中支部 会員名簿
免許番号
知事(16)0000009-000
知事(16)0000328-000
知事(16)0001136-000
知事(15)0001529-000
知事(15)0001642-000
知事(15)0001807-000
知事(15)0001889-000
知事(15)0002036-000
知事(15)0002439-000
知事(15)0002452-000
知事(15)0002658-000
知事(15)0002726-000
知事(15)0002797-000
知事(15)0003051-000
知事(15)0003176-000
知事(15)0003380-000
知事(15)0003386-000
知事(15)0003507-000
知事(14)0003950-000
知事(14)0004685-000
知事(14)0004773-000
知事(14)0004848-000
知事(14)0004942-000
知事(13)0005516-000
知事(13)0005597-000
知事(13)0005709-000
知事(13)0006056-000
知事(13)0006298-000
知事(13)0006376-000
知事(13)0006700-004
知事(13)0006946-000
知事(13)0007000-000

商号
ロイヤル商事㈲
㈱三栄商会
赤門不動産㈱
平野興産㈱
㈱シンエイオフィス
永楽土地㈱
大須土地㈱
ミソノ商事㈱
中日実業㈱
㈱名藤
末 樂
㈱丸増商会
オリエンタルビル㈱
丸八土地㈲
㈱大万不動産
㈱藤谷定三商店
㈱山田事務所
オリエンタル興産㈱
エステイトアクティフ㈱
㈱グリーンヒル
ヤマタケ商事㈱
立松商会
スギフドウ㈱
㈱シンメイハウス
㈱吉正
綜合観光サービス㈱
㈱フクマル
セントラルエース㈱
㈱日東建設
㈱フジケン 名古屋支店
㈱安間不動産鑑定研究所
㈱マイティーライフ

代表者名
岡本 英彦
小坂井 隆行
山田 胖
岸田 政夫
西井 稔
二村 太郎
近藤 教宏
千田 昌孝
山北 秀和
藤江 強
永田 欽治
増田 裕二
平松 潤一郎
横井 幸子
杉本 栄三
藤谷 有司
山田 和弘
平松 潤一郎
加藤 剛司
岩田 達七
坪井 天照
立松 佳樹
小杉 啓彰
安藤 大介
山本 吉正
岡田 裕子
杉本 高男
尾関 茂樹
柏木 博喜
鶴賀 伸英
安間 眞之助
山崎 晃敬

郵便番号
460-0008
460-0007
460-0011
460-0003
460-0002
460-0008
460-0011
460-0003
460-0005
460-0008
460-0007
460-0012
460-0008
460-0012
460-0007
460-0008
460-0011
460-0008
460-0007
460-0008
460-0003
460-0008
460-0008
460-0007
460-0007
460-0008
460-0024
460-0003
460-0026
460-0026
460-0002
460-0002

住所
名古屋市中区栄１ー２２ー２ ライオンズホテル名古屋６２５号
名古屋市中区新栄２ー１０ー１６ 坂本ビル２Ｆ
名古屋市中区大須１ー３５ー１９
名古屋市中区錦３ー１５ー３１
名古屋市中区丸の内３ー１９ー１４ 林敬ビル７０３号
名古屋市中区栄２ー８ー１１
名古屋市中区大須４ー１１ー２０
名古屋市中区錦１ー１１ー１
名古屋市中区東桜２ー２２ー２５
名古屋市中区栄４ー５ー１８
名古屋市中区新栄１ー１１ー２５
名古屋市中区千代田４ー１７ー８
名古屋市中区栄３ー５ー１
名古屋市中区千代田２ー１５ー２１
名古屋市中区新栄２ー４ー１
名古屋市中区栄３ー３５ー４８
名古屋市中区大須３ー２ー１５ 栄南ＫＴビル５Ｆ
名古屋市中区栄３ー５ー１
名古屋市中区新栄２ー２ー１ イノフィス３Ｆ
名古屋市中区栄２ー１５ー６ 岩田ビル４Ｆ
名古屋市中区錦３ー１４ー２０
名古屋市中区栄５ー２３ー１６
名古屋市中区栄１ー１４ー１４
名古屋市中区新栄２ー１ー９ フレックスビル１４Ｆ
名古屋市中区新栄１ー４７ー１５ 千早グリ―ンハイツ２０１
名古屋市中区栄４ー１６ー８ 栄メンバーズオフィスビル６１１
名古屋市中区正木４ー１０ー１５
名古屋市中区錦３ー１４ー２５ アサヒビル
名古屋市中区伊勢山２ー１１ー３３
名古屋市中区伊勢山２ー１１ー１５ Ａ．Ｓビル金山６Ｆ
名古屋市中区丸の内３ー７ー９
名古屋市中区丸の内１ー２ー１１ ＬＯＭＡＳビル６Ｆ

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-202-7011 052-202-7012
052-241-0402 052-251-4681
052-231-0031 052-201-2031
052-961-3351 052-961-3352
052-961-7711 052-951-3177
052-221-6811 052-221-6814
052-241-5053 052-261-9161
052-231-5725 052-201-9567
052-932-3271 052-932-3275
052-242-7777 052-242-7780
052-251-0055 052-262-0100
052-331-0666 052-331-0672
052-241-6504 052-241-6877
052-241-0250 052-261-0611
052-251-3768 052-251-3760
052-242-1205 052-242-1207
052-265-1038 052-265-1708
052-241-6527 052-241-6877
052-261-2706 052-261-2709
052-265-5151 052-229-0255
052-971-1133 052-962-2300
052-241-2004 052-251-5400
052-231-6116 052-211-3750
052-261-8488 052-251-3755
052-263-1313 052-263-4747
052-241-6661 052-241-6616
052-681-6861 052-681-6863
052-971-5501 052-971-5506
052-321-5501 052-332-3819
052-265-6136 052-265-6137
052-962-1685 052-962-1686
052-218-0345 052-218-0346

中支部 会員名簿
免許番号
知事(13)0007146-000
知事(13)0007187-000
知事(13)0007233-000
知事(13)0007444-000
知事(13)0007499-000
知事(12)0007698-000
知事(12)0008055-000
知事(12)0008594-000
知事(12)0008932-001
知事(12)0009100-000
知事(12)0009365-001
知事(11)0009581-000
知事(11)0009604-000
知事(11)0009606-000
知事(11)0009682-000
知事(11)0009708-000
知事(11)0009870-000
知事(11)0010012-000
知事(11)0010042-000
知事(11)0010216-000
知事(11)0010387-000
知事(11)0010556-000
知事(11)0010739-000
知事(11)0010837-000
知事(11)0010945-000
知事(11)0011171-000
知事(11)0011231-000
知事(11)0011281-000
知事(11)0011417-000
知事(11)0011491-000
知事(10)0011547-000
知事(10)0011575-000

商号
伯鳳
日東商事
錦成ビル㈱
住地
藤神工業㈱
㈱メナードランド
㈱長大商事
マツダホームズ㈱
㈱石井不動産 名古屋支社
㈲いわの
㈲チトセ商事 中支店
大栄ホ―ムズ
㈱辰永
㈱八木ハウス
愛和総合住宅建設協同組合
㈱真永通商
㈱名古屋ハウジング
中日ハウジング㈱
㈱名通
㈱都不動産
㈱荘苑
中立商事㈱
大起興産㈱
㈱丸協
㈱ティー・ホールディングス
㈱山京
貝沼建設㈱
産営システム㈱
新栄住宅
㈲東台商事
㈱ケービーシーコーポレーション
吉田商会

代表者名
渡辺 忠孝
浜口 清人
原田 守
森下 茂
加藤 恵三
野々川 純一
長谷川 睦
松田 曽明
清水 昭博
岩野 司
山下 修弘
木下 忠友
星野 康志
八木 嗣人
菊池 清
千葉 専司
長谷川 美喜雄
柴田 清一
川戸 寛
梶田 信義
荒川 裕子
千種 努
朝倉 清子
山本 幸男
玉岡 宏光
早矢仕 弘
宇山 公一郎
鈴木 厚良
坂下 洋一
伊藤 嘉英
池田 亮
吉田 淳子

郵便番号
460-0021
460-0008
460-0003
460-0002
460-0002
460-0002
460-0002
460-0011
460-0008
460-0015
460-0012
460-0002
460-0012
460-0014
460-0002
460-0008
460-0003
460-0008
460-0008
460-0008
460-0008
460-0011
460-0008
460-0012
460-0007
460-0022
460-0008
460-0026
460-0022
460-0007
460-0002
460-0008

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-322-3416 052-771-1087
052-242-1025 052-242-2220
052-951-6261 052-961-9812
052-202-1210 052-228-0048
052-231-1551 052-231-1552
052-971-2213 052-961-7691
052-221-8681 052-231-0608
052-231-3780 052-231-3785
052-252-0008 052-249-0152
052-331-6543 052-331-6540
052-252-0853 052-252-0854
052-203-1313 052-203-1314
052-238-0018 052-238-1616
052-322-3731 052-322-0858
052-221-5011
052-264-4867 052-261-3558
052-953-1667 052-953-1677
名古屋市中区栄１ー２２０１ー１ ライオンズホテル名古屋４１３号 052-222-7150 052-222-7151
052-241-7385 052-263-1695
名古屋市中区栄３ー１１ー１３
名古屋市中区栄１ー２２ー２ ライオンズホテル名古屋 ４１５号 052-201-3850 052-231-0626
052-205-1444 052-205-1445
名古屋市中区栄１ー３０ー１５
052-242-1655 052-264-1830
名古屋市中区大須３ー３０ー１ 中日大須ビル２Ｆ
052-264-0333 052-264-0717
名古屋市中区栄４ー１５ー１４ 栄ハイホーム４０１
052-331-8001 052-331-5061
名古屋市中区千代田３ー２２ー８
052-264-4023 052-265-4010
名古屋市中区新栄１ー３９ー２１ ライトビル９Ｆ
052-889-1385 052-889-1386
名古屋市中区金山５ー９ー１
052-242-1131 052-242-2291
名古屋市中区栄５ー７ー１４
052-331-0453 052-332-1691
名古屋市中区伊勢山１ー８ー４ー２０５
052-331-6236 052-331-6863
名古屋市中区金山２ー１１ー１
052-264-0006 052-261-7466
名古屋市中区新栄１ー１０ー１６ ニーズメゾン新栄１Ｆ
052-211-1055 052-211-1036
名古屋市中区丸の内２ー８ー３０ 竹中ビル２Ｆ
052-241-2222 052-265-2488
名古屋市中区栄３ー１１ー１３ ＧＫビル５Ｆ
住所
名古屋市中区平和１ー４ー６
名古屋市中区栄３ー１０ー１８
名古屋市中区錦３ー１９ー３０ 第三錦ビル６Ｆ
名古屋市中区丸の内１ー１５ー２８ ナビシティ丸の内５０２
名古屋市中区丸の内１ー１２ー２５
名古屋市中区丸の内３ー１８ー１５
名古屋市中区丸の内１ー２ー１１
名古屋市中区大須１ー３３ー２６
名古屋市中区栄３ー８ー３２
名古屋市中区大井町２ー３
名古屋市中区千代田１ー１３ー１８ ２Ｆ
名古屋市中区丸の内２ー１５ー６
名古屋市中区千代田２ー１ー１５
名古屋市中区富士見町１３ー１９
名古屋市中区丸の内２ー１２ー８ アーレックス丸の内ビル４Ｆ
名古屋市中区栄３ー３３ー２ 真永栄ビル２Ｆ
名古屋市中区錦３ー１８ー１３ ミューズ錦ビル１Ｆ

中支部 会員名簿
免許番号

商号

代表者名
知事(10)0011720-000 丸五木材㈱
内藤 慎亮
知事(10)0011799-000 名商土地建物㈲
山﨑 矢容衣
知事(10)0012222-000 中部ハウジング㈱
川合 史郎
知事(10)0012226-000 ㈱東海ホームセンター
梅田 武久
知事(10)0012227-000 メイリン住宅㈱
中村 吉夫
知事(10)0012414-000 ㈱美里工業
比嘉 健蔵
知事(10)0012484-000 八洲商事㈱
石田 秀史
知事(10)0012653-000 名探不動産㈱
伊藤 広子
知事(10)0012657-000 ㈱大創
伊藤 康徳
知事(9)0012929-000 ミマツホ―ム㈱
松岡 永信
知事(9)0013013-000 エステイト中村
中村 一光
知事(9)0013047-000 ㈱愛信
平林 寿一郎
知事(9)0013163-000 ㈱イブキ
伊藤 泰治
知事(9)0013205-000 ㈱山田事務所名古屋
山田 美喜男
知事(9)0013212-001 愛知エリア土地開発㈲ 名古屋栄営業所 脇田 芳徳
知事(9)0013381-000 ㈲大須土地管理
近藤 教宏
知事(9)0013432-000 木村不動産
木村 邦彦
知事(9)0013610-000 材惣ＤＭＢホールディングス㈱
鈴木 龍一郎
知事(9)0013616-000 アスク環境開発㈱
木嶋 幹吾
知事(9)0013675-000 ㈱澤井土地
澤井 秀介
知事(9)0013895-000 山口不動産
山口 直実
知事(8)0014101-000 ㈱アルカディア
齋藤 泰
知事(8)0014169-000 ㈲ケイアンドアイ
石垣 裕三
知事(8)0014178-000 ㈱観音商事
榎本 泰之
知事(8)0014191-000 ㈲カニエ開発
磯村 佳代
知事(8)0014231-000 ㈱創紀
早川 誠
知事(8)0014247-000 ㈱コンテック
萩田 幸子
知事(8)0014302-000 ㈱東海トラスト
中内 淑哉
知事(8)0014327-000 ㈲タキトオ
滝藤 立生
知事(8)0014373-000 三河運送㈱
権田 和博
知事(8)0014508-000 エフワン産業㈱
藤田 一夫
知事(8)0014547-000 ㈱ケーワイホーム
山本 克彦

郵便番号
460-0024
460-0012
460-0002
460-0026
460-0002
460-0004
460-0008
460-0011
460-0011
460-0012
460-0007
460-0007
460-0012
460-0011
460-0008
460-0011
460-0013
460-0003
460-0002
460-0003
460-0012
460-0002
460-0022
460-0011
460-0016
460-0008
460-0007
461-0008
460-0013
460-0017
460-0013
460-0002

住所
名古屋市中区正木２ー４ー１９
名古屋市中区千代田５ー１７ー４
名古屋市中区丸の内２ー１５ー３２
名古屋市中区伊勢山１ー４ー１５
名古屋市中区丸の内１ー９ー８ 丸の内ＴＫビル８Ｆ
名古屋市中区新栄町２ー４
名古屋市中区栄５ー２７ー１４ 朝日生命名古屋栄ビル５Ｆ
名古屋市中区大須４ー１３ー３２
名古屋市中区大須２ー３２ー１７
名古屋市中区千代田５ー５ー１
名古屋市中区新栄３ー１２ー４ ライオンズマンション新栄Ⅱ４０２

名古屋市中区新栄１ー２８ー６
名古屋市中区千代田３ー２４ー１１
名古屋市中区大須３ー２ー１５ 栄南ＫＴビル５Ｆ
名古屋市中区栄５ー２ー３４ ＨＡＬＮＡＴＺ ＧＡＲＤＥＮ ７０２
名古屋市中区大須４ー１１ー２０
名古屋市中区上前津１ー１３ー１６
名古屋市中区錦１ー１ー２
名古屋市中区丸の内２ー１５ー２９ 丸の内ＡＳビル
名古屋市中区錦３ー５ー４ セントラルパークアネックスビル３Ｆ

名古屋市中区千代田４ー２０ー２４ フローラ千代田５０２号
名古屋市中区丸の内３ー２１ー２５ 清風ビル５Ｆ
名古屋市中区金山２ー１ー１０ フォーエバー金山１０６
名古屋市中区大須４ー１１ー５
名古屋市中区橘１ー２ー１８ ＫＹビル３Ｆ
名古屋市中区栄２ー１０ー１９ 名古屋商工会議所ビルディング内

名古屋市中区新栄２ー３８ー８
名古屋市中区栄２ー９ー５
名古屋市中区上前津１ー３ー１５
名古屋市中区松原１ー１７ー７
名古屋市中区上前津２ー１２ー１
名古屋市中区丸の内３ー１６ー１１ 丸の内パークマンション７０６

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-339-0001 052-339-0922
052-265-8181 052-265-8182
052-232-5888 052-222-6858
052-332-1541 052-332-0140
052-232-3050 052-232-3052
052-971-5010 052-971-5423
052-261-6551 052-242-2114
052-261-0451 052-261-0455
052-221-6061 052-221-6130
052-261-0151 052-261-3360
052-242-1289 052-251-0974
052-242-2222 052-242-2121
052-322-6222 052-332-1415
052-262-6777 052-265-1708
052-262-3021 052-262-9821
052-261-1705 052-261-9161
052-321-0177 052-691-0476
052-203-1694 052-203-2822
052-211-0002 052-211-0003
052-953-2929 052-961-3430
052-322-1451 052-322-1451
052-955-8818 052-955-8819
052-322-3570 052-322-3571
052-228-9551 052-228-9552
052-322-0800 052-322-0811
052-201-1230 052-231-4443
052-242-8633 052-261-3526
052-222-3003 052-222-3007
052-322-6911 052-322-6536
052-322-2851 052-322-4897
052-331-6853 052-322-9498
052-961-7747 052-961-7656

中支部 会員名簿
免許番号
知事(8)0014578-000
知事(8)0014625-000
知事(8)0014714-000
知事(8)0014887-000
知事(8)0014897-000
知事(8)0014938-000
知事(8)0014963-000
知事(8)0015010-000
知事(8)0015028-000
知事(8)0015193-000
知事(8)0015308-000
知事(8)0015423-000
知事(7)0015531-000
知事(7)0015550-000
知事(7)0015593-000
知事(7)0015618-000
知事(7)0015716-000
知事(7)0015780-000
知事(7)0016123-000
知事(7)0016194-000
知事(7)0016306-000
知事(7)0016317-000
知事(7)0016562-000
知事(7)0016634-000
知事(7)0016736-000
知事(6)0016911-000
知事(6)0016938-000
知事(6)0016991-000
知事(6)0017044-000
知事(6)0017104-000
知事(6)0017196-000
知事(6)0017202-000

商号
㈲ベスト
㈱レナックス
住宅店舗のオフィス㈲山本不動産

㈲名南企画
㈲プランニング名古屋
高光トラスト㈱
シンヨー興業㈱
㈱ボンタイン珈琲本社
㈱ランドーナージャパン
水谷木材㈱
萬松寺土地㈱
名古屋ビルディング㈱
㈲カメイ企画
㈱三恵建物管理
㈱小林土地
アール・ピー・シー
グローバル不動産
㈲日生商事
㈱ネクサスホーム
㈱システムプラン
㈱東海会館
㈱タイホー
㈱メゾン・コーポレーション
中央建託㈱
㈱トーエネックサービス
㈱ニューズ
㈲ツボウチホーム
セレクト商事㈲
フジヨシ
㈲伏見建物
㈱日建コーポレーション
カゴメアクシス㈱

代表者名
本多 伸子
中林 正人
山本 和充
中島 忍
伊藤 秀樹
河野 貴紀
竹本 弥典
加藤 慶人
長谷川 雅機
水谷 公晴
伊藤 元裕
赤澤 由英
龜井 則和
木戸 英貴
小林 功
入江 由希子
藤井 康利
寺岡 寿
桂 洋司
阿部 範行
野田 乃武子
小川 信幸
竹岡 和徳
伊神 聡一
鈴木 一郎
橋本 知典
坪内 誠
華山 克己
藤吉 伸吾
野村 貴美子
浅野 敏之
竹内 秋徳

郵便番号
460-0011
460-0003
460-0007
460-0002
460-0002
460-0025
460-0003
460-0003
460-0007
460-0014
460-0011
460-0003
460-0002
460-0012
460-0011
460-0008
460-0002
460-0008
460-0011
460-0002
460-0008
460-0008
460-0007
460-0002
460-0003
460-0008
460-0008
460-0012
460-0017
460-0002
460-0013
460-0003

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-231-4319 052-221-1605
052-962-5466 052-962-5468
052-238-4751 052-238-4750
052-961-7560 052-961-7585
052-202-1423 052-231-4369
052-323-5200 052-323-5293
052-203-0700 052-231-3284
052-962-1455 052-991-3255
052-261-8445 052-241-1915
052-332-8208 052-321-0849
052-242-6867 052-242-6868
052-231-7587 052-231-7595
052-938-6811 052-953-8722
052-265-3831 052-265-3836
052-242-1175 052-261-7480
052-222-0787 052-222-0806
052-204-3436 052-204-3586
052-212-1023 052-793-4498
052-251-7634 052-251-6923
名古屋市中区丸の内１ー１４ー２４ ライオンズビル第２丸の内４０４ 052-221-0885 052-221-0883
052-251-4848 052-251-4847
名古屋市中区栄４ー１６ー８
052-262-7777 052-262-7776
名古屋市中区栄４ー１８ー１２
052-241-8881 052-241-8882
名古屋市中区新栄１ー３８ー１７ メゾン・ド・新栄 ２Ｆ
052-957-2122 052-957-2125
名古屋市中区丸の内３ー９ー１６
052-957-6963 052-957-6957
名古屋市中区錦３ー２２ー２０
052-241-2247 052-263-9696
名古屋市中区栄４ー１８ー１６ ＮＥＷＳビル ３Ｆ
052-232-0280 052-232-0288
名古屋市中区栄２ー９ー３０ 栄山吉ビル６Ｆ
052-262-2131 052-262-2132
名古屋市中区千代田２ー１９ー７
名古屋市中区松原２ー２２ー３０ トーカンマンション松原３０５ 052-331-7284 052-331-7270
052-231-2131 052-231-2134
名古屋市中区丸の内１ー９ー２４ 寺島ビル３Ｆ
052-323-3568 052-323-7708
名古屋市中区上前津２ー３ー２４
052-971-4931 052-968-2510
名古屋市中区錦３ー１４ー１５ カゴメビル５Ｆ
住所
名古屋市中区大須１ー７ー５
名古屋市中区錦３ー１３ー１７ 田中ビル３Ｆ
名古屋市中区新栄３ー７ー７
名古屋市中区丸の内３ー２０ー２０
名古屋市中区丸の内１ー５ー２８ 伊藤忠丸の内ビル３Ｆ
名古屋市中区古渡町１８ー８
名古屋市中区錦１ー２０ー８ カーニープレイス名古屋伏見４Ｆ
名古屋市中区錦３ー１１ー２０
名古屋市中区新栄２ー１ー９ 雲竜フレックスビル西館６Ｆ
名古屋市中区富士見町１７ー２８
名古屋市中区大須３ー２０ー２６
名古屋市中区錦１ー１９ー２４
名古屋市中区丸の内３ー７ー９
名古屋市中区千代田５ー１１ー３１
名古屋市中区大須４ー１３ー４６ ウィストリアビル１ＦＢ
名古屋市中区栄１ー３０ー１４ 荘苑御園マンション８０３
名古屋市中区丸の内２ー１７ー４ ミワ第一ビル
名古屋市中区栄２ー１ー１２
名古屋市中区大須４ー１１ー１７ 日比野ＵＨビル３Ｆ

中支部 会員名簿
免許番号
知事(6)0017237-000
知事(6)0017306-000
知事(6)0017327-000
知事(6)0017365-000
知事(6)0017386-000
知事(6)0017403-000
知事(6)0017462-000
知事(6)0017611-000
知事(6)0017642-000
知事(6)0017697-000
知事(6)0017715-000
知事(6)0017765-000
知事(6)0017828-000
知事(5)0018040-000
知事(5)0018149-000
知事(5)0018177-000
知事(5)0018264-000
知事(5)0018333-000
知事(5)0018348-000
知事(5)0018363-000
知事(5)0018378-000
知事(5)0018415-000
知事(5)0018490-000
知事(5)0018556-000
知事(5)0018557-001
知事(5)0018562-000
知事(5)0018607-000
知事(5)0018618-000
知事(5)0018711-000
知事(5)0018770-000
知事(5)0018809-000
知事(5)0018820-000

商号
㈱コープランド
㈱五大トラスト
㈱イチエイハウス
㈱エス・エー・ピー
㈲トモニ
㈱グランビル
㈲日栄土地
㈲テナントプラン
㈱コスモプランニング
日本重機産業㈱
㈲アクティヴハウス
㈱共同土地建物
㈱菊和
㈱ハウスクリップ
東海ホームテック㈱
㈱勇樹商事
㈱ティー・アール・エー
㈱アルカディア管理サービス
㈱愛沢土地
㈲ベルウッドホーム
第一ハウジング㈱
㈲テナントナゴヤ
㈱イワテック
㈲テナントネットワーク
関興業㈱ 名古屋支店
㈲プライム
㈱安正
ケイズホーム㈱
㈲ホームテック・エムオー
㈱リゾートライフ
㈱セントラル不動産
中京ハウジング㈱

代表者名
土屋 幸四郎
山口 正雄
安陵 英一
上野 征之
神谷 知彦
山本 裕子
江口 友治
村上 当志美
久保田 晶洋
津坂 守英
坂 逸裕
近藤 春彦
菊池 清
境 勝宏
鶴見 一博
河合 弘樹
木村 哲也
齋藤 友子
山本 博史
鈴木 敬和
宮島 栄一
仙石 美子
岩部 雅人
片山 友次
成田 樹美
石原 敦
安井 正義
川口 廣芳
松井 美代
黒宮 里美
名桐 登
東原 相信

郵便番号
460-0001
460-0008
460-0015
460-0002
460-0007
460-0002
460-0007
460-0008
460-0012
460-0015
460-0021
460-0008
460-0002
460-0022
460-0007
460-0015
460-0002
460-0002
460-0011
460-0022
460-0008
460-0003
460-0002
460-0003
460-0008
460-0003
460-0002
460-0024
460-0007
460-0002
460-0012
460-0012

住所
名古屋市中区三の丸１ー１３ー６ 大和丸の内ビル６Ｆ
名古屋市中区栄１ー２９ー１９ ヤスイビル
名古屋市中区大井町２ー１９
名古屋市中区丸の内２ー９ー４０ アルペン丸の内タワー
名古屋市中区新栄１ー１１ー３１
名古屋市中区丸の内１ー１４ー１２
名古屋市中区新栄３ー３ー９ Ｇ１ビル千種２０１
名古屋市中区栄５ー３ー３８ プレサンス栄メディアパーク９０１号

名古屋市中区千代田１ー５ー１１ ブラウンハウス２０１
名古屋市中区大井町３ー１５ 日重ビル２Ｆ
名古屋市中区平和１ー２０ー２２
名古屋市中区栄２ー１１ー７ 伏見大島ビル５０３
名古屋市中区丸の内２ー１２ー８ アーレックス丸の内ビル４Ｆ
名古屋市中区金山３ー８ー５ スカイカナヤマ７Ｆ
名古屋市中区新栄２ー４２ー２０ ＨＴ千早ビル３Ｆ
名古屋市中区大井町５ー１１
名古屋市中区丸の内１ー１７ー１９
名古屋市中区丸の内３ー２１ー２５ 清風ビル５Ｆ
名古屋市中区大須２ー２７ー３０
名古屋市中区金山１ー９ー８ マンション金山一丁目１Ａ号
名古屋市中区栄４ー１５ー２３ ライオンズ久屋公園１３Ｆ
名古屋市中区錦３ー２２ー１４ マルニシビル２Ｆ
名古屋市中区丸の内３ー９ー２６ スカイタワーイワテック２Ｆ
名古屋市中区錦３ー１４ー３１
名古屋市中区栄５ー１２ー２４ ライオンズマンション久屋通１１０２

名古屋市中区錦２ー４ー３
名古屋市中区丸の内３ー１９ー１４
名古屋市中区正木３ー６ー１６
名古屋市中区新栄２ー４ー５ 東和パークビル西館３０２号
名古屋市中区丸の内２ー１９ー２５
名古屋市中区千代田２ー９ー１２ セントラルビル２Ｆ
名古屋市中区千代田５ー１１ー３３ ＳＴ ＰＬＡＺＡ ＴＳＵＲＵＭＡＩ本館３階

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-253-6662 052-253-6866
052-201-2728 052-201-0465
052-734-0070 052-734-0080
052-559-0169 052-229-8701
052-242-4471 052-242-4472
052-212-1200 052-222-3331
052-241-8715 052-241-9215
052-262-5550 052-252-2706
052-264-7331 052-264-7332
052-321-1073 052-322-0178
052-324-6831 052-324-6833
052-222-0011 052-222-0010
052-221-0007 052-221-1007
052-684-6071 052-684-6072
052-265-7211 052-265-7212
052-323-7721 052-323-7780
052-220-5401 052-220-5402
052-955-8803 052-955-8806
052-223-0280 052-223-0281
052-323-8455 052-323-8456
052-262-9910 052-262-9960
052-961-3500 052-953-1690
052-961-7690 052-961-7689
052-951-5888 052-951-6107
052-265-8565 052-265-8566
052-222-1177 052-222-0277
052-962-0552 052-381-0768
052-321-7530 052-321-3955
052-251-6880 052-251-6881
052-222-0246 052-222-0245
052-684-5661 052-684-5664
052-269-2220 052-269-2224

中支部 会員名簿
免許番号
知事(5)0018913-000
知事(5)0018924-000
知事(5)0018925-000
知事(4)0019109-000
知事(4)0019113-000
知事(4)0019146-000
知事(4)0019189-000
知事(4)0019308-001
知事(4)0019323-000
知事(4)0019326-000
知事(4)0019378-000
知事(4)0019403-000
知事(4)0019404-000
知事(4)0019434-000
知事(4)0019452-001
知事(4)0019455-000
知事(4)0019458-000
知事(4)0019514-000
知事(4)0019519-000
知事(4)0019678-000
知事(4)0019713-000
知事(4)0019715-000
知事(4)0019732-000
知事(4)0019843-000
知事(4)0019857-000
知事(4)0019921-000
知事(4)0019949-000
知事(4)0019971-000
知事(4)0019995-000
知事(4)0020067-000
知事(4)0020122-000
知事(4)0020143-000

商号
㈱ファミリーサポート
㈱夢家
㈲名豊企画
㈱エムテック
㈱クエスト
㈲アセットライン
㈱リアル
ＡＢＣオフィス㈱ 大須上前津店
㈲アイエヌジー
㈱小柳商店
㈱石原ビルディング
㈲ニックプラス
㈲カントプランナー
共栄㈱
㈲ジェイワン 新栄店
㈱エムエスシイ
㈲ハウジングオフィス
昭和建物管理㈱
㈲ＣＲＥ
㈱トリニティフォユー
㈲安達不動産
㈲ランドプランナー
㈱ホームプランナー・リデべロップメント

㈲法龍
㈲暉コンサルティング
㈱鶴亀屋
㈱ケンハウジング
㈱三晃社
㈲ゼット
㈱ナレッジイノベーション
㈱快適空間研究所
㈱ティ・ビィ・エイ

代表者名
梶川 英樹
藤原 聖侍
森 満
増田 清
清原 基秀
木寺 浩治
片田 一幸
中嶋 敏雄
稲垣 正直
小柳 和康
石原 寿生
渡邉 岳宏
木村 敦子
菅谷 良明
嶋中 明日香
大脇 浩徳
辻井 浩二
服部 弘司
高木 俊郎
幸治 正明
安達 正規
金田 昌浩
橋口 俊介
溝口 健治
朝倉 聡
高下 修
佐藤 健一郎
川村 晃司
新山 功
木下 務
岡本 光生
北村 來助

郵便番号
460-0002
460-0012
460-0008
460-0008
460-0011
460-0008
460-0007
460-0011
460-0008
460-0026
460-0003
460-0003
460-0024
460-0008
460-0007
460-0002
460-0008
460-0003
460-0011
460-0008
460-0002
460-0012
460-0003
460-0012
460-0008
460-0003
460-0008
460-0002
460-0007
460-0003
460-0011
460-0017

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-222-6000 052-222-6001
052-684-7005 052-684-5744
052-265-7983 052-353-9177
052-262-9797 052-262-0990
052-968-1011 052-211-7440
052-219-0667 052-219-0669
052-228-6000 052-228-6003
052-261-1333 052-261-1332
052-222-1211 052-222-1551
052-322-2888 052-331-4268
052-971-3945 052-971-2176
052-951-3929 052-962-0895
名古屋市中区正木１ー２ー３１ ライオンズマンション正木１０１ 052-253-8177 052-253-8178
052-249-5520 052-249-5521
名古屋市中区栄３ー１５ー４ サカイ栄ビル６Ｆ
052-263-6060 052-263-6061
名古屋市中区新栄１ー１６ー２ 磯野ビル２０１
052-219-2929 052-222-2625
名古屋市中区丸の内２ー１９ー１１
052-253-7789 052-242-6566
名古屋市中区栄３ー１１ー５ 栄マンションＮー１００１
052-951-1133 052-961-9714
名古屋市中区錦３ー２３ー３１ 栄町ビル９Ｆ
052-887-6285 052-887-6035
名古屋市中区大須４ー１ー１８ セイジョウビル６Ｆ
名古屋市中区栄４ー１５ー２３ ライオンズマンション久屋公園１０１６号 052-249-2228 052-249-2229
052-953-6333 050-3730-3907
名古屋市中区丸の内３ー７ー２５ 中文ビル２階南西側
052-323-6888 052-323-6889
名古屋市中区千代田３ー２０ー２２ メゾン千代津１Ｆ
052-212-1555 052-212-1554
名古屋市中区錦２ー２ー２ 名古屋丸紅ビル１２Ｆ
052-321-1317 052-321-4038
名古屋市中区千代田４ー１８ー１７
052-252-5038 052-252-5038
名古屋市中区栄５ー２６ー１３ エルグランデ栄２０２
名古屋市中区錦３ー６ー１７ チサンマンション栄セントラルパーク１００１号 052-957-3345 052-957-3369
052-249-8250 052-249-8251
名古屋市中区栄３ー３５ー２２
052-961-3220 052-962-8060
名古屋市中区丸の内３ー２０ー９
052-253-5290 052-253-5291
名古屋市中区新栄１ー４３ー２ ＪＴビル３Ｆ
名古屋市中区錦１ー１３ー２６ 名古屋伏見スクエアビル１２Ｆ 052-218-0250 052-218-0251
052-262-0161 052-262-0160
名古屋市中区大須４ー１３ー４６ ウィストリアビル２０１
052-324-7707 052-324-7708
名古屋市中区松原３ー１６ー２１ ドミール山王６Ｂ
住所
名古屋市中区丸の内２ー１８ー１４
名古屋市中区千代田３ー１ー１０ ２Ｆ
名古屋市中区栄１ー２３ー２９
名古屋市中区栄５ー７ー１４
名古屋市中区大須４ー１ー１８ セイジョウビル８Ｆ
名古屋市中区栄２ー１ー１２ ダイ アパレス伏見１００２
名古屋市中区新栄２ー１ー３４
名古屋市中区大須３ー３１ー１６ 近藤ビル３Ｆ
名古屋市中区栄２ー９ー５
名古屋市中区伊勢山２ー６ー４
名古屋市中区錦３ー１ー６
名古屋市中区錦３ー９ー２１

中支部 会員名簿
免許番号
知事(3)0020174-000
知事(3)0020190-000
知事(3)0020218-000
知事(3)0020269-000
知事(3)0020314-000
知事(3)0020352-000
知事(3)0020438-000
知事(3)0020439-000
知事(3)0020443-000
知事(3)0020472-000
知事(3)0020475-000
知事(3)0020484-000
知事(3)0020505-000
知事(3)0020589-000
知事(3)0020616-000
知事(3)0020687-000
知事(3)0020794-000
知事(3)0020825-000
知事(3)0020826-000
知事(3)0020832-000
知事(3)0020858-000
知事(3)0020888-000
知事(3)0020896-000
知事(3)0020904-000
知事(3)0020919-000
知事(3)0020931-000
知事(3)0020993-000
知事(3)0021002-000
知事(3)0021018-000
知事(3)0021019-000
知事(3)0021020-000
知事(3)0021024-000

商号
㈱ＹＴＳ
大和ビル㈱
かとう不動産事務所
スターネットジャパン㈱
㈱ディーシー・クリエイト
㈱ライフアライブ
ランドアクセス㈲
三蔵不動産㈱
アーレックス㈱
アイリスワーク㈱
㈱ハウスバンク
㈱ＷｉｎーＷｉｎアドバイザーズ
ヨシダエステイト㈱
Ｉｎｔｅｒｌｉｎｋ㈱
ＣＬＡＳＳ ＯＮＥ㈱
㈱オザワ事務所
㈲フィルズプランニング
葵第二不動産㈱
㈱ＩＣＨＩ
㈱エヌエスコーポレーション
㈱豊増事務所
㈱コスモス財産コンサルタンツ
㈱ＴＯＭＩＴＡ
㈲アセット・ビジネス・コンサルタント

㈱ティーエーシー
リズムサービス
㈲シンメイ建設
友雅商事㈱
㈱エスシーネットＲＥ
㈱東栄エステート
㈱山西
シーエフオー㈲

代表者名
白柳 貴紀
山村 輝
加藤 真澄
小島 しおり
櫛田 章博
大竹 博文
髙島 克彦
多田野 陽子
菊池 祐
梶尾 和正
杉浦 弘文
小林 弘明
吉田 直行

郵便番号
460-0008
460-0011
460-0022
460-0003
460-0008
460-0011
460-0002
460-0008
460-0002
460-0022
460-0002
460-0002
460-0007
クリス ザラドカウィッツ 460-0003
460-0008
荒木 一朗
460-0003
小澤 和己
460-0022
羽佐田 光保
460-0012
安田 誠
460-0008
市川 繁
460-0002
杉本 直也
460-0007
豊増 輝雄
460-0008
秋田 龍雄
460-0007
富田 浩二
460-0011
松浦 秀仁
460-0003
村瀬 冨三夫
460-0008
波多野 寿郎
460-0007
安藤 賢治
460-0012
二村 博
460-0003
庄村 豊
460-0003
彦坂 賢一郎
460-0012
西垣 洋一
460-0002
足木 茂

住所
名古屋市中区栄１ー５ー８ 藤田ビル４０１Ａ
名古屋市中区大須４ー２ー５８
名古屋市中区金山１ー９ー５

フォンテーヌ金山７２９ ２Ｄ号室

名古屋市中区錦２ー１３ー２４先
名古屋市中区栄２ー９ー３ 伏見第一ビル３Ｆ
名古屋市中区大須４ー１ー１８ セイジョウビル５Ｆ
名古屋市中区丸の内２ー１ー３７ エスパシオ丸の内５Ｆ
名古屋市中区栄１ー２２ー２
名古屋市中区丸の内２ー１２ー８ アーレックス丸の内ビル３Ｆ
名古屋市中区金山２ー１０ー５
名古屋市中区丸の内３ー１６ー２７
名古屋市中区丸の内３ー１９ー１４ 林敬ビル７０２号
名古屋市中区新栄２ー１ー９ 雲竜フレックスビル東館４０５
名古屋市中区錦１ー１８ー２４ ＨＦ伏見ビル４Ｆ
名古屋市中区栄１ー１４ー８ 栄ＫＴビル７階
名古屋市中区錦３ー１４ー２０ヤマ タケビル５Ｆ
名古屋市中区金山１ー２ー４ ＩＤ・ＡＲＥＡ ４１２
名古屋市中区千代田５ー２１ー９
名古屋市中区栄２ー１０ー１９ 名古屋商工会議所ビルディング内

名古屋市中区丸の内３ー２０ー２０
名古屋市中区新栄２ー２５ー３
名古屋市中区栄１ー１２ー５ トーセンビル８Ｆ
名古屋市中区新栄２ー９ー８
名古屋市中区大須３ー６ー４
名古屋市中区錦１ー７ー４４
名古屋市中区栄１ー１４ー２０ 東海御園ハイツ５１１
名古屋市中区新栄２ー１ー９
名古屋市中区千代田５ー８ー７ 川島ビル２Ｆ
名古屋市中区錦３ー１１ー２５ アーク栄錦ニュービジネスビル６１５

名古屋市中区錦３ー７ー１９
名古屋市中区千代田２ー１ー１３
名古屋市中区丸の内３ー２１ー２１ 丸の内東桜ビル３０２号

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-220-2600 052-222-4440
052-241-7814 052-241-7589
052-323-3311 052-323-3312
052-202-1331 052-782-6952
052-202-6555 052-202-6444
052-252-7300 052-252-7303
052-204-0878 052-204-0877
052-221-9229 052-221-9456
052-221-0001 052-221-0021
052-323-0014 052-323-0007
052-957-5855 052-957-5856
052-962-1772 052-962-1773
052-259-3652 052-252-0006
052-229-8576 052-229-8590
052-253-8245 052-253-8246
052-968-7433 052-968-7477
052-339-3588 052-339-3587
052-387-6390 052-387-6390
052-211-1808 052-203-0303
052-950-3155 052-950-3151
052-253-7952 052-253-7953
052-223-0780 052-223-0781
052-737-9000 052-737-9001
052-265-8408 052-265-8409
052-201-0090 052-201-1340
052-875-9177 052-875-9188
052-261-4686 052-251-3755
052-261-7051 052-261-6935
052-799-7122 052-799-7124
052-962-6888 052-962-6889
052-261-5466 052-261-5460
052-253-6107 052-253-6108

中支部 会員名簿
免許番号
知事(3)0021033-000
知事(3)0021068-000
知事(3)0021121-000
知事(3)0021124-000
知事(3)0021155-000
知事(3)0021189-000
知事(3)0021204-000
知事(3)0021222-000
知事(3)0021223-000
知事(3)0021228-000
知事(3)0021235-000
知事(3)0021287-003
知事(3)0021291-000
知事(3)0021327-000
知事(3)0021335-000
知事(3)0021360-000
知事(3)0021369-000
知事(3)0021378-001
知事(3)0021397-000
知事(3)0021439-000
知事(3)0021455-000
知事(3)0021481-000
知事(3)0021491-000
知事(3)0021526-001
知事(2)0021581-000
知事(2)0021594-000
知事(2)0021616-000
知事(2)0021662-000
知事(2)0021667-000
知事(2)0021718-000
知事(2)0021743-000
知事(2)0021746-000

商号
㈱クリエーションホームズ
㈱アイムホーム
㈱エムジーホーム
一光住宅㈱
㈱ホームズジャパン
㈱レップス
アールイー・プラス㈱
㈱リアリティ
（資）丸安商店
レゴーニ㈱
アイリス地所㈱

代表者名
児玉 憲之
稲毛 春夫
長谷川 克彦
高橋 信子
大庭 秀久
間瀬 登茂志
山本 修久
岩本 成夫
子安 浩輔
二階堂 貴
後藤 智臣
良室コーポレーション㈱ 大津通大須店 笠戸 博
㈲アイティプランナー
村瀬 義修
中山不動産㈱
中山 耕一
㈱エムホーム
柳谷 昌宏
㈱シーズンリアルエステート
大島 浩司
㈲和功
柴田 真吾
山勝㈱ 中支店
辻 一子
㈲双葉地所
吉本 明秀
㈱エステートエージェント
小久保 卓哉
㈱佐々商店
田中 育男
㈱ＨＯＭＥ ＵＰ
二村 栄志
㈲合点承知
千葉 ゆき子
㈱不動産セレクト 名古屋営業所 大河内 雅俊
佐藤不動産
佐藤 富哉
㈱名古屋不動産管理
星野 充人
アクセスプラン㈱
平岩 宗由規
㈱プロスパーランド
大島 繁彦
シーアイエス㈱
寺嶋 俊裕
㈱サムライ・アセットマネジメント 浅原 英之
㈱十一不動産
本田 鋼太郎
㈱ＦＰＣ
新井 煕才

郵便番号
460-0011
460-0024
460-0003
460-0025
460-0012
460-0011
460-0002
460-0003
460-0002
460-0008
460-0003
460-0011
460-0025
460-0011
460-0011
460-0003
460-0008
460-0003
460-0002
460-0002
460-0012
460-0025
460-0011
460-0002
460-0024
460-0008
460-0012
460-0012
460-0022
460-0003
460-0008
460-0008

住所
名古屋市中区大須４ー１０ー１１ クリエイトセンタービル２Ａ
名古屋市中区正木１ー１ー４
名古屋市中区錦３ー１０ー３２ 栄ＶＴビル５Ｆ
名古屋市中区古渡町１８ー８
名古屋市中区千代田３ー１５ー１２
名古屋市中区大須４ー５ー３０ 久屋グリーンビル２０１
名古屋市中区丸の内２ー２ー１９ シティコーポ東照１１０３
名古屋市中区錦３ー１１ー２５ アーク栄錦ニュービジネスビル４１５

名古屋市中区丸の内２ー１４ー１８
名古屋市中区栄５ー１ー３２
名古屋市中区錦２ー１２ー８ 御幸本町ビル５Ｆ
名古屋市中区大須３ー９ー１９
名古屋市中区古渡町１８ー８
名古屋市中区大須４ー１１ー５ Ｚ’ｓビル９Ｆ
名古屋市中区大須３ー９ー１８ 片岡ビル１Ｆ
名古屋市中区錦２ー２０ー４
名古屋市中区栄４ー１６ー６
名古屋市中区錦２ー１２ー８ 御幸本町ビル４Ｆ４０１
名古屋市中区丸の内３ー５ー２８ サウスレジデンス丸の内２Ａ
名古屋市中区丸の内３ー２１ー２１ 丸の内東桜ビル ２０６号

名古屋市中区千代田３ー４ー８
名古屋市中区古渡町１８ー８
名古屋市中区大須３ー３０ー２５
名古屋市中区丸の内２ー３ー３１ 新村上ビル４Ｆ
名古屋市中区正木２ー７ー５
名古屋市中区栄３ー３５ー１７ ＭＩＹＡＴＡＫＵⅢ３Ｆ
名古屋市中区千代田１ー５ー３４ アメニティタツミ１Ｆ
名古屋市中区千代田５ー２ー１５ ライオンズシティ千代田３０２

名古屋市中区金山１ー２ー２ クマダ第２ビル３Ｆ
名古屋市中区錦１ー６ー１８ Ｊ・伊藤ビル７Ｆ
名古屋市中区栄１ー２３ー３０ 中京ビル６Ｆ
名古屋市中区栄５ー２８ー１２ 名古屋若宮ビル１１Ｆ

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-259-3877 052-259-3882
052-331-1116 052-331-2596
052-212-5111 052-212-5112
052-322-0001 052-322-6327
052-322-9388 052-322-9388
052-238-3446 052-238-3447
052-209-9966 052-209-9967
052-265-8203 052-951-9730
052-231-3803 052-220-4331
052-265-5877 052-265-5878
052-222-2334 052-222-2371
052-249-3900 052-249-9898
052-322-0014 052-323-7151
052-252-5336 052-252-5337
052-261-5100 052-261-5108
052-211-2000 052-963-5003
052-252-8686 052-252-0131
052-202-8155 052-202-8156
052-784-5341 052-961-2831
052-253-7777 052-253-7778
052-331-3205 052-331-3208
052-339-3630 052-339-3631
052-242-9944 052-251-7805
052-221-5670 052-221-5671
052-321-0930 052-322-6047
052-253-8575 052-253-8576
052-252-5339 052-253-7033
052-242-2648 052-242-2649
052-323-1200 052-323-1239
052-209-9200 052-209-9201
052-717-0944 052-717-2344
052-253-5907 052-253-5937

中支部 会員名簿
免許番号
知事(2)0021747-000
知事(2)0021784-000
知事(2)0021813-000
知事(2)0021822-000
知事(2)0021843-000
知事(2)0021849-000
知事(2)0021862-000
知事(2)0021910-000
知事(2)0021912-000
知事(2)0021919-000
知事(2)0021926-000
知事(2)0021942-000
知事(2)0021961-000
知事(2)0021978-000
知事(2)0022035-000
知事(2)0022049-000
知事(2)0022094-002
知事(2)0022137-000
知事(2)0022250-000
知事(2)0022268-000
知事(2)0022299-000
知事(2)0022325-000
知事(2)0022332-000
知事(2)0022339-000
知事(2)0022345-000
知事(2)0022384-000
知事(2)0022393-000
知事(2)0022472-000
知事(2)0022487-000
知事(2)0022534-000
知事(2)0022556-000
知事(2)0022561-000

商号
㈱三和エステート
マムポン㈱
㈱総合資産管理
㈱ＺＩＬＬＩＯＮ
㈱名古屋不動産センター
㈱ザイソウハウス

代表者名
中村 浩之
菊池 大
小磯 秀貴
髙橋 亜弥
金田 昌浩
上田 茂夫
シンフォニア・プロパティーマネージメント㈱ 張 耀光
㈱ＯｎｅＰｉｅｃｅ
前野 君勝
㈱東海商業開発
大石 正孝
Ａ・Ｉホーム㈱
小林 明浩
大須エステート
菅原 滿
㈱Ｋ．Ｓｔｙｌｅ
櫛田 進
カチ不動産㈱
山添 美江
㈱プルーデント・パートナーズ
八巻 真人
アセス㈱
越前屋 直行
㈱エルシティ
酒井 信彰
㈱エムホームエステート 中央支店 荒木 政臣
オハラエステート
小原 新一
㈱東立テクノクラシー
犬飼 健人
松栄不動産㈱
岡本 雄三
㈱杉本組
杉本 高男
中央不動産㈱
川原 賢治
㈱Ｄａｙｓ
大谷 一弘
㈱グッドビル
吉岡 公明
㈱ランドファブリック
神谷 智康
㈱アイシー
髙岸 元
㈱アックスＣＶクリエイター
木村 芳郎
エステート・プランニング㈱
髙瀨 久稔
㈱ＡＺ不動産
片岡 貴人
㈱プラス１０不動産
加藤 卓也
㈱名古屋都市開発
石黒 博章
㈱ラ・カーサ
熊澤 治夫

郵便番号
460-0008
460-0002
460-0003
460-0008
460-0012
460-0024
460-0003
460-0003
460-0003
460-0016
460-0011
460-0007
460-0012
460-0003
460-0007
460-0002
468-0008
460-0002
460-0012
460-0008
460-0024
460-0008
460-0003
460-0002
460-0003
460-0008
460-0008
460-0002
460-0022
460-0012
460-0002
460-0008

住所
名古屋市中区栄１ー２４ー４０ サン・サカエビル１０２
名古屋市中区丸の内２ー１２ー８ アーレックス丸の内ビル３Ｆ
名古屋市中区錦２ー１１ー１３ 長者町トランジットビル３Ａ
名古屋市中区栄２ー８ー１２ 伏見ＫＳビル２Ｆ
名古屋市中区千代田３ー２０ー２２ メゾン千代津１Ｆ
名古屋市中区正木３ー１ー８
名古屋市中区錦２ー１８ー５
名古屋市中区錦３ー２３ー３１ 栄町ビル６Ｆ
名古屋市中区錦２ー１２ー８ 御幸本町ビル５Ｆ
名古屋市中区橘１ー１６ー５
名古屋市中区大須２ー９ー３５ ラ・フォンテーヌ大須５Ｂ
名古屋市中区新栄２ー４ー７ 東和パークビル 東館３０２
名古屋市中区千代田３ー４ー６
名古屋市中区錦２ー１０ー１３
名古屋市中区新栄３ー５ー１ セントラル千種８Ｆ
名古屋市中区丸の内３ー１６ー１９ 丸の内ニューネットビル９Ｆ

名古屋市中区栄３ー３２ー３３
名古屋市中区丸の内３ー５ー１０ 名古屋丸の内ビル６Ｆ
名古屋市中区千代田５ー７ー５ パークヒルズ千代田５階
名古屋市中区栄４ー１４ー３１

栄オークリッジビル４Ｆ岡本雄三税理士事務所内

名古屋市中区正木４ー１０ー１５
名古屋市中区栄３ー３１ー８
森ダイヤハイツ７０６号
名古屋市中区錦１ー１４ー２３ ＨＰ錦橋ビル４Ｆ
名古屋市中区丸の内３ー２０ー２０ チサンマンション丸の内第３ ６０１号

名古屋市中区錦３ー１１ー２５ アーク栄錦ニュービジネスビル４１４号

名古屋市中区栄２ー９ー３ 伏見第一ビル３Ｆ
名古屋市中区栄１ー１４ー１５ ＲＳビル８０２
名古屋市中区丸の内１ー１７ー３１ 清原名古屋ビル１Ｆ
名古屋市中区金山１ー４ー４ 第９タツミビル ４Ａ
名古屋市中区千代田３ー２６ー１５ 三旺マンション鶴舞２０２
名古屋市中区丸の内２ー６ー７ トレンド丸の内５０１
名古屋市中区栄３ー１８ー１ ナディアパークデザインセンタービル７Ｆ

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-684-8245 052-684-8246
052-221-0022 052-221-1007
052-231-6161 052-231-6162
052-253-6888 052-220-0709
052-710-5370 052-710-5369
052-212-7220 052-211-7133
052-209-9322 052-209-9344
052-212-7672 052-212-7673
052-218-2057 052-218-2058
052-322-8600 052-322-8600
052-201-3701 052-201-3701
052-265-6908 052-265-6909
052-265-7112 052-265-7116
052-265-7725 052-265-7726
052-252-0065 052-252-0095
052-253-7350 052-253-7351
052-262-2200 052-262-2218
052-228-6063 052-228-8171
052-253-5356 052-253-5391
052-251-7313 052-251-7348
052-681-6541 052-682-5229
052-263-3665 052-263-3685
052-218-6727 052-218-6721
052-684-4317 052-684-4318
052-253-6061 052-253-6062
052-202-6500 052-202-6501
052-209-9661 052-209-9662
052-684-8071 052-684-8073
052-684-5551 052-684-5552
052-324-0123 052-324-0127
052-203-0288 052-308-8448
052-251-3550 052-251-3556

中支部 会員名簿
免許番号
知事(2)0022576-000
知事(2)0022577-000
知事(2)0022656-000
知事(2)0022661-001
知事(2)0022664-000
知事(2)0022678-000
知事(2)0022688-000
知事(2)0022756-000
知事(2)0022777-000
知事(2)0022798-000
知事(2)0022799-000
知事(2)0022828-000
知事(2)0022842-000
知事(2)0022849-000
知事(2)0022883-000
知事(2)0022887-000
知事(1)0022912-000
知事(1)0022933-000
知事(1)0022937-000
知事(1)0022951-000
知事(1)0022981-000
知事(1)0022990-000
知事(1)0023033-000
知事(1)0023059-000
知事(1)0023099-000
知事(1)0023130-000
知事(1)0023142-000
知事(1)0023144-000
知事(1)0023145-000
知事(1)0023165-000
知事(1)0023179-000
知事(1)0023182-000

商号
㈱那須不動産
㈱ＣＳー１
㈱ＭＩＲＡＩＺ
㈱ネクストトライ くらココ。中店
㈱ヤマガタヤ
㈱ＴＭＫＩコンサルティング
㈱ジツダヤ
㈱アルベスティーレ
㈱アラウンド
ダイア建設名古屋㈱
東洋エステイト㈱
（同）よしみふぉれすと
㈲明伸
トラストツリー㈱
日本プロパティマネジメント㈱
アイチビル管理
㈱不動産コンシェルジュ名古屋
中愛㈱
㈱リオグループホールディングス
ワンストップパートナーズ㈱
㈱アオモア
㈱ＴーＥＳＴＡＴＥ
㈱エポックメイキング
内田橋住宅㈱
アン・リレーションズ㈱
Ｋ＆Ｍ不動産㈱
㈱マリモコンサルティング
ＷＫＵパートナーズ㈱
㈱あんしん不動産
服部殖産㈱
㈱名古屋エステイト社
㈱Ｋ・プロパティ

代表者名
那須 明
小木曽 健太
伊藤 誠英
石川 貴司
吉田 達弘
伊藤 真己
友松 芳信
野村 照正
林 幸司
及川 浩
長谷川 哲也
森廣 芳美
綾部 哲旨
丸山 周志
坂田 稔
川上 瑞穂
深見 悦美
加藤 宜之
横山 和幸
深尾 伸二
落合 一将
森下 卓哉
磯和 伸治
馬場 研治
道田 倫康
小嶋 健太郎
深川 真
平岩 美枝
中村 英一
服部 浩明
伊藤 彰浩
川中 朗志

郵便番号
460-0003
460-0002
460-0003
460-0021
460-0024
460-0008
460-0011
460-0012
460-0007
460-0002
460-0002
460-0026
460-0002
460-0022
460-0002
460-0003
460-0008
460-0003
460-0021
460-0002
460-0007
460-0002
460-0011
460-0003
460-0012
460-0003
460-0003
460-0008
460-0003
460-0008
460-0007
460-0003

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
名古屋市中区錦３ー１１ー２５ アーク栄錦ニュービジネスビル８１７ 052-684-6121 052-684-6122
052-990-7766 052-990-7767
名古屋市中区丸の内３ー６ー２７ ＥＢＳビル８ＦーＢ３
052-209-5639 052-209-5638
名古屋市中区錦３ー１０ー３２ 栄ＶＴビル１Ｆ
052-211-7141 052-211-7142
名古屋市中区平和１ー１５ー３０ ＩＭＡ東別院１Ｆ
052-331-3588 052-331-2596
名古屋市中区正木１ー１ー４
052-251-7717 052-251-7718
名古屋市中区栄４ー１６ー３ 山光堂ビル１Ｆ
052-212-5228 052-261-2565
名古屋市中区大須４ー１４ー２６
052-321-7887 052-321-5885
名古屋市中区千代田３ー５ー２ ２Ａ
052-269-3305 052-269-3315
名古屋市中区新栄２ー１ー５ アソルティ新栄９Ｃ
052-201-6600 052-201-6660
名古屋市中区丸の内２ー１８ー１１ ４６ＫＴビル４Ｆ
052-203-3451 052-203-3452
名古屋市中区丸の内１ー８ー２３ 第７ＫＴビル８ＦーＡ
052-339-4434 052-339-4435
名古屋市中区伊勢山１ー５ー３０ー１４０２
052-253-9935 052-253-9936
名古屋市中区丸の内１ー７ー６ 丸の内テラス３０１
052-322-7585 052-322-7586
名古屋市中区金山４ー３ー２０ 第１タツミビル４Ｆ
052-973-9011 052-951-0771
名古屋市中区丸の内３ー１６ー２９ 新東通信ビル４Ｆ
052-953-7400 052-953-7069
名古屋市中区錦３ー２２ー１ ナガタビル１Ｆ
052-222-0230 052-228-0151
名古屋市中区栄２ー１ー１２ ダイアパレス伏見１２０４
052-204-2811 052-201-3121
名古屋市中区錦１ー８ー４６ 錦森ビル２Ｆ
052-331-1146 052-331-5915
名古屋市中区平和１ー１５ー２７ リオ第二ビル２Ｆ
052-228-8825 052-228-8826
名古屋市中区丸の内２ー２ー１５ 東照ビル２Ｆ
052-238-3329 052-238-2929
名古屋市中区新栄１ー３ー２ エムテック東新町ビル５Ｂ
名古屋市中区丸の内２ー１７ー２２ 丸の内桜通ビル５Ｆ 052-228-9931 052-228-8751
052-253-8734 052-253-8735
名古屋市中区大須３ー３１ー２２ ＣーｆｏｒｅｓｔⅡ ７Ｆ
052-961-3211 052-951-6729
名古屋市中区錦３ー７ー１３
名古屋市中区千代田３ー１５ー８ アン・クリエーション４Ｆ 052-339-1258 052-321-8590
052-766-6705 052-308-6945
名古屋市中区錦２ー５ー５ 八木兵伝馬町ビル３Ｆ
052-959-2451 052-959-2453
名古屋市中区錦３ー２ー７ 錦センタービル５Ｆ
052-228-6650 052-228-6651
名古屋市中区栄５ー２８ー１２ 名古屋若宮ビル１１Ｆ
052-228-7070 052-228-7608
名古屋市中区錦２ー８ー２３ キタムラビル１Ｆ
名古屋市中区栄２ー３ー３１ ＣＫ２２キリン広小路ビル４Ｆ 052-204-1700 052-204-4100
名古屋市中区新栄２ー１ー９ 雲竜フレックスビル西館７Ｆ 052-212-8175 052-212-8185
052-228-0512 052-228-0384
名古屋市中区錦２ー１７ー３０ 河越ビル２Ｆ
住所

中支部 会員名簿
免許番号
知事(1)0023201-000
知事(1)0023322-000
知事(1)0023337-000
知事(1)0023350-000
知事(1)0023355-000
知事(1)0023377-000
知事(1)0023384-000
知事(1)0023412-000
知事(1)0023446-000
知事(1)0023453-000
知事(1)0023516-000
知事(1)0023533-000
知事(1)0023562-000
知事(1)0023567-000
知事(1)0023583-000
知事(1)0023586-000
知事(1)0023592-000
知事(1)0023621-000
知事(1)0023685-000
知事(1)0023704-000
知事(1)0023713-000
知事(1)0023726-000
知事(1)0023771-000
知事(1)0023818-000
知事(1)0023858-000
知事(1)0023921-000
知事(1)0023929-000
知事(1)0023940-000
知事(1)0023942-000
知事(1)0023959-001
知事(1)0023992-000
知事(1)0024005-000

商号
アールプラス㈱
㈱マムファミリー
㈱Ｇｏｌｄ Ｋｅｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ
㈲亀山社中
ロイヤルウッド㈱
㈱エコスマイル
㈱ランドエフェクト
㈱エーシーアイ
㈱アヴァステージ
㈱ミライエ
㈱不動産パートナーズ
㈱ナゴヤホームズ
㈱ノウズ
ＡＯＢＡ
グローバルテック㈱
㈱やまこむ
種村不動産事ム所
アクロモスタイル㈱
ＭＳＭコンサルティング
㈱ＡＳＢＹ不動産
㈱ホームエージェント
トーヨー不動産㈱
㈱富士昌
トラスト開発㈱
サカス㈱
㈱ｂ．ｐ．ｃ
熊田㈱
㈱ＭＴＫ
㈱オフィスＭＩＹＡ
名南エステート㈱ 名古屋中支店
㈱サンコーエステート
ＯＦＦＩＣＥ ＩＮＤＥＮ

代表者名
海野 隆司
菊池 清
木全 雅仁
藤田 慎二
大野 智均
東田 顕史
松井 哲雄
栗﨑 始弘
伊藤 勉
宇野 博
坂﨑 晃啓
平山 良昌
松山 純生
池田 頼之
中山 耕一
山本 裕一
種村 愁平
愛葉 三恵子
近藤 直樹
森井 将経
岩見 大樹
松岡 秀佳
諏訪 昌之
友松 芳美
多湖 利信
倉田 裕一郎
熊田 貴
服部 藍子
宮川 廣
横山 和宏
土本 照男
位田 和仁

郵便番号
460-0008
460-0002
460-0003
460-0008
460-0022
460-0008
460-0003
460-0003
460-0002
460-0007
460-0005
460-0012
460-0007
460-0002
460-0011
460-0003
460-0008
460-0003
460-0013
460-0002
460-0008
460-0012
460-0008
460-0011
460-0007
460-0008
460-0008
460-0003
460-0012
460-0011
460-0002
460-0003

住所
名古屋市中区栄２ー６ー１ ＲＴ白川ビル２０７Ｂ
名古屋市中区丸の内２ー１２ー８ ＡＲＥＸ丸の内４Ｆ
名古屋市中区錦１ー１１ー２０ 大永ビル４Ｆ
名古屋市中区栄２ー９ー５ 東海ビル６Ｆ
名古屋市中区金山１ー１２ー１４ 金山総合ビル５Ｆ
名古屋市中区栄２ー１０ー１９ 名古屋商工会議所ビル６Ｆ
名古屋市中区錦３ー５ー２１ 錦ＨＯＴＥＩビル３ーＥ
名古屋市中区錦３ー１１ー２５ アーク栄錦ニュービジネスビル４０３
名古屋市中区丸の内２ー１６ー４ チサンマンション丸の内第６ ５０２

名古屋市中区新栄３ー１９ー５ エクセランス新栄１０６
名古屋市中区東桜２ー２２ー１８ 日興ビルヂング６Ｆ
名古屋市中区千代田５ー１９ー１５ 第２三恵ハイツ１Ｆ西号室
名古屋市中区新栄２ー２９ー２０ ノウズビル１Ｆ
名古屋市中区丸の内３ー７ー９ チサンマンション丸の内第二６０２

名古屋市中区大須４ー１１ー５ Ｚ＇ｓビル９Ｆ
名古屋市中区錦３ー５ー２１ 錦ＨＯＴＥＩビル４Ｂ
名古屋市中区栄２ー２ー１ 広小路伏見中駒ビル５Ｆ
名古屋市中区錦２ー１８ー５ 白川第六ビル５０１
名古屋市中区上前津２ー５ー７ エスポア上前津７０５
名古屋市中区丸の内２ー２ー１５ 東照ビル２Ｆ
名古屋市中区栄１ー３１ー３２ ４Ｆ
名古屋市中区千代田５ー５ー１ ミマツビル４Ｆ
名古屋市中区栄４ー１６ー２４ メーゾンオザワビル８Ｆ８０２
名古屋市中区大須４ー１４ー２６ ジツダビル６Ｆ
名古屋市中区新栄３ー５ー１ セントラル千種３Ｆ ３０２
名古屋市中区栄１ー３１ー３２ 栄ＩＤビル４階
名古屋市中区栄３ー１２ー３３ ４Ｆ
名古屋市中区錦２ー５ー５ 八木兵伝馬ビル３階 ３１７
名古屋市中区千代田１ー１０ー９ カーサ東前津１Ｆ
名古屋市中区大須３ー２０ー２６ １Ｆ
名古屋市中区丸の内１ー１４ー１２ グランビル３階
名古屋市中区錦２ー１６ー２４ サンフシミビル１１０１号

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-202-1238 052-308-8581
052-221-0008 052-221-1007
052-228-0724 052-228-0704
052-202-3520 052-202-3525
052-332-0755 052-324-6771
052-222-8587 052-201-4414
052-746-9807 052-746-9808
052-228-6006 052-228-6108
052-217-1171 052-217-1993
052-212-7362 052-212-7362
052-930-5824 052-930-5825
052-269-9171 052-269-9172
052-264-0123 052-264-4505
052-228-6338 052-228-6339
052-265-7164 052-252-5337
052-971-3113 052-971-3115
052-201-6060 052-201-6060
052-684-6258 052-684-6259
052-321-1602 052-321-1603
052-231-3233 052-231-3233
052-880-9022 052-880-9023
052-265-8680 052-265-8690
052-212-5555 052-212-5556
052-238-0058 052-238-0059
052-252-0153 052-252-0092
052-870-1361 052-880-9015
052-261-6311 052-261-0298
052-766-6926 052-717-6499
052-269-0275 052-269-0276
052-253-7211 052-253-7212
052-222-3330 052-222-3331
052-212-7849 052-308-8554

中支部 会員名簿
免許番号
知事(1)0024027-000
知事(1)0024028-000
知事(1)0024058-000
知事(1)0024068-000
知事(1)0024082-000
知事(1)0024084-000
知事(1)0024085-000
知事(1)0024088-000
知事(1)0024128-000
知事(1)0024168-000
知事(1)0024202-000
知事(1)0024232-000
知事(1)0024238-000
知事(1)0024250-000
知事(1)0024270-000
知事(1)0024296-000
知事(1)0024342-000
知事(1)0024345-000

商号
㈱ニューフェイズ
㈱マリオ・ジャパン不動産
新栄サービス㈱
栄興建設㈱
㈱ｉｓ ＨＯＵＳＥ
㈱アロックホーム
㈱Ｌｉｐｃｏ
㈱カイシンコンサルタント
㈱ネオライフプランニング

代表者名
髙木 誠
陳 虹宇
河田 充雄
瀧川 和宏
市川 良典
伊藤 俊次
永谷 直也
山田 真市
橘 恭浩
名古屋総合グローバルサービス㈱ 浅野 了一
㈱萬楽庵
中村 規
豊証券㈱
伊藤 立一
㈱ラベール
陸 楽
㈱アセットジャパン
山下 善央
㈱エスティーエム
百瀬 俊介
㈱粂野七宝
粂野 功二郎
㈱シースリー
二村 伝治
㈱アセットプランニング
山田 和弘
大臣(15)0000220-081 住友林業ホームサービス㈱ 売買仲介ストック営業部 中部 石原 智雄
大臣(15)0000220-084 住友林業ホームサービス㈱ 名古屋支店 三浦 正輝
大臣(15)0000316-000 中央地所㈱
細畠 秀雄
大臣(15)0000382-006 ㈱ヤマダホームズ 中部西支社 渡邊 一徳
大臣(14)0000590-022 ㈱大倉 名古屋支店
磯﨑 隆史
大臣(14)0000709-012 富士オフィス＆ライフサービス㈱ 中部営業所 青木 秀晃
大臣(14)0000810-012 ㈱日立アーバンサポート 中部支店 齋田 明
大臣(14)0001081-001 清水建設㈱ 名古屋支店
谷口 寛明
大臣(13)0001268-003 ㈱鴻池組 名古屋支店
杉澤 和男
大臣(13)0001545-073 ㈱穴吹工務店 名古屋支店
本田 博幸
大臣(13)0001661-006 ㈱近藤組 名古屋支店
南林 慎司
大臣(13)0001672-011 昭和住宅㈱ 名古屋支店
西岡 琢
大臣(13)0002018-004 ㈱ニッショー 栄支店
鷹見 悟
大臣(12)0002339-000 徳倉建設㈱
徳倉 正晴

郵便番号
460-0002
460-0013
460-0002
460-0017
460-0017
460-0024
460-0003
460-0002
460-0008
460-0002
460-0017
460-0008
460-0008
460-0002
460-0003
460-0011
460-0007
460-0011
460-0008
460-0008
460-0003
460-0008
460-0002
460-0007
460-0008
460-0003
460-0003
460-0003
460-0022
460-0003
460-0008
460-0003

住所
名古屋市中区丸の内２ー１８ー２０ ＤＫ丸の内ビル４０１
名古屋市中区上前津２ー１ー２５ 大月ビル１Ｆ
名古屋市中区丸の内２ー１７ー６ 丸の内ホリエビル５Ｆ
名古屋市中区松原３ー３ー１
名古屋市中区松原３ー７ー１５ 光葉ビル２Ｆ２１１
名古屋市中区正木４ー８ー８ メゾン金山１１０
名古屋市中区錦３ー１１ー２５ アーク栄錦ニュービジネスビル６０９

名古屋市中区丸の内３ー１７ー２４ ＮＡＹＵＴＡ ＢＬＤ ２Ｆ
名古屋市中区栄４ー６ー１５ フォーティーンヒルズセンタービル９Ｆ
名古屋市中区丸の内２ー２０ー２５ メットライフ名古屋丸の内ビル６階

名古屋市中区松原２ー１０ー７ 萬楽庵ビル５階
名古屋市中区栄３ー７ー１
名古屋市中区栄５ー３ー３５ メイブン栄ビル４Ｂ
名古屋市中区丸の内２ー１７ー２２ 丸の内桜通りビル７階
名古屋市中区錦３ー１０ー１４ 協和錦ビル４Ｆ ４０３
名古屋市中区大須４ー３ー２ グリナリー南久屋 １階
名古屋市中区新栄３ー１７ー７ アグレ千種１Ｆ
名古屋市中区大須３ー２ー１５ 栄南ＫＴビル５Ｆ
名古屋市中区栄２ー３ー１
名古屋市中区栄２ー３ー１ 名古屋広小路ビルヂング１Ｆ
名古屋市中区錦３ー１３ー５ 中央マンション
名古屋市中区栄１ー３１ー４１ 大井ビル２階
名古屋市中区丸の内３ー２３ー２０ ＨＦ桜通ビルディング６Ｆ
名古屋市中区新栄１ー５ー８
名古屋市中区栄３ー１７ー１２ 大津通電気ビル３Ｆ
名古屋市中区錦１ー３ー７
名古屋市中区錦２ー１９ー１
名古屋市中区錦２ー９ー２９ ＯＲＥ名古屋伏見ビル２Ｆ
名古屋市中区金山１ー９ー１６
名古屋市中区錦２ー１０ー１３ ＳＣ錦ＡＮＮＥＸビル６Ｆ
名古屋市中区栄２ー４ー１０
名古屋市中区錦３ー１３ー５ 中央マンション

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-385-8300 052-308-4206
052-321-2789 052-321-2790
052-212-9721 052-212-9722
052-321-5581 052-331-7200
052-265-6974 050-3737-0189
052-228-7321 052-228-7328
052-957-6355 052-957-6356
052-963-3900 052-963-3900
052-269-1662 052-269-1663
052-231-2611 052-231-2612
052-332-1124 052-322-0024
052-251-3311 052-241-0158
052-228-9727 052-228-9728
052-990-2645 052-990-2638
052-888-8800 052-888-8801
052-323-9057 052-323-9060
052-253-7341 052-253-7353
052-252-0020 052-265-1708
052-201-8950 052-201-8951
052-201-0930 052-201-0931
052-962-2071 052-962-2075
052-218-7931 052-202-5625
052-951-6130 052-951-6137
052-746-3002 052-249-8758
052-269-2301 052-269-2302
052-201-7611 052-231-6667
052-202-4500 052-231-1756
052-223-1502 052-223-1503
052-339-2585 052-339-2586
052-232-5671 052-232-5672
052-203-1681 052-203-1699
052-961-3271 052-971-1570

中支部 会員名簿
免許番号
大臣(10)0003105-013

大臣(8)0003935-002
大臣(8)0003942-000
大臣(8)0004032-008
大臣(3)0004255-012
大臣(7)0004303-007
大臣(7)0004436-000
大臣(6)0005489-004
大臣(5)0005853-000
大臣(4)0006013-000
大臣(4)0006282-007
大臣(4)0006358-008
大臣(4)0006812-001
大臣(3)0007015-000
大臣(3)0007144-096
大臣(3)0007381-000
大臣(3)0007531-004
大臣(3)0007558-103
大臣(3)0007657-002
大臣(3)0007684-006
大臣(3)0007758-002
大臣(3)0007869-001
大臣(3)0007920-000
大臣(2)0008052-000
大臣(2)0008082-002
大臣(2)0008116-004
大臣(2)0008116-009
大臣(2)0008177-002
大臣(2)0008239-017
大臣(2)0008475-004
大臣(2)0008515-000
大臣(2)0008547-001

商号
三幸エステート㈱ 名古屋支店
㈱市川工務店 名古屋支社
中電不動産㈱
㈱ミクニ 名古屋営業所
スウェーデンハウス㈱ 名古屋支店
オークラハウジング㈱ 名古屋支店

中日本開発㈱
エスリード㈱ 名古屋支店
新東昭不動産㈱
㈱ウッドフレンズ
㈱サンセイランディック 名古屋支店
㈱ＮＴＴ西日本アセット・プランニング 東海支店

日本管理センター㈱ 中部支社
菱晃開発㈱ 名古屋本社
Ａｐａｍａｎ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ㈱ 東海支社
㈱リーベスト
㈱日本サブリース 名古屋支店
㈱ハウスメイトショップ 名古屋店
グッドワークス㈱ 名古屋支店
㈱クロニクル クロニクル 名古屋伏見ショールーム

アートプラン㈱ 名古屋支店
プログレッソディレクション㈱ 名古屋オフィス

㈱リプライス
㈱プロトコーポレーション
ホームポジション㈱ 名古屋支店
㈱リブマックスリーシング 栄店
㈱リブマックスリーシング 栄東店
㈱アイケンジャパン 名古屋営業所
㈱テンポアップ 名古屋支社
フリーダムアーキテクツデザイン㈱ 名古屋事務所

ＭＥ Ｒｅａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ㈱
㈱丸泰 名古屋中支店

代表者名
妹尾 哲也
正者 直紀
渡邉 穣
末廣 裕介
山﨑 修
下村 誠
武田 安弘
毎熊 正徳
内川 文雄
前田 和彦
森岡 俊陽
大野 昇
音田 雅裕
今泉 善貴
中江 彰宏
岩﨑 章人
坂本 紳
加藤 弘晃
三輪 隆人
野村 年弘
中嶋 寛次
長谷川 誠
新井 健資
横山 博一
小島 好樹
宮澤 美来
鷹見 里恵
尾方 圭佑
伊藤 勝哉
小島 宏太
遠藤 浩史
水野 忠昭

郵便番号
460-0003
460-0008
460-0008
460-0008
460-0008
460-0002
460-0001
460-0008
460-0003
460-0008
460-0002
460-0008
460-0007
460-0002
460-0008
460-0003
460-0003
460-0003
460-0002
460-0003
460-0002
460-0008
460-0008
460-0006
460-0003
460-0003
460-0008
460-0008
460-0008
460-0002
460-0008
460-0002

住所
名古屋市中区錦３ー４ー６ 桜通大津第一生命ビル８Ｆ
名古屋市中区栄１ー２６ー１
名古屋市中区栄２ー２ー５
名古屋市中区栄１ー１０ー２１ 名古屋御園ビル５Ｆ
名古屋市中区栄４ー１４ー３１ 栄オークリッジ７Ｆ
名古屋市中区丸の内３ー２３ー２０ ＨＦ桜通ビルディング６Ｆ
名古屋市中区三の丸１ー５ー２
名古屋市中区栄３ー１８ー１ ナディアパークビジネスセンタービル１１階

名古屋市中区錦３ー４ー６
名古屋市中区栄４ー５ー３ ＫＤＸ名古屋栄ビル２Ｆ
名古屋市中区丸の内３ー２０ー１７ ＫＤＸ桜通ビル１０Ｆ
名古屋市中区栄２ー８ー２５ ＮＴＴ広小路ビル
名古屋市中区新栄１ー７ー７ ＲＴセンターステージ７Ｆ
名古屋市中区丸の内１ー８ー２０ 安藤ビル
名古屋市中区栄３ー１５ー２７ いちご栄ビル９Ｆ ｆａｂｂｉｔ栄
名古屋市中区錦３ー２３ー１８ ニューサカエビル８Ｆ
名古屋市中区錦３ー６ー３５ ＷＡＫＩＴＡ名古屋ビル３Ｆ
名古屋市中区錦１ー１９ー２４ 名古屋第一ビル６Ｆ
名古屋市中区丸の内２ー１９ー２５ ＭＳ桜通ビル２Ｆ
名古屋市中区錦１ー１７ー２６ ラウンドテラス伏見ビル１Ｆ
名古屋市中区丸の内２ー６ー２１
名古屋市中区栄２ー９ー３ 伏見第一ビル３Ｆ
名古屋市中区栄１ー９ー１６ ＮＦビルディング３階
名古屋市中区葵１ー２３ー１４ プロト葵ビル１１Ｆ
名古屋市中区錦２ー４ー３ 錦パークビル１５Ｆ
名古屋市中区錦３ー１５ー３２ タケガビル４Ｆ 西側
名古屋市中区栄４ー７ー１５ ホテルリブマックス名古屋栄ＥＡＳＴ１Ｆ

名古屋市中区栄１ー３ー３ ＡＭＭＮＡＴビル７Ｆ
名古屋市中区栄２ー１ー１０ 伏見フジビル３Ｆ
名古屋市中区丸の内３ー１９ー５ フレッジオＬＡ３Ｆ
名古屋市中区栄２ー２ー２１ アーク白川公園ビルディング別館３Ｆ

名古屋市中区丸の内３ー１７ー２４ ＮＡＹＵＴＡ ＢＬＤ ４Ｆ

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-953-5521 052-953-5520
052-201-3711 052-201-3713
052-204-1425 052-204-1571
052-201-0392 052-201-0393
052-243-1280 052-243-5001
052-973-2570 052-961-6337
052-211-1586 052-231-7880
052-269-1788 052-269-1778
052-973-0080 052-973-0121
052-249-3509 052-249-4272
052-955-6380 052-955-6389
052-684-7231 052-684-7738
052-241-0470 052-241-0471
052-232-2171 052-232-2175
052-249-5260 052-249-5267
052-962-9301 052-962-9302
052-953-9101 052-953-9102
052-220-6373 052-220-6376
052-229-4520 052-229-4828
052-218-6840 052-218-6841
052-203-1711 052-203-1712
052-220-0702 052-220-0703
052-228-8205 052-228-8206
052-932-7200 052-930-4400
052-212-8900 052-212-8901
052-961-9110 052-961-9111
052-261-8833 052-261-8832
052-204-6655 052-204-6633
052-218-6811 052-218-6822
052-950-3185 052-950-3186
052-228-9163 052-228-9164
052-684-8221 052-684-8223

中支部 会員名簿
免許番号
大臣(2)0008666-002
大臣(2)0008671-001
大臣(2)0008680-002
大臣(2)0008728-003
大臣(1)0008770-021
大臣(1)0008817-000
大臣(1)0008871-004
大臣(1)0008924-000
大臣(1)0008931-003
大臣(1)0008935-002
大臣(1)0008960-001
大臣(1)0008965-000
大臣(1)0009064-000
大臣(1)0009106-001
大臣(1)0009253-007
大臣(1)0009416-004
大臣(1)0009660-000

商号
㈱エイチ・アール・ネット 名古屋支店

㈱ＦｏｒＲｅａｌｉｚｅ 名古屋支店
巖本金属商事㈱ 名古屋支店
㈱ダイイチパートナー 名古屋支店
㈱ＵＲリンケージ 中部支社
Ｔ＆Ｔ都市開発㈲
㈱ＬＡＮＤＩＣリアルティ 名古屋支店
中部日本ビルディング㈱
㈲オンリー・ワン 名古屋支店
㈱フジ相続不動産コンサルティング 名古屋事務所

ＣＩＦＯ㈱ 名古屋支店
㈱ビズライフエージェント
㈱アンサークリエイション
㈱明星 名古屋営業部
セキスイハイム東海㈱ 名古屋支社

㈱チェスター 名古屋支店
スタイルプラス㈱

代表者名
松村 真弓
中川 義浩
千葉 祥代
阿久津 潤
濱北 誠也
竹内 琢磨
板橋 聡太朗
金森 昭夫
岩本 健新
二村 猛
芦原 圭一
服部 宏隆
服部 元
土屋 一文
神村 勝徳
田中 康晴
平安山 京太

郵便番号
460-0002
460-0003
460-0008
460-0013
460-0003
460-0007
460-0002
460-0008
460-0002
460-0008
460-0008
460-0003
460-0002
460-0026
460-0003
460-0008
460-0002

住所
名古屋市中区丸の内２ー１３ー２３ ＦＫビル丸の内７Ｆ
名古屋市中区錦１ー４ー１６ 日銀前ＫＤビル６Ｆ
名古屋市中区栄４ー３ー２６ 昭和ビル５Ｆ
名古屋市中区上前津２ー１４ー１５ 第一住建上前津ビル３０１号

名古屋市中区錦３ー６ー２９ サウスハウス７Ｆ東室
名古屋市中区新栄２ー１ー９ 雲竜ＦＬＥＸビル西館１８０１号
名古屋市中区丸の内２ー１６ー３ 丸の内ＡＴビル２ＦＡ
名古屋市中区栄４ー１ー１ 中日ビル６Ｆ
名古屋市中区丸の内２ー１５ー１２ ザ・テラス丸の内９０４号
名古屋市中区栄１ー２ー７ 名古屋東宝ビル５Ｆ
名古屋市中区栄４ー２ー２９ 名古屋広小路プレイス７Ｆ
名古屋市中区錦１ー１７ー２６ ラウンドテラス伏見ビル２Ｆ
名古屋市中区丸の内１ー７ー２５ ＴＯＷＥＲ ＯＦ ＳＴＲＩＮＧＳ ８Ｆ

名古屋市中区伊勢山２ー１１ー１５ ＡＳビル金山４０２
名古屋市中区錦１ー４ー１６ ＫＤＸ名古屋日銀前ビル１Ｆ
名古屋市中区栄３ー２ー３ 名古屋日興證券ビル６Ｆ
名古屋市中区丸の内３ー１９ー２３ 第５Ｆ・Ｐ・Ｓビル２Ｆ

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-223-5040 052-220-1230
052-220-2355 052-220-2356
052-269-1088 052-269-1089
052-211-7301 052-211-7302
052-957-1260 052-957-1283
052-249-0503 052-249-0504
052-223-5300 052-223-5301
052-263-7000 052-263-7202
052-218-3647 052-218-3648
052-212-6933 052-212-6932
052-269-5055 052-269-5056
052-229-1530 052-229-1531
052-219-7311 052-219-7315
052-746-9723 052-228-0871
052-220-3268 052-220-3269
052-766-6434 052-766-6451
052-955-6667 052-955-6687

