西尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(15)0001898-000 西春師勝土地㈱
知事(15)0001898-001 西春師勝土地㈱ 師勝店
知事(15)0002914-000 ㈱八丁商会
知事(15)0003027-000 ㈱サンジョーホーム
知事(15)0003205-000 ミツイ開発㈱
知事(14)0003941-000 一宮不動産㈱
知事(14)0004312-000 大稲不動産
知事(14)0004329-000 豊山不動産
知事(14)0004480-000 上野不動産事務所
知事(14)0004558-000 チュ―キョウ㈱
知事(14)0004677-000 ㈱船坂製材所
知事(14)0004684-000 名岐土地㈱
知事(14)0004828-000 大島不動産
知事(14)0004887-000 ㈱日拓
知事(14)0005035-000 ㈱大成不動産
知事(13)0005590-000 ことぶき住宅㈱
知事(13)0005741-000 愛商不動産㈱
知事(13)0006258-000 西松土地開発（資）
知事(13)0006325-000 ハウジング真清不動産㈱
知事(13)0006512-000 ㈱松尾
知事(13)0007297-000 宮川商事㈱
知事(13)0007402-000 ㈱中村工業
知事(13)0007595-000 森栄不動産
知事(13)0007597-000 丸石毛織㈱
知事(12)0007824-000 ユニ不動産
知事(12)0008064-000 今飯田不動産㈱
知事(12)0008097-000 木全建築設計不動産部
知事(12)0008099-000 ㈱産経住宅
知事(12)0008202-000 松久住宅
知事(12)0008271-000 光洋ホーム㈱
知事(12)0008349-000 牧昇土地㈱
知事(12)0008374-000 ㈱志賀工務店

代表者名
沖野 満
杉野 順一
森山 隆徳
小澤 俊哉
森下 一
森 俊夫
稲川 弘
山下 多津枝
上野 善正
森 正一
舩坂 利憲
鈴木 幸光
大島 弘雄
日置 八重子
小島 万太朗
神戸 洋一
江嵜 順子
西松 政雄
加藤 智久
松尾 貴弘
宮川 明美
中村 武弘
森 利弘
石原 重孝
荻巣 玲子
今飯田 勝彦
木全 紘一
山守 照正
松久 文子
木下 深雅
阿部 英幸
鈴木 亜樹久

郵便番号
481-0033
481-0004
491-0862
494-0003
492-8137
491-0858
491-0078
480-0202
480-0202
491-0858
493-0001
481-0045
490-1314
491-0911
491-0859
491-0034
481-0004
452-0962
491-0832
452-0002
493-0004
491-0002
494-0005
494-0002
491-0873
481-0002
491-0923
481-0011
491-0051
491-0813
481-0041
481-0013

住所
北名古屋市西之保清水田２５
北名古屋市鹿田南蒲屋敷６８３
一宮市緑５ー２ー３０
一宮市三条字賀３７ー１
稲沢市国府宮２ー５ー５
一宮市栄３ー７ー１５
一宮市松降通７ー２
西春日井郡豊山町大字豊場字高前７ー２
西春日井郡豊山町大字豊場字伊勢山１６０ー ６
一宮市栄３ー３ー１１
一宮市木曽川町黒田八ノ通り５３
北名古屋市中之郷北１８
稲沢市平和町西光坊大門北２１
一宮市野口２ー１２ー１
一宮市本町１ー５ー６
一宮市浜町５ー１３
北名古屋市鹿田竹之宮１９２９ー１３
清須市春日江先２２
一宮市若竹１ー１１ー１３
清須市西枇杷島町花咲３６ー１
一宮市木曽川町玉ノ井字新屋敷四ノ切７
一宮市時之島字吹上２３ー２
一宮市西五城字須賀前９ー３
一宮市篭屋５ー２ー３４
一宮市せんい１ー７ー５
北名古屋市片場大石８５
一宮市大和町氏永３５２ー１
北名古屋市高田寺１６００ー５８
一宮市今伊勢町馬寄字西流２５ー３
一宮市千秋町町屋字花ノ木８０
北名古屋市九之坪竹田１７２ー１
北名古屋市二子双葉４３ー２

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0568-21-1211 0568-23-8787
0568-22-3333 0568-21-2115
0586-77-7122 0586-76-7060
0586-62-9988 0586-62-9989
0587-23-8111 0587-23-8115
0586-26-3363 0586-26-3366
0586-24-1121 0586-71-3115
0568-29-1705 0568-29-1708
0568-28-3344 0568-28-3036
0586-24-2851 0586-72-0255
0586-86-3615 0586-86-3818
0568-21-0105 0568-24-0791
0567-46-1587 0567-46-1587
0586-46-1234 0586-44-2450
0586-24-2655 0586-24-4830
0586-71-4941 0586-71-1413
0568-22-8882 0586-45-4433
052-401-0137 052-401-0138
0586-76-2103 0586-77-4666
052-502-2050 052-503-4919
0586-86-2861 0586-87-6339
0586-78-3251 0586-51-6726
0586-61-3700 0586-61-4864
0586-45-6578 0586-45-4476
0586-77-1437 0586-77-7712
0568-23-3323 0568-25-4780
0586-44-5171 0586-44-5171
0568-48-3405 0568-23-5575
0586-43-1192 0586-43-1192
0586-76-7007 0586-76-7333
0568-23-0666 0568-25-3777
0568-27-7073 0568-25-3560

西尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(12)0008507-000 明治産業㈱
知事(12)0008593-000 宅見木材㈱
知事(12)0008644-000 ㈱サトーハウジング
知事(12)0008815-000 東海殖産
知事(12)0009111-001 ㈱波多野工務店 ウチカエル
知事(12)0009157-000 木曽川不動産㈲
知事(12)0009291-000 ㈱ハヤシ美建
知事(12)0009341-000 ㈲後藤聡業
知事(12)0009357-000 丸加地所
知事(2)0009624-000 ㈱富士不動産
知事(11)0009651-000 ㈲いわと不動産
知事(11)0009750-000 ㈱日章不動産
知事(11)0010107-000 ㈱材兼商店
知事(11)0010155-000 安田工機㈱
知事(11)0010182-000 東陽住建㈱
知事(11)0010218-000 ㈱三昭堂
知事(11)0010229-000 ㈲森部不動産
知事(11)0010285-000 丸玉不動産
知事(11)0010433-000 石田不動産
知事(11)0010452-000 ㈱スギウラ
知事(11)0010534-000 間宮不動産
知事(11)0010563-000 ㈱賀真田工務店
知事(11)0010575-000 ㈱スバス
知事(11)0010647-000 日栄住宅
知事(11)0010725-000 大宝不動産
知事(11)0010851-000 丸徳商事㈱
知事(11)0010954-000 栄商事㈱
知事(11)0011028-000 中島不動産
知事(11)0011149-000 大清建設㈱
知事(11)0011270-000 三京商事
知事(11)0011387-000 小島不動産
知事(11)0011391-000 ㈱尾張不動産会館

代表者名
梅谷 朋志
宅見 俊浩
佐藤 和生
浅野 英三
波多野 智章
青井 源八郎
林 茂
後藤 拓大
加藤 正二
寺西 正男
後藤 元夫
菱川 聖規
高野 春信
安田 卓彦
中井 修
水野 利晴
森部 洋
林 龍雄
石田 久夫
杉浦 正
間宮 三郎
賀眞田 英明
渡邊 千恵
荻巣 隆雄
伊藤 次郎
久納 英治
野田 幸一
中島 桂一
岡島 直樹
唐澤 孝雄
小島 勝之
久納 里美

郵便番号
491-0859
490-1323
491-0802
491-0376
491-0912
493-8001
491-0132
491-0811
494-0005
492-8220
491-0051
491-0835
491-0201
481-0006
491-0831
491-0835
492-8075
491-0051
495-0001
491-0831
491-0932
493-8001
481-0004
491-0913
492-8212
492-8145
491-0851
491-0821
481-0014
491-0142
452-0962
491-0918

住所
一宮市本町４ー１７ー１０
稲沢市平和町嫁振東２８
一宮市千秋町勝栗１６２
一宮市萩原町串作１５７０ー２
一宮市新生１ー１０ー２０
一宮市北方町北方字北曽根６１
一宮市大毛字光田１５
一宮市千秋町加納馬場２５５
一宮市西五城字大下４１
稲沢市前田１ー１ー１１
一宮市今伊勢町馬寄字呑光寺１１
一宮市あずら３ー９ー２３
一宮市奥町字貴船前４１
北名古屋市熊之庄石原９８
一宮市森本２ー２ー１２
一宮市あずら３ー９ー２３
稲沢市下津町西下町５９ー１
一宮市今伊勢町馬寄字御祭田３４ー３
稲沢市祖父江町祖父江内川田１７
一宮市森本５ー２８ー１２
一宮市大和町毛受字辻畑１２
一宮市北方町北方字東泉屋郷１７４
北名古屋市鹿田院田前８７
一宮市中町１ー３ー３６
稲沢市小沢４ー１６ー３５
稲沢市正明寺２ー２７ー２２
一宮市大江３ー１３ー４
一宮市丹陽町重吉６４５ー１
北名古屋市井瀬木高畑１７
一宮市浅井町河田字葉栗野３７
清須市春日県６３
一宮市末広２ー２８ー１５

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0586-71-7700 0586-73-0698
0567-46-0110 0567-46-4850
0586-77-0168 0586-77-1018
0586-68-0076 0586-68-4778
0586-52-3655 0586-52-3656
0586-87-5452 0586-87-5495
0586-51-4141 0586-51-5154
0586-77-7824 052-582-4131
0586-62-1244 0586-62-1598
0587-23-3331 0587-23-3324
0586-24-1810 0586-24-1772
0586-76-3311 0586-77-9323
0586-62-1562 0586-62-7713
0568-25-2111 0568-25-1715
0586-73-3008 0586-73-3255
0586-77-0360 0586-77-7660
0587-23-6076 0587-23-4881
0586-44-2571 0586-46-3240
0587-97-1358 0587-97-1388
0586-71-4567 0586-71-4587
0586-44-5995 0586-44-5962
0586-87-2288 0586-86-6646
0568-23-4844 0568-21-3430
0586-44-8550 0586-44-8564
0587-21-1669 0587-21-1705
0587-23-2323 0587-23-2345
0586-71-3969
0586-77-3045 0586-76-6100
0568-23-9121 0568-25-0089
0586-51-0763 0586-51-0763
052-400-4724 052-400-4724
0586-45-3515 0586-43-1160

西尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(11)0011439-000 ㈱名古屋ビジネス
知事(11)0011443-000 日愛工業㈱
知事(11)0011461-000 清原不動産
知事(11)0011499-000 昭和土建㈱
知事(10)0011585-000 ㈱服部不動産
知事(10)0011748-000 吉田建設不動産部
知事(10)0011909-000 三協不動産
知事(10)0011911-000 永田㈱
知事(10)0011985-000 ㈱親和ハウジング
知事(10)0012044-000 ㈱大矢相互不動産

代表者名
佐藤 孝平
浅井 廣樹
清原 元
尾関 栄司
服部 一夫
吉田 誠宏
中村 誠
永田 忠義
脇田 悟
水谷 順
知事(10)0012044-001 ㈱大矢相互不動産 稲沢中央営業所 水谷 博子
知事(10)0012215-000 ㈲伊藤不動産
伊藤 千尋
知事(10)0012332-000 ㈲いづみ不動産
加藤 泉
知事(10)0012337-000 栗木商事㈱
栗木 雅樹
知事(10)0012338-000 カナタ住建
金多 俊治
知事(10)0012511-000 津田商事㈱
津田 末男
知事(10)0012674-000 小川不動産
小川 恵司
知事(10)0012680-000 中野建設㈱
安井 祥人
知事(10)0012710-000 柴山住宅㈱
柴山 義彦
知事(10)0012733-000 有慶不動産
鈴木 政之
知事(9)0012779-000 ㈲スヤマ不動産
陶山 義則
知事(9)0012862-000 鬼頭不動産㈱
鬼頭 忠孝
知事(9)0013021-003 新生建設㈱ 西部支店
杉原 隆秀
知事(9)0013114-000 ㈱サンヨ―ホ―ム
苅谷 登
知事(9)0013138-000 ㈲建盛不動産
林 昌弘
知事(9)0013206-000 ㈱森パソコンサービス
森 芳樹
知事(9)0013212-000 愛知エリア土地開発㈲
脇田 芳徳
知事(9)0013357-000 熊谷不動産㈲
熊谷 健二
知事(9)0013468-000 カワイ土地
川合 譲治
知事(9)0013499-000 ㈱大崎工務店
大﨑 康正
知事(9)0013653-000 新川不動産
山田 章博
知事(9)0013786-000 ㈲名北土地
横井 良徳

郵便番号
481-0041
491-0112
491-0033
491-0062
491-0044
491-0904
492-8145
491-0911
491-0101
492-8412
492-8144
492-8185
452-0901
492-8137
452-0052
491-0832
491-0934
491-0912
481-0035
480-0201
481-0043
491-0813
452-0901
491-0042
493-0004
491-0353
491-0005
481-0004
493-0007
492-8285
452-0915
481-0006

住所
北名古屋市九之坪宮浦５４
一宮市浅井町東浅井字戌亥２７
一宮市別明町５ー２ー２
一宮市西島町５ー８
一宮市大宮２ー５ー１５
一宮市神山１ー１０ー１
稲沢市正明寺１ー１２ー１０
一宮市野口２ー１４ー５
一宮市浅井町尾関字上川田５９
稲沢市大矢町地蔵堂６０ー２
稲沢市小池３ー１２ー４
稲沢市日下部西町１ー５２ー４
清須市阿原鴨池１３ ３
稲沢市国府宮２ー６ー７ー１０１
清須市西枇杷島町辰新田３０
一宮市若竹２ー４ー１８
一宮市大和町苅安賀字山王９７ー２
一宮市新生４ー１ー７
北名古屋市宇福寺中杁１８７
西春日井郡豊山町大字青山字東川５９ー１
北名古屋市沖村西ノ郷１１３ー ２
一宮市千秋町町屋字東出３６ー１
清須市阿原星の宮１５７ スターキャッスル１０１
一宮市松降２ー８ー２５
一宮市木曽川町玉ノ井字四ツ辻西４６
一宮市萩原町萩原字寺屋敷４５ー２
一宮市西大海道字金底４
北名古屋市鹿田１７５１ ２ーＡー８１０
一宮市木曽川町外割田字上堀田３
稲沢市竹腰東町３２
清須市中河原１５２
北名古屋市熊之庄屋形３３８５ー１

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0568-21-1364 0568-21-1364
0586-51-1212 0586-51-2155
0586-72-1836
0586-24-5155 0586-73-1194
0586-72-7005 0586-71-6061
0586-45-3155 0586-45-4641
0587-21-7008 0587-21-7008
0586-45-4522 0586-43-0517
0586-78-0077 0586-78-2155
0587-36-3150 0587-36-3189
0587-24-2840 0587-24-2847
0587-23-5026 0587-23-5032
052-400-7700 052-400-7799
0587-32-2103 0587-32-2273
052-501-9443 052-501-9450
0586-77-0184 0586-77-0961
0586-45-8925 0586-45-2140
0586-45-4351 0586-46-0260
0568-23-1146 0568-24-1818
0568-29-1557 0568-29-1556
0568-23-0834 0568-23-3031
0586-76-1450 0586-77-9259
052-408-5551 052-401-5522
0586-24-4778 0586-24-7418
0586-87-5623 0586-86-2991
0586-69-6236 0586-69-6236
0586-77-8881 0586-76-6711
0568-22-8181 0568-22-8878
0586-87-0327 0586-86-6310
0587-32-6955 0587-32-0916
052-400-1516 052-400-0153
0568-23-8888 0568-23-6200

西尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(9)0013855-000 愛松建設㈱
知事(8)0013918-000 ㈱アシスト
知事(8)0013926-000 ㈲パワープランニング
知事(8)0013942-000 酒井土地建物
知事(8)0014032-000 田中不動産
知事(8)0014090-000 鈴木自動車㈱
知事(8)0014095-000 ㈱アクシス
知事(8)0014264-001 ㈱カムロ 一宮支店
知事(8)0014365-000 ㈲ダイリン
知事(8)0014366-000 ㈲安達建設
知事(8)0014384-000 ㈱鈴木建築
知事(8)0014537-000 レンタルハウスさかえ
知事(8)0014579-000 ㈲大一ホーム
知事(8)0014597-000 賛昌住建
知事(8)0014624-000 大宮不動産㈱
知事(8)0014641-000 ㈱センター住建
知事(8)0014667-000 ㈲扶桑土地
知事(8)0014692-000 丸武織布（資）
知事(8)0014713-000 新陽開発㈱
知事(8)0014740-000 ㈱東建
知事(8)0014750-000 ㈲日新不動産販売
知事(8)0014757-000 名西不動産
知事(8)0014792-000 ㈲エムケイホーム
知事(8)0014817-000 ㈲中山工務店
知事(8)0014818-000 服部商事㈱
知事(8)0014831-000 光陽企画
知事(8)0014875-000 未来開発㈱
知事(8)0015086-000 ㈲大樹
知事(8)0015137-000 ㈱アイホーム
知事(8)0015187-000 ㈱昭和不動産
知事(8)0015310-000 丸万土地㈱
知事(8)0015379-000 トマシン㈱

代表者名
細見 愛松
寺澤 立夫
安藤 英昭
酒井 眞澄
田中 正徳
鈴木 洋志
横山 竹次郎
小池 竜一
谷 裕
安達 季彦
鈴木 正義
貞平 政子
田中 俊治
菱川 信雄
大塚 俊美
高橋 治彦
脇田 教則
鬼頭 正己
奥田 雄介
長谷川 東
杉山 博信
土井 計司
亀口 実
中山 伸夫
服部 憲政
柴田 陽子
奥村 勝
廣澤 哲雄
田中 公治
山中 尊善
松岡 正記
戸松 卓治

郵便番号
492-8212
452-0901
480-0202
491-0105
493-0001
491-0201
493-0001
491-0847
491-0005
452-0003
481-0002
491-0858
491-0851
491-0831
491-0001
491-0024
491-0053
491-0806
492-8456
491-0062
491-0014
492-8272
481-0002
481-0004
492-8365
480-0202
491-0872
452-0005
492-8212
491-0831
495-0001
491-0903

住所
稲沢市小沢３ー８ー３
清須市阿原星の宮１４５ー１
西春日井郡豊山町大字豊場字野田９２
一宮市浅井町大日比野１５４１
一宮市木曽川町黒田字城西２７ー２
一宮市奥町字南目草２７ー１
一宮市木曽川町黒田字古城１６ー１
一宮市大和町宮地花池字出町裏４４ー１
一宮市西大海道字本郷９５
清須市西枇杷島町末広８６
北名古屋市片場大石３７
一宮市栄１ー７ー１３
一宮市大江３ー１２ー２１
一宮市森本２ー２５ー２８
一宮市瀬部字久込４５
一宮市富士４ー１ー４
一宮市今伊勢町本神戸字中道２８ー５
一宮市千秋町浮野字中向得２５ー１
稲沢市氷室町内新田２ー６
一宮市西島町３ー３６ー３
一宮市南小渕字吹揚６０ー１
稲沢市桜木１ー１２ー３３
北名古屋市片場新町５７ー １
北名古屋市鹿田坂巻１７６
稲沢市一色下方町６５
西春日井郡豊山町大字豊場字神戸１９３
一宮市平安１ー３ー１２
清須市西枇杷島町恵比須４１ー１
稲沢市小沢３ー８ー３
一宮市森本４ー１８ー３３
稲沢市祖父江町祖父江高熊４７
一宮市八幡３ー８ー２９

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0587-24-0611 0587-24-0619
052-409-1678 052-409-0052
0568-28-3933 0568-28-3989
0586-78-4943 0586-78-1999
0586-86-2275 0586-87-1275
0586-62-2255 0586-62-2258
0586-86-2779 0586-58-5038
0586-85-8849 0586-85-8809
0586-77-0117
052-506-9411 052-503-1109
0568-23-8766 0568-23-8764
0586-73-1144 0586-71-0213
0586-73-1225 0586-73-1189
0586-73-4917 0586-73-1104
0586-78-6088 0586-51-2119
0586-71-1187 0586-73-5240
0586-24-2311 0586-23-2567
0586-77-2528 0586-77-2529
0587-36-4558 0587-36-5237
0586-72-8668 0586-24-5888
0586-76-7587 0586-76-7939
0587-21-4191 0587-23-7997
0568-21-2558 0568-25-1668
0568-22-2019 0568-22-2137
0587-36-4578 0587-36-0629
0568-28-0230 0568-28-0610
0586-81-6016 0586-81-6017
052-501-1122 052-503-5075
0587-34-1781 0587-24-0617
0586-72-9700 0586-72-1117
0587-97-0175 0587-97-5638
0586-45-8281 0586-45-8283

西尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(8)0015460-000 太田不動産
知事(7)0015511-000 ㈲幸成
知事(7)0015558-000 森田住宅
知事(7)0015628-000 ㈲藤原不動産
知事(7)0015648-000 ㈱ミヨシテレック
知事(7)0015747-000 ㈱井清不動産
知事(7)0015747-001 ㈱井清不動産 一宮店
知事(7)0015748-000 ㈲指英商店
知事(7)0015751-000 ㈲マル洋服部相互不動産
知事(7)0015787-000 ㈲名都住建
知事(7)0016003-000 大榮繊維㈱
知事(7)0016072-000 ㈲東大不動産
知事(7)0016139-000 林不動産
知事(7)0016175-000 ㈲野村不動産
知事(7)0016185-000 ㈲寺本不動産事務所
知事(7)0016189-000 ㈱岩田組
知事(7)0016498-000 ㈲増田総合事務所
知事(7)0016618-000 ㈱三鴨地所
知事(7)0016632-000 ㈱愛北リース
知事(7)0016838-000 高橋事務所
知事(7)0016855-000 ㈱音羽ホーム
知事(6)0016912-000 アサカホーム
知事(6)0016946-000 ㈱大阪屋
知事(6)0016962-000 ㈲ビレイパレス
知事(6)0017086-000 ㈱フタムラ建材店
知事(6)0017087-000 ㈲ラムダ
知事(6)0017102-000 川延不動産㈱
知事(6)0017105-000 ㈱桂工務店
知事(6)0017120-000 エイワ建設㈲
知事(6)0017153-000 ㈱アイギメンテナンス
知事(6)0017161-000 眞栄土地㈲
知事(6)0017207-000 ミズボウ㈱

代表者名
太田 幸義
児島 俊宏
森田 敏次
木村 康之
野田 信二
井浪 清一
井浪 清一
大塚 学
服部 洋一
服部 正允
脇田 英邦
横井 正司
林 定幸
野村 信治
寺本 孝徳
岩田 京子
増田 ちづ子
三鴨 誠一
岡村 正太
髙橋 圭一郎
木村 将典
加藤 満
前田 昌樹
小澤 一夫
二村 友佳子
伊藤 裕彦
川延 耕一
桂木 法男
川島 英稔
安田 将基
森下 眞吉
水野 高良

郵便番号
491-0914
495-0024
452-0908
491-0011
494-0001
493-0007
491-0931
494-0001
492-8441
481-0039
491-0046
495-0001
491-0871
491-0837
452-0947
491-0852
491-0844
494-0003
481-0006
494-0001
491-0852
491-0352
452-0931
492-8212
452-0905
491-0914
493-8003
491-0811
491-0053
452-0962
452-0941
493-0001

住所
一宮市花池４ー１ー２
稲沢市祖父江町野田山中３８
清須市寺野池端１３ー１
一宮市柚木颪字柚木２４
一宮市開明字郷東２０ー１
一宮市木曽川町外割田四の通り７７
一宮市大和町馬引字三味北１４ー１
一宮市開明字新田沼２３ー２
稲沢市福島町中之町９ー１
北名古屋市法成寺蚊帳場９５ー １
一宮市天王３ー１ー２６
稲沢市祖父江町祖父江下沼１５９
一宮市浅野字野口９ー３
一宮市多加木２ー１ー７
清須市花水木１ー１０ー１８
一宮市大志２ー２ー７
一宮市八町通２ー１７ー７
一宮市三条字賀１１１ー１
北名古屋市熊之庄御榊３ー１
一宮市開明字小原道北２７
一宮市大志１ー５ー３
一宮市萩原町富田方字郷中１１８ー２
清須市一場１３８５
稲沢市小沢４ー４ー１５
清須市須ケ口３１６
一宮市花池２ー２６ー１５
一宮市北方町中島字南辻ノ内１３ー１
一宮市千秋町加納馬場字米野６ー２
一宮市今伊勢町本神戸字目久井１０
清須市春日砂賀東１３６
清須市西市場４ー１１ー １
一宮市木曽川町黒田字城西３７

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0586-45-1068 0586-44-3200
0587-97-7393 0587-97-0039
052-400-0701 052-400-8866
0586-77-3758 0586-77-3768
0586-45-3189 0586-45-4116
0586-87-5522 0586-87-5523
0586-47-4447 0586-47-4448
0586-45-5946 0586-45-5958
0587-36-5553 0587-36-4577
0568-23-4949 0568-25-9687
0586-45-3008 0586-45-3008
0587-98-2200 0587-98-2200
0586-77-7397 0586-77-9663
0586-72-0234 0586-72-2172
052-409-6707 052-409-6394
0586-71-4646 0586-71-5461
0586-73-1026 0586-23-2235
0586-61-7041 0586-62-0555
0568-25-9186 0568-25-9187
0586-61-7101 0586-62-7899
0586-23-3630 0586-73-0230
0586-69-1668 0586-69-1668
052-400-3215 052-401-1221
0587-24-1626 0587-24-1716
052-400-3636 052-400-3639
0586-46-6667 0586-46-6660
0586-86-6026 0586-87-2890
0586-85-5214 0586-85-5274
0586-73-6058 0586-73-0410
052-409-5811 052-409-2430
052-400-0011 052-400-1168
0586-86-6121 0586-86-6125

西尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(6)0017274-000 ㈱山新工務店
知事(6)0017359-000 愛和住宅販売㈲
知事(6)0017370-000 ㈱ミヤコホーム
知事(6)0017607-000 石垣瓦工業㈱
知事(6)0017702-000 ケンコーホーム㈱
知事(6)0017720-000 ㈱旭勲工務店
知事(6)0017732-000 トップハウジング㈱
知事(6)0017752-000 ㈲クリック
知事(6)0017763-000 ㈲天池不動産
知事(6)0017845-000 ㈱トマト不動産
知事(5)0017901-000 ㈲川井工務店
知事(5)0017917-000 ㈱アオキ開発
知事(5)0018013-000 ベストハウス
知事(5)0018071-000 ㈱シモムラ・プランニング社
知事(5)0018074-000 平松織布㈱
知事(5)0018132-000 ㈱不動産の水谷
知事(5)0018132-001 ㈱不動産の水谷 国府宮駅前支店
知事(5)0018209-000 ㈱Ｕコーポレーション
知事(5)0018234-000 クマザワ産業
知事(5)0018251-000 井浪地所
知事(5)0018312-000 ㈲和田総合事務所
知事(5)0018351-000 北島不動産㈱
知事(5)0018500-000 ㈱鵜飼土地開発
知事(5)0018598-000 小谷合同事務所
知事(5)0018712-000 ㈲サンコーホーム
知事(5)0018717-000 ㈲菱川不動産事務所
知事(5)0018757-000 ㈲住建三喜
知事(5)0018764-000 ㈱八神工務
知事(5)0018835-000 ㈲田中悦不動産
知事(5)0018890-000 林観不動産
知事(5)0018906-000 ㈱エム・ビー・シー
知事(5)0018936-000 ㈲アール・イー・アール

代表者名
日下 靖雄
市川 良三
稲垣 均
石垣 勝弘
橋本 由希子
旭 直子
岩村 清司
加藤 正史
箕浦 妙子
土本 茂
川井 一成
青木 幸一
恒川 正明
下村 芳保
平松 正輝
水谷 修二
山口 正人
鵜飼 重雄
安仲 康博
井浪 實
和田 彌一郎
林 久嗣
鵜飼 繁暢
小谷 修作
山口 美佳
菱川 一
田中 和子
八神 秀隆
田中 悦次
林 孝幸
牧野 信也
岩田 浩昭

郵便番号
492-8227
452-0015
491-0366
494-0018
492-8267
491-0364
491-0871
452-0021
492-8283
493-8001
491-0861
491-0113
491-0376
491-0042
491-0811
492-8213
492-8208
491-0371
491-0916
493-0007
491-0832
492-8137
491-0042
491-0916
491-0001
491-0125
495-0011
452-0914
491-0842
492-8233
491-0917
493-8003

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0587-21-0436 0587-23-7368
稲沢市奥田白山町７０
052-325-7061 052-325-7065
清須市西枇杷島町泉２６
0586-68-5555 0586-68-5255
一宮市萩原町河田方字三味浦１ー１
0586-62-7359 0586-62-0177
一宮市冨田２２６
0587-22-8020 0586-82-5533
稲沢市船橋町屋敷７４４ グリンパークやしき１０３
0586-69-7155 0586-69-4805
一宮市萩原町中島字番所４７
0586-76-8020 0586-76-8123
一宮市浅野字青石７ー５
052-505-5224 052-505-5264
清須市西枇杷島町小田井２ー７ー６
0587-24-4540 0587-24-4547
稲沢市天池浪寄町１０３ー２
0586-87-7441 0586-87-7443
一宮市北方町北方字宮浦１０６ー２
0586-71-7071 0586-72-8060
一宮市泉１ー２ー２０
0586-51-5776 0586-78-3856
一宮市浅井町西浅井字郷西２７
一宮市萩原町串作字松本１７ー１ ハイレジデンス萩原苑 0586-69-6935 0586-69-6934
0586-85-9747 0586-85-9748
一宮市松降２ー９ー１１
0586-77-5111 0586-77-5113
一宮市千秋町加納馬場１９７５
0587-23-2300 0587-22-0066
稲沢市高御堂１ー２１ー２０
0587-23-5000 0587-23-5300
稲沢市松下１ー３ー６ １Ｆ
0586-69-0620 0586-69-8051
一宮市萩原町高木字味噌屋２８
0586-46-3651 0586-46-3653
一宮市観音寺１ー６ー３
0586-86-5789 0586-86-5789
一宮市木曽川町外割田字東郷中９２
0586-81-7339 0586-81-7366
一宮市若竹１ー１２ー２
0587-32-9840 0587-32-9922
稲沢市国府宮２ー５ー２７
一宮市松降１ー２ー１８ユーエルディ ー松降ビルディング５階 0586-71-2103 0586-71-2104
0586-46-0369 0586-46-4141
一宮市観音寺１ー１６ー１７
0586-68-1101 0586-69-5691
一宮市瀬部字墓之腰９２ー２
0586-78-6080 0586-78-6052
一宮市高田字南屋敷２８
0587-97-7708 0587-97-6117
稲沢市祖父江町森上本郷十・５ ０
052-400-4111 052-400-4113
清須市土器野新田７６ ５
0586-73-1253 0586-73-1370
一宮市公園通４ー４０
0587-32-4539 0587-23-6384
稲沢市奥田町５５７９
0586-44-9981 0586-46-2747
一宮市昭和２ー１７ー１
0586-87-5720 0586-87-5765
一宮市北方町中島字西郷１３７２
住所

西尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(4)0018944-000 ㈲スカイホーム
知事(4)0018953-000 昭和ロイヤルリゾート㈱
知事(4)0018983-000 イチコウ建設㈱
知事(4)0019052-000 ㈲アイティーホーム
知事(4)0019062-000 ㈲愛北綜合事務所
知事(4)0019090-000 ㈱岸
知事(4)0019093-006 福建ホーム㈱ 名古屋北支店
知事(4)0019097-000 大雄不動産
知事(4)0019173-000 水谷不動産事務所
知事(4)0019192-000 ㈱エイチ
知事(4)0019221-000 ㈲センチュリーハウス
知事(4)0019253-000 ㈱カワイホーム
知事(4)0019265-000 ㈲共栄産業
知事(4)0019278-000 タケダ事務所
知事(4)0019307-000 ダイノーハウス
知事(4)0019312-000 春日井不動産㈱
知事(4)0019356-000 服部相互不動産㈱
知事(4)0019409-000 山恵不動産
知事(4)0019476-000 住生活総合ネット㈱
知事(4)0019559-000 ㈲リアルトラスト
知事(4)0019573-000 安達不動産
知事(4)0019597-000 ㈱東海ネット
知事(4)0019603-000 バン不動産
知事(4)0019625-000 ㈲シーエスハウジング
知事(4)0019631-000 不動産の森
知事(4)0019673-000 ㈲瀬戸ホーム
知事(4)0019759-000 ㈲浅野鉄工
知事(4)0019771-000 ㈲玉喜不動産
知事(4)0019833-000 ㈲リーブルＣｏｍｐａｎｙ
知事(4)0019834-000 ㈲稲清企画
知事(4)0019863-000 ㈲渡辺不動産
知事(4)0019867-000 愛弘不動産

代表者名
高鉾 康博
山中 一史
鵜飼 俊光
二村 浩平
小野 義博
岸 信行
村下 徹
大野 隆雄
水谷 年秀
藤原 光一
今枝 保幸
川合 充恭
谷口 彰治
竹田 正
可児 吉之
春日井 敬子
服部 一政
野村 恵以
菱川 大介
須原 康夫
安達 良久
山田 真治
坂 忠郎
鈴木 寿幸
森 義博
瀬戸 文雄
浅野 照男
二ノ宮 直幸
野田 征希子
戸田 清光
渡邉 幸次
岡林 弘樹

郵便番号
491-0858
491-0904
491-0914
491-0871
491-0822
452-0001
452-0962
481-0006
492-8184
491-0804
491-0052
494-0003
491-0825
491-0873
452-0901
494-0003
492-8441
492-8075
491-0825
491-0904
491-0926
481-0041
491-0917
481-0002
491-0053
491-0002
495-0001
493-0001
491-0931
492-8266
491-0013
481-0037

住所
一宮市栄４ー１ー４
一宮市神山２ー３ー２３
一宮市花池２ー４ー１２
一宮市浅野字野口８
一宮市丹陽町伝法寺１２７１ー１
清須市西枇杷島町古城１ー５ー ７
清須市春日中沼６５
北名古屋市熊之庄八幡１ ５８
稲沢市日下部松野町３ー４ー１
一宮市千秋町佐野字清水５５ー２
一宮市今伊勢町新神戸字乾５２ー２
一宮市三条字小辰己４５ー３
一宮市丹陽町外崎４６８ー１
一宮市せんい１ー２ー３
清須市阿原池之表１ ３５ー２
一宮市三条字安１７
稲沢市福島町中之町９ー１
稲沢市下津町西国府２２
一宮市丹陽町外崎字江東６２０
一宮市神山１ー１５ー７ リアル神山１Ｂ
一宮市大和町北高井１１９０ー１
北名古屋市九之坪天下地６０ー１
一宮市昭和１ー３ー７
北名古屋市片場八瀬の木 ２０ー２佐枝ビル１Ｆ
一宮市今伊勢町本神戸字東出４ー１
一宮市時之島字申塚２０
稲沢市祖父江町祖父江江西１３５
一宮市木曽川町黒田字酉新田東ノ 切２ー１
一宮市大和町馬引２３２４
稲沢市横地５ー１１８
一宮市北小渕字南切４０
北名古屋市鍜治ケ一色宮浦４７

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0586-26-2727 0586-26-2728
0586-46-7200 0586-46-1335
0586-44-6677 0586-44-3530
0586-75-5056 0586-75-5057
0586-77-4612 0586-77-4652
052-503-6541 052-503-6547
052-401-4649 052-401-4650
0568-26-6360 0568-26-6361
0587-33-2330 0587-33-2331
0586-75-5678 0586-81-4457
0586-23-2700 0586-23-7551
0586-62-5649 0586-61-0510
0586-77-5688 0586-77-5685
0586-76-3746 0586-76-3746
052-400-0430 052-400-7762
0586-63-1155 0586-63-1156
0587-36-5577 0587-36-4577
0587-21-3021 0587-21-3022
0586-81-8484 0586-81-8485
0586-47-7631 0586-47-7661
0586-45-6544 0586-45-6544
0568-26-7044 0568-26-7045
0586-44-5440 0586-44-5441
0568-27-2701 0568-27-2702
0586-71-4620 0586-73-0437
0586-78-1157 0586-78-0946
0587-97-2421 0587-97-6361
0586-87-7072 0586-87-2338
0586-45-0584 0586-45-0568
0587-32-7507 0587-81-5009
0586-77-1133 0586-76-0733
0568-22-6066 0568-22-6083

西尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(4)0019891-000 ㈱蒲生開発
知事(4)0019963-000 オレンジワーク㈲
知事(4)0019980-000 イズミホーム
知事(4)0020006-000 藤岡不動産㈱
知事(4)0020097-000 柴田不動産㈲
知事(4)0020105-000 桜エステイト
知事(4)0020125-000 松永住建不動産
知事(4)0020129-000 ㈱ヤマキ
知事(3)0020172-000 ㈱サイキョウホーム
知事(3)0020200-000 ハセガワ楽器㈲
知事(3)0020287-000 ㈲Ｄｒ．ランド名古屋
知事(3)0020364-000 ㈱リユーズ
知事(3)0020371-000 大鹿㈱
知事(3)0020415-000 ㈱大橋不動産
知事(3)0020452-000 松下不動産㈲
知事(3)0020467-000 ㈱アイタック
知事(3)0020469-000 和田不動産事務所
知事(3)0020490-000 花園不動産
知事(3)0020586-000 エージェンシーＫアンドＭ
知事(3)0020647-000 ＡＬＬＡ
知事(3)0020741-000 ＳＥＩＹＯ建設㈱
知事(3)0020744-000 ㈱東海不動産コンサルタント
知事(3)0020769-000 ㈱鈴木ホーム
知事(3)0020795-000 日本エコシステム㈱
知事(3)0020795-001 日本エコシステム㈱ ＪＥＳホーム店
知事(3)0020813-000 ライズ
知事(3)0020821-000 さくら不動産
知事(3)0020855-000 ㈱日美
知事(3)0020922-000 ㈱丸美
知事(3)0020946-000 横山建築設計不動産部
知事(3)0020976-000 ㈱エムケー
知事(3)0021034-000 中村不動産

代表者名
蒲生 博
林 良美
服部 一男
藤岡 重光
柴田 雄二
中野 咲子
松永 幸一
木村 金男
不破 善治
長谷川 夕
猪子 隆博
金子 政憲
大鹿 晃裕
大橋 岳人
服部 孝徳
宮田 昭一
和田 一宏
花園 吉行
平井 国行
浅田 勇宜
大野 秀興
白木 宏幸
鈴木 芳雄
松島 穣
佐藤 和親
櫻井 毅
松浦 俊夫
船戸 和幸
伊藤 毅
横山 忠雄
箕浦 希
中村 富美代

郵便番号
491-0842
492-8145
491-0861
481-0004
491-0903
491-0927
494-0001
492-8162
481-0041
491-0931
452-0932
452-0902
491-0858
492-8137
492-8208
493-0001
491-0053
491-0055
452-0931
452-0942
480-0202
480-0202
452-0914
491-0859
491-0859
491-0842
491-0804
481-0045
492-8412
494-0007
494-0002
494-0002

住所
一宮市公園通５ー３４ー２
稲沢市正明寺１ー２ー２０ １Ｆ
一宮市泉１ー２ー１２
北名古屋市鹿田花の木４
一宮市八幡３ー９ー２
一宮市大和町戸塚字薬師浦３８６ー３
一宮市開明字名古羅１２ー３
稲沢市井之口小番戸町４６
北名古屋市九之坪天神７１
一宮市大和町馬引字郷未申２２７３ー５
清須市朝日天王１００ー１
清須市助七東山中３８
一宮市栄３ー６ー７
稲沢市国府宮１ー１５ー１３
稲沢市松下２ー１０ー５
一宮市木曽川町黒田十二ノ通り１５
一宮市今伊勢町本神戸字目久井２３ー３
一宮市神戸町５６ー１
清須市一場１４６５ー１０
清須市清洲３５３
西春日井郡豊山町大字豊場字城屋敷１０７
西春日井郡豊山町大字豊場字流川１４１
清須市土器野７６２ー３
一宮市本町２ー２ー１１ ＪＥＳ一宮ビル２Ｆ
一宮市本町２ー４ー２７
一宮市公園通４ー４０ 田中ビル２０１
一宮市千秋町佐野４２０ー２５
北名古屋市中之郷北１８
稲沢市大矢町北浦１１６
一宮市小信中島字下郷西１１
一宮市篭屋２ー７ー１２
一宮市篭屋２ー５ー６０

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0586-73-1613 0586-73-5107
0587-24-1666 0587-24-1666
0586-26-1173 0586-26-1172
0568-26-7844 0568-26-7845
0586-43-0080 0586-43-0180
0586-43-8336 0586-43-8336
0586-44-8100 0586-44-8100
0587-23-2224 0587-32-7025
0568-23-3194 0568-23-3195
0586-46-0901 0586-46-0912
052-408-5553 052-408-5883
052-401-7374 052-401-7375
0586-73-5131 0586-73-5135
0587-21-7305 0587-21-7257
0587-23-8000 0587-32-1900
0586-84-1911 0586-86-9155
0586-24-7386 020-4623-0560
0586-44-9660 0586-44-9660
052-400-4448 052-400-4448
052-400-3111 052-400-3371
0568-28-0092 0568-28-0650
0568-39-0270 0568-39-0271
052-409-8387 052-618-7161
0586-25-5788 0586-25-5789
0586-64-8888 0586-64-8578
0586-26-0099 0586-26-1001
0586-76-0256 0586-58-9256
0568-24-0676 0568-24-0642
0587-81-8835 0587-81-8836
0586-62-4580 0586-62-5893
0586-44-1313 0586-44-9080
0586-46-6416 0586-46-6417

西尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(3)0021048-000 ㈱ワイエステート
知事(3)0021053-000 ㈱小崎不動産
知事(3)0021106-000 エムジー総合サービス㈱
知事(3)0021111-000 大晃住宅㈲
知事(3)0021121-001 ㈱エムジーホーム 名古屋北店
知事(3)0021154-000 パンダ不動産㈱
知事(3)0021211-000 ㈱ＴーＢｒａｉｎｓホーム
知事(3)0021245-000 Ｔ・Ｕ不動産㈱
知事(3)0021256-000 フルハウス
知事(3)0021263-002 ㈱シンホリ ハウスドゥ！家,不動産買取専門店 一宮南店
知事(3)0021275-000 小﨑土地建物
知事(3)0021305-000 ㈲マルカホーム
知事(3)0021363-000 清水工務店
知事(3)0021375-000 戸松商事
知事(3)0021385-000 大里ホーム
知事(3)0021390-000 ㈱ホームラボ
知事(3)0021419-000 ㈱クサカ木材
知事(3)0021436-000 ㈱ワイズ
知事(3)0021462-000 ㈱ワイズホーム
知事(3)0021463-000 ㈱ニシコーポレーション
知事(3)0021482-000 ㈱いといがわ不動産
知事(3)0021488-000 水政建設㈱
知事(3)0021526-000 ㈱不動産セレクト
知事(3)0021555-000 安藤不動産
知事(3)0021558-000 千不動産
知事(3)0021560-000 エスジーユーホーム㈱
知事(3)0021567-000 ㈱リアルエステート
知事(2)0021570-000 ㈱百瀬事務所
知事(2)0021585-000 ㈱ピュアフィールド
知事(2)0021659-000 ㈱ＣＳコンフィデンス
知事(2)0021671-000 中村土木㈱
知事(2)0021672-000 ㈱松井不動産事務所

代表者名
吉川 貴清
小崎 廣明
山田 祐治
広瀬 義正
岩田 恭幸
安井 敏之
玉田 隆司
髙田 竜一
伊藤 壮並
野村 裕子
小﨑 進一
加藤 みち子
清水 浩一
戸松 克浩
浅野 眞次
名倉 正巳
日下 幹大
山本 直樹
山田 悦朗
西 孝利
糸魚川 直人
水谷 政範
青木 俊宏
安藤 寿
坂井田 千晴
不破 秀一
山田 真嗣
百瀬 静
清原 健志
五藤 正
近藤 英人
松井 明廣

郵便番号
452-0943
492-8144
491-0918
491-0376
491-0918
452-0004
491-0905
491-0918
494-0003
491-0847
452-0961
491-0931
491-0115
491-0844
492-8185
492-8213
492-8178
491-0132
491-0042
491-0113
492-8208
494-0017
491-0871
491-0812
491-0001
493-8001
491-0914
452-0044
491-0028
492-8143
491-0862
452-0001

住所
清須市新清洲２ー２ー７
稲沢市小池２ー１４ー１４
一宮市末広２ー２７ー１３
一宮市萩原町串作字二子前１７
一宮市末広２ー２７ー１３
清須市西枇杷島町大黒１ー２
一宮市平和１ー１３ー５
一宮市末広１ー３ー２０ 第２森光ビル３Ｆ
一宮市三条字ヱグロ５１ー１
一宮市大和町宮地花池字高見１２ー６
清須市春日落合７１
一宮市大和町馬引字横手１３
一宮市浅井町西海戸字柿ノ木１０５
一宮市八町通２ー１６
稲沢市日下部西町２ー６８
稲沢市高御堂１ー８ー１８
稲沢市北市場本町１ー１ー２１
一宮市大毛字上川田２
一宮市松降１ー１１ー１６
一宮市浅井町西浅井字弐軒家２７
稲沢市松下１ー５ー２
一宮市祐久字池田５
一宮市浅野字大曲り７９ー１
一宮市千秋町芝原字下山６ー２
一宮市瀬部字兜２３ー５
一宮市北方町北方字狐塚郷３１６
一宮市花池４ー９ー６
清須市西枇杷島町南六軒１３
一宮市朝日２ー２ー３５
稲沢市駅前１ー８ー１２ 稲沢第５センター１Ｆ
一宮市緑４ー８ー７
清須市西枇杷島町古城１ー９ー１０

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-400-9994 052-400-9996
0587-23-3955 0587-23-0061
0586-43-1200 0586-43-1300
0586-69-3658 0586-69-7875
0586-43-5000 0586-43-5001
052-509-2185 052-509-2186
0586-45-2223 0586-82-8756
0586-47-4552 0586-47-4553
0586-52-5746 0586-61-8161
0586-26-1035 0586-26-2908
052-740-3314 052-409-0772
0586-45-0135 0586-45-7405
0586-78-5600 0586-78-5609
0586-73-2290 0586-24-2985
0587-23-3388 0587-23-3389
0587-34-6144 0587-34-6143
0587-32-2321 0587-23-4898
0586-52-2289 0586-52-2279
0586-71-0800 0586-71-0813
0586-52-0030 0586-52-0031
0587-33-0131 0587-33-0132
0586-68-0759 0586-68-3925
0586-77-9967 0586-77-9968
0586-76-0616 0586-76-8719
0586-58-7353 0586-78-0652
0586-85-5020 0586-85-5022
0586-44-7757 0586-44-4128
052-501-5687 052-501-5689
0586-28-7555 0586-73-2133
0587-81-4420 0587-81-4428
0586-77-9111 0586-77-9125
052-502-0436 052-502-0437

西尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(2)0021736-000 相原不動産
知事(2)0021831-000 中嶋不動産
知事(2)0021885-000 ㈱五城不動産
知事(2)0021887-000 ㈱ルーテック・サクライ
知事(2)0021970-000 ニチイコンサルタント㈱
知事(2)0021985-000 ㈱ＴーＰＬＡＮ
知事(2)0022029-000 ㈱ケイジイシイ
知事(2)0022068-000 ダックス不動産
知事(2)0022092-000 さこう不動産
知事(2)0022097-000 ㈱ハルプランニング
知事(2)0022105-000 ㈱グルーナー
知事(2)0022106-000 ㈱安福組
知事(2)0022108-000 タマミ不動産㈱
知事(2)0022111-000 コイケ不動産
知事(2)0022116-000 ㈱みゆき不動産
知事(2)0022117-000 秋田不動産
知事(2)0022159-000 ㈱エズ・ファミリア
知事(2)0022169-000 小澤紡績㈱
知事(2)0022208-000 ㈱アキュレイトワーク
知事(2)0022237-000 木村不動産
知事(2)0022242-000 Ｅーライフデザイン㈱
知事(2)0022259-001 ㈱ケイツー 一宮営業所
知事(2)0022272-000 ㈱はやかわ不動産
知事(2)0022276-000 ㈱山田家具
知事(2)0022302-000 ㈱ＥＳＭ
知事(2)0022303-000 ㈱東洋土地建物
知事(2)0022315-000 石黒不動産㈱
知事(2)0022333-000 ㈲エスティホーム
知事(2)0022335-000 ㈱ＬＡＮ
知事(2)0022363-000 ㈱ＮＡＴＺ
知事(2)0022414-000 ㈲五藤住建
知事(2)0022460-000 Ⅰ ＨＯＭＥ

代表者名
相原 健一
中嶋 富夫
小倉 敬規
櫻井 伸
早川 友幸
加藤 鉄也
髙橋 浩之
野田 さとみ
酒向 清子
堀田 正利
戸松 敬晶
安福 善幸
髙御堂 正美
小池 哲夫
林 光男
秋田 茂幸
川堺 一之
小澤 健司
水田 實
木村 哲也
平床 健一
高柳 良子
早川 清勝
山田 一仁
金城 正基
水谷 英一郎
石黒 港
岸 徹
牛田 筧千
夏目 潤
五藤 優憲
奥村 小百合

郵便番号
491-0365
481-0004
494-0008
492-8432
491-0837
493-0001
491-0002
494-0004
494-0008
481-0006
491-0931
494-0001
491-0865
491-0015
491-0069
480-0202
491-0831
491-0931
480-0202
452-0962
492-8310
491-0931
481-0037
494-0007
491-0053
491-0026
492-8268
491-0871
452-0943
481-0034
491-0201
452-0933

住所
一宮市萩原町西御堂字西赤口５６７ー３４
北名古屋市鹿田坂巻１１７
一宮市東五城字本郷２５ー２
稲沢市中之庄半田町６６
一宮市多加木２ー９ー３
一宮市木曽川町黒田字宝光寺２０ー４
一宮市時之島字川端２３
一宮市北今字西田面二ノ切５５ー１
一宮市東五城字篭島３３ー１
北名古屋市熊之庄西出８１ー１
一宮市大和町馬引字郷裏３３ー１
一宮市開明字墓所北３１ー１
一宮市印田通４ー２４
一宮市大赤見２８７３
一宮市北神明町４ー３６
西春日井郡豊山町大字豊場字伊勢山２０９
一宮市森本２ー３ー１０
一宮市大和町馬引字乾出１７
西春日井郡豊山町大字豊場字伊勢山２９６
清須市春日天神１６１
稲沢市下屋３ー３
一宮市大和町馬引字古宮８２ー１ 馬引コーポラスＡー２０１
北名古屋市鍜治ケ一色襟４５
一宮市小信中島字郷南２７ー３
一宮市今伊勢町本神戸字山王１
一宮市和光１ー６ー８
稲沢市朝府町３ー２５
一宮市浅野字古屋敷３４
清須市新清洲１ー４ー６
北名古屋市北野八竜前１
一宮市奥町字神田３１
清須市西田中蓮池５９ー３

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0586-58-1322 0586-69-6226
0568-22-0890 0568-22-8182
0586-80-0124 0586-80-0824
0587-32-2031 0587-21-7018
0586-71-8781 0586-71-8786
0586-85-5073 0586-85-5074
0586-85-5277 0586-51-0885
0586-62-3338 0586-62-3338
0586-61-5607 0586-61-5607
0568-26-0086 0568-26-1186
0586-46-6105 0586-46-6108
0586-45-3958 0586-45-2936
0586-25-5708 0586-25-5709
0586-71-4683 0586-24-0515
0586-73-3338 0586-24-8700
0568-28-0149 0568-28-6099
0586-26-2900 0586-26-2901
0586-45-8101 0586-46-2100
0568-68-9191 0568-68-9192
052-400-3550 052-400-2740
0587-81-3509 0587-36-7208
0586-82-7767 0586-82-7768
0568-39-6058 0568-23-6220
0586-61-0002 0586-61-2855
0586-85-7936 0586-52-2900
0586-71-1866 0586-71-1867
0587-34-6732 0587-34-6733
0586-77-4300 0586-77-3441
052-938-8505 052-938-8506
0568-54-8401 0568-25-5413
0586-61-0236 0586-61-0245
052-401-3170 052-508-4533

西尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(2)0022465-000 ㈱ハウスプランナー
知事(2)0022471-000 一巧住託産業㈱
知事(2)0022504-000 ㈱細田建築
知事(2)0022524-000 不動産ショップあさい㈱
知事(2)0022540-000 ㈱清水不動産
知事(2)0022567-000 ㈱ホームズライフ
知事(2)0022570-000 ㈱不動産トータルサポート
知事(2)0022672-000 ㈱カジタ
知事(2)0022684-000 リライフ㈱
知事(2)0022687-000 ㈱グロスルーフ
知事(2)0022699-000 艶金興業㈱
知事(2)0022729-000 ㈱坂井工業所
知事(2)0022772-000 ㈱ＫＩＲＩコーポレーション
知事(2)0022813-000 ㈱モリケンエステート
知事(2)0022847-000 ㈱ジービーエル
知事(2)0022867-000 ㈱イエタス
知事(1)0022896-000 大志地所㈱
知事(1)0022911-000 ケーズハウス㈱
知事(1)0022917-000 ㈱米増不動産
知事(1)0022918-000 マルイワ不動産商事
知事(1)0022943-000 森田不動産
知事(1)0023003-000 東海情報センター
知事(1)0023011-000 コウセイ不動産㈱
知事(1)0023012-000 アイディーホームスタジオ㈲
知事(1)0023015-000 ㈱Ｔ ＳＴＹＬＥ
知事(1)0023043-000 尾張開発㈱
知事(1)0023057-000 一宮勲和㈱
知事(1)0023058-000 ネクサス㈱
知事(1)0023088-000 ㈱アッシュホーム
知事(1)0023094-000 リアル エステイト
知事(1)0023109-000 ㈱朝日組
知事(1)0023135-000 ㈱リアルアイ

代表者名
鈴木 勲
橋本 稔也
細田 俊美
浅井 謙治
清水 昌弘
祖父江 一将
渡邉 友浩
梶田 徹
西岡 正秀
伊藤 宏次
墨 大輔
坂井 俊夫
熊切 淳
森 貴謙
小島 一輝
原田 直明
河村 康臣
小林 篤
岩田 領造
鈴木 志保
本多 幸子
中島 敏博
高橋 利博
坂本 将志
河野 朋行
横瀬 誠一
森 資桂瑠
神野 誠
小澤 裕昭
鮎京 早苗
水谷 繁明
伊藤 彰浩

郵便番号
452-0942
491-0831
494-0015
491-0913
491-0831
494-0001
490-1313
492-8342
491-0806
492-8183
491-0879
494-0017
491-0922
491-0835
491-0859
491-0028
491-0852
494-0007
491-0859
491-0036
452-0034
494-0018
491-0013
452-0962
491-0059
452-0006
491-0871
452-0945
492-8091
491-0353
494-0006
491-0861

住所
清須市清洲１ー１８ー１
一宮市森本４ー１１ー９
一宮市西中野字下中野２０７ー１
一宮市中町２ー６ー５
一宮市森本１ー１８ー１６
一宮市開明字杁先４４ ビックウィン杁先１０１
稲沢市平和町横池砂田２８８
稲沢市矢合町２５９２
一宮市千秋町浮野字竹腰４０
稲沢市日下部南町１ー９９
一宮市白旗通１ー５０ー１ ロイヤル２Ｂ
一宮市祐久字南野黒２０
一宮市大和町妙興寺字於保越４８ー６
一宮市あずら２ー３２ー２
一宮市本町４ー９ー３ 宇野ビル２Ｆ西
一宮市朝日３ー５ー１６
一宮市大志２ー７ー１０ ＤＴＲＵＭＰ Ａ
一宮市小信中島字郷北４２ー１
一宮市本町１ー２ー１７
一宮市桜３ー１３ー１９
清須市西枇杷島町日の出７４
一宮市冨田１８００ー１
一宮市北小渕字寺山南５８
清須市春日高札５６ー５
一宮市一宮字南屋敷２３ー１
清須市西枇杷島町弁天４５ 第一ヤマモリビル１０３
一宮市浅野字長池６２
清須市土田３ー６ー１８
稲沢市下津鞍掛１ー２ー１１
一宮市萩原町萩原字松田３７ー１
一宮市起字与三ケ巻２８
一宮市泉２ー４ー１５

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-508-9202 052-508-9203
0586-72-2750 0586-72-2898
0586-69-6162 0586-69-2477
0586-85-8851 0586-85-8853
0586-85-5212 0586-85-5213
0586-85-8297 0586-85-8298
0567-69-5665 0567-69-5532
0587-96-8600 0587-96-8605
0586-81-1189 0586-81-1193
0587-22-0019 0587-21-0276
0586-23-7773 0586-23-7775
0586-68-1502 0586-69-7560
0586-85-5175 0586-85-5176
0586-85-7234 0586-85-7214
0586-85-5541 0586-48-5357
0586-82-2222 0586-82-2221
0586-85-8286 0586-85-8287
0586-64-2624 0586-64-2634
0586-23-2711 0586-23-2712
0586-73-0740 0586-72-5951
052-501-2540 052-502-2629
0586-52-5801 0586-52-5802
0586-23-5535 0586-23-5535
052-433-7433 052-618-7978
0586-59-8801 0586-59-8802
052-505-7077 052-508-4543
0586-76-5131 0586-76-5132
052-408-5510 052-408-5512
0587-34-5211 0587-34-5212
0586-68-5188 0586-68-5188
0586-62-1185 0586-62-8930
0586-23-2801 0586-23-2802

西尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(1)0023152-000 ㈱大丸不動産
知事(1)0023159-000 ㈱葵エステート
知事(1)0023177-000 ㈱ＭＫ不動産
知事(1)0023217-000 ＭＫエステイト
知事(1)0023235-000 松長ホーム
知事(1)0023240-000 ㈱オーケーホーム
知事(1)0023263-000 尾張ホールディングス㈱
知事(1)0023285-000 いわおホーム
知事(1)0023326-000 平松住宅
知事(1)0023327-000 ㈱ＳＵＭＩＣＡ
知事(1)0023341-000 中部エヌ・ジー・エス㈱
知事(1)0023352-000 ㈱北なごや不動産
知事(1)0023389-000 ㈱スモア
知事(1)0023392-000 ㈱北斗
知事(1)0023408-000 ㈱タンナカホーム
知事(1)0023410-000 ㈱東海住販
知事(1)0023434-000 トヨ不動産
知事(1)0023484-000 樹不動産㈱
知事(1)0023489-000 ㈱城西ホームテック
知事(1)0023518-000 ㈲クリエイトシステム
知事(1)0023528-000 いちにし不動産㈱
知事(1)0023574-000 大将開発㈱
知事(1)0023650-000 ㈱ライフドゥ・パートナーズ
知事(1)0023664-000 東洋繊維㈱
知事(1)0023698-000 ㈲マサノリ
知事(1)0023743-000 プレーンホームズ㈱
知事(1)0023786-000 ㈱ＩＲ不動産コンサルティング
知事(1)0023838-000 小澤不動産
知事(1)0023911-000 ペリカンビル合同会社
知事(1)0023914-000 ランドテック不動産
知事(1)0023984-000 ㈲丸石商事
知事(1)0023987-000 ジヌシーズ㈱

代表者名
浅野 大介
谷口 将也
牧野 元気
海部 基樹
鈴木 新一
松本 晃
樋口 隆
倉原 巌
平松 康次
井上 武夫
渡邉 康司
後藤 宏旭
長谷川 智久
小川 康則
反中 武一
柴田 真太郎
前野 豊子
藤村 直樹
西山 健一
矢口 貴美夫
杉村 光英
常政 克浩
近藤 智昭
鎌田 浩嗣
浅井 豊秀
玉川 泰寛
近藤 善伸
小澤 達弥
伊藤 尚子
齋藤 教二
石黒 浩司
六鹿 将宏

郵便番号
491-0024
491-0922
481-0041
491-0917
492-8208
492-8213
494-0003
491-0806
491-0003
481-0041
491-0832
481-0004
491-0024
491-0861
492-8215
491-0847
492-8094
452-0941
494-0003
491-0201
491-0901
491-0012
491-0847
491-0922
491-0024
491-0832
491-0354
491-0805
491-0125
481-0013
492-8261
492-8145

住所
一宮市富士２ー１０ー２９
一宮市大和町妙興寺字於保越４８ー６ ２階
北名古屋市九之坪山３０ー１
一宮市昭和１ー１２ー２
稲沢市松下１ー５ー１３
稲沢市高御堂２ー３ー１
一宮市三条字通４ー１
一宮市千秋町浮野字海道２４ー２
一宮市春明字中石田生７１ー８
北名古屋市九之坪梅田７０
一宮市若竹２ー２ー５ 若竹ビル１Ｆ
北名古屋市鹿田南蒲屋敷６９６
一宮市富士２ー１５ー６
一宮市泉１ー１５ー２
稲沢市大塚北３ー３７
一宮市大和町宮地花池字高見７４ー１ ２Ｆ
稲沢市下津北山１ー７ー２３
清須市西市場４ー１０ー３
一宮市三条字賀４０ー１
一宮市奥町字宮郭４９ー５
一宮市北浦町２１ー１
一宮市小赤見字秋吉８ー３
一宮市大和町宮地花池字高見１２ー６
一宮市大和町妙興寺２８００
一宮市富士３ー１１ー６ ソルファ富士Ａ棟１０１
一宮市若竹２ー２ー５ 若竹ビル２Ｆ南側
一宮市萩原町朝宮字中道２２
一宮市千秋町一色字屋敷地３７
一宮市高田字前田２５ ペリカンビル３Ｆ
北名古屋市二子松江１２ー３ ホワイトステージ２０１
稲沢市重本３ー５４
稲沢市正明寺２ー１１ー２１

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0586-64-5027 0586-64-5028
0586-82-7171 058-227-2279
0568-22-2205 0568-22-2206
0586-45-7588 0586-45-7588
0587-22-2228 0587-22-2228
0587-81-6466 0587-81-6652
0586-62-6221 0586-62-8221
0586-77-6621 0586-81-1187
0586-77-9705 0586-77-6570
0568-26-1311 0568-26-1310
0586-81-1253 0586-81-1262
0568-21-0339 050-3153-0537
0586-82-0088 0586-82-0089
0586-82-4910 0586-85-5341
0587-32-5603 0587-50-5167
0586-52-7601 0586-52-7602
0587-96-8108 0587-96-8107
052-325-5353 052-325-5352
0586-82-0776 0586-82-0778
0586-52-6500 0586-52-6500
0586-82-0558 0586-82-0559
0586-77-3364 0586-77-6215
0568-26-2909 0568-26-2908
0586-45-5321 0586-45-5324
0586-23-3151 0586-23-3151
0586-85-5248 0586-85-5251
0586-67-2055 0586-67-2056
0586-76-5223 0586-76-5223
0586-55-9220 0586-55-9220
0568-54-5500 0568-54-5500
0587-32-0459 0587-32-0459
0587-81-6291 0587-81-6292

西尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
代表者名
知事(1)0023994-000 結不動産㈱
村瀨 未由
知事(1)0023999-000 グッドスマイル不動産㈱
堀 昌幸
知事(1)0024003-000 杉野不動産事務所
杉野 智幸
知事(1)0024010-000 ㈱如月不動産
宮川 翔太
知事(1)0024050-000 昭和建設㈱
山中 一史
知事(1)0024113-000 ㈱神山不動産
大﨑 敦久
知事(1)0024170-002 ㈱アールプランナー不動産 一宮店 中川 恭介
知事(1)0024274-000 ㈱木村不動産
木村 孝司
知事(1)0024294-000 ㈱ぱんだ不動産
大野 祥平
知事(1)0024313-000 ㈱ファミーユ
犬飼 政利
知事(1)0024324-000 ＰＮ不動産
秦野 宏治
大臣(14)0001056-019 三菱電機ライフサービス㈱ 稲沢支店 戌亥 昌郎
大臣(13)0001503-001 ニッケ不動産㈱ 中部営業所
山北 勝美
大臣(13)0002018-020 ㈱ニッショー 一宮支店
鈴木 一史
大臣(13)0002018-048 ㈱ニッショー 稲沢支店
平川 直基
大臣(13)0002018-058 ㈱ニッショー 一宮駅前支店
波多野 吉宏
大臣(13)0002018-075 ㈱ニッショー 北名古屋支店
山本 佳弘
大臣(10)0002961-019 積水ハウス不動産中部㈱ 一宮賃貸営業所 鈴木 伸弥
大臣(10)0002961-024 積水ハウス不動産中部㈱ 一宮営業所 水野 大
大臣(9)0003284-095 一建設㈱ 一宮営業所
坪井 直樹
大臣(9)0003284-132 一建設㈱ 北名古屋営業所
殿垣内 直仁
大臣(9)0003284-146 一建設㈱ 住宅展示場 一宮開明店 川端 康嗣
大臣(6)0005463-000 ㈱ブルーボックス
山内 隆嗣
大臣(6)0005463-001 ㈱ブルーボックス 一宮支店
吉川 裕一
大臣(6)0005463-002 ㈱ブルーボックス 稲沢支店
加藤 翔
大臣(6)0005463-009 ㈱ブルーボックス 不動産ステーション稲沢店 篠本 秀一
大臣(5)0005798-000 ㈱新和建設
吉村 良三
大臣(5)0005946-024 ヤマト住建㈱ 一宮営業所
佐野 幹
大臣(4)0006157-040 ㈱アーネストワン 一宮営業所
筧 秀和
大臣(4)0006857-025 タマホーム㈱ 一宮店
加藤 伸也
大臣(3)0007260-000 ㈱エサキホーム
江嵜 光彦
大臣(3)0007260-007 ㈱エサキホーム 開発・技術センター 須原 宏

郵便番号
491-0846
481-0041
452-0943
493-0007
491-0904
491-0053
491-0914
491-0861
491-0837
491-0022
492-8212
492-8161
491-0053
491-0831
492-8213
491-0858
481-0033
491-0858
491-0858
491-0847
481-0032
494-0001
492-8145
491-0858
492-8220
492-8145
481-0042
491-0831
491-0903
491-0824
491-0056
491-0922

住所
一宮市牛野通４ー１５ ＫＯＭＡＴＯＷＮ一宮１０５
北名古屋市九之坪宮浦３８ メゾン一丁地１０３
清須市新清洲３ー７ー１１ ニューライフ藤２０３
一宮市木曽川町外割田字天王西６８ー１
一宮市神山２ー３ー２３ 昭和ビル ２０１
一宮市今伊勢町本神戸字高野池３ー２ ＰＵＬＳＥ １Ｂ・Ｃ
一宮市花池４ー２３ー５
一宮市泉１ー１１ー５
一宮市多加木４ー２ー７
一宮市両郷町４ー１ー２
稲沢市小沢２ー５ー１９
稲沢市菱町１
一宮市今伊勢町本神戸字河原２ー１
一宮市森本３ー３ー２２
稲沢市高御堂２ー６ー７
一宮市栄３ー２ー１４
北名古屋市西之保青野２０７ー１
一宮市栄１ー８ー１２
一宮市栄１ー８ー１２ 一宮栄ビル１Ｆ
一宮市大和町宮地花池字高見７７ アートパーク花池１Ｆ
北名古屋市弥勒寺西１ー１３１
一宮市開明字郷東２５ー１
稲沢市正明寺２ー１６ー４
一宮市栄３ー８ー１７
稲沢市前田１ー１ー１
稲沢市正明寺２ー１６ー４
北名古屋市野崎山神１５
一宮市森本３ー２５ー１５
一宮市八幡２ー１３ー６
一宮市丹陽町九日市場１８３ー３
一宮市東出町７ー１
一宮市大和町妙興寺字徳法寺浦１１

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0586-24-1108 0586-82-1068
0568-40-0081 0568-40-0082
052-401-6101 052-401-6101
0586-82-0103 0586-82-0104
0586-46-1118 0586-46-1335
0586-82-1380 0586-82-1381
0586-47-6333 0586-47-6334
0586-26-2655 0586-26-2633
0586-82-8217 0586-82-8218
0586-51-1100 0586-51-2345
0587-33-4222 0587-33-4223
0587-24-5646 0587-21-3395
0586-24-3183 0586-24-3221
0586-73-4410 0586-73-4377
0587-24-5211 0587-24-5214
0586-23-6171
0568-26-4711 0568-26-7455
0586-25-2103 0586-24-2107
0586-82-2103 0586-82-2104
0586-26-2510 0586-71-5066
0568-25-2555 0568-25-2288
0586-47-6747 0586-47-6757
0587-23-0110 0587-23-0068
0586-73-6941
0587-23-0015 0587-23-7977
0587-33-0019 0587-33-0090
0568-23-0602 0568-23-0836
0586-25-0810 0586-25-0811
0586-47-7133 0586-47-6503
0586-75-5855 0586-75-5822
0586-46-4600 0586-46-4601
0586-47-6331 0586-47-6366

西尾張支部 会員名簿
免許番号
商号
大臣(3)0007296-001 佐藤建設㈱ 一宮営業所
大臣(3)0007873-000 東新住建㈱
大臣(2)0008007-014 ㈱ハウスドゥ住宅販売 一宮北店
大臣(2)0008007-021 ㈱ハウスドゥ住宅販売 一宮中央店
大臣(2)0008334-003 アサヒグローバル㈱ グローバルタウン一宮店
大臣(2)0008659-002 ㈱秀光ビルド 一宮店
大臣(1)0009346-020 ㈱不動産ＳＨＯＰナカジツ 尾張一宮店
大臣(1)0009585-000 美吉建設㈱

代表者名
佐藤 信幸
辻 明典
竹内 勇司
伊藤 基晃
松村 安伸
後藤 芳樹
小川 裕稔
吉川 貴祥

郵便番号
491-0053
492-8213
491-0062
491-0024
481-0035
491-0871
491-0846
492-8208

住所
一宮市今伊勢町本神戸字南無量寺２７ー３
稲沢市高御堂１ー３ー１８
一宮市西島町４ー３ー１５
一宮市富士２ー１４ー４
北名古屋市宇福寺神明３
一宮市浅野字花ノ木２２ー１
一宮市牛野通２ー１５ー２
稲沢市松下１ー１４ー１１

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0586-71-5541 0586-71-5549
0587-23-0011 0587-23-8130
0586-28-7161 0586-28-7162
0586-64-8825 0586-64-8501
0568-54-3311 0568-54-3312
0586-64-7767 0586-64-7779
0586-73-5511 0586-73-5516
0587-33-1231 0587-33-1131

