西三河支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(14)0003746-000 丸喜不動産㈱

代表者名
加藤 伸次
知事(14)0003842-008 トヨタすまいるライフ㈱ 岡崎流通店 加藤 雅巳
知事(14)0003963-000 不動産太田商店
太田 一正
知事(13)0005482-000 三建工業㈱
三城 康生
知事(13)0005808-000 栗田商事
栗田 忠男
知事(13)0005928-000 山旺建設㈱
山﨑 秀夫
知事(13)0005986-000 ㈱大信
小島 桂司
知事(13)0006468-000 相見土地㈲
山本 和之
知事(13)0006586-000 ㈱和光地所
伊藤 努
知事(13)0006700-000 ㈱フジケン
牧 久
知事(13)0006700-003 ㈱フジケン 岡崎営業所
牧 久
知事(13)0006700-006 ㈱フジケン 岡崎大平営業所
牧 久
知事(13)0007038-000 米津不動産
米津 道夫
知事(13)0007484-000 吉良不動産
加藤 誠
知事(12)0008054-000 富士不動産
布藤 龍生
知事(12)0008224-000 ㈱深津住宅センター
深津 篤
知事(12)0008469-000 ㈱葵丸中不動産
中根 傑
知事(12)0008633-000 ㈲サポート企画
大竹 巨秀
知事(12)0009002-000 ㈱三幸ホ―ム
佐野 仁信
知事(12)0009152-000 丸七住宅㈱
岩本 敦行
知事(12)0009174-000 中岡建設㈱
中岡 正博
知事(12)0009191-000 トキワ不動産㈱
小林 寛治
知事(12)0009224-000 まるひ建設㈱
本多 淳
知事(12)0009317-000 犬塚地所
犬塚 信彦
知事(12)0009358-000 太田建設㈱
加藤 卓司
知事(11)0009422-000 中央不動産
宮地 惟允
知事(11)0009602-000 三立ハウス工業㈱
渡邊 亘
知事(11)0009731-003 東海ハウス㈱ 岡崎支店
杉浦 伸夫
知事(11)0009933-000 中日住宅㈱
椙田 錦吾
知事(11)0010163-000 丸平不動産
澤戸 守弘
知事(11)0010408-000 近藤不動産
近藤 幸一
知事(11)0010446-000 ㈲朝浦興業
浅井 光也

郵便番号
444-0076
444-0856
444-0813
444-0025
444-0804
445-0852
445-0872
444-0111
444-0858
444-0841
444-0834
444-0007
445-0802
444-0516
444-0874
444-0913
444-2117
444-0877
444-3523
444-0124
444-0823
444-0314
445-0062
445-0004
444-0071
444-0015
444-0903
444-0943
444-2136
445-0802
444-0007
444-0063

住所
岡崎市井田町字荒居１１１ー２
岡崎市六名２ー１０ー１１
岡崎市羽根町字東ノ郷１６
岡崎市曙町２ー３
岡崎市美合町字生田２６２ー３
西尾市花ノ木町１ー８
西尾市矢曽根町赤地７５ー１
額田郡幸田町大字高力字熊谷６８
岡崎市上六名４ー３ー２０
岡崎市戸崎町字藤狭１ー９
岡崎市柱町字下弁当８ー３
岡崎市大平町字石亀９３ー１
西尾市米津町里９３
西尾市吉良町吉田亥改６０
岡崎市竜美南４丁目６番地４
岡崎市葵町１ー１
岡崎市百々西町１２ー２８
岡崎市竜美旭町６ー３
岡崎市藤川町字堤ケ入１
額田郡幸田町大字深溝字以立山１６ー７
岡崎市上地１ー３７ー８
西尾市下矢田町薄畑３１ー２
西尾市丁田町五助５２ー１
西尾市西浅井町札木４６
岡崎市稲熊町字寺下６６ー２６
岡崎市中町６ー２ー２１
岡崎市東大友町字松花８６ー４
岡崎市矢作町西林寺１１８ー２
岡崎市上里２ー５ー５
西尾市米津町種木３５
岡崎市大平町字岡田１ー４
岡崎市元能見町３３

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0564-21-1541 0564-21-9065
0564-57-3062 0564-57-3063
0564-51-3804 0564-52-7230
0564-21-4680 0564-21-1980
0564-52-9864 0564-54-1889
0563-56-3191 0563-54-0902
0563-55-7111 0563-53-1022
0564-62-1607 0564-62-7564
0564-53-1800 0564-53-1805
0564-72-2211 0564-72-2220
0564-59-2488 0564-55-0041
0564-65-8020 0564-24-9223
0563-56-3917 0563-56-3933
0563-32-0114 0563-32-0829
0564-54-6441 0564-54-6441
0564-21-0658 0564-25-2911
0564-24-6869 0564-24-6880
0564-71-7888 0564-71-7889
0564-48-2037 0564-48-6855
0564-62-5814 0564-62-1775
0564-52-5767 0564-52-4791
0563-59-8118 0563-59-8119
0563-54-1111 0563-56-7250
0563-52-2888 0563-52-2139
0564-22-1658 0564-22-1166
0564-22-0036 0564-24-1372
0564-31-3009 0564-32-3436
0564-83-7630 0564-83-7623
0564-23-9774 0564-25-3741
0563-57-3313 0563-57-3368
0564-21-2200 0564-21-2200
0564-21-1703 0564-21-1703

西三河支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(11)0010644-000 ㈱岩瀬組
知事(11)0010717-000 イセモト不動産
知事(11)0010757-000 黒柳建設㈱
知事(11)0010790-000 竜美ヶ丘土地（資）
知事(11)0010972-000 カノー不動産
知事(11)0010999-000 鈴木不動産
知事(11)0011025-000 ㈱ウエスタン土地
知事(11)0011065-000 神谷地所
知事(11)0011087-000 ㈱鳥居開発
知事(11)0011208-000 平井不動産
知事(11)0011480-000 イトー不動産
知事(10)0011881-000 ㈱サンコンサルタント
知事(10)0011896-000 ㈱山下組
知事(10)0011955-000 市川㈱
知事(10)0012006-000 不動産のレックス
知事(10)0012085-000 武師建設㈱
知事(10)0012102-000 愛法土地建物
知事(10)0012108-003 中尾建設工業㈱ 西尾店
知事(10)0012108-004 中尾建設工業㈱ 岡崎店
知事(10)0012182-000 一色不動産
知事(10)0012190-000 ㈲ユタカ不動産
知事(10)0012259-000 ダイム㈲
知事(10)0012371-000 平和地所㈲
知事(9)0012875-000 ユタカ商業
知事(9)0012957-000 ハートヒルホーム㈱
知事(9)0012977-000 ヤマイチ不動産㈲
知事(9)0013011-000 二村建設㈱
知事(9)0013032-000 開成不動産
知事(9)0013068-000 ワカサンホームセンター㈱
知事(9)0013084-000 ㈱山倉不動産
知事(9)0013413-000 千里建築事務所
知事(9)0013462-000 丸岩地建㈱

代表者名
岩瀬 基一
清水 勲
黒柳 正吉
都築 蓉子
加納 光春
鈴木 壮介
鈴木 一実
神谷 哲
鳥居 良一
平井 治清
伊藤 亘
太田 善之
山下 寿昭
市川 万洋
馬場 玲子
村松 武正
鈴木 善太
榊原 和樹
宮宅 利和
矢田 公宏
稲垣 裕
岡田 拡
高橋 和志
細井 学
北村 新一
山﨑 一美
二村 昭雄
鈴木 哲郎
佐野 利治
山本 生駒
太田 雅夫
岩瀬 悟

郵便番号
444-0322
445-0075
445-0004
444-0864
444-3524
444-0015
445-0891
445-0801
445-0075
444-0503
445-0063
444-0839
444-0837
444-0076
444-0875
444-0245
444-0802
445-0073
444-0823
444-3174
444-0865
444-0904
444-0113
444-0840
444-0902
444-0067
444-0232
444-0015
444-0822
444-0232
444-0242
444-0053

住所
西尾市巨海町宮東８
西尾市戸ケ崎３ー１１ー１
西尾市西浅井町宮下３８
岡崎市明大寺町字東長峰４０ー３
岡崎市竜泉寺町字後山１ー１
岡崎市中町１ー５ー１
西尾市下町神明下７４
西尾市南中根町仲山９６ー１２
西尾市戸ケ崎５ー１７ー５
西尾市吉良町津平上天神１４７
西尾市今川町岩根６７
岡崎市羽根西新町６ー２
岡崎市柱４ー７ー３
岡崎市井田町字１ー１１６
岡崎市竜美西２ー９ー１１
岡崎市在家町字宮前２１
岡崎市美合町字三ノ久保４ー１７
西尾市寄住町洲田４３ー３
岡崎市上地２ー４３ー２
岡崎市真伝町字供養坊１４ー５
岡崎市明大寺町字大圦６７ー２
岡崎市西大友町字天神２４
額田郡幸田町大字菱池字菅田２９ー１
岡崎市戸崎町字屋敷１７ー１０
岡崎市舳越町字神道５３ー１
岡崎市錦町３ー１５
岡崎市合歓木町字下郷間３９９
岡崎市中町４ー６ー２３
岡崎市若松東１ー１ー１
岡崎市合歓木町字平池１
岡崎市中之郷町字寺畔２２
岡崎市板屋町７１ー１

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0563-59-6565 0563-59-2807
0563-55-3337 0563-56-8827
0563-52-1134 0563-52-1865
0564-54-2664 0564-54-2664
0564-51-6023 0564-51-6071
0564-21-0053 0564-21-0053
0563-56-2424 0563-56-6944
0563-54-5541 0563-56-5956
0563-57-2103 0563-57-1826
0563-35-0763 0563-35-1824
0563-54-3414 0563-54-3464
0564-52-4448 0564-54-9617
0564-51-2093 0564-54-7027
0564-21-0015 0564-25-0015
0564-54-2371 0564-53-3071
0564-43-2820 0564-43-2822
0564-53-0088 0564-53-0088
0563-65-3234 0563-65-3235
0564-64-1533 0564-64-1532
0564-23-3464 0564-26-4380
0564-51-3565 0564-51-8013
0564-31-5568 0564-32-4668
0564-62-7722 0564-62-1659
0564-52-1441 0564-52-4583
0564-73-2266 0564-32-0130
0564-26-0604 0564-26-0604
0564-43-2792 0564-43-1931
0564-21-1622 0564-25-2886
0564-52-7070 0564-52-4913
0564-43-4115 0564-43-4107
0564-54-3973 0564-55-3973
0564-25-2695 0564-22-8983

西三河支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(9)0013561-000 ㈱寿不動産
知事(9)0013561-001 ㈱寿不動産 一色中部店
知事(9)0013564-000 サンハウジング㈱
知事(9)0013564-001 サンハウジング㈱ センチュリ－２１サンハウジング
知事(9)0013667-000 東海土地
知事(9)0013674-000 大村建設㈱
知事(9)0013712-000 白濱建設㈱
知事(9)0013742-000 東山地所
知事(9)0013745-000 ㈲豊国地所
知事(9)0013765-000 ㈲アオイチャレンジファミリー
知事(9)0013775-000 オカニワ不動産
知事(9)0013792-000 ㈱創建
知事(9)0013820-000 片岡地所
知事(9)0013883-000 三協不動産
知事(8)0013932-000 小野宅地企画事務所
知事(8)0014265-000 ㈱ダイワ不動産
知事(8)0014265-001 ㈱ダイワ不動産 アパマンショップ岡崎店
知事(8)0014271-000 ミツイワ建設㈱
知事(8)0014294-000 タッチ㈱
知事(8)0014308-000 エステイト中部㈱
知事(8)0014529-000 ㈲リッチライフ
知事(8)0014554-000 ㈱朝日土地
知事(8)0014559-000 川田不動産㈱
知事(8)0014639-000 朝日住建㈲
知事(8)0014644-000 ワールド開発㈱
知事(8)0014768-000 酒部建設㈱
知事(8)0014793-000 小原建設㈱
知事(8)0014938-001 高光トラスト㈱ 岡崎支店
知事(8)0014941-000 鈴木ライフサービス
知事(8)0015015-000 ㈱トリイライフ
知事(8)0015182-000 ㈱ミカワ住建
知事(8)0015226-000 ㈲トチックス

代表者名
鳥居 昌
鳥居 昌
井畑 昭弘
若杉 健
三ツ矢 英治
大村 忍
白濱 隆久
鈴木 義松
青島 まき
天野 邦治
岡庭 健一
本田 忠勝
片岡 悦司
黒田 正志
小野 郁夫
手嶋 明
手嶋 明
岩瀬 一
相澤 弘樹
石川 和一
江坂 直子
鈴木 敬一
川田 育夫
鈴木 芳博
香村 美津子
酒部 佳直
小原 睦
原田 善之
鈴木 英植
鳥居 壽美子
青山 勇
市川 和子

郵便番号
444-0402
444-0407
444-0851
444-0851
445-0075
444-0904
444-0007
444-0113
444-0865
444-0864
444-0843
444-0113
444-0805
445-0065
444-0078
444-0038
444-0831
445-0803
444-3172
444-0302
444-0873
444-0912
444-0008
445-0807
445-0887
444-0918
444-0867
444-0038
444-0022
444-3611
444-0823
444-0226

住所
西尾市一色町大塚古川２３ー２
西尾市一色町前野東浦１４ー１
岡崎市久後崎町字鳩部屋１ー１
岡崎市久後崎町字両神１ー６
西尾市戸ケ崎４ー６ー７
岡崎市西大友町字杭穴５１
岡崎市大平町字家下１０ー１
額田郡幸田町大字菱池字寺東１２２番地１
岡崎市明大寺町字大圦６８ー１２
岡崎市明大寺町字耳取８０ー１
岡崎市江口２ー８ー９
額田郡幸田町大字菱池字下田９ー１
岡崎市美合町字地蔵野１ー２２８
西尾市城崎町４ー２３
岡崎市伊賀新町２１ー６
岡崎市伝馬通４ー１７
岡崎市羽根北町３ー１ー１２
西尾市桜町４ー３５
岡崎市田口町字林５２ー５
西尾市田貫４ー５６
岡崎市竜美台２ー１３ー４
岡崎市井田西町５ー１
岡崎市洞町字西丸根４ー１
西尾市伊藤４ー８ー７
西尾市長縄町丸堀８
岡崎市日名中町６ー１
岡崎市明大寺町字西郷中３７
岡崎市伝馬通２ー１１ー１
岡崎市朝日町２ー３０
岡崎市宮崎町字庄野１５
岡崎市上地３ー４５ー４
岡崎市中島町字上町３２ー２

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0563-73-4712 0563-72-3702
0563-73-5050 0563-79-5571
0564-54-7288 0564-54-7833
0564-54-7288 0564-54-7833
0563-57-2287 0563-54-0460
0564-31-3484 0564-32-6939
0564-24-1161 0564-24-1180
0564-62-2343 0564-62-1384
0564-54-4832 0564-51-3581
0564-58-5211 0564-58-5268
0564-54-5414 0564-54-0992
0564-62-7700 0564-62-7900
0564-54-0550 0564-54-2564
0563-57-1131 0563-54-5352
0564-24-1679 0564-24-1679
0564-23-1185 0564-22-1116
0564-55-8030 0564-55-8011
0563-54-5331 0563-56-5399
0564-46-4352 0564-46-2824
0563-59-5404 0563-55-4051
0564-53-4103 0564-54-8523
0564-21-5304 0564-21-5303
0564-24-5727 0564-26-0430
0563-55-7788 0563-53-0010
0563-57-2244 0563-57-2244
0564-24-5551 0564-24-2320
0564-51-2621 0564-52-7662
0564-25-0173 0564-25-3289
0564-21-7093 0564-21-7126
0564-83-2381 0564-83-2382
0564-53-6373 0564-54-7693
0564-43-5544 0564-43-5544

西三河支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(8)0015304-000 岡崎不動産㈱
知事(8)0015362-000 ㈱永昌開発コンサルタント
知事(8)0015385-000 中部エステイト㈱
知事(8)0015449-000 星野建設工業㈱
知事(8)0015456-000 大幸塗料㈱
知事(7)0015507-000 丸七建設興業㈱
知事(7)0015650-000 ㈲早苗不動産
知事(7)0015688-000 アップウィッシュ㈱
知事(7)0015791-000 ㈲佐野不動産事務所
知事(7)0016046-000 ㈱城南地所
知事(7)0016065-000 ㈲石田不動産事務所
知事(7)0016172-000 ㈱ミユキ商事
知事(7)0016197-000 東洋開発㈲
知事(7)0016226-000 エフティー土地
知事(7)0016239-000 ㈲サントー地所
知事(7)0016247-000 アンダンテ不動産部
知事(7)0016331-000 ㈱サポート・コア
知事(7)0016372-000 東洋システム㈱
知事(7)0016490-000 ㈲ナンブ地所
知事(7)0016518-000 大見不動産㈲
知事(7)0016608-000 ㈱東地
知事(7)0016631-000 竹内建設㈱
知事(7)0016658-000 ㈲櫻井不動産
知事(7)0016729-000 ㈲岡田
知事(7)0016785-000 シティーホーム㈱
知事(7)0016802-000 ㈱緑ケ丘地所
知事(7)0016827-000 ㈱ドゥ・ベスト
知事(7)0016834-000 アオイ設備工業㈱
知事(7)0016868-000 ㈱酒井設計室
知事(7)0016881-000 ㈱三河建設総合企業
知事(7)0016894-000 ㈲アイサンホーム
知事(6)0016907-000 山幸不動産

代表者名
小林 和夫
鈴木 尊博
鈴木 恒夫
星野 成孝
大須賀 秀行
大竹 晋
今井 貴久
近藤 隆仁
佐野 和夫
杉田 雅樹
石田 隆一
近藤 康弘
出岡 良友
竹内 詔一
小野 元三
月城 晩文
杉浦 義之
髙橋 匡
佐久眞 奈緒子
大見 幸久
牧野 憲人
竹内 俊行
山下 敬司
岡田 庄璽
増田 直樹
村松 豊
鈴木 隆人
山本 眞
酒井 進
兵藤 了基
小島 泰彦
林 ひかる

郵便番号
444-0871
444-0008
444-0847
444-0009
444-0115
444-0124
444-0045
444-0815
444-0943
444-0201
444-0065
444-2136
444-0878
444-0009
444-0008
444-0821
444-0064
444-0825
444-0201
444-0104
445-0082
444-0113
444-2136
444-0067
444-0854
444-0813
444-0853
444-0801
445-0877
444-0837
444-2106
444-0942

住所
岡崎市大西３ー２ー１７
岡崎市洞町字宮ノ腰５ー６
岡崎市六名東町３ー１
岡崎市小呂町字マヤシリ８
額田郡幸田町大字萩字西中５０
額田郡幸田町大字深溝字以立山１６ー７
岡崎市康生通東２ー１３
岡崎市羽根町字陣場３０３
岡崎市矢作町字西林寺８７ー１
岡崎市上和田町字南屋敷２５ー１
岡崎市柿田町５ー２
岡崎市上里３ー３ー１
岡崎市竜美東１ー８ー２８
岡崎市小呂町字１ー３７ー４
岡崎市洞町字長沼２６ー１８
岡崎市庄司田１ー１１ー１３ 広陽ビル
岡崎市城北町６ー８
岡崎市福岡町字岩ケ崎２１ー４
岡崎市上和田町字南屋敷６８ー２
額田郡幸田町大字坂崎字迎山１８ー１
西尾市八ツ面町梅之宮２８ー１
額田郡幸田町大字菱池字岩堀８３ー２
岡崎市上里２ー２ー１５
岡崎市錦町６ー１９
岡崎市六名本町２ー２０
岡崎市羽根町字鰻池１１ー１
岡崎市三崎町１ー２０
岡崎市美合新町６
西尾市山下町東八幡山１０２ー４
岡崎市柱４ー１１ー１２
岡崎市真福寺町字落合５ー６７
岡崎市中園町字宮前３５

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0564-46-1655 0564-23-0017
0564-26-1538 0564-26-1536
0564-51-2333 0564-51-7970
0564-21-5354 0564-26-2968
0564-62-1472 0564-62-2915
0564-62-5811 0564-62-1775
0564-21-3813 0564-22-7739
0564-58-0988 0564-58-0918
0564-31-5809 0564-32-4200
0564-51-4914 0564-54-4724
0564-21-0870 0564-25-5833
0564-26-3939 0564-26-3232
0564-55-5883 0564-55-5883
0564-24-2155 0564-24-2125
0564-22-5575 0564-26-0290
0564-21-7008 0564-21-7323
0564-25-8839 0564-25-8828
0564-54-1511 0564-59-4657
0564-55-4747 0564-54-4724
0564-62-7709 0564-62-8684
0563-57-4123 0563-57-0908
0564-62-1651 0564-62-8546
0564-24-5465 0564-22-8135
0564-23-7770 0564-23-7772
0564-72-8388 0564-72-8308
0564-58-2281 0564-58-2282
0564-55-8818 0564-58-6888
0564-52-2228 0564-52-2229
0563-54-0163 0563-54-0164
0564-54-1795 0564-54-1796
0564-45-8129 0564-45-8029
0564-74-4521 0564-74-4522

西三河支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(6)0016951-000 ㈲マイエステート
知事(6)0016993-000 中日建設工業㈱
知事(6)0017008-000 丸洋建設㈱
知事(6)0017008-001 丸洋建設㈱ ハウスオブハウス
知事(6)0017025-000 和合不動産
知事(6)0017030-000 スペース・ハナノ木不動産部ハナノ木土地
知事(6)0017067-000 享栄不動産㈱
知事(6)0017083-000 新生土地
知事(6)0017112-000 ㈱小幡建設
知事(6)0017209-000 ㈲藤江建築総合事務所
知事(6)0017250-000 ㈱石建
知事(6)0017252-000 アーバンハウス㈱
知事(6)0017296-000 明宏工業㈱
知事(6)0017302-000 三立プレコン㈱
知事(6)0017405-000 ㈱アイシー企画
知事(6)0017425-000 ㈱逸和工務店
知事(6)0017631-000 ㈱伊久間
知事(6)0017640-000 森不動産事務所
知事(6)0017756-000 ㈱ＲＥＡＭ
知事(6)0017813-000 サカナ不動産
知事(6)0017824-000 ㈲クリエイト鳩
知事(6)0017867-000 ㈱ミキホーム
知事(5)0017964-000 杉林環境企画㈲
知事(5)0017995-000 日の出開発㈱
知事(5)0018062-000 エスパスビルディング㈱
知事(5)0018070-000 岩月土地建物事務所
知事(5)0018088-000 ひまわり地所
知事(5)0018195-000 （資）アネックス
知事(5)0018204-000 サンシャイン土地
知事(5)0018244-000 みうら不動産
知事(5)0018299-000 ㈱クリア
知事(5)0018403-000 ㈱吉川住建

代表者名
長坂 一彦
田中 重貴
稲垣 和秀
大石 康人
杉山 昭雄
高村 むつみ
稲垣 淳
石川 秋雄
小幡 庄司
藤江 哲
石川 俊久
小林 章浩
波切 英明
平野 賢一
石川 逸大
渡邉 逸夫
伊久間 勝
森 泰晴
太田 全紀
高橋 千恵
中川 二三雄
伊藤 貴史
杉本 知治
市川 徹比古
宇佐美 一寿
岩月 淳
畔柳 一
白石 真佐子
田中 一男
三浦 功竝
鈴木 守
吉川 祐一

郵便番号
444-0846
444-0007
445-0892
445-0807
444-0942
444-0847
444-0316
445-0872
444-2144
444-0828
444-0201
444-0834
444-2132
444-0072
445-0062
444-0007
444-0407
444-0848
444-0204
444-0124
445-0876
444-0902
444-0869
444-2134
444-0804
444-0916
444-0878
444-0243
444-0421
444-0031
444-0002
444-2131

住所
岡崎市六名新町３ー２６
岡崎市大平町字天神前４５ー１７
西尾市法光寺町西田２３
西尾市伊藤１ー１０ー１
岡崎市中園町字三天１ー１
岡崎市六名東町８ー１１
西尾市羽塚町寅山１６ー１
西尾市矢曽根町籾山２ー１
岡崎市岩津町字新城１２１ー１
岡崎市針崎１ー８ー２
岡崎市上和田町字ヒソ畑８
岡崎市柱町字東荒子２１０
岡崎市井ノ口新町１２ー１７
岡崎市六供町３ー３２ー１
西尾市丁田町杢左３９ー３
岡崎市大平町字新寺３７ー１
西尾市一色町前野東浦２ー１
岡崎市向山町５ー１
岡崎市土井町字荒井甲８
額田郡幸田町大字深溝字山ノ入１７ー１２
西尾市住崎町雁渕１５ー２
岡崎市舳越町字朝倉２０ー１
岡崎市明大寺町字出口１４
岡崎市大樹寺１ー５ー１８
岡崎市美合町字生田３０１
岡崎市日名本町９ー６
岡崎市竜美東２ー２ー１０
岡崎市上青野町字稲前東２３
西尾市一色町開正細工屋敷２３
岡崎市梅園町字１ー１１ー３
岡崎市高隆寺町字茅原田１１ー１
岡崎市青木町３ー５

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0564-54-5773 0564-54-5783
0564-25-1158 0564-21-5719
0563-54-7412 0563-54-0280
0563-57-3090 0563-57-3091
0564-32-9766 0564-32-9020
0564-54-3210 0564-58-3828
0563-59-6625 0563-59-6626
0563-54-5689 0563-54-6243
0564-45-2910 0564-45-4185
0564-58-1635 0564-58-1647
0564-55-6166 0564-55-9350
0564-53-7005 0564-53-8722
0564-24-7634 0564-25-0822
0564-24-6151 0564-23-9628
0563-54-2881 0563-54-3520
0564-25-7371 0564-25-1003
0563-73-6416 0563-72-9302
0564-53-1435 0564-54-7566
0564-71-0055 0564-51-6476
0564-62-5465 0564-83-7868
0563-55-0200 0563-55-0230
0564-34-1777 0564-34-1788
0564-26-5401 0564-22-5122
0564-24-2157 0564-24-2917
0564-58-0460 0564-58-5162
0564-28-4730 0564-28-4715
0564-71-5132 0564-52-9275
0564-43-5588 0564-43-1737
0563-72-1422 0563-72-1422
0564-26-0268 0564-26-0268
0564-28-3395 0564-28-3391
0564-24-3335 0564-24-4593

西三河支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(5)0018420-000 ㈲ＩＤＳショウカイ事務所
知事(5)0018445-000 ㈲六ツ美不動産
知事(5)0018453-000 ㈱エイラク土地
知事(5)0018491-000 ㈲太陽不動産
知事(5)0018524-000 ㈲三興ビルディング
知事(5)0018549-000 ㈲環境都市企画
知事(5)0018608-000 ㈱フジケンハウジング
知事(5)0018608-001 ㈱フジケンハウジング フジケン住まいる館
知事(5)0018617-000 高杉建設㈱
知事(5)0018706-000 ㈲細井勲不動産
知事(5)0018708-000 フカヤエステイト
知事(5)0018732-000 ㈲ベネフィット
知事(5)0018737-000 不動産のウチダファーム
知事(5)0018761-000 ㈲ハウスクリエイト
知事(5)0018786-000 ウィズ
知事(5)0018821-000 ナカムラ土地
知事(5)0018827-000 ㈱ハイトス三河
知事(5)0018854-000 ユートピア建設㈱
知事(5)0018869-000 蒲野地建
知事(5)0018893-000 ㈱大春建設
知事(5)0018917-000 ㈱アテネコーポレーション
知事(5)0018919-000 ＭＡＲＵＴＡ ＤＥＳＩＧＮ㈱
知事(5)0018932-000 ㈲アイデック開発
知事(4)0018970-000 ㈱エムイシィ土地
知事(4)0019032-000 ㈲岡崎データプランニング
知事(4)0019046-000 ㈲スペース開発
知事(4)0019058-000 秋山不動産
知事(4)0019064-000 愛三不動産
知事(4)0019085-000 急解商事㈱
知事(4)0019117-007 松屋地所㈱ 岡崎支店
知事(4)0019203-000 エステート三幸
知事(4)0019256-000 ㈲朝岡不動産

代表者名
正海 浩
手島 洋平
松尾 豊彦
太田 陽子
三浦 泰廣
新海 秀記
牧 明
牧 明
高原 宏
細井 洋子
深谷 穣
永谷 隆光
内田 暢芳
宮内 道雄
富安 正好
中村 公彦
小森 和雄
山口 雅弘
蒲野 富士夫
平松 直久
鈴木 裕之
森田 貴之
石川 貴英
松井 捷治
峯澤 喬
近川 秀徳
秋山 勝成
杉浦 穰治
山本 一貴
奥 純一
小原 三喜浩
朝岡 由美子

郵便番号
445-0879
444-0206
445-0879
444-0802
444-0071
444-0834
444-0841
444-0840
445-0852
444-0245
444-0703
444-0046
444-3334
444-0854
444-0823
445-0870
444-0071
444-2135
444-0877
444-3622
444-0806
445-0064
444-0863
444-0406
444-0915
444-0821
444-0933
445-0801
444-0104
444-0051
444-0938
444-0223

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0563-54-7707 0563-54-7701
西尾市住崎４ー１０６
0564-51-3308 0564-52-8649
岡崎市法性寺町字猿待２４ー１
0563-56-5628 0563-56-6956
西尾市住崎５ー４５
0564-83-7953 0564-83-7954
岡崎市美合町字西屋敷９５ー６
0564-21-3464 0564-21-3451
岡崎市稲熊町字８ー１９０ー１
0564-53-3210 0564-53-0511
岡崎市柱町字東荒子２０４ー１
0564-72-2270 0564-72-2276
岡崎市戸崎町字藤狭１ー１２０
0564-72-2272 0564-72-2273
岡崎市戸崎町字越舞２１ー３
0563-54-5215 0563-56-1629
西尾市花ノ木町６ー１０
0564-43-4131 0564-43-4131
岡崎市在家町字竹戸５３ー１
0563-62-2438 0563-62-2438
西尾市西幡豆町西見影５１ー１
0564-65-0155 0564-65-0150
岡崎市連尺通３ー１４ー１
0564-47-3533 0564-47-3567
岡崎市生平町字塔ノ本４８
0564-57-0118 0564-57-0128
岡崎市六名本町１０ー２６
0564-54-1080 0564-57-8380
岡崎市上地１ー７ー２
0563-56-8888 0563-53-1888
西尾市永吉４ー１２
0564-65-0677 0564-65-0688
岡崎市稲熊町字後田２９ー４
0564-26-3890 0564-24-3296
岡崎市大門５ー２
0564-71-0867 0564-71-4388
岡崎市竜美旭町９ー１１
0564-77-5135 0564-77-4868
岡崎市樫山町字月秋５７ー２
0564-55-6464 0564-58-5055
岡崎市緑丘１ー４ー１
0563-56-0333 0563-56-0009
西尾市高畠町７ー１０
0564-65-3177 0564-65-3173
岡崎市東明大寺町１５ー１０
0563-72-3556 0563-72-7521
西尾市一色町対米中野５４ー１
0564-65-3755 0564-65-3756
岡崎市日名南町２１ー２
0564-72-5003 0564-72-5004
岡崎市庄司田１ー６ー１０
0564-33-4806 0564-33-4805
岡崎市渡町字大榎８６ー１
0563-56-3644 0563-56-0592
西尾市南中根町居山８９ー２
0564-62-1823 0564-62-8625
額田郡幸田町大字坂崎字市場１
0564-64-3918 0564-64-3919
岡崎市本町通２ー８
岡崎市昭和町字上川田９番地７ サンコート西岡崎２０１号室 0564-33-4733 0564-33-4751
0564-43-3012 0564-43-5214
岡崎市中島東町１ー１ー１７
住所

西三河支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(4)0019257-000 ㈲土地ショップ
知事(4)0019264-000 丸和㈱
知事(4)0019269-000 リバースリー
知事(4)0019377-000 木下建設㈱
知事(4)0019453-000 ㈲わんちゃん地所
知事(4)0019467-000 大嶋建設㈱
知事(4)0019475-000 浅井土地開発
知事(4)0019487-000 三河建設㈱
知事(4)0019546-000 アーキテックスプロパティ㈱
知事(4)0019584-000 ㈲不動産の牧野
知事(4)0019612-000 ㈲丸越
知事(4)0019672-000 ㈲大高不動産事務所
知事(4)0019694-000 小玉不動産
知事(4)0019706-000 ㈲ウィズサポート
知事(4)0019709-000 ㈲ほの国屋
知事(4)0019734-000 ㈱岩附不動産
知事(4)0019797-000 ㈲アートライフ
知事(4)0019889-000 タニザワフーズ㈱
知事(4)0019897-000 岡崎製材㈱
知事(4)0019972-000 田畑建設㈱
知事(4)0020002-000 ㈲ニシケンコーポレーション２４
知事(4)0020025-000 ㈲ディ・エヌプランニング
知事(4)0020030-000 ㈲アーク不動産
知事(4)0020110-000 酒井建設㈱
知事(4)0020142-000 ㈲コスモ
知事(3)0020181-000 ㈱奥井ハウス
知事(3)0020192-000 ㈲アート・トラスト
知事(3)0020253-000 日興建設㈱
知事(3)0020316-000 ㈲ヤマニ商事
知事(3)0020354-000 岡崎住設㈱
知事(3)0020430-000 ㈱ダイコク不動産・管理
知事(3)0020456-003 ㈱リアルウッドマーケティング 住みかえＳＨＯＰ岡崎店

代表者名
朝岡 由美子
鈴木 慶太
西田 忠夫
木下 敏哉
犬塚 哲雄
大嶋 吉則
浅井 昭一
鈴木 達也
加藤 保
牧野 友明
二村 茂樹
大髙 利之
小玉 章
牧原 和道
鈴木 一昭
岩附 博
笠原 正人
谷澤 公彦
八田 欣也
小林 明美
牧野 良信
中村 征幸
堀田 邦治
酒井 賢
藤舛 佳憲
奥井 晃
萩原 幸二
春名 正彦
金原 孝典
大川 賢司
中根 伸泰
藤井 聖和

郵便番号
444-0205
444-0038
444-0802
445-0802
444-0206
445-0076
444-0803
444-0406
444-0822
444-0007
445-0802
444-0057
444-0838
444-0943
444-0831
444-0051
445-0852
444-0912
444-0842
445-0063
445-0063
444-2135
445-0875
444-0933
444-0913
444-2136
444-0243
444-0071
444-0071
444-0838
444-3174
444-0864

住所
岡崎市牧御堂町字水洗３８ー１
岡崎市伝馬通１ー１ー１
岡崎市美合町字池下１ー１９
西尾市米津町宮浦３２ー１
岡崎市法性寺町字上屋敷８３
西尾市新渡場２ー４ー１
岡崎市美合町字入込８４ー６
西尾市一色町対米船原７４ー１
岡崎市若松東１ー７ー２０
岡崎市大平町字辻杉２６ー１ ＫＦビル２０１
西尾市米津町蔵屋敷８ー１
岡崎市材木町２ー８４
岡崎市羽根西１ー３ー４
岡崎市矢作町字尊所６９ー５
岡崎市羽根北町２ー１ー１３
岡崎市本町通３ー５９
西尾市花ノ木町５ー２０
岡崎市井田西町１ー２
岡崎市戸崎元町４ー１
西尾市今川町落２３
西尾市今川町東大城２５ー８
岡崎市大門３ー６ー１８ 泉ビル１０２
西尾市深池町五六１３ー２
岡崎市渡町字稲荷１４ー５
岡崎市葵町２ー２１
岡崎市上里２ー１ー２４
岡崎市上青野町字城屋敷３７ー３
岡崎市稲熊町字８ー１９０ー１ 三興ビル２Ｆ
岡崎市稲熊町字８ー１９０ー１ 三興ビル４Ｆ４０３号
岡崎市羽根西３ー６ー１３
岡崎市真伝町字荒戸１８ー１
岡崎市明大寺町字寺東９ー１ 大竹南ビル１Ｆ

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0564-54-3993 0564-54-3953
0564-65-5131 0564-64-1133
0564-51-4333 0564-51-3388
0563-56-5288 0563-57-1025
0564-57-0011 0564-57-0012
0563-56-8622 0563-57-1018
0564-51-7511 0564-51-7511
0563-72-7169 0563-73-5689
0564-59-0234 0564-59-0235
0564-27-2667 0564-27-2668
0563-54-6880 0563-65-6118
0564-28-0151 0564-28-9770
0564-59-2780 0564-59-2760
0564-32-8013 0564-32-8023
0564-59-4001 0564-59-4004
0564-26-3582 0564-26-4152
0563-53-3201 0563-53-3202
0564-21-9171 0564-26-2209
0564-51-0576 0564-53-1499
0563-57-2336 0563-57-2363
0563-53-7980 0563-53-7981
0564-65-8178 0564-65-8189
0563-56-7304 0563-53-3651
0564-31-3661 0564-31-8435
0564-21-3031 0564-21-3193
0564-21-5743 0564-25-2194
0564-43-0203 0564-43-0205
0564-26-6588 0564-22-7750
0564-26-1540 0564-26-1541
0564-51-3611 0564-52-7046
0564-22-2346 0564-25-0001
0564-57-8100 0564-57-8122

西三河支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(3)0020459-001 たいよう㈱ 西尾店
知事(3)0020501-000 長嶋不動産
知事(3)0020514-000 ㈱山一住宅
知事(3)0020520-000 愛ホームコンサル
知事(3)0020537-000 ㈱松屋コーヒー店
知事(3)0020538-000 ㈲睦美
知事(3)0020598-000 建築工房ＯＦＦｉｃｅ ＳｕＧｉ
知事(3)0020685-000 太康土地
知事(3)0020698-000 ㈱住建
知事(3)0020701-000 ㈱ニチユー開発
知事(3)0020834-000 ㈱アンサーホーム
知事(3)0020861-000 岡崎リアルエステート㈱
知事(3)0020868-000 セイナン土地開発
知事(3)0020880-000 ㈱マイプラン
知事(3)0020930-000 ㈲ナガサカ建窓
知事(3)0020967-000 ㈱ホームスイート
知事(3)0020997-000 西三企画
知事(3)0021032-000 サンダイ産業㈱
知事(3)0021040-000 ㈲リッキーカーペンターズ
知事(3)0021117-000 不動産買受センター岡崎
知事(3)0021137-000 パティーナ㈱
知事(3)0021169-000 ディー・プレイス㈱
知事(3)0021182-000 ランドプラザ
知事(3)0021184-000 ㈱ホームテック
知事(3)0021197-000 ㈱ティーフ
知事(3)0021215-000 タカス不動産
知事(3)0021221-000 ㈱オカザキホーム
知事(3)0021221-001 ㈱オカザキホーム 岡崎南土地と住まいの情報館
知事(3)0021234-000 美合不動産
知事(3)0021357-000 牧野法務事務所
知事(3)0021417-000 飛鳥廣藝㈱
知事(3)0021428-000 ジャパン企画㈱

代表者名
石川 量英
長嶋 時男
山本 恭子
髙木 竹治
岩間 貴之
野村 幸寿
杉浦 広治
近藤 兼康
塩崎 誠
深谷 緑
井上 英夫
佐野 克彦
犬塚 伴昌
伊藤 文夫
長坂 尚希
岩瀬 一
神谷 辰男
牧野 益規
河内 リカルド
安藤 東男
金本 孝美
岩崎 靖彦
柴田 直和
清水 光平
深谷 竜太
髙須 祐光
井草 健二
安藤 彰良
浅井 泉
牧野 格
飯島 久宜
加藤 充寛

郵便番号
444-0516
444-0009
444-0051
444-0822
444-0913
444-0201
445-0845
444-0116
444-0813
445-0071
444-2117
444-0821
444-0412
444-0004
444-0825
445-0806
444-0011
444-0822
444-0869
444-0205
444-0009
444-0075
444-2116
444-2123
444-0840
444-0907
444-2134
444-0938
444-0803
444-0703
444-0917
445-0075

住所
西尾市吉良町吉田天笠桂１０６ー１
岡崎市小呂町字１ー５６ー２
岡崎市本町通２丁目１９番地
岡崎市若松東２ー７ー３
岡崎市葵町７ー１１
岡崎市上和田町字南屋敷３４
西尾市鶴舞町８ー１
額田郡幸田町大字芦谷字仲田１４４
岡崎市羽根町字鰻池１３２
西尾市熊味町南十五夜７５ー１
岡崎市百々西町１９ー１
岡崎市庄司田２ー７ー９
西尾市一色町生田一ノ切６１ー１
岡崎市保母町字鎌研６ー１
岡崎市福岡町字下高須６６
西尾市伊藤町村４ー４
岡崎市欠町字三田田北通７ー２３
岡崎市若松東１ー１ー５
岡崎市明大寺町字出口６７ー３
岡崎市牧御堂町字水洗４１ー２
岡崎市小呂町字４ー５０
岡崎市伊賀町字西郷中８６ー２ デザインネットヴィレッジ２Ｆ
岡崎市寿町８ー５
岡崎市鴨田南町２ー６
岡崎市戸崎町字辻３４番地２
岡崎市小針町２ー１０ー６
岡崎市大樹寺１ー５ー２０
岡崎市昭和町字観音６３ー１
岡崎市美合町字入込８０ー１２
西尾市西幡豆町貝場１６
岡崎市日名西町７番地３６
西尾市戸ケ崎１ー２ー１２

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0563-32-3155 0563-32-3156
0564-23-8456 0564-23-8456
0564-26-3510 0564-26-3520
0564-51-8830 0564-51-8834
0564-73-7555 0564-73-7550
0564-54-5033 0564-73-3230
0563-56-0955 0563-65-5085
0564-63-0800 0564-63-0728
0564-53-2769 0564-53-7134
0563-53-0021 0563-57-8715
0564-28-9029 0564-28-5734
0564-73-2771 0564-73-2778
0563-72-8005 0563-73-6866
0564-47-3207 0564-47-3207
0564-53-1347 0564-53-2256
0563-64-3434 0563-64-3435
0564-28-2477 0564-28-5383
0564-54-4327 0564-54-4470
0564-25-2325 0564-25-2110
0564-73-6661 0564-52-6601
0564-65-8666 0564-65-8667
0564-66-1153 0564-66-1154
0564-24-2047 0564-73-2733
0564-24-5134 0564-24-5144
0564-53-2510 0564-71-6581
0564-32-0590 0564-32-0090
0564-65-7710 0564-65-7881
0564-33-3802 0564-34-0877
0564-51-1756 0564-52-7211
0563-62-7177 0563-62-3500
0564-23-5781 0564-23-5780
0563-54-2299 0563-54-1757

西三河支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(3)0021453-000 ウッド・アート・スタジオ㈱
知事(3)0021554-000 きたむらホーム土地
知事(2)0021650-000 シンエイ㈱
知事(2)0021655-000 大興建設㈱
知事(2)0021664-000 ㈱ジー・フェイス
知事(2)0021735-000 丸ヨ建設工業㈱
知事(2)0021742-000 稲垣不動産
知事(2)0021750-000 サイラス㈱
知事(2)0021812-000 アルファス㈱
知事(2)0021812-001 アルファス㈱ 岡崎南店
知事(2)0021812-003 アルファス㈱ 西尾店
知事(2)0021819-000 ㈱畔柳組
知事(2)0021827-000 アールアンドリュクス㈱
知事(2)0021844-000 ㈲石川興建
知事(2)0021886-000 宮地不動産
知事(2)0021897-000 ㈱ハウジングコンサルティングファーム
知事(2)0021899-000 ㈱Ｅｓｔａｔｅｐｌｕｓ
知事(2)0021905-000 Ｓａｎｏ住建
知事(2)0021906-000 ㈱生駒不動産
知事(2)0021928-000 ㈱加藤
知事(2)0021937-000 長坂建設興業㈱
知事(2)0021950-000 永田不動産
知事(2)0021960-000 ㈱ワタカコーポレーション
知事(2)0022042-000 中日㈱
知事(2)0022065-000 （資）松屋商店
知事(2)0022078-000 ㈱トチスマコーポレーション
知事(2)0022082-000 フォレスト竹川
知事(2)0022096-000 なみと不動産㈱
知事(2)0022098-000 愛和住宅㈱
知事(2)0022142-000 エサキ建設㈱
知事(2)0022156-000 吉良建設㈱
知事(2)0022187-000 ㈱エステート・ラボ

代表者名
菊地 貞次
北村 廣志
市川 博敏
手島 三治
太田 雅樹
蒲野 功樹
稲垣 威佐夫
鈴木 智順
田中 聡
朝倉 啓博
阿部 真介
畔柳 保
神代 壮一
石川 桂
大竹 茂暉
戸軽 進
太田 裕久
佐野 生弥
生駒 昌久
加藤 臣計
長坂 正志
永田 則子
渡邉 勝士
髙橋 道夫
佐々木 勝己
山本 直人
竹川 正彦
仲住 元伸
清水 博和
江崎 由美子
羽佐田 光保
上水流 信

郵便番号
444-0076
445-0873
444-0933
444-0241
444-0011
444-0840
444-0058
444-3523
444-0009
444-0201
445-0062
444-0813
444-0831
444-0103
444-0324
444-0008
444-0825
444-0826
444-0015
444-0942
444-0521
444-0325
445-0822
444-0821
444-0915
444-0840
444-3621
444-0813
445-0063
445-0862
444-0524
444-0823

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0564-73-2377 0564-21-3623
岡崎市井田町字稲場２ー１
0563-79-5970 0563-56-7661
西尾市川口町平池６６
0564-33-5311 0564-33-5312
岡崎市渡町字切戸１１
0564-55-6891 0564-55-6889
岡崎市赤渋町字本屋敷２２番地２
岡崎市欠町字三田田北通２３番地１８ イーストガーデンもみの木館Ⅰ 0564-23-8336 0564-23-8337
0564-51-1802 0564-52-3597
岡崎市戸崎町字郷畔２０番地
0564-21-3582 0564-25-7821
岡崎市魚町３４ー１４
0564-77-3772 0564-77-3772
岡崎市藤川町字西沖田６９番地
0564-65-2355 0564-65-2356
岡崎市小呂町字２ー４ー１
0564-57-1366 0564-57-1367
岡崎市上和田町字城前５１ー２
0563-55-7138 0563-55-7137
西尾市丁田町五助２５ー３ パールビル１Ｆ
0564-51-4405 0564-52-9289
岡崎市羽根町字中田５ー１１
0564-64-3966 0564-64-4009
岡崎市羽根北町５ー６ー５ 朝日ビル２Ｆ
0564-62-6795 0564-62-6999
額田郡幸田町大字大草字南川後４ー４
0563-59-8996 0563-59-8996
西尾市寺津町狐塚２７ー１
0564-26-0222 0564-26-0220
岡崎市洞町字西五位原１ー１
0564-73-3510 0564-73-3511
岡崎市福岡町字北西仲３４ー１
0564-52-7689 0564-52-7689
岡崎市若松町字西之切８９ー５
0564-24-7850 0564-24-7858
岡崎市中町１ー３ー５
0564-31-7802 0564-31-7798
岡崎市中園町字忠田４１ー１
0563-35-0501 0563-35-0504
西尾市吉良町上横須賀神ノ木２４
0563-59-8177 0563-59-3381
西尾市楠村町狐島４ー１
0563-65-5633 0563-65-5676
西尾市伊文町２６ー３
0564-52-8110 0564-54-7575
岡崎市庄司田２ー１ー２
0564-21-1050 0564-21-1055
岡崎市日名南町１７ー４ ウィル松屋６０５
0564-84-5193 0564-84-5194
岡崎市戸崎町字越舞２８ー５
0564-82-2264 0564-82-2293
岡崎市夏山町字石堂４５
0564-52-8600 0564-52-8601
岡崎市羽根町字東荒子５９ー１
0563-57-0960 0563-57-0961
西尾市今川町池端１０ー１
0563-56-8616 0563-56-8652
西尾市須田町５０
0563-32-1131 0563-32-3651
西尾市吉良町荻原川中５９
0564-57-1333 0564-57-1337
岡崎市上地６ー１ー１９ 明友ビル１０１
住所

西三河支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(2)0022202-000 イヨダ土地
知事(2)0022207-000 ㈲石川総建
知事(2)0022220-000 ㈱ハッピー住まいる
知事(2)0022229-000 （同）ほーむさぽーと
知事(2)0022254-000 ㈱まるいし不動産
知事(2)0022266-000 ふじ不動産
知事(2)0022297-000 三洲不動産
知事(2)0022338-000 ㈱深谷工務所
知事(2)0022385-000 ㈱新日本建設
知事(2)0022387-000 アーキテックス㈱
知事(2)0022387-001 アーキテックス㈱ 西尾ショールーム
知事(2)0022387-002 アーキテックス㈱ 岡崎ショールーム
知事(2)0022395-000 矢作不動産
知事(2)0022421-000 ㈱ａーＮｅｔ
知事(2)0022437-000 本多不動産
知事(2)0022452-000 ㈲アドバン
知事(2)0022507-000 みなと不動産
知事(2)0022557-001 ㈱ニットー セブンハウス事業部
知事(2)0022583-000 ㈱エリアプランナーズ岡崎
知事(2)0022619-000 ㈱三州
知事(2)0022625-000 小林不動産
知事(2)0022650-000 ㈱ＪＩＮ
知事(2)0022651-000 西尾中古住宅センター㈱
知事(2)0022662-000 ㈱コアラホーム
知事(2)0022708-000 ＮＳ開発㈱
知事(2)0022744-000 ＯＫ住宅㈱
知事(2)0022779-000 ㈱くろやなぎ不動産
知事(2)0022797-000 御幸不動産㈱
知事(2)0022818-000 ㈱シンエーコーポレーション
知事(2)0022830-000 ㈱日晶工業
知事(2)0022845-000 ㈱アスリート
知事(2)0022881-000 ミネルバ不動産㈱

代表者名
伊豫田 哲
石川 剛
久保田 泰幸
竹谷 安佐子
柴田 信正
藤田 広行
渡邊 充孝
深谷 宣一
池田 慎司
近藤 剛
加藤 秀幸
井手 将
永田 和正
有島 忠
本多 靖司
山下 忠輝
三浦 才顕
吉田 幸巨
鈴木 美能治
土岩 正孝
小林 幸男
中村 和仁
岡田 淳一
寺地 保幸
松浦 直美
鈴木 貴彦
黒柳 正
近藤 俊英
岡村 隆幸
杉浦 広秋
髙橋 淳
安藤 裕希

郵便番号
444-2134
444-0011
444-0833
444-0113
444-0871
444-0825
445-0046
444-0704
444-0113
444-0822
445-0811
444-0831
444-0943
444-0915
444-0202
444-0922
444-0703
444-0845
444-0825
444-3626
444-0116
444-0047
445-0853
444-0007
444-0817
444-0942
444-0205
444-2136
444-0071
444-0802
444-0007
444-0913

住所
岡崎市大樹寺３ー６ー２８
岡崎市欠町字足延４ー１ オーラム東岡崎２０６
岡崎市柱曙３ー７ー１２
額田郡幸田町大字菱池字錦田１０
岡崎市大西１ー１１ー１
岡崎市福岡町字菱田４１ー１
西尾市須脇町大境３４
西尾市鳥羽町姫山１７
額田郡幸田町大字菱池字大山１５ー１
岡崎市若松東２ー２ー１６
西尾市道光寺町堰板６ー５
岡崎市羽根北町２ー１ー４
岡崎市矢作町字尊所５９ー１
岡崎市日名南町１８ー５ 三峯ビル２Ｆ
岡崎市宮地町字郷東１ー１
岡崎市八帖南町２ー２ー１１
西尾市西幡豆町大塚１１ー１０
岡崎市六名南２ー１ー１０
岡崎市福岡町字南藤六２１ー１
岡崎市桜井寺町字郷野３１ー６
額田郡幸田町大字芦谷字福田８１ー２
岡崎市八幡町２ー６２
西尾市桜木町４ー２５
岡崎市大平町字薮下１８ー１
岡崎市不吹町１ー１７４
岡崎市中園町字欠間４２ー４
岡崎市牧御堂町字油田１９
岡崎市上里２ー５ー１１
岡崎市稲熊町字１ー２
岡崎市美合町字三ノ久保４６ー１
岡崎市大平町字天神前１
岡崎市葵町４ー１

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0564-24-1086 0564-24-1657
0564-65-5770 0564-65-5771
0564-64-3005 0564-64-3006
0564-77-7776 0564-63-2475
0564-21-1325 0564-21-1385
0564-74-9876 0564-74-9877
0563-56-3270 0563-56-6136
0563-62-2690 0563-62-2727
0564-62-2201 0564-62-2032
0564-71-5300 0564-58-0525
0563-55-0570 0563-55-0572
0564-57-1178 0564-57-8362
0564-31-3244 0564-31-3244
0564-65-7180 0564-65-7190
0564-83-5504 0564-83-5537
0564-65-2987 0564-65-3019
0563-62-2303 0563-62-5480
0564-52-0007 0564-58-3861
0564-74-2525 0564-74-2526
0564-82-2231 0564-82-2231
0564-63-1548 050-3737-5270
0564-22-2022 0564-65-8585
0563-53-5228 0563-53-5229
0564-65-7531 0564-65-7530
0564-64-5377 0564-64-5388
0564-83-6608 0564-83-6607
0564-64-5727 0564-64-5728
0564-24-3600 0564-24-3605
0564-73-3151 0564-21-9448
0564-59-1718 0564-59-1720
0564-64-2033 0564-23-1787
0564-64-6099 0564-64-6098

西三河支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(2)0022882-000 ㈱豊守
知事(1)0022931-000 （同）らいふ
知事(1)0022965-000 吉良不動産吉良北部
知事(1)0023010-000 ㈱西尾土地管理
知事(1)0023030-000 ㈲Ｔーｓｔｙｌｅ
知事(1)0023062-000 ㈱ＡＲＥ
知事(1)0023069-000 ㈱バサラホーム
知事(1)0023083-000 ジーエー㈱
知事(1)0023114-001 ㈱葵．トラスト 岡崎支店
知事(1)0023128-000 ㈱メディケアステーション
知事(1)0023186-000 愛知ベース工業㈱
知事(1)0023190-000 ㈱西尾地域開発
知事(1)0023196-000 ㈱ＢＯＳＴＯＮーＢＡＧ
知事(1)0023221-000 ㈱ＨＩＥＳ
知事(1)0023227-000 ㈱グランドギャラリー
知事(1)0023248-000 ㈱愛知県不動産仲介センター
知事(1)0023272-000 ㈱クルティーボ
知事(1)0023357-000 ㈱ＰＲＩＤＥ不動産
知事(1)0023358-000 フォレストファーム㈲
知事(1)0023366-000 ㈱エルエル
知事(1)0023367-000 やまもと不動産
知事(1)0023386-000 鈴木不動産コンサルタント
知事(1)0023403-000 ハウジングコンサルタント㈱
知事(1)0023411-001 ㈱Ｍｏｄｅｒｎ Ｌｅａｓｉｎｇ 部屋マーケット岡崎店
知事(1)0023418-000 第一住宅㈱
知事(1)0023421-000 ㈱レナトス
知事(1)0023423-000 若松エステイト（同）
知事(1)0023424-000 ㈱榊原設計室
知事(1)0023429-000 ㈱ＨＯＭＭＡ
知事(1)0023437-000 三城建材協商㈱
知事(1)0023455-000 トヨオカ地所
知事(1)0023463-000 井澤不動産

代表者名
倉光 勇人
田中 昌幸
加藤 隆広
本多 淳
都築 琢実
飯田 裕
松原 朝美
長坂 享明
相澤 伸介
壁谷 順一
長坂 光晃
鈴木 一実
近藤 芳史
小林 晃久
司馬 健
野村 幸寿
三輪 桂介
羽佐田 篤史
宇野 伸太朗
岩瀬 隆義
山本 英弘
鈴木 和導
落合 敏彦
小林 恵美
荻須 勝好
倉橋 保憲
佐野 典夫
榊原 浩二
本間 毅
三城 尚寛
髙橋 英二
井澤 孝司

郵便番号
444-0916
444-0942
444-0521
445-0072
444-0113
444-0931
444-0813
444-0122
444-0858
444-0840
444-3523
445-0891
444-0825
444-3524
444-0007
444-0202
444-0032
445-0811
444-2149
444-0201
444-0324
445-0043
444-2123
444-0044
444-0864
444-3505
444-0826
445-0814
444-0863
444-0863
444-0845
444-0064

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0564-64-6862 0564-64-6907
岡崎市日名本町１０ー５
0564-34-3662 0564-34-3662
岡崎市中園町字池田２４ー１
0563-35-3388 0563-35-0500
西尾市吉良町上横須賀神田２ー１
0563-65-6100 0563-65-6110
西尾市徳次町下十五夜３７
0564-77-6380 0564-62-4623
額田郡幸田町大字菱池字新田９０
0564-64-7887 0564-64-7888
岡崎市大和町字荒田３６ー１ 大和ビレッジＡー１０２
0564-57-2150 0564-57-2151
岡崎市羽根町字池脇６ー１ ＫＮビル２０３
0564-73-0007 0564-73-0008
額田郡幸田町大字六栗字竹ノ下２８ー１
0564-64-2513 0564-64-2514
岡崎市上六名２ー７ー１２
岡崎市戸崎町字牛転１０ー９１ ハートケアメゾンみなみの風竜美丘３Ｆ 0564-83-6911 0564-83-6921
0564-59-2338 0564-59-2358
岡崎市藤川町字北荒古１５ー１
0563-55-7172 0563-55-7173
西尾市下町神明下７４
0564-73-5350 0564-51-9087
岡崎市福岡町字岩ケ崎８
0564-54-6377 0564-54-6588
岡崎市竜泉寺町字上野中１０９ー１
0564-73-0630 0564-73-0631
岡崎市大平町字榎田１０
0564-58-8633 0564-58-8611
岡崎市宮地町字北浦４０
0564-77-0732 0564-77-4227
岡崎市門前町１ー３０ 近藤第１ビル１Ｆ
0563-65-3456 0563-65-3458
西尾市道光寺町堰板２１ー８ ＰＲＩＤＥ Ｂ．Ｌ．Ｄ ２Ｆ
0564-45-4923 0564-45-4170
岡崎市細川町字長原１０５ー１
0564-53-8511 0564-53-8515
岡崎市上和田町字南天白５ー１
0563-59-2010 0563-59-2017
西尾市寺津町西市場１
0563-56-4830 0563-56-4830
西尾市鵜ケ池町茅場４７
0564-65-8655 0564-65-8656
岡崎市鴨田南町２ー９ 威光ビル１０１
0564-65-3335 0564-65-3337
岡崎市康生通南１ー２２
0564-21-7200 0564-21-7203
岡崎市明大寺町字川端１３
0564-48-8481 0564-48-8481
岡崎市本宿町字古新田４１ー２
0564-52-4658 0564-52-4658
岡崎市若松町字北之切１１６ー１
0563-54-3664 0563-75-0390
西尾市新屋敷町４１ー１
0564-27-1513 0564-27-1512
岡崎市東明大寺町１１ー２
0564-21-8668 0564-21-8722
岡崎市東明大寺町１０ー１３
0564-73-1760 0564-73-1761
岡崎市六名南１ー５ー６
0564-21-4457 0564-21-4457
岡崎市城北町９ー３
住所

西三河支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(1)0023520-000 クローバー不動産㈱
知事(1)0023559-000 城下町不動産
知事(1)0023700-000 ㈱新和不動産
知事(1)0023705-000 ダイイチガスコム㈱
知事(1)0023710-000 イクス㈱
知事(1)0023751-000 東海リスクマネジメント㈲
知事(1)0023776-000 栄コンサルタント㈱
知事(1)0023841-000 ㈱住まい工房ストローハット
知事(1)0023920-000 （同）Ｌａｎｄｓｃａｐｅ
知事(1)0023973-000 拓 興
知事(1)0023995-000 ㈱イトキ
知事(1)0024042-000 ㈱安藤建築
知事(1)0024046-000 ㈱アセットコンサルティング
知事(1)0024047-000 ㈱ヤマサ
知事(1)0024104-000 丸徳不動産
知事(1)0024138-000 ㈱ブルーアロー
知事(1)0024170-001 ㈱アールプランナー不動産 岡崎店
知事(1)0024185-000 ㈱ウッドボ
知事(1)0024189-000 ㈱ジェープラス
知事(1)0024211-000 ㈱Ｂｒｉｇｈｔ
知事(1)0024248-000 ㈱ＣＯＮＣＥＮＴ不動産
知事(1)0024252-000 ㈲マルヤス土木
知事(1)0024290-000 檀建築設計㈱
知事(1)0024291-000 オフィス結愛
知事(1)0024307-000 ㈱アイラ
知事(1)0024312-000 Ｌａ Ｍａｉｓｏｎ㈱
知事(1)0024318-000 ㈱ウチダ工務店
知事(1)0024326-000 コンサルティエ㈱
知事(1)0024332-000 ㈱Ｙｖｏｎｎｅ
大臣(15)0000245-033 大和ハウス工業㈱ 岡崎支店
大臣(13)0002018-017 ㈱ニッショー 岡崎支店
大臣(13)0002018-036 ㈱ニッショー 岡崎南支店

代表者名
杉浦 哲哉
川原 季城
河村 友貴
浅野 眞良
深田 崇志
矢頭 專一
市川 貞弘
佐沢 浩則
長坂 小友美
太田 伸篤
伊藤 敦
安藤 喜美人
坂本 拓郎
服部 良男
宮本 昌幸
鳥居 恵美子
金子 大輔
加藤 邦友
加藤 充寛
小阪 知宏
岡本 憲明
鈴木 泰光
石川 雅規
近藤 由太
岩月 渉
田中 求
内田 智仁
鈴木 裕也
外山 鏡
黒井 克宣
深谷 龍樹
山岸 初規

郵便番号
444-2135
444-0864
445-0872
444-0006
444-0814
444-2135
444-2149
444-0202
444-0841
444-0933
444-2112
444-0516
444-0834
444-8691
444-0063
444-0815
444-0854
444-0113
445-0075
444-0858
444-0205
444-0316
444-0802
445-0074
444-0071
444-0854
444-0802
444-3515
444-0825
444-0874
444-0860
444-0813

住所
岡崎市大門５ー２
岡崎市明大寺町字衣下道１０７
西尾市矢曽根町赤地１４
岡崎市丸山町字丸山腰１ー４
岡崎市羽根町字小豆坂３ ウイングタウン岡崎１Ｆ
岡崎市大門４ー５ー２
岡崎市細川町字長原４６ー５４
岡崎市宮地町字郷東１ー１
岡崎市戸崎町字藤狭３３ー１ １Ｆ
岡崎市渡町字宮西１１ １Ｆ
岡崎市東阿知和町字乗越６ー１
西尾市吉良町吉田東郷９
岡崎市柱町字東荒子２１０ ＤＥＶＩＣＥ ＢＬＤＧ ３０３
岡崎市羽根町字若宮３０
岡崎市元能見町１６０
岡崎市羽根町字陣場３０３
岡崎市六名本町２ー２８
額田郡幸田町大字菱池字錦田６ー１
西尾市戸ケ崎１ー２ー１４
岡崎市上六名２ー１１ー１５
岡崎市牧御堂町字溝畔１４ー１ １Ｆ
西尾市羽塚町西新田１３ー１
岡崎市美合町字中長根３６ー７１２ １Ｆ
西尾市戸ケ崎町広美８７
岡崎市稲熊町字後田３７ー５
岡崎市六名本町１１ー１５
岡崎市美合町字八ケ尻８ー１６
岡崎市桑谷町字堀切５ー１
岡崎市福岡町字峠２ー４
岡崎市竜美南１ー１ー８
岡崎市明大寺本町４ー２８
岡崎市羽根町東荒子８９ー２

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0564-64-1092 0564-24-3292
0564-79-2684 03-6740-6130
0563-57-3377 0563-57-3658
0564-23-1255 0564-23-8100
0564-47-7744 0564-47-8844
0564-24-1975 0564-27-1575
0564-64-1537 0564-64-1597
0564-64-2252 0564-64-2866
0564-79-5505 0564-53-0504
0564-31-3991 0564-32-0913
0564-46-3777 0564-46-2222
0563-32-3988 0563-32-3588
0564-57-1066 0564-72-2274
0564-55-9833 0564-55-9834
0564-22-0432 0564-22-0224
0564-72-5400 0564-72-5399
0564-64-5501 0564-64-5502
0564-64-9911 0564-64-9912
0563-75-0312 0563-75-0312
0564-58-7222 0564-73-4469
0564-64-3266 0564-64-3267
0563-65-8010 0563-65-8017
0564-54-4036 0564-54-4069
0563-77-6481 0563-77-6481
0564-26-0091 0564-26-0091
0564-83-8960 0564-83-8894
0564-51-3391 0564-53-8628
0564-74-0465 0564-79-8278
0564-51-6233 0564-51-6233
0564-54-2111 0564-54-2217
0564-22-8200 0564-22-8205
0564-58-1511 0564-58-1811

西三河支部 会員名簿
免許番号
商号
大臣(13)0002018-046 ㈱ニッショー 西尾・碧南支店
大臣(11)0002744-003 サーラ住宅㈱ 名古屋東支店
大臣(10)0002961-018 積水ハウス不動産中部㈱ 岡崎賃貸営業所
大臣(10)0002961-020 積水ハウス不動産中部㈱ 岡崎営業所

大臣(9)0003284-087
大臣(8)0003942-001
大臣(6)0005326-026
大臣(6)0005463-010
大臣(4)0006157-036
大臣(4)0006182-006
大臣(4)0006857-069
大臣(4)0006857-072
大臣(3)0007260-002
大臣(3)0007592-009
大臣(2)0008014-002
大臣(2)0008475-014
大臣(2)0008694-001
大臣(1)0009118-000
大臣(1)0009346-000
大臣(1)0009346-002
大臣(1)0009346-007
大臣(1)0009346-009
大臣(1)0009346-019
大臣(1)0009346-021

一建設㈱ 岡崎営業所
中電不動産㈱ 岡崎支社
日本住宅㈱ 名古屋支店
㈱ブルーボックス 岡崎支店
㈱アーネストワン 岡崎営業所
日本管財㈱ 岡崎支店
タマホーム㈱ 西尾店
タマホーム㈱ 岡崎店
㈱エサキホーム 岡崎支店
セキスイハイム中部㈱ 名古屋東支店

㈱インフィルプラス 岡崎店
フリーダムアーキテクツデザイン㈱ 岡崎事務所

ネクストイノベーション㈱ 岡崎営業所

㈱ＪＩコンサルティング
㈱不動産ＳＨＯＰナカジツ
㈱不動産ＳＨＯＰナカジツ 西尾・碧南店

㈱不動産ＳＨＯＰナカジツ 岡崎北店
㈱不動産ＳＨＯＰナカジツ 不動産買取部

㈱不動産ＳＨＯＰナカジツ 岡崎本店
㈱不動産ＳＨＯＰナカジツ 住いナビ店

代表者名
酒井 和也
渡辺 雅巳
加藤 歳之
竹田 和正
伊藤 大
一見 明彦
新井 洋平
伊藤 亜矢
村田 賢一
藤島 俊司
石川 嶺
神戸 幸治
玉岡 龍
佐藤 孝仁
山口 昌孝
小西 弘恭
玉井 一哉
武藤 功史
鳥居 守
渋沢 祥平
古山 恭介
池戸 克至
近藤 直茂
北原 進悟

郵便番号
445-0894
444-2121
444-0875
444-0875
444-0833
444-0076
444-0044
444-0840
444-0038
444-0908
445-0851
444-2121
444-0031
444-0044
444-0879
444-0044
444-0803
444-0835
444-0832
445-0894
444-0068
444-0813
444-0831
444-0831

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0563-54-8400 0563-54-8402
西尾市上町泡原１６ー１
0564-23-1167 0564-22-4386
岡崎市鴨田町字広元１９４ー１
0564-55-8262 0564-55-8440
岡崎市竜美西１ー１０ー２
0564-55-2104 0564-55-3694
岡崎市竜美西１ー１０ー２
0564-59-2098 0564-54-2528
岡崎市柱曙３ー１０ー１３
0564-21-5017 0564-24-4347
岡崎市井田町字鎌研３３
0564-65-3111 0564-65-3116
岡崎市康生通南３ー３ マルワビル４Ｆ
0564-59-3881 0564-59-3882
岡崎市戸崎町字榎ケ坪２８ー２
0564-65-5388 0564-65-5301
岡崎市伝馬通３ー４１ 藤和シティコープ伝馬通１Ｆ
岡崎市橋目町字中新切１ 三菱自動車工業㈱岡崎本館３Ｆ 0564-31-3351 0564-31-9475
0563-64-3344 0563-53-0770
西尾市住吉町７ー５ー１
0564-65-5611 0564-65-5612
岡崎市鴨田町所屋敷２８ー１
0564-66-1183 0564-66-1184
岡崎市梅園町字３ー１０ー１
0564-25-1231 0564-25-1337
岡崎市康生通南３ー１１ 岡崎東ビル１Ｆ
0564-55-4100 0564-55-4106
岡崎市竜美中２ー２ー１８
0564-22-6095 0564-22-6096
岡崎市康生通南２ー５４ー１ カーニープレイス岡崎２Ｆ
052-747-5110 0564-83-7031
岡崎市美合町字入込６８ ハウスプラザ岡崎Ｎｏ３
0564-64-2021 0564-64-7706
岡崎市城南町１ー１ー９
0564-55-0015 0564-72-8485
岡崎市羽根東町３ー３ー９
0563-64-0008 0563-64-0303
西尾市上町泡原１１ー２
0564-66-1005 0564-66-1006
岡崎市井田南町２ー２
0564-64-0155 0564-64-0255
岡崎市羽根町字池脇２４ー６ ２Ｆ
0564-58-0999 0564-58-0977
岡崎市羽根北町５ー６ー５
0564-47-7899 0564-58-0997
岡崎市羽根北町５ー６ー５
住所

