名西支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(16)0000741-000 ㈱泉不動産
知事(16)0000819-000 小田井不動産㈱
知事(16)0001111-000 三陽土地㈱
知事(15)0002587-000 永田商会
知事(15)0002663-000 丸愛土地㈱
知事(15)0003019-000 名古屋土地㈱
知事(15)0003045-000 川津商事㈱
知事(15)0003119-000 伸和不動産㈱
知事(15)0003598-000 大成土地
知事(15)0003647-000 犬飼不動産㈱
知事(14)0003842-009
知事(14)0003938-000
知事(14)0004006-000
知事(14)0004901-000
知事(14)0005219-000
知事(13)0005814-000
知事(13)0005872-000
知事(13)0006180-000
知事(13)0007002-000
知事(13)0007495-000
知事(13)0007514-000
知事(12)0008187-000
知事(12)0008308-000
知事(12)0008508-000
知事(12)0008611-000
知事(12)0008702-000
知事(12)0009211-000
知事(11)0009523-000
知事(11)0009567-000
知事(11)0009795-000
知事(11)0009849-000
知事(11)0010132-000

トヨタすまいるライフ㈱ ラシクラス名古屋駅前店

㈱名昭商会
中日本住宅㈱
㈱太要不動産
伊藤建設㈱
森定興商㈱
㈲マシタ産業
㈱木伝
村武建築㈱
㈲鳥居不動産
㈱名古屋住宅流通サービス
名鉄ビルディング管理㈱
フジリアックス㈱
中部土地調査㈱
大井建設㈱
㈱陽気荘
かねくら工業㈱
菊水不動産
寿住宅販売㈱
古橋商会
㈱丸正不動産
㈱本郷

代表者名
小酒井 比呂志
荒木 咲衣
加藤 倫嗣
荒木 チエ子
山本 道伸
神谷 隆夫
川津 昌作
小林 久起
村田 勝治
犬飼 茂
平井 泰行
小林 昭夫
森川 邦彦
山口 鈴子
伊藤 幸子
森 裕之
間下 かおり
石橋 隆男
村瀬 誠
花房 千鶴子
綱島 正樹
岡田 俊樹
関本 正之
上野 英和
亀井 茂
高島 大輔
清水 晴彦
日比野 博行
小倉 寿康
古橋 元晴
吉川 浩司
村越 一紀

郵便番号
453-0012
452-0805
451-0062
451-0062
450-0002
453-0014
451-0052
452-0833
453-0843
453-0834
450-6410
451-0062
451-0025
451-0063
452-0834
450-0002
451-0031
453-0057
451-0064
453-0044
450-0002
450-0002
451-0072
451-0042
451-0025
450-0003
452-0805
451-0043
451-0025
453-0863
453-0855
451-0062

住所
名古屋市中村区井深町１５ー１７
名古屋市西区市場木町１
名古屋市西区花の木２ー１３ー１７
名古屋市西区花の木３ー１３ー２３
名古屋市中村区名駅４ー２６ー２２ 名駅ビルディングＢ１
名古屋市中村区則武２ー２６ー１５
名古屋市西区栄生１ー３５ー２０
名古屋市西区山木２ー１０８
名古屋市中村区鴨付町１ー８ー１
名古屋市中村区豊国通１ー２６ー１
名古屋市中村区名駅３ー２８ー１２ 大名古屋ビルヂング１０Ｆ
名古屋市西区花の木２ー１７ー１３ 名昭ビ ル１Ｆ
名古屋市西区上名古屋３ー１３ー１
名古屋市西区押切１ー９ー２７
名古屋市西区木前町２
名古屋市中村区名駅３ー２２ー８ 大東海ビル
名古屋市西区城西３ー１５ー１
名古屋市中村区稲葉地本通３ー２２
名古屋市西区名西２ー２ー２２
名古屋市中村区鳥居通４ー４８
名古屋市中村区名駅３ー２１ー４ 名銀駅前ビル６Ｆ
名古屋市中村区名駅１ー２ー４ 名鉄バスターミナルビル
名古屋市西区笠取町４ー７３
名古屋市西区那古野２ー２６ー８ 中部土地ビル２Ｆ
名古屋市西区上名古屋３ー２０ー２
名古屋市中村区名駅南１ー３ー８ びわビル１Ｆ
名古屋市西区市場木町３８７
名古屋市西区新道１ー１７ー１８
名古屋市西区上名古屋１ー２ー１２
名古屋市中村区八社２ー１７ー１
名古屋市中村区烏森町２ー４９
名古屋市西区花の木１ー１３ー２１

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-452-8900 052-451-5429
052-501-6101 052-501-0608
052-523-2621 052-524-6121
052-521-1456 052-521-1457
052-571-0470 052-581-4357
052-452-5055 052-452-5055
052-571-5461 052-571-5460
052-502-2103 052-504-2103
052-412-3591 052-412-3592
052-411-7351 052-411-0317
052-433-2223 052-433-2224
052-522-3325 052-522-7505
052-523-1761 052-523-1762
052-521-9211 052-521-9212
052-502-3261 052-502-3312
052-562-3177 052-581-5330
052-531-7500 052-531-7600
052-412-1892 052-411-7863
052-521-3351 052-532-1600
052-481-4165 052-482-0373
052-562-1601 052-561-8084
052-551-0710 052-582-7938
052-522-3333 052-522-3335
052-565-1881 052-565-1895
052-521-4311 052-532-1516
052-587-5070 052-587-5071
052-501-8161 052-503-7214
052-551-3797 052-551-3797
052-531-0055 052-531-3990
052-412-0251 052-412-0477
052-482-0050 052-482-5270
052-522-6161 052-522-6163

名西支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(11)0010423-000 山田住宅
知事(11)0010431-000 ㈱前田事務所
知事(11)0011231-001 貝沼建設㈱ 西支店
知事(11)0011317-000 永栄不動産
知事(11)0011441-000 中駒住宅販売㈱
知事(11)0011451-001
知事(11)0011464-000
知事(11)0011498-000
知事(11)0011505-000
知事(11)0011523-000
知事(10)0011568-000
知事(10)0011715-000
知事(10)0011811-000
知事(10)0011987-000
知事(10)0012385-000
知事(10)0012395-000
知事(10)0012488-000
知事(10)0012559-000

知事(9)0012854-000
知事(9)0012993-000
知事(9)0013080-000
知事(9)0013149-000
知事(9)0013222-000
知事(9)0013232-000
知事(9)0013331-000
知事(9)0013382-000
知事(9)0013434-000
知事(9)0013532-000
知事(9)0013592-000
知事(9)0013862-000
知事(9)0013903-000
知事(8)0013925-000

村上不動産㈱ ピタットハウス名古屋駅東口店

㈱イナタ
上杉不動産
丸一不動産
㈱日正不動産センター
デーケーエス地所㈱
みつわ不動産
相互不動産㈱
八原建設㈱
太 陽
マルコホーム㈱
ナカケン住宅
とりい商事
㈱ライトホーム
㈱マンションサ―ビス
三西建設㈱
樋田商事
㈲伊藤不動産
地文㈱
㈱丸富不動産
清和建設㈱
㈱フタムラ
小出不動産
㈱稲穂
千福企業㈱
㈱共同ハウジング
西俣不動産事務所

代表者名
山田 純一
前田 明宣
中村 崇次
松田 丈夫
中島 實
清水 将志
稲田 晃一
上杉 正男
鈴木 敏博
鈴木 義行
山田 貞夫
斉藤 和代
須永 正俊
八原 秀宣
林 正種
小林 憲二
田中 謙二
早野 榮一
水谷 直樹
濵野 克人
今西 護泰
樋田 幸子
伊藤 春彦
長坂 幸代
下井 弘樹
杉本 清治
新垣 洋子
小出 隆康
岩間 次郎
佐藤 文俊
江口 裕康
西俣 正巳

郵便番号
451-0015
450-0002
452-0848
451-0062
453-0801
450-0002
451-0042
453-0061
451-0035
451-0061
450-0003
453-0853
451-0043
451-0042
453-0037
451-0051
451-0072
453-0811
451-0025
451-0045
451-0031
453-0042
453-0065
451-0042
453-0818
452-0815
453-0037
453-0061
453-0015
450-0002
451-0042
453-0018

住所
名古屋市西区香呑町３ー８８ー２
名古屋市中村区名駅２ー３６ー２ 協和ビル７０５
名古屋市西区西原町４３
名古屋市西区花の木３ー１ー２２
名古屋市中村区太閤４ー２ー７
名古屋市中村区名駅４ー３ー１０ 東海ビル６０２号
名古屋市西区那古野２ー１８ー７
名古屋市中村区日比津町４ー７ー１３
名古屋市西区浅間２ー１ー２
名古屋市西区浄心２ー１ー４
名古屋市中村区名駅南４ー８ー１７
名古屋市中村区牛田通３ー４
名古屋市西区新道１ー１ー１
名古屋市西区那古野２ー１９ー２０
名古屋市中村区高道町６ー７ー１０
名古屋市西区則武新町３ー８ー３７
名古屋市西区笠取町１ー１３
名古屋市中村区太閤通９ー１９ー２
名古屋市西区上名古屋２ー５ー７ スズランビル１Ｆ
名古屋市西区名駅２ー３４ー１７ セントラル名古屋１１０３
名古屋市西区城西５ー２０ー１４
名古屋市中村区大秋町２ー３９ー３
名古屋市中村区靖国町２ー１２５
名古屋市西区那古野２ー２３ー２１ ｄｅｒａーｄｏ：ｌａ名駅２ａ
名古屋市中村区千成通５ー２０
名古屋市西区八筋町９１ サンパーク赤城１ Ｆ
名古屋市中村区高道町１ー１０ー２５
名古屋市中村区日比津町３ー１１ー１３
名古屋市中村区椿町１５ー１３
名古屋市中村区名駅３ー２３ー６ 第二千福ビル内
名古屋市西区那古野１ー１４ー１８ 那古野ビル北館１２５
名古屋市中村区佐古前町９ー２７

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-531-7870 052-523-3568
052-586-1911 052-586-4679
052-502-5004 052-502-1790
052-522-5418
052-451-8122 052-451-4100
052-589-8108 052-589-8208
052-565-1589 052-565-1883
052-461-6648 052-461-9640
052-531-0516 052-521-8087
052-522-2651 052-531-1685
052-562-5765 052-533-6728
052-482-2555 052-471-5837
052-551-1111 052-551-1115
052-551-1055 052-561-6558
052-482-1678 052-482-1678
052-582-2401 052-582-2402
052-532-7777 052-532-0022
052-471-3048 052-482-2765
052-524-6266 052-524-6267
052-561-2542 050-3730-2448
052-521-0281 052-521-0289
052-481-2515 052-481-0766
052-411-5339 052-411-9364
052-586-7241 052-586-7246
052-482-7633 052-471-5000
052-503-5009 052-503-9396
052-433-2600 052-33-2603
052-461-0205 052-461-0190
052-451-2966 052-451-1285
052-551-1029 052-561-3497
052-571-5787 052-571-5787
052-481-5505 052-481-5506

名西支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(8)0013995-000 ㈱鈴起建設
知事(8)0014024-000 ㈲西部興産
知事(8)0014028-000 ㈱ライトハウス
知事(8)0014082-000 ㈱愛昭土地
知事(8)0014113-000 ㈲新和不動産
知事(8)0014123-000 ㈱森不動産
知事(8)0014145-000 ㈱玄同
知事(8)0014208-000 ㈱神谷商会
知事(8)0014210-000 東和建設㈱
知事(8)0014264-000 ㈱カムロ
知事(8)0014357-000 ㈱アミタ
知事(8)0014361-000 ㈲昭栄ホーム
知事(8)0014412-000 ㈱武幹建築設計事務所
知事(8)0014505-000 三浦不動産
知事(8)0014569-000 中村工業㈱
知事(8)0014691-000 ㈲エステート・リョウセイ
知事(8)0014769-000 ㈱丸協建設
知事(8)0014776-000 ㈲みづほ住宅
知事(8)0014824-000 ㈲御田商事
知事(8)0014967-000 大口屋不動産
知事(8)0015005-000 ㈱八伸
知事(8)0015102-000 ㈱川合地所
知事(8)0015130-000 平成土地開発㈱
知事(8)0015140-000 ㈲渡辺事務所
知事(8)0015203-000 セルダン㈱
知事(8)0015476-000 ㈱ミツワホーム
知事(8)0015483-000 積村ビル管理㈱
知事(8)0015483-001 積村ビル管理㈱ 駅前営業所
知事(7)0015512-000 ㈲星光不動産販売
知事(7)0015596-000 ㈲岡三住宅
知事(7)0015619-000 名鉄協商㈱
知事(7)0016008-000 ㈱髙井商事

代表者名
鈴木 貴雄
松井 弘法
松本 春男
加藤 勝義
鬼頭 泰象
森 俊輔
藤井 一美
神谷 哲治
石谷 隆平
安藤 武司
山本 雅俊
伊藤 利昭
近藤 武幹
三浦 和雄
太田 清紀
山田 良成
林 雅彦
横嶋 誠
長尾 正己
大口 隆
田邊 幸子
川合 隆文
大川 真二
渡辺 篤
安田 好孝
園田 淑文
二村 伝治
伊藤 浩二
星山 眞毅
岡田 徳之
髙橋 健治
髙井 裕大

郵便番号
452-0844
452-0821
451-0044
451-0066
452-0843
450-0002
453-0024
453-0818
452-0814
451-0043
452-0841
452-0803
451-0025
451-0012
452-0802
451-0062
452-0822
452-0839
453-0855
453-0057
450-0003
451-0051
450-0002
452-0843
453-0014
451-0042
453-0864
450-0002
453-0842
452-0832
450-0003
452-0821

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-502-3826 052-502-0364
名古屋市西区上橋町６２
052-504-0460 052-501-0229
名古屋市西区上小田井２ー１７３
052-561-1621 052-561-1622
名古屋市西区菊井１ー２４ー２４
052-529-7512 052-529-7500
名古屋市西区児玉２ー２ー１９
052-504-1315 052-504-1316
名古屋市西区平中町４１２
052-541-6628 052-581-5945
名古屋市中村区名駅４ー２ー７ 丸森パークビル７Ｆ
052-482-2641 052-482-4961
名古屋市中村区名楽町４ー１６
052-482-5662 052-471-3003
名古屋市中村区千成通６ー１６
052-501-0261 052-501-9593
名古屋市西区南川町７２
052-571-1871 052-571-1870
名古屋市西区新道２ー１ー１２
052-505-2811 052-505-2812
名古屋市西区城西町２番地
052-501-3322 052-501-3040
名古屋市西区大野木３ー９８
052-522-2436 052-521-1335
名古屋市西区上名古屋２ー１５ー２２ ２Ｆ
052-524-6408 052-522-8453
名古屋市西区稲生町２ー３８
052-502-1861 052-502-1870
名古屋市西区比良３ー１０９
052-524-3621 052-524-3637
名古屋市西区花の木３ー１３ー１８
052-501-5773 052-504-3601
名古屋市西区中小田井５ー３００
052-501-3251 052-501-3161
名古屋市西区見寄町１２９ー５
052-461-5119 052-461-5129
名古屋市中村区烏森町１ー１１７
052-411-4321 052-412-1009
名古屋市中村区稲葉地本通１ー１３
052-583-8444 052-551-2357
名古屋市中村区名駅南１ー３ー８
052-581-2431 052-581-2432
名古屋市西区則武新町３ー７ー１２
052-551-5666 052-551-5656
名古屋市中村区名駅４ー１７ー１８ 茗荷ビル３Ｆ
052-503-6748 052-503-6754
名古屋市西区平中町１７６
052-451-3751 052-451-8333
名古屋市中村区則武１ー７ー１５
052-581-5913 052-581-5914
名古屋市西区那古野１ー１５ー１８
052-411-6571 052-411-6446
名古屋市中村区横前町６６
052-582-3331 052-582-2311
名古屋市中村区名駅２ー４１ー５ ＣＫ２０名駅前ビル３Ｆ
052-419-6661 052-419-6662
名古屋市中村区剣町２７ー２
052-503-1441 052-503-9441
名古屋市西区平出町３８６
名古屋市中村区名駅南２ー１４ー１９ 住友生命名古屋ビル１０Ｆ 052-582-1011 052-582-2492
052-501-2633 052-503-2423
名古屋市西区上小田井２ー９
住所

名西支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(7)0016144-000 ㈲アイコー
知事(7)0016162-000 ㈱タウンホーム
知事(7)0016244-000 ㈲ヴィトウ
知事(7)0016351-000 ㈱アスリート
知事(7)0016372-001 東洋システム㈱ 名古屋支店
知事(7)0016375-000 ㈲山藤産業
知事(7)0016427-000 ㈱海津ハウジング
知事(7)0016434-001 ㈱山忠 名古屋支店
知事(7)0016496-000 ㈱メルシー
知事(7)0016646-000 ㈱近藤不動産
知事(7)0016705-000 不動産のヤマダ
知事(7)0016798-004 ㈱ジェイエイ名古屋サービス 山田営業所
知事(7)0016814-000 ㈱山建エステート
知事(7)0016843-001 ㈱三晃不動産 中村店
知事(7)0016884-000 ㈱ダイユウ
知事(7)0016895-000 ㈱名古屋エステート
知事(6)0017017-000 ㈱シーアイ
知事(6)0017043-000 ㈲アプス不動産
知事(6)0017150-000 ㈱アークランド
知事(6)0017175-000 稲葉地不動産
知事(6)0017217-000 田中不動産
知事(6)0017258-000 いろは不動産㈱
知事(6)0017269-000 ㈲メイホウハウジング
知事(6)0017326-000 ㈲東邦ハウジング
知事(6)0017387-000 ㈲住宅土地
知事(6)0017466-000 大櫻不動産
知事(6)0017483-000 ㈲川口事務所
知事(6)0017484-000 成田不動産
知事(6)0017493-000 ㈱トスコ
知事(6)0017534-000 ㈱クレストンホーム
知事(6)0017554-000 ㈲祥立ハウジング
知事(6)0017854-000 ㈲三幸ホーム

代表者名
新井 景子
津本 進一
尾頭 一喜
藤田 敏和
小林 俊雄
藤井 秀夫
吉安 蔵三
伊藤 良徳
武市 雅喜
近藤 明彦
山田 眞一
福谷 雅文
小野島 勇輝
風岡 直樹
後藤 英澄
加藤 久雄
伊藤 司郎
田中 信正
天野 剛
杉戸 要
田中 利一
平野 雪夫
落合 豊
石黒 正城
田中 信博
櫻井 法子
川口 隆久
成田 義男
澤田 崇
塩地 誠
伊藤 彰祥
平沼 元孝

郵便番号
453-0855
452-0805
451-0046
450-0002
451-0051
453-0016
451-0025
450-0002
451-0025
453-0053
451-0025
452-0803
451-0025
453-0818
453-0024
452-0822
453-0044
453-0014
453-0835
453-0054
452-0822
453-0016
452-0814
453-0053
451-0025
451-0042
453-0044
453-0803
453-0014
453-0834
451-0021
453-0021

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-482-7671 052-482-7696
052-504-3881 052-504-4115
052-561-8691 052-561-8692
052-586-8885 052-586-8886
052-561-0006 052-561-0009
052-452-3486 052-451-0222
052-532-8471 052-524-0227
052-310-0070 052-310-1050
052-523-2730 052-523-5525
052-483-0350 052-483-0351
052-524-1053 052-524-1054
052-504-5471 052-504-0333
052-521-1090 052-521-1091
052-485-9250 052-485-9260
052-482-0775 052-482-0696
052-504-6166 052-504-6188
052-481-3008 052-471-3006
名古屋市中村区則武１ー１３ー９ チサンマンション第３名古屋９Ｆ 052-462-8780 052-452-2460
052-411-4185 052-414-2267
名古屋市中村区上石川町１ー８ー１
052-412-2886 052-411-9363
名古屋市中村区鳥居西通１ー４０
052-502-8377 052-502-8860
名古屋市西区中小田井２ー１６１
052-451-1682 052-451-1683
名古屋市中村区竹橋町２１ー８
052-508-6103 052-508-8229
名古屋市西区南川町２０９
052-483-6311 052-483-6313
名古屋市中村区中村町３ー４４ー４
名古屋市西区上名古屋３ー２５ー１５ ラ・ キャッスル２１浄心１１０１号 052-522-7487 052-522-7427
名古屋市西区那古野２ー１８ー１７ フローレンスさくら名駅１Ｆ 052-562-5172 052-562-5172
052-486-2103 052-486-2107
名古屋市中村区鳥居通３ー１９ー２
052-452-0045 052-452-0045
名古屋市中村区長戸井町４ー９
052-459-0788 052-459-0787
名古屋市中村区則武１ー７ー１３
052-412-8555 052-412-7776
名古屋市中村区豊国通２ー２８ー１
052-521-2571 052-521-2573
名古屋市西区天塚町１ー７３ー２
052-481-4115 052-481-4521
名古屋市中村区松原町４ー３３ー４
住所
名古屋市中村区烏森町３ー５６
名古屋市西区市場木町１２３
名古屋市西区牛島町４ー６ フィールドヒルズ５０１
名古屋市中村区名駅５ー２７ー１３ 名駅錦 橋ビル１Ｆ
名古屋市西区則武新町３ー８ー３７ ＳＫ館２Ｆ
名古屋市中村区竹橋町６ー５
名古屋市西区上名古屋４ー１７ー２６
名古屋市中村区名駅２ー４１ー１０
名古屋市西区上名古屋３ー２２ー２ ３号メルシェノマツ２０１
名古屋市中村区中村町２ー１３
名古屋市西区上名古屋４ー３ー１２
名古屋市西区大野木１ー１６９
名古屋市西区上名古屋３ー２５ー６ Ｏ．Ｄ．Ｃ浄心１Ｆ
名古屋市中村区千成通４ー１７
名古屋市中村区名楽町５ー３９ー２
名古屋市西区中小田井２ー４０６ー１
名古屋市中村区鳥居通４ー４７

名西支部 会員名簿
免許番号
商号
㈱住まい専科マツオカ
アパマンショップ上小田井店
知事(6)0017857-004
知事(5)0017911-000 ㈲古畑不動産
知事(5)0017916-000 協和建材㈱
知事(5)0018005-000 ㈱ホームズパレット
知事(5)0018014-000 ㈲アクティヴ・エステイト
知事(5)0018018-000 ㈱タメックス
知事(5)0018028-000 中瀬建設㈱
知事(5)0018032-000 ㈲タケコシ
知事(5)0018115-000 ㈱タクミハウス
知事(5)0018144-000 ㈲清水ホームエステート
知事(5)0018352-000 アシストハウジング㈲
知事(5)0018362-000 ㈱三京
知事(5)0018407-000 豊国不動産
知事(5)0018448-000 ㈲シード
知事(5)0018543-000 国枝建築設計事務所
知事(5)0018577-000 三栄住宅
知事(5)0018614-000 ㈱睦工房
知事(5)0018645-000 中部互光㈱
知事(5)0018725-000 名古屋ファースト商事㈱
知事(5)0018784-000 ハウスクリエイト㈱
知事(5)0018834-000 ㈱スマイルホーム
知事(5)0018836-000 ㈲ひまわりハウジング
知事(5)0018843-000 ㈲アケモ
知事(5)0018876-000 ㈲杉戸不動産
知事(4)0018958-000 ㈱サンプラン不動産
知事(4)0019025-000 ㈲繁野不動産事務所
知事(4)0019056-000 ㈱山幸建設
知事(4)0019111-000 ㈱綜設計
知事(4)0019120-000 ㈲キートスエージェンシー
知事(4)0019216-001 ㈱千代田不動産 名古屋支店
知事(4)0019285-000 ㈲湖池屋不動産
知事(4)0019357-000 ㈲オレンジホーム

代表者名
小川 拓也
古畑 典孝
寺島 一男
石川 欽也
松原 浩
渡辺 邦彦
中瀬 満
竹越 美彦
平野 陽季
清水 澄
冨田 誠次
伊藤 創
坂巻 明子
伊藤 正信
國枝 好雄
岡田 勝之
池田 睦
水野 一三
井上 雄介
矢島 英拓
加藤 久豊
高山 貞盛
山田 朗江
杉戸 貞利
城部 宗輝
繁野 幸治
山口 幸二
脇田 幸三
竹田 克彦
河澄 智子
小池 衛
二村 剛

郵便番号
452-0815
453-0014
453-0041
450-0001
453-0856
453-0014
451-0062
453-0014
450-6321
452-0821
453-0843
452-0821
453-0836
453-0064
453-0833
451-0046
451-0043
450-0001
450-0002
451-0043
451-0024
451-0042
450-0002
453-0819
450-0002
452-0821
452-0815
453-0801
452-0815
450-0002
450-0002
451-0044

住所
名古屋市西区八筋町２７８ 八筋２７８ビル１Ｆ
名古屋市中村区則武２ー２ー５
名古屋市中村区本陣通３ー３３
名古屋市中村区那古野１ー４７ー１ 名古屋国際センタービル２３Ｆ

名古屋市中村区並木２ー３０４ー２
名古屋市中村区則武２ー２５ー２
名古屋市西区花の木１ー４ー４
名古屋市中村区則武１ー１３ー９ チサン第三名古屋１１０５
名古屋市中村区名駅１ー１ー１ ＪＰタワー名古屋２１Ｆ
名古屋市西区上小田井２ー１２７
名古屋市中村区鴨付町１ー１
名古屋市西区上小田井２ー５９ ２Ｆ
名古屋市中村区五反城町４ー１５
名古屋市中村区草薙町１ー６６
名古屋市中村区押木田町２ー３０ー１
名古屋市西区牛島町８ー１８
名古屋市西区新道２ー１５ー１１
名古屋市中村区那古野１ー４７ー１号

名古屋国際センタ―ビル２４Ｆ

名古屋市中村区名駅４ー２６ー１０
名古屋市西区新道１ー９ー２８
名古屋市西区秩父通１ー２０
名古屋市西区那古野１ー３ー１
名古屋市中村区名駅４ー２ー７ 丸森パークビル５Ｆ
名古屋市中村区城主町６ー１
名古屋市中村区名駅５ー１６ー１７ 花車ビル南館６Ｆ
名古屋市西区上小田井２ー７ リバーパーク小田井１Ｆ
名古屋市西区八筋町４７１
名古屋市中村区太閤４ー５ー１８ー２０２
名古屋市西区八筋町４７３ー２
名古屋市中村区名駅３ー２ー４ 名駅ＣＨＩＹＯＤＡ ＢＩＬＤ．６Ｆ
名古屋市中村区名駅５ー１６ー１７ 花車ビル南館７号
名古屋市西区菊井１ー３６ー２０

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-509-2886 052-509-2887
052-451-0107 052-451-0083
052-461-3877 052-482-7089
052-533-2427 052-533-2437
052-413-7411 052-413-7412
052-433-5610 052-452-8498
052-531-4645 052-531-4646
052-453-0041 052-453-0054
052-665-6655 052-308-1898
052-508-9555 052-505-1118
052-413-3334 052-413-3031
052-501-2011 052-501-3703
052-412-1251 052-412-1251
052-411-3557 052-411-3585
052-471-1642 052-627-1205
052-563-2928 052-571-2002
052-583-0623 052-583-0622
052-561-6313 052-561-6318
052-551-2311 052-551-2313
052-561-3888 052-561-3899
052-532-9200 052-532-9211
052-533-6222 052-533-1050
052-563-0567 052-563-0188
052-481-0001 052-461-4879
052-581-6000 052-581-8433
052-501-2381 052-501-2382
052-505-3523 052-505-3559
052-485-6078 052-451-3177
052-506-5151 052-506-5152
052-562-2111 052-562-2110
052-566-0081 052-566-0082
052-655-6653 052-655-6653

名西支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(4)0019374-000 ㈲つばめ不動産
知事(4)0019452-000 ㈲ジェイワン
知事(4)0019615-000 ㈱水谷不動産
知事(4)0019705-000 ㈱アイランドホーム
知事(4)0019772-000 ㈲ハヤトホーム
知事(4)0020164-000 ㈱みらいアセット
知事(4)0020164-001 ㈱みらいアセット 名古屋駅前支店
知事(4)0020166-000 ㈱サンテック
知事(3)0020175-002 ㈱アイデムホーム 名古屋西店
知事(3)0020243-000 ㈲サクシード企画
知事(3)0020270-000 ㈱ムラテ
知事(3)0020279-000 ㈱ロディックコーポレーション
知事(3)0020309-000 東翔エステート㈱
知事(3)0020331-000 オーナーズ
知事(3)0020360-000 ㈲マルタカクリエイト
知事(3)0020399-000 ㈲ハウスネット
知事(3)0020465-000 栄生不動産
知事(3)0020487-000 ㈱永冨
知事(3)0020508-000 ㈲米本不動産
知事(3)0020509-000 エバーハウス㈱
知事(3)0020532-000 アローズネット㈱
知事(3)0020591-000 ブルーム牧
知事(3)0020633-000 積和レント㈱
知事(3)0020732-000 ㈱寿地所
知事(3)0020734-000 ファースト不動産㈱
知事(3)0020750-000 ㈱Ｆｕｊｉ Ｈｏｕｓｉｎｇ
知事(3)0020860-000 ㈲案内社不動産
知事(3)0020871-000 ㈱ライヴズ
知事(3)0020895-000 ミナトヤ不動産㈱
知事(3)0020923-000 加藤不動産
知事(3)0020952-000 ㈱キューブス
知事(3)0020958-000 ㈱ＰーＭＥＴＳ

代表者名
石垣 健治
髙山 美男
水谷 忠司
豊田 俊幸
林 冨有雄
磯部 悟
藏満 潔
伊藤 邦子
小野 博志
東構 優和
村手 誠
鈴木 俊作
高木 靖之
石濵 嘉文
髙山 直行
栗山 和洋
山田 宏一
永冨 和幸
米本 博
村上 千咲
大島 弘睦
牧 治子
大野 照雄
小倉 寿康
尾関 一清
飯吉 和慶
岩田 順治
恒川 仁志
湊 博文
加藤 正雄
丹坂 和弘
加藤 幹男

郵便番号
453-0811
453-0015
453-0811
453-0839
451-0044
450-0002
450-0002
451-0025
452-0823
451-0053
453-0861
453-0838
450-0002
452-0808
451-0044
452-0814
453-0018
452-0803
452-0814
451-0042
451-0016
453-0014
450-0002
451-0025
451-0031
453-0053
453-0016
451-0052
453-0801
453-0811
451-0042
451-0043

住所
名古屋市中村区太閤通８ー１
名古屋市中村区椿町１４ー６
名古屋市中村区太閤通６ー８４
名古屋市中村区長筬町６ー２８
名古屋市西区菊井１ー３ー８
名古屋市中村区名駅４ー４ー１０ 名古屋クロスコートタワー１１Ｆ

名古屋市中村区名駅２ー４５ー７ 松岡ビル２Ｆ
名古屋市西区上名古屋１ー１ー６ 梅田ビル２Ｆ
名古屋市西区あし原町２０２
名古屋市西区枇杷島２ー１６ー２２
名古屋市中村区岩塚本通１ー５１
名古屋市中村区向島町４ー２４ー１
名古屋市中村区名駅４ー３ー１０ 東海ビル５Ｆ
名古屋市西区宝地町１８５ 宝地ハイツ３０８
名古屋市西区菊井１ー２４ー１２
名古屋市西区南川町１４３
名古屋市中村区佐古前町１ー１１
名古屋市西区大野木４ー２６
名古屋市西区南川町２３０ ロイヤルシテ ィハンター１０２
名古屋市西区那古野２ー２５ー１９ 那古野オータケビル ７０３

名古屋市西区庄内通２ー９ー２
名古屋市中村区則武２ー３１ー１ ブルーム名駅１Ｆ
名古屋市中村区名駅４ー２４ー１６ 広小路ガーデンアベニュー８Ｆ

名古屋市西区上名古屋１ー２ー１２
名古屋市西区城西４ー８ー２２
名古屋市中村区中村町６ー８７
名古屋市中村区竹橋町１５ー１７
名古屋市西区栄生２ー５ー３
名古屋市中村区太閤４ー２ー１
名古屋市中村区太閤通３ー３１
名古屋市西区那古野１ー２９ー１３ 那古野建物２Ｆ南
名古屋市西区新道１ー３ー８ セントエルモ浅間町６０１

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-471-5582 052-471-5486
052-451-8899 052-453-2500
052-471-3421 052-482-1839
052-618-5678 052-618-5688
052-581-5205 052-581-5207
052-300-0102 052-300-0106
052-563-3720 052-563-3720
052-508-5561 052-523-2011
052-509-7251 052-509-7253
052-529-6578 052-529-6579
052-411-8111 052-413-1036
052-414-4899 052-414-4898
052-541-2057 052-541-2056
052-503-0090 052-503-4503
052-562-0751 052-562-0752
052-508-9393 052-508-9394
052-482-3141 052-482-3142
052-502-3800 052-502-3810
052-505-3003 052-505-3004
052-589-2232 052-589-2242
052-522-6677 052-522-9922
052-453-7110 052-453-7110
052-541-2035 052-541-2701
052-531-0044 052-531-3990
052-528-1800 052-522-5170
052-485-9130 052-485-9131
052-451-6666 052-451-3390
052-485-7777 052-485-7701
052-452-5008 052-452-1698
052-451-5981 052-451-5981
052-541-0185 052-541-0186
052-533-3987 052-533-3988

名西支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(3)0020972-000 Ｊ．オフィス㈱
知事(3)0021013-000 ㈱石原不動産
知事(3)0021042-000 ㈱城西ホーム
知事(3)0021045-000 ㈱ホームビルダーズクラブ
知事(3)0021146-000 ワールドホーム㈱
知事(3)0021160-000 ㈱ツインヴィレッジ名古屋
知事(3)0021286-000 ㈱ライフ・フロー
知事(3)0021294-001 ㈱不動産ＳＯＳ 名古屋支店
知事(3)0021300-000 フィリックスリーシング㈱
知事(3)0021335-003 ㈱エムホーム 名古屋駅前店
知事(3)0021537-000 かりるーむ㈱
知事(2)0021607-000 ㈱サン管理サービス
知事(2)0021689-000 ㈱ハウス・セレクション
知事(2)0021713-000 ㈱スターアライアンス
知事(2)0021739-000 ㈱トラスティーワン
知事(2)0021771-000 神田不動産
知事(2)0021787-000 楠井労務管理事務所
知事(2)0021837-000 水谷土地
知事(2)0021840-000 ㈱リバーズ
知事(2)0021871-000 岐山グローバルネットワーク㈱
知事(2)0021904-000 ㈱東山総研
知事(2)0021929-000 アートステージ不動産
知事(2)0021975-000 ㈱アンビシャス
知事(2)0021999-000 ㈱にしき不動産
知事(2)0022016-000 ㈱飛鳥コンサルティンググループ
知事(2)0022020-000 Ｔーハウジング
知事(2)0022040-000 アイリンク㈱
知事(2)0022094-004 ㈱エムホームエステート 名古屋駅前支店
知事(2)0022099-000 ㈱ブレーントラスト
知事(2)0022125-000 ㈲コスモ
知事(2)0022145-000 ㈱六曜社
知事(2)0022215-000 ㈱サンキョーリアルエステート

代表者名
神野 雄至
石原 政信
中嶋 等
水野 貴晴
市川 大剛
二村 剛
丸山 英伸
安田 知子
水野 秀則
今村 豪志
鈴木 健一
森田 喜彦
渡邉 裕治
山添 弘規
福岡 弘
神田 あき子
楠井 祐次
水谷 喜樹
髙橋 竜介
恒川 清彦
久津屋 宏平
木村 惠子
山田 泰成
錦 敏彦
長谷川 昌美
大竹 秀人
久野 善幸
荒木 政臣
大山 徳龍
金田 鉄男
坪井 英治
門田 正美

郵便番号
451-0062
451-0084
451-0031
451-0074
453-0016
451-0044
451-0062
453-0018
450-0003
453-0015
451-0081
450-0002
451-0035
451-0042
453-0826
453-0802
453-0866
453-0821
453-0056
451-0044
450-0002
453-0053
450-0002
453-0818
450-0002
452-0805
453-0014
453-0801
451-0042
453-0031
453-0835
451-0031

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-325-7672 052-325-7672
052-934-7155 052-934-7156
052-529-1186 052-529-1187
052-528-3815 052-528-3816
052-485-8033 052-485-8033
052-561-6651 052-561-6652
052-532-8600 052-532-8677
052-414-6431 052-414-6432
052-559-1700 052-559-1778
052-452-1300 052-452-1306
052-217-4888 052-217-4960
052-588-5802 052-588-5803
052-528-4800 052-528-4810
052-569-5600 052-569-5010
052-486-2244 052-486-2243
052-452-3080 052-452-1972
052-412-0291 052-412-0224
052-485-9633 052-485-9636
052-485-7785 052-485-7786
052-561-8818 052-561-8878
名古屋市中村区名駅５ー１６ー１７ 花車ビル南館６階６０１号室 052-551-0401 052-561-3487
052-880-3405 052-700-5978
名古屋市中村区中村町７ー９３ー７
052-462-1698 052-462-1697
名古屋市中村区名駅３ー２３ー３ 名駅水谷ビル５Ｆ
052-462-8104 052-462-8109
名古屋市中村区千成通４ー３５ー１
052-462-8126 052-462-8127
名古屋市中村区名駅２ー４５ー１９ 桑山ビル８Ｆ
052-504-3131 052-504-3132
名古屋市西区市場木町２０８ 庄内パークハイツ２０４
052-462-8834 052-462-8874
名古屋市中村区則武１ー２２ー２ メゾンＩ１Ｂ
052-459-0500 052-459-0518
名古屋市中村区太閤１ー２２ー１３ 恒川ビル２Ｆ
052-414-4117 052-414-4118
名古屋市西区那古野２ー２３ー２１
052-481-2819 052-482-1398
名古屋市中村区新富町２ー４ー２０
名古屋市中村区上石川町１ー８ー１ アークランドビル３Ｆ 052-485-7116 052-485-7779
052-508-9581 052-508-9582
名古屋市西区城西１ー７ー２２
住所
名古屋市西区花の木２ー２０ー２７
名古屋市西区上堀越町３ー１１ー１
名古屋市西区城西１ー１１ー１１
名古屋市西区万代町２ー５４ー３
名古屋市中村区竹橋町１８ー２ １Ｆ
名古屋市西区菊井１ー３６ー２０
名古屋市西区花の木３ー１３ー１８ 浄心浅野ビル１Ｆ
名古屋市中村区佐古前町１３ー５９ オフィスＳＯＳ３Ｆ
名古屋市中村区名駅南１ー１７ー２３ ニッタビル２Ｆ
名古屋市中村区椿町１７ー１５ ユース丸悦ビル１Ｆ
名古屋市西区名塚町２ー１１３ー２
名古屋市中村区名駅５ー１０ー７ 花車ビル中館１００１
名古屋市西区浅間２ー１４ー３０
名古屋市西区那古野２ー２３ー２１
名古屋市中村区鈍池町２ー３７ー４
名古屋市中村区下米野町１ー９
名古屋市中村区横井１ー２４５
名古屋市中村区大宮町３ー３６ー２
名古屋市中村区砂田町３ー３０ー１ 要ビル１Ｆ
名古屋市西区菊井２ー２０ー１７ 名駅岐山ビル

名西支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(2)0022243-000 ㈱不動産博士
知事(2)0022255-000 ふじみ産業㈱
知事(2)0022273-000 ㈱本多不動産
知事(2)0022312-000 ㈱ティーエムエスコーポレーション
知事(2)0022321-000 ㈱クリエイティブ・パートナーズ
知事(2)0022348-000 木村不動産㈱
知事(2)0022391-000 吉不動産
知事(2)0022516-000 辻事務所
知事(2)0022558-000 東海不動産管理㈱
知事(2)0022574-000 シンエイ・リテイルマネジメント㈱
知事(2)0022584-000 ＭＣ不動産㈱
知事(2)0022603-000 名工建設㈱
知事(2)0022607-000 ㈲コンサルワークス
知事(2)0022608-000 ㈱アドバンスクリエイト
知事(2)0022618-000 ㈲ＫＢＳＥ
知事(2)0022675-000 ㈲名毎ビル
知事(2)0022681-000 ㈱アップヴィレッジ
知事(2)0022685-000 伊藤内装㈱
知事(2)0022686-000 五菱㈱
知事(2)0022711-000 フィリックス㈱
知事(2)0022735-000 ｅーエステート㈱
知事(2)0022739-000 ㈱リアライズ
知事(2)0022740-000 ㈱ナイスメイトコーポレイション
知事(2)0022754-000 ㈱ＡＬＦＡ
知事(2)0022769-000 ㈱暁企画
知事(2)0022783-000 ㈱アイユーサービス
知事(2)0022791-000 ㈲良工組
知事(2)0022820-000 ㈱オアシスドットエステイト
知事(2)0022850-000 ㈱名南財産コンサルタンツ
知事(2)0022863-000 江川竜之建築スタジオ
知事(2)0022876-000 コスモ産業㈱
知事(1)0022915-000 ＮｅｘｔＣｏｌｏｒｓ㈱

代表者名
荒川 仁博
加藤 喜久
本多 孝幸
小出 輝哉
伊藤 有希
木村 一正
早川 俊夫
辻 佳典
大村 秋男
金子 幸一
松川 英和
渡邉 清
石田 敬二
阿部 伸章
小堀 豊
稲垣 恭子
岡本 栄広
伊藤 豊和
野末 宗利
水野 秀則
中村 恒夫
塩地 隆三
冨岡 昌文
水澤 初江
小川 淳子
原田 洋嗣
小川 保
三浦 誠
永井 晶也
江川 竜之
近藤 信二
浅井 友章

郵便番号
450-0002
451-0062
453-0856
451-0052
451-0042
452-0807
453-0811
452-0807
450-0002
451-0042
451-0016
450-6113
452-0846
453-0035
451-0062
453-0013
453-0035
452-0806
452-0822
450-0003
453-0828
453-0834
451-0031
452-0802
451-0045
450-0003
451-0013
453-0053
450-6333
451-0045
450-0002
453-0801

住所
名古屋市中村区名駅５ー１６ー１７ 花車ビル南館２Ｃ
名古屋市西区花の木３ー１１ー２
名古屋市中村区並木２ー２３９
名古屋市西区栄生１ー１５ー１３
名古屋市西区那古野２ー２３ー２１
名古屋市西区歌里町３８２
名古屋市中村区太閤通５ー２２ー３１
名古屋市西区歌里町２５０
名古屋市中村区名駅５ー１６ー１７ 花車ビル南館６Ｆ
名古屋市西区那古野２ー１２‐１２
名古屋市西区庄内通１ー４８ー２
名古屋市中村区名駅１ー１ー４ ＪＲセントラルタワーズ３４Ｆ
名古屋市西区浮野町４８
名古屋市中村区十王町１２ー２ グリーズ本陣１０６
名古屋市西区花の木３ー１７ー１４
名古屋市中村区亀島２ー２ー３０
名古屋市中村区十王町１３ー３１
名古屋市西区五才美町１６４ー１
名古屋市西区中小田井３ー２３１
名古屋市中村区名駅南１ー１７ー２３ ニッタビル２Ｆ
名古屋市中村区中村本町１ー６３
名古屋市中村区豊国通２ー２８ー１
名古屋市西区城西３ー３ー１３
名古屋市西区比良１ー１９３
名古屋市西区名駅２ー８ー７
名古屋市中村区名駅南２ー１３ー４
名古屋市西区江向町６ー２４
名古屋市中村区中村町９ー９６ー１ １Ｆ
名古屋市中村区名駅１ー１ー１ ＪＰタワー名古屋３４Ｆ
名古屋市西区名駅２ー２８ー１ フェニックスビル５Ｆ
名古屋市中村区名駅３ー６ー２５ コアレジデンス１Ｆ
名古屋市中村区太閤３ー７ー７６

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-571-1204 052-571-1208
052-938-3243 052-938-3247
052-413-0654 052-308-4654
052-533-9970 052-533-9971
052-462-1799 052-462-1800
052-503-3881 052-503-3882
052-462-9887 052-784-5676
052-710-2005 052-700-2605
052-485-5105 052-485-5152
052-589-2391 052-589-2392
052-508-9325 052-508-9326
052-589-1501 052-586-1926
052-501-7744 052-501-1821
052-461-5288 052-461-5289
052-528-4700 052-528-4701
052-452-2177 052-452-2178
052-481-1601 052-481-1610
052-501-2609 052-504-8018
052-501-5551 052-717-6623
052-559-1777 052-559-1778
052-414-4536 052-414-4537
052-412-7700 052-412-7177
052-523-3211 052-523-3221
052-217-8470 052-755-4383
052-581-6555 052-414-5554
052-584-6336 052-581-1109
052-521-2231 052-521-2232
052-433-1227 052-433-1228
052-589-2341 052-589-2342
052-433-1930 052-583-4110
052-485-9555 052-485-9556
052-325-2272 052-325-2273

名西支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(1)0022920-000 ㈱大黒不動産
知事(1)0022950-000 ハーベストエステート㈱
知事(1)0022954-000 ㈱なごのエステート
知事(1)0022992-000 ㈱彩心
知事(1)0023024-000 日商不動産㈱
知事(1)0023032-000 ㈱近宅
知事(1)0023039-000 ゼータエステート㈱
知事(1)0023045-000 ㈱クレア
知事(1)0023051-000 ㈱アイサポート
知事(1)0023107-000 ㈲三井建物
知事(1)0023129-000 正和地所㈱
知事(1)0023139-000 ㈱創立建設
知事(1)0023149-000 マルヒロ不動産㈱
知事(1)0023153-000 Ｔーｃｏｍｐａｎｙ㈱
知事(1)0023211-000 ㈱グッドライフ
知事(1)0023223-000 ㈱Ｏｆｆｉｃｅ ＫＡＴＯ
知事(1)0023227-001 ㈱グランドギャラリー 名古屋センター
知事(1)0023229-000 豊丸産業㈱
知事(1)0023253-000 ㈱小川不動産
知事(1)0023261-000 住まいのグループ㈱
知事(1)0023273-000 ㈱リブラボ
知事(1)0023297-000 ㈱真不動産
知事(1)0023308-000 ㈱ソリッチ
知事(1)0023321-000 ㈱万代
知事(1)0023345-000 トーカイエステート
知事(1)0023348-000 名謙㈱
知事(1)0023368-000 ㈱ｅｎａｂｌｅ ＲＥＡＬ ＥＳＴＡＴＥ
知事(1)0023374-001 ㈱ハウシーク 西区浄心店
知事(1)0023382-000 トラスト・エージェンシー㈱
知事(1)0023499-000 （同）則武地所
知事(1)0023553-000 ㈱ヒューマンエステート
知事(1)0023594-000 ㈱松本地所

代表者名
早川 稔紘
河本 貴大
佐藤 彰
安本 政成
樋田 幸宏
近藤 琢磨
濵 智哉
山田 真理子
中野 孝美
三井 将基
中島 弘人
宮本 一正
廣山 勇太郎
加藤 剛史
門田 吉生
加藤 史賀
宮本 佳典
永野 光容
小川 猛弘
後藤 和成
佐藤 孝史
岩瀧 隆司
岩野 啓純
金光 東吉
田中 芳和
宮田 剛一
吉次 和弥
岡田 友幸
菅原 史枝
坂口 啓資
不破 智博
松本 孝一

郵便番号
452-0809
450-0002
451-0042
451-0035
450-0003
452-0802
450-0002
450-0002
451-0043
450-0002
450-0002
453-0855
453-0864
451-0044
451-0031
452-0833
450-0002
453-0803
451-0076
450-0002
451-0084
451-0025
452-0806
450-0003
451-0051
452-0804
450-0002
451-0066
451-0072
451-0051
453-0811
453-0816

住所
名古屋市西区花原町１５１番地
名古屋市中村区名駅５ー３８ー５ 名駅Ｄー１ビル ７階
名古屋市西区那古野１ー１５ー１８ 那古野ビル南館２０７
名古屋市西区浅間２ー２ー１４ 佐藤ビル１Ｆ
名古屋市中村区名駅南２ー１１ー４３ 日商ビル２Ｆ
名古屋市西区比良２ー１１６ー４
名古屋市中村区名駅３ー１３ー２８ 名駅セブンスタービル５０２

名古屋市中村区名駅４ー２５ー１７ 三喜ビル６Ｆ
名古屋市西区新道１ー５ー５ アートビル３０３
名古屋市中村区名駅４ー２ー７ 丸森パークビル３Ｆ
名古屋市中村区名駅３ー２５ー９ 堀内ビルディング４Ｆ
名古屋市中村区烏森町６ー７７ー２ ２Ｆ
名古屋市中村区横前町１０９
名古屋市西区菊井２ー１３ー５ー３
名古屋市西区城西１ー７ー２２
名古屋市西区山木１ー１６６ ＳＴビル１Ｄ
名古屋市中村区名駅４ー１３ー７ 西栁パークビル１階
名古屋市中村区長戸井町３ー１２
名古屋市西区東岸町２ー２８ー１
名古屋市中村区名駅３ー９ー１５ 山本パーキング２Ｆ
名古屋市西区上堀越町３ー１９ー１ フラットガゼレイ６０５
名古屋市西区上名古屋３ー２２ー２３ ノマツビル３０４
名古屋市西区五才美町５３ サンたかはし１階Ａ号室
名古屋市中村区名駅南１ー５ー２２ 金森ビル３０２
名古屋市西区則武新町４ー４ー１９ ＳＧ名古屋駅ビル４０５号室

名古屋市西区坂井戸町１８９

西号室

名古屋市中村区名駅３ー１３ー２８ 名駅セブンスタービル３０４

名古屋市西区児玉１ー１８ー２３
名古屋市西区笠取町３ー２９
名古屋市西区則武新町４ー４ー１４
名古屋市中村区太閤通３ー３６ー２
名古屋市中村区京田町１ー３６ー１

２Ｆ
１Ｆ

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-502-2926 052-501-0501
052-433-7227 052-433-7228
052-533-1866 052-551-0266
052-523-7778 052-523-7767
052-446-6817 052-446-6818
052-508-8852 052-508-7600
052-485-6362 052-485-6362
052-569-5557 052-569-5587
052-446-7036 052-446-7751
052-433-2334 052-433-2337
052-446-8828 052-446-8829
052-880-9799 052-483-1541
052-413-4628 052-308-8925
052-433-7877 052-308-8926
052-934-7889 052-934-7797
052-934-7997 052-934-7994
052-589-8860 052-589-8850
052-452-8111 052-452-0354
052-524-1414 052-524-0368
052-526-0742 052-526-0743
052-938-4150 052-938-4160
052-325-2550 052-325-2552
052-509-2331 052-509-2332
052-551-8801 052-551-8801
052-446-7245 052-446-7246
052-870-8103 052-880-9888
052-414-5858 052-414-5859
052-325-6886 052-325-6888
052-529-1117 052-529-5292
052-588-2464 052-308-1872
052-433-5567 052-433-5569
052-720-6246 052-750-7675

名西支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(1)0023639-000 ㈱フジミ
知事(1)0023646-000 ㈱アール
知事(1)0023655-000 ㈱プロパティーコンサルタント
知事(1)0023728-000 ㈱ホームプランナー
知事(1)0023785-000 ㈱吉村組
知事(1)0023789-000 ㈱ヨシワ製作所
知事(1)0023804-000 ㈱Ｎｅｘｕｓ
知事(1)0023834-000 ㈱不動産屋さん
知事(1)0023865-000 ㈱利信ホームプランナー
知事(1)0023873-000 ケイアイプランニング㈱
知事(1)0023917-000 ㈱ツジ建装
知事(1)0023971-000 ㈱五島商会
知事(1)0023976-000 セン不動産㈱
知事(1)0024002-000 ㈱ナゴノダナバンク
知事(1)0024026-000 ㈱山岸工務店
知事(1)0024062-000 ㈱丸正事務器
知事(1)0024204-000 ＴＨソリューション㈱
知事(1)0024207-000 アレンジプラス㈱
知事(1)0024244-000 ㈱富士管理
知事(1)0024247-000 東海地所パートナーズ㈱
知事(1)0024262-000 （同）ファミーユ
知事(1)0024275-000 スタジオアンビルト㈱
知事(1)0024278-000 ㈱アルソル
知事(1)0024288-000 ㈱Ｇｒａｎｔ
知事(1)0024292-000 ㈱Ｎタウン不動産
知事(1)0024321-000 ＬＡＳ不動産ホーム㈱
大臣(15)0000142-003 日通不動産㈱ 名古屋支店
大臣(15)0000245-002 大和ハウス工業㈱ 名古屋支社
大臣(15)0000337-000 名鉄不動産㈱
大臣(15)0000337-001 名鉄不動産㈱ 名駅仲介センター
大臣(13)0001658-003 鉄建建設㈱ 名古屋支店
大臣(13)0001695-000 豊田通商㈱

代表者名
槇野 裕介
天本 峻嗣
香月 俊道
古橋 弘行
吉村 和久
吉川 紀和
木村 雅俊
岩本 武
東 駿
堀口 幸昌
辻 公紀
濱里 康幸
土屋 勇太
藤田 まや
山岸 茂雄
樋口 淳一
服部 泰
池垣 直哉
森 敏郎
国本 英俊
権田 純儀
森下 敬司
三輪 耕平
向井 基晴
山浦 元気
高田 幸枝
梅山 和彦
和田 哲郎
前田 由幸
原田 直樹
塩畑 泰典
貸谷 伊知郎

郵便番号
453-0835
453-0013
453-0812
451-0064
453-0852
450-0003
450-0002
452-0815
451-0052
450-0002
452-0845
452-0811
452-0811
451-0042
453-0016
451-0065
450-0003
451-0044
450-0002
450-0003
453-0014
451-0042
451-0052
450-0003
451-0066
450-0002
450-0003
453-0872
450-0002
450-0002
450-6036
450-8575

住所
名古屋市中村区上石川町１ー８ー１ アークランドビル３Ｆ
名古屋市中村区亀島１ー６ー８
名古屋市中村区西米野町１ー８０ 太閤コーポ１階
名古屋市西区名西２ー３２ー１６ ＨＰ．ＢＬＤ２Ｆ
名古屋市中村区角割町３ー２６ １Ｆ
名古屋市中村区名駅南３ー１１ー２０ 名駅南ランドビル２Ｆ
名古屋市中村区名駅１ー１ー１ ＪＰ ＴＯＷＥＲ ＮＡＧＯＹＡ ２１Ｆ ２１１２

名古屋市西区八筋町２８５番地１ レジデンス八筋２階
名古屋市西区栄生１ー３５ー４
名古屋市中村区名駅２ー３７ー２１ 東海ソフトビル４Ｆ Ｃ
名古屋市西区中沼町１９９番地
名古屋市西区砂原町２７４ ロイヤルハウス１Ｂ
名古屋市西区砂原町１８５ メゾン余合１０１号室
名古屋市西区那古野１ー３０ー１６ 杉本アパート南Ａ号室
名古屋市中村区竹橋町２３ー７
名古屋市西区天神山町３ー１ 丸正ビル１階
名古屋市中村区名駅南１ー１２ー７ 虎ビル２Ｆ
名古屋市西区菊井１ー８ー１２ 中善ビル１Ｆ
名古屋市中村区名駅４ー２ー７ 丸森パークビル７Ｆ
名古屋市中村区名駅南３ー６ー６ 名駅豊ビル３階
名古屋市中村区則武２ー３ー２ サン・オフィス名古屋３５１号室

名古屋市西区那古野２ー１４ー１ なごのキャンパス２ー５
名古屋市西区栄生２ー５ー１１ 名鉄栄生駅１Ｆ
名古屋市中村区名駅南１ー１１ー１５ ＡＫ名駅南ビル１Ｆ
名古屋市西区児玉３ー１ー３ 大野マンション１０１
名古屋市中村区名駅３ー２２ー８ 大東海ビル７階
名古屋市中村区名駅南４ー１２ー１７
名古屋市中村区平池町４ー６０ー９
名古屋市中村区名駅４ー２６ー２５
名古屋市中村区名駅４ー２６ー２５ メイフィス名駅ビル１０Ｆ
名古屋市中村区名駅１ー１ー４ ＪＲセントラルタワーズ３６Ｆ
名古屋市中村区名駅４ー９ー８ センチュリー豊田ビル

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-446-8890 052-446-8891
052-446-7122 052-526-1211
052-483-8255 052-308-8294
052-522-2223 052-522-2234
052-461-2007 052-461-3100
052-414-4639 052-446-7372
052-856-3372 052-308-3457
052-908-1239 052-325-3212
052-720-2190 052-750-8407
052-446-6544 052-446-6554
052-908-3004 052-908-3005
052-503-0080 052-307-3345
052-938-5523 052-307-3334
052-526-5893 052-526-5894
052-452-3973 052-452-3972
052-522-4646 052-522-4649
052-526-4831 052-526-4830
052-526-1317 052-526-1318
052-541-8969 052-581-5945
052-589-2091 052-589-2092
052-459-5028 052-459-5037
052-526-7528 052-526-7528
052-433-1881 052-433-1818
052-433-4411 052-433-4412
052-531-7193 052-531-7195
052-589-1756 052-589-1716
052-586-2330 052-586-3082
052-414-6150 052-414-5964
052-581-1221 052-581-1915
052-581-1222 052-583-5131
052-581-9222 052-581-9654
052-584-5000 052-584-5310

名西支部 会員名簿
免許番号
商号
大臣(13)0002018-001 ㈱ニッショー 中村支店
大臣(13)0002018-008 ㈱ニッショー 小田井支店
大臣(13)0002018-039 ㈱ニッショー 浄心支店
大臣(13)0002018-073 ㈱ニッショー 名古屋駅前支店
大臣(10)0002961-000 積水ハウス不動産中部㈱
大臣(10)0002961-006
大臣(10)0002961-008
大臣(10)0002961-011
大臣(10)0002961-012
大臣(10)0002961-027
大臣(10)0002961-072

大臣(9)0003440-007
大臣(6)0005348-001
大臣(5)0005627-002
大臣(5)0005798-003
大臣(5)0005963-043
大臣(5)0005972-008
大臣(4)0006116-026
大臣(4)0006247-007
大臣(4)0006367-004
大臣(4)0006465-002
大臣(4)0006789-002
大臣(3)0007258-002
大臣(3)0007260-001
大臣(3)0007373-002
大臣(3)0007500-004
大臣(3)0007589-001
大臣(3)0007857-003
大臣(3)0007943-007
大臣(2)0008105-004
大臣(2)0008116-039
大臣(2)0008383-002

積水ハウス不動産中部㈱ 名駅賃貸営業所

積水ハウス不動産中部㈱ 名駅営業所
積水ハウス不動産中部㈱ 本店営業部

積水ハウス不動産中部㈱ 不動産部
積水ハウス不動産中部㈱ マンション販売オフィス
積水ハウス不動産中部㈱ 第二賃貸マンション営業所

㈱タイセイ・ハウジー 名古屋営業所

中村建設㈱ 名古屋支店
近鉄住宅管理㈱ 名古屋支店
㈱新和建設 西区上小田井店
タクトホーム㈱ 名古屋支社
大和エステート㈱ 名古屋営業所
ファースト住建㈱ 名古屋西支店
コミュニティワン㈱ 名古屋支店
アーク不動産㈱ 名古屋支店
㈱国土工営 名古屋支店
日本建物㈱ 名古屋支店
日本建設㈱ 名古屋支店
㈱エサキホーム 名古屋北支店
日本商業開発㈱ 名古屋支店
㈱イントランス 名古屋支社
シアーズ㈱ 東海支店
㈱シノケンファシリティーズ 名古屋オフィス

グローバルコミュニティ㈱ 名古屋支店

サムティ㈱ 名古屋支店
㈱リブマックスリーシング

名古屋店

アイホープワン㈱ 名古屋店

代表者名
水野 直人
加治佐 健二
松岡 賢祐
西山 欣一
大野 照雄
田村 碧
木村 隆
中野 隆
山口 伸章
伊藤 均
山田 泰臣
岩本 匡訓
竹内 豪
五十嵐 裕
武田 幸久
工藤 真樹
浅見 雅彦
藤田 尚丈
中野 敦之
吉本 将能
川口 敏夫
泉口 正勝
佐久間 昭司
五十嵐 公一
松本 和也
榊 秀樹
内藤 一広
太田 喜裕
大西 信二
菊嵜 生治
山下 智志
村中 崇

郵便番号
453-0834
452-0816
451-0062
450-0002
450-0002
450-0002
450-0002
450-0002
450-0002
450-0002
450-0002
450-0003
450-0003
450-0003
452-0813
451-0053
453-0872
451-0012
450-0002
450-6040
450-0002
450-0002
450-0002
452-0802
450-6210
450-0002
451-0045
450-0003
450-0003
450-6314
450-0002
453-0801

住所
名古屋市中村区豊国通１ー２３ー３ ポニーランドビル１Ｆ
名古屋市西区貴生町３
名古屋市西区花の木３ー１２ー２３ エクセル花の木１Ｆ
名古屋市中村区名駅３ー１３ー２４ 第一はせ川ビル１Ｆ
名古屋市中村区名駅４ー２４ー１６
名古屋市中村区名駅４ー２４ー１６
名古屋市中村区名駅４ー２４ー１６
名古屋市中村区名駅４ー２４ー１６
名古屋市中村区名駅４ー２４ー１６
名古屋市中村区名駅４ー２４ー１６
名古屋市中村区名駅４ー２４ー１６

広小路ガーデンアベニュー１２Ｆ
広小路ガーデンアベニュー１０Ｆ
広小路ガーデンアベニュー７Ｆ
広小路ガーデンアベニュー７Ｆ
広小路ガーデンアベニュー９Ｆ
広小路ガーデンアベニュー２Ｆ
広小路ガーデンアベニュー１０Ｆ

名古屋市中村区名駅南１ー１７ー２５ アスタービル１Ｆ
名古屋市中村区名駅南３ー６ー６ 名駅豊ビル
名古屋市中村区名駅南１ー２８ー３０ アド近鉄名古屋ビル ３Ｆ

名古屋市西区赤城町１３５
名古屋市西区枇杷島５ー２７ー２ タクトビル
名古屋市中村区平池町４ー６０ー９ 大和ハウス名古屋ビル１６Ｆ

名古屋市西区稲生町４ー２９ マジェール稲生１Ｆ
名古屋市中村区名駅４ー２ー２８ 名古屋第２埼玉ビル９Ｆ
名古屋市中村区名駅１ー１ー４ ＪＲセントラルタワーズ４０階
名古屋市中村区名駅３ー１１ー２２ ＩＴ名駅ビル３Ｆ
名古屋市中村区名駅４ー５ー２７ 大一名駅ビル７Ｆ
名古屋市中村区名駅５ー７ー３０ ＯＲＥ名駅東ビル
名古屋市西区比良１ー５３
名古屋市中村区名駅４ー７ー１ ミッドランドスクエア１０階
名古屋市中村区名駅４ー２５ー１７ 三喜ビル５Ｆ
名古屋市西区名駅２ー３４ー１７
名古屋市中村区名駅南１ー１６ー３０ 東海ビルディング３Ｆ
名古屋市中村区名駅南２ー９ー１８
名古屋市中村区名駅１ー１ー１ ＪＰタワー名古屋１４Ｆ
名古屋市中村区名駅２ー４５ー１０ 川島ビル４ＦーＡ
名古屋市中村区太閤３ー１ー１８ 名古屋ＫＳビル１２Ｆ

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-412-4455 052-412-4518
052-503-1861 052-503-7799
052-523-0711 052-523-0850
052-569-0900 052-569-0811
052-541-2101 052-541-2110
052-541-2117 052-581-0622
052-563-2103 052-565-1876
052-586-2103 052-586-2002
052-541-2107 052-541-2122
052-446-5701 052-446-5702
052-541-2130 052-541-2230
052-533-6161 052-533-6165
052-551-6357 052-581-0647
052-582-9520 052-582-9529
052-982-8267 052-982-8621
052-528-4888 052-524-7688
052-485-6024 052-485-6034
052-528-3825 052-528-3826
052-565-6655 052-565-6756
052-307-6301 052-307-6302
052-588-2322 052-588-2323
052-485-5550 052-485-6116
052-587-7831 052-587-7832
052-502-8881 052-502-8771
052-589-9001 052-589-9002
052-563-5566 052-563-5567
052-564-5600 052-564-5602
052-856-0059 052-856-0042
052-856-0620 052-856-0622
052-586-3616 052-586-3620
052-589-0044 052-589-0045
052-452-8038 052-452-8028

名西支部 会員名簿
免許番号
商号
大臣(2)0008509-002 ㈱ボルテックス 名古屋支店
大臣(2)0008521-006 ㈱愛和 名古屋支店
大臣(1)0009045-000 東海東京ウェルス・コンサルティング㈱
大臣(1)0009088-000 ㈲オイカワ
大臣(1)0009142-007 ㈱川﨑ハウジング中部 名古屋支店
大臣(1)0009146-002 ㈱湘建 名古屋支店
大臣(1)0009166-002 ㈱かりなび 名古屋オフィス
大臣(1)0009277-000 ㈱家計と住まいの相談所
大臣(1)0009346-011 ㈱不動産ＳＨＯＰナカジツ 大名古屋ビルヂング店
大臣(1)0009488-001 ㈱レイシャス 名古屋支店

代表者名
佐藤 文泰
竹本 真吾
加藤 勝
笈川 孝経
澤田 達実
内藤 鑑人
田村 源次郎
疋田 哲也
伊藤 裕哉
森本 怜緒奈

郵便番号
450-0003
450-0003
450-0002
450-6425
450-0002
451-0045
451-0045
450-6321
450-6410
450-0002

住所
名古屋市中村区名駅南２ー１４ー１９ 住友生命名古屋ビル６Ｆ

名古屋市中村区名駅南１ー２１ー１９ Ｄａｉｗａ名駅ビル１１Ｆ
名古屋市中村区名駅４ー５ー２８ 桜通豊田ビル３階
名古屋市中村区名駅３ー２８ー１２ 大名古屋ビルヂング２５Ｆ
名古屋市中村区名駅３ー２１ー４ 名銀駅前ビル６Ｆ５号室
名古屋市西区名駅２ー２７ー８ 名古屋プライムセントラルタワー１８Ｆ

名古屋市西区名駅２ー２９ー３ プリマヴェール名駅シュール６階

名古屋市中村区名駅１ー１ー１ ＪＰタワー名古屋２１Ｆ
名古屋市中村区名駅３ー２８ー１２ 大名古屋ビルヂング１０Ｆ
名古屋市中村区名駅４ー６ー２３ 第三堀内ビルディング５Ｆ

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-533-5506 052-533-5509
025-588-3430 052-581-1190
052-527-1160 052-527-1140
052-856-2869 052-856-2991
052-446-7263 052-446-7264
052-562-3222 052-562-3223
052-485-9510 052-308-6755
052-856-3343 052-308-8010
052-563-6001 052-563-6002
052-589-3744

