040 052-811-2040
052-698-2224 052-698-2430
052-893-0708 052-895-8903
052-822-6361 052-822-6217
052-623-7564 052-621-3680
052-896-3456 052-896-1112
052-896-5662 052-891-7567
052-694-0493 052-694-0879
名古屋市緑区鳴海町字山下１０８ー１ グリーンシャトー山下１Ｄ 052-891-1151 052-891-7911
052-895-3888 052-681-1328
名古屋市緑区浦里４ー１３３ー３ １Ｆ
052-625-0937 052-625-0939
名古屋市緑区姥子山３ー６１５
0562-92-5358 0562-92-8663
豊明市三崎町中ノ坪１３ー８ カミヤビル１Ｆ
052-878-2786 052-878-8770
名古屋市緑区藤塚１ー２２０７ー ３ ２Ｆ
052-691-5385 052-691-5395
名古屋市南区内田橋１ー１８ー５
052-611-4192 052-611-4195
名古屋市南区中割町４ー５１ １Ｆ
0562-93-8899 0562-93-8898
豊明市阿野町奥屋２３ー３
052-682-2600 052-682-2602
名古屋市熱田区伝馬１ー２ー４ １Ｆ
052-990-6771 052-990-6772
名古屋市緑区鳴海町字諏訪山１５２ー１ ２Ｆ
052-629-2881 052-629-2883
名古屋市緑区鳴海町字諏訪山１５２ー１
052-624-6831 052-629-5579
名古屋市緑区尾崎山１ー１０５ １Ｆ
052-627-0338 052-627-0778
名古屋市緑区有松三丁山３３８
052-875-2070 052-875-2071
名古屋市緑区亀が洞３ー１４０３ ヴァンベール徳重１Ｆ
052-899-4355 052-899-2399
名古屋市緑区池上台１ー１４６
052-823-0108 052-822-6592
名古屋市南区赤坪町９ー１
052-691-7855 052-691-7863
名古屋市南区明治１ー１６ー１
052-613-7456 052-613-7471
名古屋市南区鳥山町１ー４０ー８
名古屋市南区本星崎町字大道３９２ー１ シティコープ本星崎１０２ 052-825-0818 052-825-0782
052-612-0483 052-612-0240
名古屋市南区三吉町４ー６５ 高商ビル１Ｆ
0562-57-8808 0562-57-8815
豊明市阿野町上畑田７ー１
住所
名古屋市緑区鳴海町字上汐田２２３
豊明市前後町鎌ケ須１７８１ー７
豊明市阿野町大高道３３ー２
名古屋市南区笠寺町字市場６
名古屋市南区豊田１ー１５ー９ ファーストビル
名古屋市緑区大形山１１１３ トウフジ滝ノ水Ｄー２０５
名古屋市南区駈上２ー５コープ野 村新瑞橋１ー５０３
名古屋市緑区青山１ー８３
名古屋市緑区滝ノ水１ー１００４
名古屋市緑区万場山２ー８０６
名古屋市南区内田橋２ー２９ー１０ 大成レジデンス１Ｆ

名南支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(3)0020638-000 シージェイ・ホーム
知事(3)0020639-000 ㈱協和設計
知事(3)0020667-000 ㈲イマトミ不動産
知事(3)0020717-000 ㈲ライフステージ
知事(3)0020720-000 ウィルライフ㈱
知事(3)0020731-001 ㈱武市ウインド名古屋 リノベ不動産/ＭＩＹＡＢＩ
知事(3)0020746-000 ㈱服部工務店
知事(3)0020758-000 日興住宅㈱
知事(3)0020837-000 ㈲前川ライフデザイン
知事(3)0020863-000 長谷川不動産
知事(3)0020872-000 オフィス・カナイ
知事(3)0020913-000 ㈱協和
知事(3)0020991-000 ㈱ユニオンホーム
知事(3)0021026-000 自由宅工房㈱
知事(3)0021170-000 ㈱セイホウ
知事(3)0021177-000 ハンズ㈱
知事(3)0021199-000 近藤産興㈱
知事(3)0021201-000 ㈲林建築
知事(3)0021202-000 ㈲サンハイム
知事(3)0021219-000 協和商工㈱
知事(3)0021224-000 ㈱メイシン地所
知事(3)0021298-000 成田屋商店㈱
知事(3)0021328-000 名鉄産業㈱
知事(3)0021382-000 名成建設㈱
知事(3)0021410-000 ㈱丸喜不動産
知事(3)0021468-000 ヤスイ不動産サービス
知事(3)0021512-000 ㈱福島エステート
知事(2)0021579-000 どうとく不動産
知事(2)0021619-000 ㈱エイシーネット創研
知事(2)0021646-000 アトレ不動産
知事(2)0021701-000 ㈱ドリティーコーポレーション
知事(2)0021725-000 ㈱ミドリ地所

代表者名
平山 孝司
阪野 末利子
今富 敬太
小椋 幸仁
石地 幸子
水野 守
榊原 正章
伊藤 孝修
前川 浩之
長谷川 三右衛門
金井 久美子
阪野 真一
重野 憲二
大嶋 浩
成田 峰幸
菊田 秀雄
近藤 昌三
林 忠士
西山 裕子
加藤 章
小栗 誉司
成田 美野里
三浦 久芳
那須川 潤
矢田 直之
安井 和彦
福島 守
近藤 国博
天野 八郎
伊藤 和子
近藤 浩史
青山 将明

郵便番号
456-0032
459-8006
458-0036
456-0061
458-0044
458-0021
457-0023
458-0815
458-0009
470-1127
458-0034
459-8006
458-0039
457-0001
458-0822
457-0011
457-8535
470-1168
470-1111
456-0058
458-0813
457-0056
457-0058
470-1127
458-0024
457-0027
458-0033
457-0847
457-0834
458-0805
458-0852
458-0011

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
名古屋市熱田区三本松町１３ー１９ ホワイトシャトー熱田２１０ 052-882-2011 052-882-5200
052-624-2100 052-622-1781
名古屋市緑区倉坂１５１５ 第２ＫＳビル３０１
052-737-1152 052-737-1153
名古屋市緑区六田２ー２７３ー２
052-681-7373 052-681-5044
名古屋市熱田区西郊通２ー１７ 河津ビル１Ｆ
名古屋市緑区池上台２ー１６ ユニーブルマンション鳴子１Ｆ 052-899-3338 052-899-3335
052-680-8888 052-892-0382
名古屋市緑区滝ノ水４ー２２０１ ２Ｆ
052-821-6288 052-821-6269
名古屋市南区芝町１８１ー１
052-877-6033 052-877-6025
名古屋市緑区徳重１ー７０２ー１
052-877-4675 052-877-4683
名古屋市緑区平手南１ー１０２
0562-93-3013 0562-93-3013
豊明市三崎町ゆたか台３３ー１９
052-622-6375 052-622-2686
名古屋市緑区若田１ー５０２
052-624-7420 052-622-1781
名古屋市緑区倉坂１５１５ 第２ＫＳビル２０１
名古屋市緑区四本木５０５ ライオンズマンション左京山第３ １Ｆ 052-621-2222 052-621-2223
052-819-6311 052-821-6645
名古屋市南区平子２ー２４ー１２ 藤田ビル１Ｆ
052-621-6712 052-622-7406
名古屋市緑区大将ケ根２ー７０８ １Ｆ
052-908-7873 052-908-7868
名古屋市南区呼続元町１０ー６５
052-614-2511 052-611-5826
名古屋市南区浜田町１ー１０
0562-97-1984 0562-98-0582
豊明市栄町南舘６ー１
0562-95-1606 0562-95-1606
豊明市大久伝町南４ー３
052-651-2326 052-651-2419
名古屋市熱田区六番２ー３ー１２
052-893-7241 052-893-7214
名古屋市緑区藤塚３ー２０４ １Ｆ
052-825-5795 052-821-2630
名古屋市南区本星崎町字町５２４
052-821-2101 052-811-1540
名古屋市南区前浜通７ー２８
0562-93-4500 0562-95-2528
豊明市三崎町ゆたか台３５ー１０ １Ｆ
052-621-1166 052-621-1511
名古屋市緑区尾崎山１ー３２８ ２Ｆ
052-613-9520 052-613-9526
名古屋市南区弥生町１４３ ユニーブル弥生２０５
052-629-3100 052-629-3101
名古屋市緑区相原郷２ー２００１
052-613-7894 052-613-7594
名古屋市南区道徳新町４ー４４
052-612-1288 052-880-1288
名古屋市南区港東通２ー１６ ２Ｆ
052-693-5327 052-693-5328
名古屋市緑区大清水４ー１２３６
052-878-7910 052-880-7910
名古屋市緑区元徳重２ー１１１１
052-893-9954 052-893-9964
名古屋市緑区相川３ー１９
住所

名南支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(2)0021737-001 ㈱キタヤマ不動産 有松支店
知事(2)0021766-000 熱田さんホーム㈱
知事(2)0021804-000 ㈱アイ・ディー・プラン
知事(2)0021812-006 アルファス㈱ 緑区徳重店
知事(2)0021834-000 ほかぞの不動産トラベル（同）
知事(2)0021879-000 ㈱ユーハウジング
知事(2)0021890-000 ㈲リハウジング名古屋
知事(2)0021891-000 理生不動産
知事(2)0021946-000 ホームパパ不動産㈱
知事(2)0021948-000 アルボハウス㈱
知事(2)0021974-002 ホーム建材㈱ ハウスドゥ！豊明中央店
知事(2)0022012-000 ㈱名邦テクノ
知事(2)0022019-000 ㈱ペガサスデザインセルズ
知事(2)0022024-000 アン不動産販売
知事(2)0022077-000 河合不動産
知事(2)0022112-000 中京倉庫不動産㈱
知事(2)0022190-000 ㈱マンエイ
知事(2)0022219-000 広久コンクリート工業㈱
知事(2)0022262-000 ㈱ライフステップ
知事(2)0022304-000 ブレインコンサル住宅販売（同）
知事(2)0022337-000 明治法務事務所
知事(2)0022382-000 ＨＯＭＥ ｍａｄｅ ＨＯＭＥ㈱
知事(2)0022410-000 ㈱エイエム不動産
知事(2)0022451-000 髙和不動産㈱
知事(2)0022458-000 ㈱セントラルフィールド
知事(2)0022497-000 ㈱サポート・ユア・ライフ
知事(2)0022523-000 ㈱尾崎地所
知事(2)0022621-000 ありまつパートナーズ㈱
知事(2)0022665-000 ㈱大西不動産
知事(2)0022669-000 ㈲服部建工
知事(2)0022674-000 ㈱アセットトラスト
知事(2)0022700-000 青山住宅㈱

代表者名
喜多山 裕史
野首 浩三
田中 良孝
加藤 雄太
外園 薫
上谷 智巳
鵜飼 吉幸
志摩 文一
小池 佑生
高木 正次
五島 健二
山﨑 武男
小池 淳一
鈴木 幸枝
舘 久江
朝倉 壽美子
柘植 満
各務 久男
水谷 誠吾
青山 幸雄
元木 広行
柴田 幸雄
朝倉 雅貴
髙田 和夫
中野 良佐
岡田 寛治
尾崎 隆
荻迫 聡
大西 誠一
服部 実希
小島 新治
青山 友子

郵便番号
458-0827
457-0862
457-0004
458-0812
456-0052
456-0034
458-0021
457-0042
458-0023
458-0921
470-1125
457-0048
459-8005
459-8001
457-0013
456-0023
458-0021
457-0068
458-0012
470-1151
457-0861
457-0862
458-0009
458-0823
458-0033
470-1131
457-0862
458-0924
458-0044
470-1126
456-0026
458-0036

住所
名古屋市緑区鳴海町字細根９２ー１０
名古屋市南区内田橋２ー１ー５７
名古屋市南区中江２ー４ー１４
名古屋市緑区神の倉４ー１８９
名古屋市熱田区二番１ー１１ー５ ＵＭビル４０２号
名古屋市熱田区伝馬２ー２７ー３
名古屋市緑区滝ノ水１ー１２６
名古屋市南区曽池町４ー４９
名古屋市緑区鴻仏目１ー１０２
名古屋市緑区桶狭間清水山１３０６ー１
豊明市三崎町中ノ坪３ー３ 堀井ビル１Ｆ
名古屋市南区大磯通６ー９ー２
名古屋市緑区緑花台１５２３
名古屋市緑区大高町字鶴田５４ー１ ２Ｆ
名古屋市南区寺崎町１ー５
名古屋市熱田区六野２ー１ー３
名古屋市緑区滝ノ水４ー２４１０
名古屋市南区南野２ー２２
名古屋市緑区久方３ー１９ ロイヤル牧１０１
豊明市前後町五軒屋１５７５ー１ アーバンヒルズ五軒屋２０１
名古屋市南区明治１ー１ー２４
名古屋市南区内田橋１ー６ー２
名古屋市緑区平手南１ー１４１８
名古屋市緑区太子１ー３６ー２ ２Ｆ
名古屋市緑区相原郷１ー１９０１
豊明市二村台４ー１ー１ １Ｆ
名古屋市南区内田橋１ー２６ー６ アクトピア神宮南８０４
名古屋市緑区有松１０６０ 冨田ビル２１０
名古屋市緑区池上台３ー５ー１ １Ｆ
豊明市三崎町高鴨１０ー１０ １Ｆ
名古屋市熱田区旗屋町５１５ 旗屋マンション２０２
名古屋市緑区六田２ー１７４ １Ｆ

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-622-6555 052-622-6777
052-693-0319 052-693-0319
052-823-7477 052-823-7480
052-879-1020 052-879-1021
052-211-7720 052-211-7723
052-681-0750 052-681-1328
052-892-3721 052-892-3727
052-823-5136 052-811-3058
052-878-0088 052-878-1188
052-618-9611 052-622-2203
0562-95-0801 0562-95-0802
052-823-7111 052-823-7110
052-623-8808 052-627-1884
052-799-5014 052-825-5009
052-821-1030 052-823-1030
052-871-5260 052-889-6587
052-899-3317 052-899-0716
052-829-0007 052-618-2005
052-680-7548 052-680-7549
0562-38-5922 0562-38-5923
052-691-0918 052-880-3250
052-990-7400 052-698-7442
052-893-9133 052-893-9134
052-625-3396 052-625-3396
052-899-3107 052-899-3108
0562-85-9920 0562-85-9921
052-693-7119 052-693-7119
052-621-0987 052-217-7090
052-899-3225 052-899-3225
0562-95-1701 0562-95-1762
052-684-7760 052-684-7761
052-621-5069 052-621-8790

名南支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(2)0022750-000 ㈲シーエスエム
知事(2)0022753-000 ㈱住マート不動産
知事(2)0022792-000 明智不動産㈱
知事(2)0022796-000 東邦ガスリビング㈱
知事(2)0022811-000 スマートライフ㈱
知事(2)0022872-000 セント・グループ㈱
知事(1)0022906-000 パブリックホーム
知事(1)0022963-000 ㈱サラ・ドマーニ
知事(1)0023075-000 不動産投資アドバイザリー
知事(1)0023192-000 タイヨウホールディングス㈱
知事(1)0023204-000 ㈱ナカトウ
知事(1)0023210-000 鬼頭要建築
知事(1)0023291-000 （同）不動産ランド住まいる
知事(1)0023300-000 ㈱丸善
知事(1)0023354-000 ㈱スマップル
知事(1)0023376-000 はまな法務コンサルティング㈱
知事(1)0023396-000 （一財）愛知県労働者福祉基金協会
知事(1)0023430-000 ㈱エース
知事(1)0023486-000 ㈱ホームインワン
知事(1)0023493-000 浜崎工業㈱
知事(1)0023575-000 Ｃ＆Ｒリアルエステート㈱
知事(1)0023596-000 ㈱Ｌ＆ＤＫ不動産販売
知事(1)0023597-000 パパママハウス㈱
知事(1)0023659-000 ㈱アットウェル
知事(1)0023676-000 ㈱石成建設
知事(1)0023680-000 大晶㈱
知事(1)0023723-000 日本工業㈱
知事(1)0023790-000 フリーセレクション
知事(1)0023816-000 ㈱山上地所
知事(1)0023844-000 立松不動産事務所
知事(1)0023895-000 岡田金属㈱
知事(1)0023924-000 ㈱山義不動産

代表者名
藤井 秀樹
今井 一幸
柴田 直樹
竹内 英高
冨板 幸夫
暮沼 伸太郎
加古 明仁
櫻庭 香織
山田 勝重
井藤 光順
谷口 進
鬼頭 洋子
冨田 裕紀
伊藤 光男
小野寺 忍
高柳 孝吉
三島 和弘
鹿毛 隆宏
森 隆一
浜崎 智弘
湯下 智弘
片野 団
山口 勉
井上 理
石川 叙
深田 晶彦
柳 晃仁
高橋 文仁
山上 千太郎
立松 秀泰
岡田 健司
近藤 義隆

郵便番号
457-0014
458-0036
457-0044
456-0004
458-0005
458-0008
457-0005
457-0013
458-0801
457-0804
456-0018
458-0047
458-0035
458-0011
457-0841
458-0828
456-0002
470-1113
457-0862
457-0852
457-0021
458-0044
458-0843
456-0058
458-0002
457-0051
457-0054
458-0817
470-1106
457-0064
459-8001
470-1121

住所
名古屋市南区呼続２ー２ー２８ １Ｆ
名古屋市緑区六田２ー７６ー１ １Ｆ
名古屋市南区柵下町１ー３２ プチハイツ１０１
名古屋市熱田区桜田町１９ー１８
名古屋市緑区鳴丘３ー８１３ １Ｆ
名古屋市緑区平手北２ー１１０
名古屋市南区桜台１ー１ー１６ サントピア桜台２Ｂ
名古屋市南区寺崎町２ー３ さくらガーデンビル２Ｆ
名古屋市緑区鳴海町字砦５３
名古屋市南区源兵衛町４ー３０
名古屋市熱田区新尾頭１ー１ー１７
名古屋市緑区古鳴海１ー１１３
名古屋市緑区曽根１ー１３３ メゾン曽根Ｄ号室
名古屋市緑区相川２ー５３
名古屋市南区豊田１ー３７ー５
名古屋市緑区鳴海町字姥子山２０７ー１
名古屋市熱田区金山町１ー１４ー１８ れあろ会館２Ｆ
豊明市新田町錦１４ー１９ １Ｆ
名古屋市南区内田橋１ー５ー２
名古屋市南区泉楽通３ー３８
名古屋市南区鶴里町１ー６８ 名鉄桜台ハイツ１０６号室
名古屋市緑区池上台２ー２４７ー３
名古屋市緑区松が根台２５４
名古屋市熱田区六番３ー１７ー２ ドルフィン六番１Ｆ
名古屋市緑区桃山２ー１２０
名古屋市南区笠寺町字柚ノ木１１ー３
名古屋市南区砂口町２０
名古屋市緑区諸の木２ー１２０
豊明市沓掛町下高根２７１
名古屋市南区星崎１ー１８１ー６
名古屋市緑区大高町字上塩田５８
豊明市西川町島原１０ー１０ 山義ビル２Ｆ

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-693-5253 052-693-5253
052-883-9121 052-883-9122
052-829-1414 052-829-1415
052-882-6283 052-882-6601
052-879-6260 052-879-6260
052-838-6455 052-838-6458
052-825-4105 052-825-4106
052-819-5066 052-819-5065
052-622-3794 052-622-3794
052-618-5115 052-611-7692
052-682-7582 052-682-0587
052-892-3307 052-895-7449
052-621-7080 052-613-7779
052-896-1201 052-896-1201
052-698-7807 052-698-7809
052-626-5277 052-621-1066
052-681-2011 052-682-8609
0562-92-5824 0562-93-6911
052-694-0752 052-694-0757
052-691-6939 052-692-4970
052-613-7852 052-823-5022
052-892-5003 052-892-5005
052-310-8800 052-896-8809
052-652-6500 052-652-6400
052-876-9219 052-876-9279
052-626-5600 052-626-5601
052-823-4444 052-823-4445
052-880-9322 052-870-9889
0562-92-2017 0562-92-2017
052-822-0208 052-821-2283
052-602-5588 052-622-2311
0562-92-2851 0562-92-5814

名南支部 会員名簿
免許番号
商号
代表者名
知事(1)0023948-000 ㈱新生商事
川端 悦子
知事(1)0023959-000 名南エステート㈱
倉内 佑己
知事(1)0024019-000 名盛建設㈱
真城 壮司
知事(1)0024040-000 ㈱プック
浦川 健二
知事(1)0024045-000 ㈱Ｌｉｆｅ ａ Ｌｉｎｅ
川股 喜久利
知事(1)0024054-000 浅井不動産
芳賀 利佳
知事(1)0024076-000 亜家住ラボ㈱
鈴木 篤史
知事(1)0024108-000 ㈱リッツホーム
吉田 綾子
知事(1)0024117-000 スマート不動産㈱
谷口 豊宣
知事(1)0024130-000 ㈱熱田不動産
清水 景子
知事(1)0024142-000 ㈱山田商会
清水 順二
知事(1)0024187-000 売却購入不動産
一栁 有平
知事(1)0024190-000 ぶどうの木不動産㈱
真銅 忠浩
知事(1)0024201-000 ㈱愛知任意売却
谷口 剛
知事(1)0024209-000 シェマコンサルタント㈱
増田 隆
知事(1)0024222-000 ㈱ＭＪコンサルタント
鈴木 昌司
知事(1)0024226-000 アオイ不動産
梅谷 紀子
知事(1)0024293-000 ㈱プラムハウス
角田 素華
大臣(15)0000220-089 住友林業ホームサービス㈱ 緑店 友澤 幸司
大臣(13)0002018-016 ㈱ニッショー 金山支店
吉岡 正人
大臣(13)0002018-021 ㈱ニッショー 緑支店
吉田 篤司
大臣(13)0002018-037 ㈱ニッショー 熱田支店
谷園 崇
大臣(13)0002018-052 ㈱ニッショー 豊明支店
出口 英之
大臣(13)0002018-072 ㈱ニッショー 徳重支店
大上 勇人
大臣(12)0002205-033 ㈱ユニホー 緑営業所
松瀬 賢亮
大臣(10)0002961-059 積水ハウス不動産中部㈱ 緑営業所 南 星圭
大臣(8)0003942-008 中電不動産㈱ 名古屋支社
中村 則雅
大臣(7)0004179-155 ㈱アイダ設計 名古屋熱田店
西牧 雅人
大臣(6)0005463-016 ㈱ブルーボックス 緑店
冨岡 智樹
大臣(5)0005963-034 タクトホーム㈱ 鳴海店
篠﨑 力也
大臣(4)0006857-081 タマホーム㈱ 東海分譲支店
細川 雄一
大臣(4)0006857-128 タマホーム㈱ 名古屋店
長嶋 亮

郵便番号
456-0066
457-0065
458-0847
470-1168
458-0847
456-0053
458-0919
458-0816
458-0005
456-0022
456-0004
458-0820
458-0003
456-0052
470-1103
456-0034
458-0015
457-0862
458-0801
456-0002
458-0835
456-0031
470-1151
458-0003
458-0818
458-0004
457-0832
456-0051
458-0037
458-0036
459-8001
459-8001

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-681-1300 052-681-6700
052-746-3115 052-746-3116
052-621-4455 052-621-4411
0562-38-7693 0562-96-1359
052-848-7071 052-875-4332
052-682-1167 052-682-1167
052-990-2391 052-990-2398
名古屋市緑区横吹町４０１ー１ コンセール徳重ヴェール壱番館６０２ 052-877-7020 052-877-7101
052-877-8780 052-433-5882
名古屋市緑区鳴丘１ー３３９ー１ １Ｆ
052-671-1978 052-671-6327
名古屋市熱田区横田１ー１１ー２７
052-871-9811 052-871-9869
名古屋市熱田区桜田町１９ー２１
052-883-8613 052-883-8614
名古屋市緑区境松２ー３４１ ヤマサマンション４０６
名古屋市緑区黒沢台４ー１２０６ 六合マンション黒沢台１０２ 052-846-3036 052-846-3036
名古屋市熱田区二番１ー１１ー５ ＵＭビルマンション４０４ 052-766-5880 052-766-5880
0562-57-7106 0562-57-7909
豊明市沓掛町小廻間３４ー４３６
052-671-4556 052-671-4557
名古屋市熱田区伝馬２ー２ー１１ ファミール山本１Ｆ
052-895-3085 052-895-3085
名古屋市緑区篠の風１ー１４１３ １Ｆ
052-627-2320 052-627-2321
名古屋市南区内田橋１ー２２ー１１
052-624-0771 052-624-0773
名古屋市緑区鳴海町字米塚２７ー１４
052-683-7001 052-683-7005
名古屋市熱田区金山町１ー５ー２
052-622-6700 052-622-0511
名古屋市緑区鳴海町字上汐田１８
052-671-5200 052-671-5266
名古屋市熱田区神宮４ー６ー２５
0562-97-8911 0562-97-8915
豊明市前後町善江１７２２ー１
052-848-6470 052-848-6471
名古屋市緑区黒沢台４ー１５１１
052-879-3771 052-879-3773
名古屋市緑区鳴海町字大清水１４１
052-838-7723 052-838-7743
名古屋市緑区乗鞍１ー２０５
052-614-7727 052-614-7713
名古屋市南区浜中町２ー４ー２
050-3173-2457 050-3153-1888
名古屋市熱田区四番１ー１０ー２６ ２Ｆ
052-899-3542 052-899-3543
名古屋市緑区潮見が丘２ー３２６
052-857-6568 052-857-2875
名古屋市緑区六田１ー１５０ タクトビル１階
052-626-8033 052-629-0663
名古屋市緑区大高町字寅新田１８
052-629-0666 052-629-0660
名古屋市緑区大高町字寅新田１８
住所
名古屋市熱田区野立町１ー８５ー１ 新生ビル１Ｆ
名古屋市南区元鳴尾町６６ー２ １Ｆ
名古屋市緑区浦里５ー１００ １Ｆ
豊明市栄町南舘１０８ー１１
名古屋市緑区浦里３ー１４８ １Ｆ
名古屋市熱田区一番３ー７ー６ 日宝レスカール一番町１０１
名古屋市緑区桶狭間神明２７０３ ２Ｆ

名南支部 会員名簿
免許番号
商号
大臣(4)0006857-135 タマホーム㈱ 東海・北陸地区本部
大臣(2)0008239-029 ㈱テンポアップ 熱田神宮前支社
大臣(1)0009224-000 ㈱ＡＲＵＴ
大臣(1)0009283-027 ㈱土屋ホーム 東海本店
大臣(1)0009346-008 ㈱不動産ＳＨＯＰナカジツ 名古屋みどり店

代表者名
前島 慎次
岩井 伸好
福岡 正和
菅原 敏幸
加藤 拓也

郵便番号
459-8001
456-0022
470-1121
457-0821
458-0004

2020年4月1日現在
住所
電話番号
FAX番号
名古屋市緑区大高町字寅新田１８ 東海・北陸地区本部内 052-629-4102 052-629-0663
052-678-6722 052-678-6733
名古屋市熱田区横田１ー１１ー６ フジ神宮ビル９Ｆ
0562-85-7244 0562-85-7245
豊明市西川町島原８ー５
名古屋市南区弥次ヱ町３ー８２ー１ オーキッドマンション笠寺１階 052-433-1245 052-433-1345
052-878-9991 052-878-9995
名古屋市緑区乗鞍１ー２０４

