東名支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(16)0000099-000 丸星商事㈲
知事(15)0001779-000 ㈱マクシスホールディングス
知事(15)0001900-000 岡田産業㈱
知事(15)0001935-000 丸愛不動産
知事(15)0002362-000 ㈱北村土地
知事(15)0002654-000 高木建設㈱
知事(15)0002771-000 ㈱亀屋
知事(15)0002882-000 東名住宅商事
知事(15)0002883-000 近藤不動産
知事(15)0003134-000 ㈱水野商店
知事(15)0003225-000 愛豊商事㈲
知事(15)0003366-000 ㈱樋口工務店
知事(15)0003608-000 大和信商㈱
知事(14)0003745-000 明成土地㈱
知事(14)0003777-000 ㈲みのり商事
知事(14)0003842-004
知事(14)0004442-000
知事(14)0005039-000
知事(14)0005298-000
知事(13)0005479-000
知事(13)0005603-000
知事(13)0005864-000
知事(13)0005869-000
知事(13)0005900-000
知事(13)0005935-000
知事(13)0006168-000
知事(13)0006176-000
知事(13)0006283-000
知事(13)0006466-000
知事(13)0006506-000
知事(13)0006677-000
知事(13)0006795-000

トヨタすまいるライフ㈱ ラシクラス赤池駅前店

㈱中川不動産事務所
豊前水野不動産㈱
㈱東名サービス
㈲高針不動産
新日本商事㈱
㈱末建商事
㈲末扇土地
㈱丸幸商事
㈱東屋
㈱エスケイ
池下不動産
フジ総合事務所
大雄土地㈱
大橋商事株式会社
㈱米商
イマイ地所㈱

代表者名
安藤 之人
水野 敬三
岡田 延子
利田 武男
北村 栄治
髙木 裕之
丹羽 誠之輔
近藤 一實
近藤 茂
大嶽 重幸
若杉 泰夫
樋口 一朗
白木 均
稲垣 豊
牧 史雄
服部 淳
中川 清
峯澤 愛子
柴田 哲文
鈴木 正輝
仁杉 正志
戸田 猛
西脇 昭仁
丹羽 雅彦
濵島 清美
沢田 典子
水野 琢人
加藤 寿郎
蟹江 和敬
大橋 文俊
吉田 孝
今井 由一

郵便番号
464-0041
464-0827
465-0005
464-0087
465-0025
465-0097
464-0004
480-1306
480-1314
464-0846
464-0002
464-0034
464-0075
464-0823
470-0131
470-0125
470-0122
464-0066
465-0032
465-0087
464-0854
480-1304
465-0055
480-1116
464-0850
464-0851
464-0065
465-0081
464-0821
464-0850
465-0043
470-0133

住所
名古屋市千種区霞ケ丘２ー９ー１４
名古屋市千種区田代本通２ー１３ ２Ｆ
名古屋市名東区香流１ー１０１２ サンロー ヤル名東ビル１Ｆ
名古屋市千種区清明山１ー１ー２２
名古屋市名東区上社２ー２１０
名古屋市名東区平和が丘５ー５４
名古屋市千種区京命１ー８ー２
長久手市真行田１番地１
長久手市馬堤１１７３
名古屋市千種区城木町３ー３１
名古屋市千種区香流橋２ー１ー３７
名古屋市千種区清住町１ー７１
名古屋市千種区内山３ー１８ー１０
名古屋市千種区松竹町２ー１ イナガキビル １Ｆ
日進市岩崎町大塚９５ー８
日進市赤池１ー３００２ 福岡ビル１Ｆ
日進市蟹甲町中屋敷４６３ー８
名古屋市千種区池下町２ー４３
名古屋市名東区藤が丘１４３
名古屋市名東区名東本通４ー２０
名古屋市千種区大久手町５ー２２ー２
長久手市郷前３５ー３
名古屋市名東区勢子坊１ー４０８ー２
長久手市杁ケ池５０６ー２
名古屋市千種区今池４ー７ー４
名古屋市千種区今池南１７ー４
名古屋市千種区堀割町１ー１４
名古屋市名東区高間町４０７
名古屋市千種区末盛通５ー１３ー３
名古屋市千種区今池４ー１０ー４
名古屋市名東区宝が丘３００
日進市梅森台１ー１６０

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-723-0011 052-722-6655
052-734-8101
052-771-1185 052-771-5269
052-711-1288 052-722-2277
052-771-4111 052-773-5715
052-773-3161 052-773-3162
052-772-1234 052-772-5555
0561-79-8525
0561-62-0149 0561-62-0149
052-761-3597 052-763-4470
052-775-1591 052-775-0591
052-833-8281 052-833-8307
052-733-0511 052-735-0518
052-763-3158 052-763-3159
0561-72-0808 0561-72-1196
052-848-7700 052-848-7710
0561-72-1001 0561-72-1096
052-751-2880 052-751-6033
052-771-0001 052-771-7091
052-701-0120 052-701-3226
052-731-9193 052-732-2579
0561-63-9082 0561-63-9082
052-704-5671 052-704-0495
0561-62-0330 0561-63-1240
052-733-3511 052-732-1839
052-731-1139 052-732-2739
052-762-0030 052-761-8156
052-701-1553 052-703-1005
052-761-8888 052-761-7777
052-733-0123 052-733-4321
052-772-5255 052-775-0657
052-803-2721 052-803-5150

東名支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(13)0006968-000 信和不動産㈱
知事(13)0006975-000 サン商事㈱
知事(13)0007383-000 三重産業㈱
知事(13)0007419-000 アサヒ産業㈱
知事(13)0007615-000 ㈱栄建
知事(12)0007717-000 ユーダイ不動産
知事(12)0008046-000 正光建設㈱
知事(12)0008357-000 新興建設㈱
知事(12)0008528-002 本州建設㈱ 名東支店
知事(12)0008722-000 壽不動産
知事(12)0009050-000 藤田産業
知事(12)0009303-000 朝日総合商事
知事(12)0009347-000 名昭不動産
知事(11)0009393-000 ㈲アスク
知事(11)0009461-000 ㈱岡光
知事(11)0009812-000 アオキ産業㈱
知事(11)0009844-000 西里ハウジング㈱
知事(11)0009965-000 ㈱柴源
知事(11)0010568-000 ＡＣマネジメント㈱
知事(11)0010672-000 ヤサカ住宅㈱
知事(11)0010734-000 ㈲天野
知事(11)0010758-000 朝日地所㈱
知事(11)0010888-000 豊祐土地㈱
知事(11)0010940-000 ㈱大英
知事(11)0011000-000 ㈱服部都市建築設計事務所
知事(11)0011042-000 セイワ産業㈱
知事(11)0011204-000 ㈱メルベ稲垣
知事(11)0011228-000 ㈱システック
知事(11)0011371-000 ダイバ不動産
知事(11)0011411-000 セントラルホ―ム㈱
知事(10)0011605-000 富士不動産㈱
知事(10)0011675-000 ニュ―ハウス

代表者名
堀之内 和志
杉村 圭照
柴田 長兵衛
山内 文雄
安藤 雅文
水野 一宏
伊藤 英樹
山田 一久
加藤 秀直
嶋内 雅視
藤田 一彦
奥井 俊一
加藤 惺
金岡 美弥子
岡田 光弘
青木 泰親
志水 義祐
柴田 幸子
加藤 義幸
後藤 信夫
天野 宣一
平野 五郎
森 健
橋本 英樹
服部 力
石橋 泰徳
稲垣 保彦
原 宗明
臺場 孝志
花井 一正
久保田 視紀郎
松井 隆子

郵便番号
470-0135
464-0075
465-0094
464-0821
480-1107
465-0046
480-1124
464-0816
480-1124
465-0075
464-0074
465-0005
465-0025
480-1132
465-0093
464-0850
465-0024
465-0095
464-0802
464-0856
465-0095
464-0075
464-0802
464-0832
464-0075
464-0077
464-0035
464-0850
464-0067
465-0091
464-0821
465-0042

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0561-72-5900 0561-72-2562
日進市岩崎台２ー１０６
052-731-5643 052-732-5460
名古屋市千種区内山１ー１０ー２０
052-702-1040 052-702-1041
名古屋市名東区亀の井３ー１８７
052-763-2132 052-763-2133
名古屋市千種区末盛通４ー１７
0561-63-3131 0561-63-3133
長久手市下権田８ー３
052-772-7771 052-772-2680
名古屋市名東区望が丘３２８ー２
0561-63-7788 0561-63-7789
長久手市戸田谷２０２
052-763-3333 052-763-3363
名古屋市千種区鏡池通２ー７ー５
0561-63-1123 0561-63-1128
長久手市戸田谷１０２４
052-782-1626 052-782-8099
名古屋市名東区藤巻町２ー２ー１３２６
052-722-5006 052-722-5039
名古屋市千種区仲田１ー３ー１８
052-771-9333 052-776-4858
名古屋市名東区香流２ー３０２
052-702-2772 052-702-2912
名古屋市名東区上社３ー１８０６ー２
0561-63-8798 0561-62-8621
長久手市上川原７ー９
052-702-2300 052-702-2424
名古屋市名東区一社２ー８０ 協和ビル２０１
052-741-7081 052-741-4175
名古屋市千種区今池２ー１ー１８
052-774-6821 052-776-1464
名古屋市名東区本郷２ー２２６ ３階
052-774-1001 052-774-2050
名古屋市名東区高社２ー１９０
052-753-7407 052-753-7406
名古屋市千種区星が丘元町１５ー２２
052-735-3451 052-735-3452
名古屋市千種区吹上２ー３ー１５ マ・メゾン吹上１０１号
052-773-0028 052-773-9398
名古屋市名東区高社２ー１２７
名古屋市千種区内山３ー２５ー６ 千種ター ミナルビル６Ｆ 052-732-1023 052-732-1251
052-784-0555 052-784-0567
名古屋市千種区星が丘元町１５ー２７
052-753-4111 052-753-6800
名古屋市千種区山添町２ー５４ー１
052-731-8121 052-731-8135
名古屋市千種区内山１ー１７ー１７
052-719-0131 052-719-0130
名古屋市千種区神田町３０ー９
052-782-0252 052-782-6236
名古屋市千種区橋本町１ー４９ー１
052-745-1661 052-735-7100
名古屋市千種区今池５ー２４ー３２
052-761-8484 052-752-6118
名古屋市千種区池下２ー２ー４
052-772-2197 052-776-5949
名古屋市名東区よもぎ台１ー７０９
052-751-5555 052-751-0111
名古屋市千種区末盛通４ー２６ー１
052-774-4004 052-774-5007
名古屋市名東区照が丘２３４ー２
住所

東名支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(10)0011726-000 アサヒ住宅㈱
知事(10)0011762-000 日邦土地㈱
知事(10)0012059-000 産経貿易㈱
知事(10)0012078-000 大島建設㈱
知事(10)0012216-000 共立不動産㈲
知事(10)0012364-000 ㈱オオムラ
知事(10)0012376-000 ミノリ土地
知事(9)0012840-000 サトウ不動産
知事(9)0012911-000 ㈲鹿島地所
知事(9)0013116-000 ハウス㈱
知事(9)0013199-000 名立ハウジング㈲
知事(9)0013208-000 ㈲藤新商事
知事(9)0013224-000 ㈱オオギ
知事(9)0013273-000 フジアールイーシステム㈱
知事(9)0013307-000 ㈲大伸住宅
知事(9)0013324-000 不動開発㈱
知事(9)0013387-000 アドバンス名古屋
知事(9)0013450-000 ㈲エス・ケー・ハウジング
知事(9)0013497-000 東名ホームズ㈱
知事(9)0013759-000 エイトホーム
知事(9)0013827-000 ㈱米信
知事(9)0013840-000 ㈱アイナ
知事(9)0013843-000 メーエイ地販
知事(9)0013845-000 ㈱藤森商事
知事(9)0013907-000 大成不動産
知事(8)0014027-000 ウッドホームズ㈱
知事(8)0014038-000 シーケーホーム㈱
知事(8)0014044-000 山田地所
知事(8)0014048-000 中川コーポレーション㈱
知事(8)0014197-000 岡三ハウジング㈱
知事(8)0014261-000 ㈲鍋野事務所
知事(8)0014295-000 ㈱大地不動産

代表者名
都築 新次
磯辺 繁裕
玉水 浩一
大島 成夏
加藤 卓也
大村 泰史
青山 邦雄
佐藤 守男
鹿島 美智代
小林 栄香
河野 勝
伊藤 典男
大野 義雄
片岡 信賢
中村 伸一郎
石川 民男
鈴木 輝昭
川村 玲子
坂部 智俊
八尾 博士
寺島 末美
田中 啓司
林 利弘
加藤 和徳
金田 正義
小松 良治
金谷 利雄
山田 正義
中川 錦司
岡 愛隆
鍋野 可幸
只井 真

郵便番号
470-0136
464-0802
464-0858
465-0008
465-0048
465-0093
480-1106
465-0087
465-0093
464-0850
465-0018
465-0004
465-0022
464-0847
465-0025
470-0126
464-0086
464-0850
465-0093
465-0058
480-1156
470-0115
465-0018
465-0024
464-0850
465-0063
480-1156
480-1122
464-0084
464-0802
464-0006
470-0113

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0561-75-5546 0561-72-8955
日進市竹の山３ー８０３
名古屋市千種区星が丘元町１５ー２７ トーカン星ケ丘２０２ 052-781-5511 052-781-8131
052-732-2328 052-732-0935
名古屋市千種区千種３ー１８ー１３
052-771-1188 052-771-7209
名古屋市名東区猪子石原１ー１０１
052-773-5141 052-772-0230
名古屋市名東区藤見が丘５ シバタビル１０１号
052-704-5660 052-704-5690
名古屋市名東区一社１ー１４９
0561-63-0454 0561-63-1090
長久手市大久手１３４
052-703-3788 052-703-4026
名古屋市名東区名東本通３ー５６
052-704-4477 052-704-5959
名古屋市名東区一社１ー１６３
052-733-1538 052-733-9343
名古屋市千種区今池３ー３２ー３
052-775-7600 052-775-7599
名古屋市名東区八前２ー７０２
052-772-1865 052-771-8787
名古屋市名東区香南１ー３１８
052-772-0985 052-774-9666
名古屋市名東区藤森西町８０２ー２
052-733-2783 052-733-2791
名古屋市千種区春岡通５ー１１ー１
052-704-7770 0568-67-9250
名古屋市名東区上社４ー９９ 第２８プロスパー上社
052-804-0103 052-804-0103
日進市赤池町村東１９２ー１
052-712-1851 052-712-1853
名古屋市千種区萱場１ー６ー１９
052-734-7218 052-734-7126
名古屋市千種区今池１ー１８ー８
052-703-0026 052-704-3222
名古屋市名東区一社２ー６６
052-701-8031 052-701-4722
名古屋市名東区貴船３ー１０９
0561-62-0121 0561-62-3713
長久手市五合池２１２５
0561-75-5077 0561-75-5016
日進市折戸町鎌ケ寿５ー５
052-772-3133 052-772-3332
名古屋市名東区八前３ー９０１
052-771-1248 052-776-1527
名古屋市名東区本郷１ー１５４
052-731-5532 052-733-4910
名古屋市千種区今池１ー１５ー６
052-701-3531 052-704-0212
名古屋市名東区新宿２ー５８
0561-63-3230 0561-62-0750
長久手市五合池１１０５
0561-62-9163 0561-63-2783
長久手市城屋敷１１０１
052-722-5505 052-722-5506
名古屋市千種区松軒１ー５ー７
052-788-2320 052-788-2321
名古屋市千種区星が丘元町１５ー１９
052-721-3813 052-721-3832
名古屋市千種区光が丘２ー８ー１
0561-74-3991 0561-74-3992
日進市栄２ー１０６
住所

東名支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(8)0014324-000 ミユキプランニング
知事(8)0014383-000 ㈲未来都市調査
知事(8)0014471-000 ㈱グリ―ンランド
知事(8)0014510-000 東拓
知事(8)0014592-000 大雄地産㈱
知事(8)0014621-000 ㈱八方
知事(8)0014732-000 ㈱酒井新設計
知事(8)0014785-000 ㈱日宝
知事(8)0014873-000 ㈲村松コーポレーション
知事(8)0014943-000 ㈱松田住宅
知事(8)0014990-000 ㈱タスク
知事(8)0015001-000 ㈲ダイキ住販名古屋
知事(8)0015064-000 ㈲加藤不動産事務所
知事(8)0015069-000 ㈱万無
知事(8)0015131-000 ㈱名古屋第一不動産
知事(8)0015267-000 ㈱サンヨーエステイト
知事(8)0015277-000 ㈱中部新都市サービス
知事(8)0015344-000 名信産業㈱
知事(8)0015377-000 ㈱トマト
知事(8)0015421-000 ㈱湊不動産
知事(8)0015447-000 ㈱ライフ
知事(8)0015492-000 ㈱ラ・サール
知事(7)0015532-000 ㈱北和不動産
知事(7)0015533-000 常盤住宅販売㈱
知事(7)0015554-000 ㈲あいち商事
知事(7)0015580-000 ㈱ＯＦＦＩＣＥ ＧＯＴＯ
知事(7)0015654-000 アーバンライフ㈱
知事(7)0015759-000 ㈱拓穂工務店
知事(7)0016015-000 ㈲愛晃
知事(7)0016037-000 ㈱ランド・シャルマン
知事(7)0016052-000 ㈱オークラビル
知事(7)0016079-000 オオタ建設㈱

代表者名
阿曽 ゆき子
福井 將之
川尻 稔
石山 満雄
能登 浩嗣
森 聖樹
酒井 修
濱田 亮
村松 隆生
松田 弘子
井ノ上 由貴男
河野 麻衣子
加藤 和泉
行方 靖詞
杉本 大志
生田 恵津子
前田 正人
篠田 岩雄
三本 慶一
湊 健
秋山 修二郎
奥出 知昭
北村 忠和
高橋 龍祐
林 研二
後藤 研二
朝倉 弥介
林 信次
杉浦 眞知子
岡本 仁史
青山 幸弘
太田 和孝

郵便番号
464-0073
464-0850
464-0075
464-0044
480-1113
464-0084
464-0841
464-0001
464-0850
464-0808
464-0067
464-0033
480-1103
465-0033
464-0850
465-0095
464-0841
465-0094
465-0065
465-0047
464-0837
465-0033
465-0091
465-0018
480-1103
464-0850
470-0105
470-0114
464-0082
465-0026
464-0807
465-0087

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-734-7733 052-734-7780
052-734-6387 052-734-6388
052-744-3833 052-744-3834
名古屋市千種区自由ケ丘３ー２ー２７ 自由ヶ丘プラザ店舗１０８ 052-734-3348 052-734-3924
0561-62-5008 050-3730-9241
長久手市山野田６３３ 秀美寮１０９
052-711-8626 052-711-0218
名古屋市千種区松軒２ー４ー３
052-761-3330 052-761-3334
名古屋市千種区覚王山通９ー２
052-778-5395 052-778-5395
名古屋市千種区東千種台１４ー９
052-741-5537 052-731-9303
名古屋市千種区今池３ー２０ー１５
052-782-7002 052-782-7012
名古屋市千種区星が丘山手１１３
052-761-1125 052-761-0616
名古屋市千種区池下１ー３ー５
052-781-8571 052-781-8571
名古屋市千種区鹿子町４ー１８ー７
0561-62-7604 0561-62-2895
長久手市岩作三ケ峯１ー１５６
052-777-0071 052-777-0072
名古屋市名東区明が丘５２
052-731-4031 052-733-6011
名古屋市千種区今池４ー８ー１９
052-774-0005 052-771-8110
名古屋市名東区高社１ー２４８
052-763-1163 052-763-1193
名古屋市千種区覚王山通８ー７０ー１
名古屋市名東区亀の井１ー１７５ ヴェルビュ星ヶ丘 Ｎー１０４号 052-701-7034 052-701-7039
052-709-2121 052-709-2120
名古屋市名東区梅森坂２ー１３０１ー１
052-776-9328 052-776-0532
名古屋市名東区小池町４６８ー７
名古屋市千種区丘上町２ー３４ー４ ハイネスビレッジ１Ｆ 052-761-0711 052-761-0511
052-772-1121 052-776-0988
名古屋市名東区明が丘５０
052-772-8885 052-772-5123
名古屋市名東区よもぎ台２ー６１８
052-775-6767 052-775-6770
名古屋市名東区八前３ー９０１
0561-62-3975 0561-62-8931
長久手市岩作中縄手４６ー３
052-741-4666 052-741-5066
名古屋市千種区今池２ー２７ー４
0561-73-9663 0561-73-9665
日進市五色園２ー１５０８
0561-73-7781 0561-73-7781
日進市南ケ丘３ー１０ー３
052-711-1884 052-712-3932
名古屋市千種区上野３ー４ー１９
052-777-3141 052-777-2626
名古屋市名東区藤森２ー２６５
052-782-4057 052-783-1982
名古屋市千種区東山通５ー１１３
052-702-0002 052-783-5555
名古屋市名東区名東本通３ー５１
住所
名古屋市千種区高見１ー１１ー１２
名古屋市千種区今池１ー５ー９ イリヤビル５Ｆ
名古屋市千種区内山３ー１０ー１９ 若山ビル３Ｆ

東名支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(7)0016079-001 オオタ建設㈱ 事業本部
知事(7)0016085-000 ㈱日栄不動産
知事(7)0016158-000 コタニ不動産
知事(7)0016173-000 ロケーションハウス㈱
知事(7)0016268-000 ㈲高神不動産
知事(7)0016314-000 ㈲丸定不動産
知事(7)0016366-000 ㈱中央ビル不動産
知事(7)0016413-000 ㈲上野山都市開発
知事(7)0016449-000 ㈱サムホームズ
知事(7)0016483-000 冨士住宅販売
知事(7)0016491-000 ㈲ワイアンドワイ
知事(7)0016533-000 ㈲ランド・ネットワーク
知事(7)0016548-000 ㈱プロクシィ
知事(7)0016574-000 姫野建設㈱
知事(7)0016580-000 ㈱ＲＥ東海
知事(7)0016767-000 ㈱ライフデザインクリエイターズ
知事(7)0016837-000 ㈱ビギン
知事(7)0016882-000 ㈲千種ハウジング
知事(6)0017066-000 ㈲ウイングホーム
知事(6)0017081-000 ㈱インターメディア・アスカ
知事(6)0017235-000 ダイオー㈱
知事(6)0017297-000 アール・アンド・アイ都市開発㈱
知事(6)0017312-000 ㈱シーエスオノダ
知事(6)0017419-000 ㈲ボーグ
知事(6)0017469-000 ㈱愛和住宅
知事(6)0017502-000 ㈱エステートトーカン
知事(6)0017507-000 ㈱浅井工務店
知事(6)0017534-001 ㈱クレストンホーム 名古屋東支店
知事(6)0017541-000 トミタハウジング
知事(6)0017576-000 みやび地所
知事(6)0017655-000 エステイトプラザ㈲
知事(6)0017678-000 丸福不動産㈱

代表者名
村上 文徳
園 健雄
伊藤 庸一
大久保 康男
柏原 裕子
後藤 富代
立松 具忍彦
上野山 和江
安藤 泰樹
岸 冨士男
加藤 康江
寺本 芳樹
西村 公男
姫野 正良
脇原 豊
住井 祐介
中里 忠男
中島 昭次
馬場 善裕
中川 優希
鈴木 貴博
石黒 茂夫
小野田 猛
高木 愛子
戸田 寧
加藤 衛
浅井 俊和
溝口 治
冨田 吉徳
永野 雅則
李 豊宏
生田 欽也

郵便番号
464-0025
465-0057
465-0054
464-0025
465-0087
464-0850
465-0095
470-0112
465-0095
470-0117
465-0025
470-0134
465-0035
465-0007
465-0095
464-0075
464-0850
464-0011
480-1144
464-0807
465-0093
464-0092
464-0003
464-0007
464-0033
464-0806
464-0855
465-0025
464-0042
470-0103
464-0075
465-0097

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-788-2121 052-784-0039
052-701-6969 052-701-6989
052-701-0579 052-705-0579
052-734-7175 052-781-6077
052-702-2266 052-702-2267
052-731-8225 052-731-8227
052-772-7788 052-772-5353
0561-73-1975 0561-73-8769
052-776-1414 052-776-1417
0561-73-8196 0561-73-8196
052-704-7735 052-704-0181
052-805-2888 052-805-6886
052-774-1336 052-774-1334
052-772-1533 052-771-1316
052-726-8333 052-726-8311
052-734-4160 052-364-9460
052-734-8731 052-734-8797
052-712-0250 052-721-0540
0561-63-8061 0561-62-3501
052-783-6211 052-783-6212
052-701-7777 052-701-7787
名古屋市千種区茶屋が坂１ー１０ー２３ レジデンス茶屋が坂１０１ 052-726-6371 052-726-6372
052-771-0195 052-771-0195
名古屋市千種区新西１ー５ー２０
052-723-0880 052-722-7670
名古屋市千種区竹越２ー１ー３０
052-784-0550 052-784-0560
名古屋市千種区鹿子町２ー７
052-781-8181 052-781-8600
名古屋市千種区唐山町１ー６８
052-741-4011 052-731-6870
名古屋市千種区千種通６ー２９
052-715-7900 052-715-7901
名古屋市名東区上社３ー１０２
052-711-4248 052-711-6288
名古屋市千種区南ケ丘１ー３ー１２
0561-73-0078 0561-73-6653
日進市北新町八幡西１１９６ー１
052-734-2823 052-734-2824
名古屋市千種区内山３ー６ー１４ 山八第二ビル５Ｆ
052-781-2277 052-781-3688
名古屋市名東区平和が丘３ー７６
住所
名古屋市千種区桜が丘２９５
名古屋市名東区陸前町２５１２
名古屋市名東区高針台３ー１００３
名古屋市千種区桜が丘２３０番地
名古屋市名東区名東本通３ー２７
名古屋市千種区今池３ー４ー９
名古屋市名東区高社１ー２６３
日進市藤枝町奥廻間１１９２ー１３０
名古屋市名東区高社２ー９２
日進市藤塚１ー７２
名古屋市名東区上社３ー１００２
日進市香久山１ー３１０ ベレ ーザ香久山２Ｆ
名古屋市名東区豊が丘１１０３
名古屋市名東区香坂６０５
名古屋市名東区高社１ー２５３ 一社プラザ５０１
名古屋市千種区内山３ー３０ー９
名古屋市千種区今池５ー３０ー１１
名古屋市千種区千代田橋２ー９ー９
長久手市熊田１１６
名古屋市千種区東山通５ー２８ー２
名古屋市名東区一社２ー１０

東名支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(6)0017705-000 愛光建設㈱
知事(6)0017718-000 ㈱香久山建設不動産
知事(6)0017777-000 ユタカホーム㈱
知事(6)0017837-000 ㈲弥生不動産
知事(5)0017926-000 ㈱コスモ建設
知事(5)0017993-000 ㈱サンユーハウジング
知事(5)0018034-000 豊和建設㈱
知事(5)0018120-000 ㈲ＭＩＺＵＮＯホーム
知事(5)0018128-000 ㈱いのうえ住宅産業
知事(5)0018183-000 ㈲アセットマネジメント
知事(5)0018214-000 ㈱ワンダーランド
知事(5)0018390-000 ㈲ザクトア
知事(5)0018520-000 若水土地事務所
知事(5)0018537-000 ㈱村岡不動産
知事(5)0018573-000 ㈲マイム
知事(5)0018647-000 名古屋不動産販売㈱
知事(5)0018697-000 ㈲松陽
知事(5)0018728-000 五年堂
知事(5)0018792-000 ㈱東海・ビルド
知事(5)0018834-002 ㈱スマイルホーム 本山店
知事(5)0018839-000 ㈱鈴木工務店
知事(5)0018879-000 ㈲エステート・ラボ
知事(5)0018920-000 第一フジ建設㈱
知事(4)0018974-000 ㈲ナゴヤジャパン
知事(4)0019008-000 ㈲リーフアップ
知事(4)0019045-000 ㈲サンケリー
知事(4)0019134-000 イーストウィング
知事(4)0019136-000 ㈲オカモト・エステイトオフィス
知事(4)0019138-000 ㈲ユーライフ
知事(4)0019153-000 ㈱ジーワンシステム
知事(4)0019178-000 ㈱油久
知事(4)0019199-000 ㈱新日本住販

代表者名
川本 一成
加藤 学
河合 賢治
福田 智恵子
禰屋 文雄
佐藤 庫司
土川 貴史
水野 善夫
井上 伸城
水野 敦史
佐々 佳広
岩田 美子
塚口 正信
村岡 靖章
青木 弘
今泉 正宏
眞城 利浩
野々村 美知子
大上 功
堀口 聡
鈴木 裕二
服部 栄治
片岡 信賢
斉藤 孝司
武山 行男
服部 里美
近藤 誠子
岡本 康市
近藤 裕人
梅村 成
梶川 久雄
深見 宗一郎

郵便番号
465-0026
470-0134
464-0075
464-0005
465-0063
464-0074
470-0126
465-0042
465-0053
480-1117
470-0126
464-0804
464-0072
465-0024
465-0004
480-1172
464-0850
480-1177
465-0008
464-0807
470-0111
465-0064
464-0074
465-0093
465-0025
464-0055
480-1103
464-0821
470-0134
464-0074
464-0086
464-0807

住所
名古屋市名東区藤森２ー２７３
日進市香久山１ー２８１３
名古屋市千種区内山１ー４ー１５
名古屋市千種区千代が丘５番 Ｎー１１１号
名古屋市名東区新宿１ー６ー４
名古屋市千種区仲田１ー５ー１６
日進市赤池町モチロ６１ー５０３
名古屋市名東区照が丘２３ Ｃｅｒｅｓ照が丘Ⅱ１０８
名古屋市名東区極楽３ー３０２
長久手市喜婦嶽８０４ー１
日進市赤池町箕ノ手２ー５８３ １Ｆ
名古屋市千種区東山元町１丁目４５番１
名古屋市千種区振甫町１ー１
名古屋市名東区本郷２ー１６３ ロイヤルマンション本郷１Ｆ
名古屋市名東区香南２ー８０５
長久手市宮脇９１５
名古屋市千種区今池３ー３５ー１
長久手市仏が根１１１１
名古屋市名東区猪子石原１ー１３０７
名古屋市千種区東山通１ー３４ 堀尾ビル１Ｆ
日進市米野木町宮前２５
名古屋市名東区大針３ー３９ー ２
名古屋市千種区仲田１ー２ー１９
名古屋市名東区一社２ー５５
名古屋市名東区上社１ー１３０５ 真ハイツ２Ｆ
名古屋市千種区姫池通３ー２２ー１
長久手市岩作西島５９
名古屋市千種区末盛通１ー１８ー １覚王山ハイツ３０１号
日進市香久山４ー１０５
名古屋市千種区仲田２ー１４ー１６
名古屋市千種区萱場１ー６ー１９
名古屋市千種区東山通３ー３ 静 谷ビル２Ｆ

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-778-1090 052-778-1091
052-802-6511 052-802-6955
052-731-8881 052-731-5567
052-776-5678 052-776-5677
052-704-5801 052-704-5803
052-723-7751 052-723-7752
052-807-1100 052-800-4777
052-775-7887 052-775-7337
052-715-7891 052-715-7892
0561-62-6498 0561-62-6495
052-807-1117 052-807-5558
052-781-8381 052-781-8380
052-722-7131 052-711-3893
052-777-4311 052-777-4323
052-775-3149 052-775-3164
0561-63-4484 0561-76-2520
052-745-5571 052-744-3334
0561-62-9626 0561-62-9668
052-772-9100 052-772-9121
052-783-5858 052-783-5853
0561-72-0521 0561-73-0329
052-702-0401 052-702-0813
052-712-1179 052-733-2791
052-704-3688 052-704-3677
052-769-0770 052-769-0778
052-204-4900 052-204-4917
0561-62-1511 0561-62-1602
052-757-4321 052-757-4311
052-804-1068 052-804-5688
052-734-3489 052-734-3498
052-722-2119 052-722-2241
052-788-2103 052-788-2104

東名支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(4)0019206-000 ㈱ミリオンホームネット
知事(4)0019282-000 プラス不動産㈲
知事(4)0019320-000 ㈲アイ・エム・サービス
知事(4)0019333-000 丸商物産㈱
知事(4)0019351-000 ホームダイゼン
知事(4)0019394-000 エステイト㈱
知事(4)0019456-000 フロンヴィルホームズ名古屋㈱
知事(4)0019481-000 アトラス
知事(4)0019501-000 ㈱アドバンテージ
知事(4)0019536-000 ㈱ジャスト
知事(4)0019552-000 ㈲シバーズ
知事(4)0019554-000 テクメイト・エステイト
知事(4)0019569-000 ㈱ジョインエステート管理
知事(4)0019602-000 ㈱プロモ
知事(4)0019721-000 エム・ケイプランニング
知事(4)0019722-000 さとう
知事(4)0019770-000 ビーアンドエム
知事(4)0019773-000 ㈱ユーザン
知事(4)0019777-000 ベルハウジング㈱
知事(4)0019811-000 ㈲ビー・トラスト
知事(4)0019828-000 アイディホーム㈱
知事(4)0019923-000 ㈱山都
知事(4)0019932-000 興和ホーム㈱
知事(4)0019935-000 ㈲ニューオフィシャル
知事(4)0019936-000 ㈲Ｊプラン
知事(4)0020018-000 ㈱ナガハマ工務店
知事(4)0020083-000 愛豊不動産管理㈲
知事(4)0020094-000 ㈲わかば不動産
知事(4)0020139-000 冨善不動産㈱
知事(4)0020146-000 ㈱セレニール
知事(3)0020175-005 ㈱アイデムホーム 名古屋東店
知事(3)0020186-000 ㈲ベーストラスト

代表者名
三宅 充
杉本 直美
家田 大
金原 福男
大前 正美
林 豊史
黒川 春樹
滿仲 茂子
佐藤 嘉紘
中尾 一也
柴田 吉延
三木 敦子
田村 誠
奥村 一美
川村 元史
佐藤 正彦
西田 美千子
原田 留美子
鈴木 央良
別所 弘之
小野 智
美山 英吾
丹羽 健
新井 克年
朝倉 潤真
長浜 正光
若杉 秀樹
西川 孝
冨田 厳
浅井 公代
近藤 功
高橋 明輝男

郵便番号
465-0095
465-0093
465-0061
470-0126
465-0048
480-1147
465-0053
464-0051
464-0074
470-0136
465-0011
480-1137
464-0075
465-0028
465-0094
470-0105
465-0017
480-1117
464-0084
465-0092
464-0075
464-0008
465-0062
464-0075
470-0133
465-0004
464-0002
465-0061
465-0018
464-0073
465-0048
470-0132

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-726-9100 052-726-9105
052-702-5599 052-702-1081
052-703-5400 052-703-5377
052-802-3132 052-802-3427
052-760-5150 052-760-5188
0561-76-7336 0561-76-7356
052-701-8050 052-703-0882
名古屋市千種区田代町四観音道東１１ ６ー１０月宮殿４ー１３ 052-711-2621 052-711-5866
052-737-1088 052-737-6818
名古屋市千種区仲田１ー４ー１４ １Ｆ
0561-75-6656 0561-75-6662
日進市竹の山１ー２１０４
052-777-0563 052-777-0448
名古屋市名東区山の手２ー１１１０
0561-62-1868 0561-62-1868
長久手市下川原１４ー１０ バンベール藤ヶ丘６０１
052-734-3013 052-744-0086
名古屋市千種区内山１ー２４ー９
052-774-5758 052-774-5758
名古屋市名東区猪高台２ー１０１４
052-702-6306 052-702-6306
名古屋市名東区亀の井２ー１６０ グランデ亀の井１０２
0561-72-1668 0561-72-1668
日進市五色園１ー１１３１
052-771-7370 052-772-5800
名古屋市名東区つつじが丘６２２
0561-63-0088 0561-62-1118
長久手市喜婦嶽３０５
052-725-3777 052-725-3778
名古屋市千種区松軒１ー７ー１５ ダイワビル２Ｆ
052-775-7377 052-775-7387
名古屋市名東区社台３ー５２ コーポちひろ３０１
052-733-3658 052-733-3659
名古屋市千種区内山２ー１２ー２０
052-961-3310 052-961-3350
名古屋市千種区宮根台１ー４ー１６ 美幸ビル２０２
052-705-1551 052-705-1550
名古屋市名東区松井町３５４
052-735-5788 052-732-3629
名古屋市千種区内山３ー１１ー７
052-808-6907 052-805-6230
日進市梅森台５ー２０７
052-773-9334 052-777-0996
名古屋市名東区香南１ー３２２
052-776-7800 052-775-0591
名古屋市千種区香流橋２ー１ー３７
052-705-1871 052-705-1872
名古屋市名東区高針１ー１７０９
052-778-8772 052-778-8775
名古屋市名東区八前３ー９１８
052-751-7727 052-761-8731
名古屋市千種区高見２ー１０ー１３
052-769-4330 052-769-4332
名古屋市名東区藤見が丘１００ パラダイム東光１Ｆ
052-806-9924 052-806-9103
日進市梅森町株山１ー３ ＢＴ０１ ２Ｆ
住所
名古屋市名東区高社１ー２６３
名古屋市名東区一社２ー１６７ ＨＩＬＬＬＯＣＫ１６７
名古屋市名東区高針３ー１２０２
日進市赤池町モチロ６１ー４６１
名古屋市名東区藤見が丘２６ 第一シティハウス藤見１Ｆ
長久手市市が洞３ー１６０２
名古屋市名東区極楽４ー１４１２

東名支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(3)0020205-000 ㈱ヒノデ住建
知事(3)0020234-000 ていこくエステート
知事(3)0020255-000 ㈱ワールド・アセット・マネジメント
知事(3)0020272-000 アルファモール㈱
知事(3)0020340-000 エステイトジャパン㈱
知事(3)0020416-000 ㈱ＳーＳｔｙｌｅ
知事(3)0020433-000 ㈱コスモクリエイト
知事(3)0020456-004 ㈱リアルウッドマーケティング 住みかえＳＨＯＰ一社店
知事(3)0020489-000 ㈱エム・シー・シー
知事(3)0020531-000 ㈱コスモ開発
知事(3)0020534-000 ㈲オフィスティー・ワイ
知事(3)0020578-000 ㈱スクエア
知事(3)0020607-000 ブルーホームズ㈱
知事(3)0020622-000 ㈱五蘊
知事(3)0020644-000 ㈱美恵商事
知事(3)0020645-000 髙橋不動産
知事(3)0020656-000 ㈱大光地所
知事(3)0020787-000 ㈱Ｊ．カンパニー
知事(3)0020808-000 三樹プランニング
知事(3)0020818-000 エステートナビゲーション㈲
知事(3)0020859-000 ㈱芙蓉開発
知事(3)0020960-000 レアル愛知㈲
知事(3)0021028-000 ㈱千幸
知事(3)0021036-000 ＡＱＵＡ ＰＬＡＮ
知事(3)0021084-000 創名建設㈱
知事(3)0021153-000 ㈱アートホーム
知事(3)0021161-000 コニシホーム㈱
知事(3)0021188-000 ㈱アイ・エフ・ティ
知事(3)0021227-000 竹川不動産
知事(3)0021240-000 中部ホーム㈱
知事(3)0021241-000 ㈱アール．ビー
知事(3)0021259-000 ㈱トラストワン・アセットマネジメント

代表者名
林 和浩
山家 良広
夏山 正治
平田 義勝
大海 晃裕
柴田 浩至
村田 正男
吉田 勇
須田 晃章
高木 俊郎
築山 裕子
佐堂 公哉
青山 健司
古賀 恵太
早川 麻美
髙橋 俊雄
大村 光明
奥平 厚生
小坂井 三樹夫
八神 美智子
寺尾 裕光
白鳥 良治
加藤 康仁
松岡 廣志
林 文雄
伊丹 雅人
小西 栄樹
池澤 慶将
竹川 満
森川 誠
硲 誠
神谷 賢司

郵便番号
464-0075
464-0851
465-0072
464-0074
465-0022
464-0821
465-0025
465-0095
464-0850
464-0005
465-0076
465-0093
465-0011
465-0092
465-0093
464-0005
464-0004
470-0136
464-0028
464-0075
464-0075
470-0111
465-0033
480-1141
464-0851
464-0858
465-0004
480-1103
464-0850
464-0084
464-0075
464-0806

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-745-1540 052-745-1541
052-744-5121 052-744-5122
052-709-5920 052-709-5922
052-880-6116 052-880-4113
052-768-4288 052-768-4299
052-751-5900 052-751-8100
052-760-5166 052-760-5368
052-760-6656 052-760-6658
名古屋市千種区今池５ー１ー５ 名古屋センタープラザビル１２Ｆ 052-744-0760 052-744-0761
052-778-2955 052-775-3352
名古屋市千種区千代が丘５ー５０
052-702-7822 052-702-8071
名古屋市名東区扇町３ー４１ー２
052-705-6031 052-705-6032
名古屋市名東区一社２ー１０
052-760-1031 052-760-1032
名古屋市名東区山の手１ー５２９
052-777-5451 052-777-5457
名古屋市名東区社台３ー１８４ー４
052-702-0912 052-702-0913
名古屋市名東区一社１ー９８ 第２一社ビル２０６
052-737-3050 052-737-3051
名古屋市千種区千代が丘３ー１６
052-739-6411 052-777-7597
名古屋市千種区京命２ー６ー７
0561-76-1900 0561-76-1903
日進市竹の山２ー２０２１
052-781-2618 052-781-2628
名古屋市千種区東明町６ー６ー２
052-732-2263 052-387-5868
名古屋市千種区内山３ー１８ー８ 千種法律ビル５Ｆ
052-732-5454 052-732-5455
名古屋市千種区内山１ー１４ー１６ カモット・イーズ１Ｆ
0561-75-5685 0561-75-5686
日進市米野木町北山１ー４７３
052-777-0036 052-777-0072
名古屋市名東区明が丘５２ レジデンス５２ １Ｆ
0561-62-9370 0561-76-2159
長久手市根の神２１１ ヴィラグリーン２ーＤ
052-733-0304 052-733-0877
名古屋市千種区今池南８ー９ 創名ビル
052-735-8555 052-735-3313
名古屋市千種区千種３ー２１ー１６
052-938-9018 052-938-9019
名古屋市名東区香南１ー４１８
0561-63-5741 0561-63-6053
長久手市岩作床寒１２ー１
052-734-0020 052-734-0030
名古屋市千種区今池５ー１２ー２１
052-784-9703 052-784-9704
名古屋市千種区松軒２ー１３ー２１ エムズコート２階
名古屋市千種区内山１ー４ー１０ ＭＩＹＡＫＯＤＯＲＩ ｂｌｄｇ 052-745-3883 052-745-3884
052-783-0030 052-783-0031
名古屋市千種区唐山町３ー６ー２
住所
名古屋市千種区内山１ー５ー３
名古屋市千種区今池南２３ー１２
名古屋市名東区牧の原１ー９０７ ジョイ高針２Ｆ
名古屋市千種区仲田２ー１５ー１２ ワークビル８Ａ
名古屋市名東区藤森西町２０１
名古屋市千種区末盛通１ー１ 弘法屋本店ビル３Ｂ
名古屋市名東区上社２ー２０７ 福善ビル２０５
名古屋市名東区高社１ー２３８ コンフォート新生１Ｆ

東名支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(3)0021277-000 ㈱ミッドランド
知事(3)0021287-002 良室コーポレーション㈱ 本山店
知事(3)0021303-000 ㈱ランドアーズ
知事(3)0021320-000 ㈲ヒラバヤシ商事
知事(3)0021335-002 ㈱エムホーム 今池店
知事(3)0021354-000 大和㈱
知事(3)0021368-000 ㈱セドナコーポレーション
知事(3)0021379-000 ㈲楽楽楽
知事(3)0021409-000 エムジェイ㈱
知事(3)0021492-000 ㈱マイライフスタイル
知事(3)0021534-000 神成商会
知事(3)0021544-002 明弘㈱ 長久手営業所
知事(3)0021548-000 アールエステート㈱
知事(2)0021606-000 ㈱テナントライフ
知事(2)0021639-000 ㈱ＣＳ不動産
知事(2)0021658-000 ㈱アーリーバード
知事(2)0021723-000 リベールホーム
知事(2)0021789-000 ㈱アブコ
知事(2)0021808-000 ネクステップ㈱
知事(2)0021833-000 ㈱ベックセントラルエステート
知事(2)0021872-000 ㈱センコー不動産
知事(2)0021873-000 赤池不動産
知事(2)0021893-000 ㈱ライオン不動産
知事(2)0021909-000 ㈱勝濱建築研究所
知事(2)0021936-000 ㈲ハウス名古屋
知事(2)0021944-000 ㈱日建ハウジング
知事(2)0021963-000 ㈱ジョインライフ
知事(2)0021974-000 ホーム建材㈱
知事(2)0021974-001 ホーム建材㈱ ハウスドゥ 上社店
知事(2)0021986-000 ㈱柴田地所
知事(2)0022008-000 ㈱ワンプレイス
知事(2)0022013-001 ㈱マノモクハウジング 日進店

代表者名
高木 寛文
石黒 成昭
森 一樹
平林 和泉
石﨑 昂之
横井 計枝
深川 雅央
栗田 幸陽
越智 光輝
山田 学
神 武
戸嶋 圭孝
両金 宏
岩田 眞佐樹
田中 康博
加藤 丈博
杉本 忠秀
杉浦 孝幸
武儀山 誠治
久保 功
中西 浩之
早川 猛
野口 琳司
勝濱 大輔
鈴木 安則
岩永 房次
田村 誠
深谷 正典
河合 健治
柴田 仁
鈴木 隆真
野嵜 一彦

郵便番号
465-0061
464-0819
464-0858
464-0066
464-0075
480-1172
464-0801
465-0025
470-0136
470-0115
464-0007
480-1124
465-0095
464-0057
465-0058
465-0094
480-1125
465-0088
465-0092
465-0093
464-0011
470-0126
480-1114
465-0093
465-0073
465-0058
464-0075
465-0025
465-0025
465-0035
480-1111
470-0131

住所
名古屋市名東区高針１ー２０７ー１
名古屋市千種区四谷通１ー３ トップノッチビル１Ｆ
名古屋市千種区千種１ー１２ー２１
名古屋市千種区池下町２ー６３ー２５ グランドメゾン池下ザ・タワー６１０

名古屋市千種区内山３ー３３ー１４
長久手市宮脇９１７ 大和ビルディング３Ｆ
名古屋市千種区星ケ丘２ー３５ー３
名古屋市名東区上社２ー７１ 第１藤ビル３０５
日進市竹の山５ー１３０２
日進市折戸町前田１７４ー５
名古屋市千種区竹越１ー１５ー２９
長久手市戸田谷１１０９ Ｍユウキビル１階
名古屋市名東区高社２ー９０
名古屋市千種区法王町２ー５ 月見ヶ丘マンションＨー２１２
名古屋市名東区貴船３ー９０２
名古屋市名東区亀の井１ー１９ 西一社団地１４ー３０１
長久手市氏神前５１３ 氏神前ヤマチハイツ２０２
名古屋市名東区名東本町８３ー１ ウィスタリア星が丘１０１
名古屋市名東区社台１ー１０７ー１ 谷口ビル１Ｆ
名古屋市名東区一社２ー１０４
名古屋市千種区千代田橋２ー７ー２
日進市赤池町村東１１ー２
長久手市長配１ー４１０
名古屋市名東区一社１ー１４３ シャロン一社４Ｃ
名古屋市名東区高針原２ー１０３ ユニーブル高針原Ⅱ３０１
名古屋市名東区貴船１ー４１
名古屋市千種区内山１ー２４ー９
名古屋市名東区上社４ー１６２
名古屋市名東区上社４ー１４１
名古屋市名東区豊が丘９ー１
長久手市山越１１９
日進市岩崎町新ラ田１２９ー６ マノモクおうちパーク

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-704-4001 052-704-4002
052-781-3535 052-781-3541
052-753-8812 052-753-8813
052-764-7222 052-764-7222
052-745-3900 052-745-3400
0561-63-1321 0561-63-1321
052-783-6770 052-734-8567
052-777-6686 052-725-9899
0561-76-3086 0561-76-3087
0561-42-5455 0561-74-0225
052-711-7262 052-721-7029
0561-64-7510 0561-64-7511
052-771-5554 052-771-5565
052-753-2103 052-753-2104
052-702-8383 052-702-3041
052-753-8449 052-704-8439
0561-63-7122 0561-56-7533
052-753-9950 052-753-9951
052-725-9649 052-725-9639
052-703-1102 052-703-1106
052-715-4780 052-715-4781
052-801-6856 052-804-9917
0561-76-3482 0561-61-0581
052-709-7225 052-709-7226
052-703-0836 052-770-1124
052-705-8000 052-705-8001
052-734-3011 052-744-0086
052-703-0611 052-703-2608
052-703-3211 052-703-3212
052-771-2221 052-700-6203
0561-56-1667 0561-41-8278
0561-74-7333 0561-74-7666

東名支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(2)0022041-000 ㈱いとう建匠
知事(2)0022051-000 ゼン
知事(2)0022058-000 一光アセットパートナーズ㈱
知事(2)0022060-000 みかん山不動産㈱
知事(2)0022076-000 ㈱くらしケア
知事(2)0022078-001 ㈱トチスマコーポレーション 赤池店
知事(2)0022094-001 ㈱エムホームエステート 東支店
知事(2)0022113-000 鈴木不動産㈱
知事(2)0022132-000 ㈱辻建設
知事(2)0022150-000 中村土地㈱
知事(2)0022152-000 名東ハウス㈱
知事(2)0022158-000 ㈲大永土地
知事(2)0022163-000 ㈱Ｃーｒｏｏｍ
知事(2)0022164-000 ㈱クルール
知事(2)0022176-000 大成不動産
知事(2)0022195-000 ㈱ロキワークス
知事(2)0022198-000 玉菊不動産
知事(2)0022281-000 ㈱ミスズエステート
知事(2)0022390-000 愛和不動産㈱
知事(2)0022408-000 ㈱三和コンサルティング
知事(2)0022418-000 ㈱セドナ
知事(2)0022445-000 トミダ不動産㈱
知事(2)0022449-000 二八不動産
知事(2)0022466-000 ㈱ミキプランニング
知事(2)0022494-000 ㈱ホームズヒストリー
知事(2)0022511-000 ㈱碓氷不動産
知事(2)0022550-000 ㈱白壁住宅
知事(2)0022554-000 ㈱ティーマインヅ
知事(2)0022566-000 髙木商事
知事(2)0022568-000 フロイデ
知事(2)0022569-000 日の出衛生保繕㈱
知事(2)0022579-000 ㈱シィールズ

代表者名
伊藤 大司
日下 喜之
近藤 里佳
恒川 清二
直野 武志
宮﨑 透
荒木 政臣
鈴木 伯尚
辻 幹也
加藤 健太郎
後藤 章仁
前田 康秀
山田 精秀
後藤 英紀
小島 朗伸
谷 英司
青山 好之
長尾 一範
加藤 愛
鬼頭 幸穂
深川 雅央
冨田 誠
加藤 総司
佐藤 幹展
河合 俊貴
碓氷 学
佐藤 隆之
宮藤 幸美
髙木 悟
木村 陽一
武田 信彦
加藤 主

郵便番号
464-0848
464-0027
464-0827
464-0075
464-0853
470-0126
464-0026
480-1145
470-0113
465-0076
465-0081
464-0816
464-0850
464-0837
480-1113
464-0841
464-0085
464-0084
465-0084
465-0093
464-0026
480-1183
464-0083
464-0845
465-0043
464-0096
465-0051
465-0036
464-0007
464-0082
470-0111
465-0048

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-762-6255 052-752-6545
052-782-0002 052-782-5007
052-782-5800 052-782-5900
052-753-7070 052-753-7077
名古屋市千種区小松町６ー１１ー３ ＯＳ・ＳＫＹマンション レスカール大久手２０１ 052-715-7060 052-715-7062
052-807-3227 052-807-3228
日進市赤池町村東１１２ー１
052-781-8300 052-781-8318
名古屋市千種区井上町７４ー２ 鈴幸西ビル１Ａ
0561-61-6555 0561-61-6556
長久手市卯塚１ー８０７ー１
日進市栄１ー１３０１ パークホームズ日進ゲートマーク３０１ 0561-72-0738 052-766-3143
052-782-1690 052-782-1656
名古屋市名東区扇町１ー２３
052-703-0055 052-703-0054
名古屋市名東区高間町２７４
052-781-1201 052-781-2118
名古屋市千種区鏡池通３ー２９ー３
052-731-5656 052-731-5657
名古屋市千種区今池５ー２２ー１６ 大須賀ビル２Ｆ
052-757-5518 052-757-5517
名古屋市千種区丘上町２ー５１ー１
0561-58-0423 0561-58-0423
長久手市山野田１１１
052-753-8840 052-753-8842
名古屋市千種区覚王山通９ー１４ ことひらビル２Ｂ
052-711-7651 052-711-7932
名古屋市千種区古出来３ー４ー７
052-721-3358 052-721-3390
名古屋市千種区松軒１ー１ー１９
052-784-5728 052-784-5728
名古屋市名東区西里町３ー８
名古屋市名東区一社４ー３０ー２ ユーハイツ三和Ⅱ５０２ 052-703-0887 052-703-0884
052-789-0622 052-789-0636
名古屋市千種区井上町５３
0561-61-5533 0561-61-2103
長久手市西原５９
052-386-5356 052-722-8569
名古屋市千種区北千種１ー２ー６ 中日ビル３０１
052-778-9863 052-778-9864
名古屋市千種区南明町３ー２１
052-775-7775 052-775-7337
名古屋市名東区宝が丘２７０
052-711-2100 052-711-3392
名古屋市千種区下方町６ー６７
052-701-0675 052-701-0674
名古屋市名東区社が丘１ー４０２
052-775-5593 052-777-3334
名古屋市名東区藤里町２８番 ＳＴビル２Ａ号室
052-722-2262 052-723-2147
名古屋市千種区竹越２ー１ー３０
052-722-3236 052-722-3236
名古屋市千種区上野３ー１８ー１１
0561-72-0450 0561-73-2439
日進市米野木町奥畑５５
052-779-1188 052-771-6543
名古屋市名東区藤見が丘１１４
住所
名古屋市千種区春岡２ー２３ー４
名古屋市千種区新池町３ー３ オーベル東山公園３０１
名古屋市千種区田代本通３ー１８
名古屋市千種区内山３ー３１ー２７ 今池ゴトービル６Ｆ ６０５

東名支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(2)0022604-000 ㈱プピルイノベーション
知事(2)0022622-000 ㈱アネストワン
知事(2)0022647-000 ㈲エコモール
知事(2)0022661-000 ㈱ネクストトライ
知事(2)0022707-000 名環不動産㈱
知事(2)0022722-000 ㈲アイチ住建
知事(2)0022755-000 ㈱スカイパレス２１
知事(2)0022761-000 ㈱名翔エステート
知事(2)0022803-000 ㈱ａｍｉｓ ｈｏｍｅ
知事(2)0022848-000 協同組合 住まいの情報ステーション・東海
知事(2)0022855-000 勲和㈱
知事(1)0022899-000 ㈱ランドシティ
知事(1)0022940-000 ㈱エストラスト不動産
知事(1)0022994-000 エムエープランニング㈱
知事(1)0023021-000 ㈲日建リース
知事(1)0023038-000 ㈱コーキ
知事(1)0023060-000 かなでる不動産
知事(1)0023095-000 曽我建設㈱
知事(1)0023112-000 ㈱明が丘
知事(1)0023119-000 スペースアンドデザイン㈱
知事(1)0023169-001 ㈱ハートランド ユニバーサルホーム長久手店
知事(1)0023175-000 ㈱インフィールド
知事(1)0023191-000 ㈱ＹＭコンサルティング
知事(1)0023212-000 けいアンドけい
知事(1)0023213-000 ＴＭエステート
知事(1)0023218-000 ㈱ランドバンク
知事(1)0023228-000 ㈱サワダエステート
知事(1)0023247-000 ㈱戸田商事
知事(1)0023265-000 ㈱アヴェニュー
知事(1)0023268-000 ㈱ウルトラホーム
知事(1)0023281-000 ㈱ワークスプラス
知事(1)0023287-000 Ｃ＇Ｈｏｕｓｅ㈱

代表者名
水野 博之
青山 信春
服部 竜也
佐竹 大樹
服部 清人
川端 宣晴
早川 克憲
鎌田 浩幸
有地 美穂
山本 多津也
坂本 工治
梶谷 和代
神田 修平
向山 敬輔
黒谷 佳代
石田 公紀
岡﨑 正子
築山 卓佳
林 幹人
手崎 眞樹
内田 陽一
内野 勇次
渡邉 祐子
加藤 好憲
林 正文
茅根 良香
澤田 徹
戸田 直也
石井 孝諭
田岡 利章
加藤 尚未
磯貝 和輝

郵便番号
464-0075
465-0018
465-0094
464-0067
464-0807
465-0026
470-0111
464-0858
465-0025
480-1154
465-0051
465-0076
464-0850
464-0084
480-1125
470-0126
464-0064
465-0068
465-0033
465-0095
480-1103
470-0133
464-0807
465-0087
465-0035
464-0804
464-0084
465-0002
464-0073
470-0131
470-0104
465-0058

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
名古屋市千種区内山１ー２２ー９ グランスイート千種タワー１９０２ 052-735-3160 052-735-3160
052-777-2441 052-777-2647
名古屋市名東区八前２ー７１３
052-753-7409 052-753-7403
名古屋市名東区亀の井１ー２０ 西一社団地１５ー４０４
名古屋市千種区池下１ー１１ー２１ サンコート池下ビル１Ｆ 052-762-1191 052-762-1192
052-788-7585 052-788-7586
名古屋市千種区東山通５ー７ー１ 秋月荘１Ｆ
052-772-7050 052-772-7052
名古屋市名東区藤森１ー２１９ー２
0561-73-4484 0561-73-4418
日進市米野木町南山９７３ー２１２
052-744-0820 052-744-0821
名古屋市千種区千種３ー３９ー２ マンションちくさ１Ｆ
052-725-8541 052-725-8548
名古屋市名東区上社２ー２１７ メゾン吉田２Ｆ
0561-62-5601 0561-62-5408
長久手市塚田１３１４
052-703-1141 052-703-1145
名古屋市名東区社が丘１ー１０９
052-750-2987 052-750-2988
名古屋市名東区扇町２ー１ー１ ３１０
052-753-7477 052-753-7401
名古屋市千種区今池３ー１２ー２０ ＫＡビル３０１
052-799-7587 052-799-7588
名古屋市千種区松軒２ー１３ー２１ エムズコート１Ｆ
0561-63-1200 0561-62-8300
長久手市氏神前５０９
052-804-0801 052-770-0979
日進市赤池町箕ノ手２ー１７３０
052-753-7161 052-753-7162
名古屋市千種区山門町１ー５６ 覚王山ヒルズ２０２
052-702-1533 052-702-8071
名古屋市名東区牧の里１ー１２１５
052-772-1170 052-776-0988
名古屋市名東区明が丘５０ サン・ラ・サールビル４Ｆ
052-726-5501 052-726-5510
名古屋市名東区高社２ー２４２
高社ビル１Ｆ
0561-64-2808 0561-64-2809
長久手市岩作長鶴５０ ＣＢＣハウジング住まいの公園
052-800-3277 052-800-3250
日進市梅森台２ー２７６
052-734-2333 052-734-2332
名古屋市千種区東山通５ー６５ 東山ビルＢ棟２階Ａ
052-701-0056 052-704-5722
名古屋市名東区名東本通５ー２３
052-739-6214 052-739-6215
名古屋市名東区豊が丘１８０９
052-782-1517 052-782-1517
名古屋市千種区東山元町４ー２０ー１
052-880-3079 052-870-2678
名古屋市千種区松軒１ー１ー１５
052-768-5526 052-799-5066
名古屋市名東区引山１ー４１０ー１
052-734-2912 052-734-2914
名古屋市千種区高見１ー２４ー１４
0561-76-3993 0561-76-3970
日進市岩崎町南口４４ー３
0561-74-7080 0561-74-7081
日進市岩藤町所寒５１９ー１
052-734-7193 052-734-7193
名古屋市名東区貴船３ー１２１４ー１
住所

東名支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(1)0023369-000 ㈱ＮＤＲ
知事(1)0023413-000 アイディアキューブ㈱
知事(1)0023417-000 ㈱創健
知事(1)0023427-000 ㈱ハウスマックス
知事(1)0023444-000 ㈱湊不動産管理
知事(1)0023456-000 ㈱スローライフ
知事(1)0023515-000 ㈱マール
知事(1)0023543-000 ㈱ワンダーホーム
知事(1)0023553-001 ㈱ヒューマンエステート ワントップハウス マックスバリュ本山店
知事(1)0023608-000 てづか不動産
知事(1)0023625-002 ルビネット㈱ 本山店
知事(1)0023660-000 ㈱ティーアールパートナー
知事(1)0023669-000 吉田総合法務事務所
知事(1)0023696-000 ㈱フリーダムヒルズ
知事(1)0023718-000 ㈱ｉｎ不動産
知事(1)0023732-000 宝住研
知事(1)0023744-000 ㈱ＳＨマネジメント
知事(1)0023794-000 フェリスタ㈱
知事(1)0023802-000 ㈱ニューステップ
知事(1)0023832-000 ㈱Ｕ・Ｇ・Ａ ｎａｇｏｙａ
知事(1)0023863-000 ㈱ＣＯＭＲＡＤＥ
知事(1)0023888-001 ㈱ニッショー住販 流通センター東山
知事(1)0023888-002 ㈱ニッショー住販 流通センター池下
知事(1)0023889-000 ㈲昇栄エステート
知事(1)0023892-000 ㈲浅桑園
知事(1)0023893-000 日置商事㈱
知事(1)0023900-000 ㈱イーコン
知事(1)0023907-000 ㈱ジャパン・ブレイン・パートナーズ
知事(1)0023927-000 ㈱はがくれ
知事(1)0023947-000 ㈱小林工務店
知事(1)0023963-000 すまいる不動産販売㈱
知事(1)0023966-000 ㈱ＩＭＰＥＲＩＡＬ ＤＥＳＩＧＮ

代表者名
中野 智久
田澤 誉
藤本 史郎
金原 多美子
窪木 樹里
小倉 廣三
浅野 学
佐々 裕子
田中 裕樹
手塚 博昭
清水 立樹
小林 雄一郎
吉田 峰春
大谷 由紀
野間 誠司
新井 博貴
清水 大生
樋口 眞也
伊藤 歩
五石 英博
川上 裕子
岡田 健二
村上 正和
東 日弦
浅井 喜代人
宮田 和典
近藤 修一
杉浦 忠之
矢守 俊彦
小林 孝夫
小濱 康弘
金森 好平

郵便番号
470-0131
464-0025
465-0073
465-0063
465-0047
465-0094
464-0067
470-0126
464-0821
465-0091
464-0821
465-0043
464-0093
464-0004
464-0848
465-0005
464-0858
464-0834
464-0821
464-0850
465-0072
464-0807
464-0848
465-0087
470-0124
464-0821
464-0845
470-0135
465-0088
470-0131
470-0136
464-0075

住所
日進市岩崎町ケカチ１５０ー４
名古屋市千種区桜が丘１４
名古屋市名東区高針原１ー３０９
名古屋市名東区新宿１ー１５３ー６
名古屋市名東区小池町４６８ー７
名古屋市名東区亀の井１ー２７ー１ 三旺マンション星ヶ丘１０２

名古屋市千種区池下１ー１１ー２１ サンコート池下２Ｆ
日進市赤池町箕ノ手２ー５８３ ２Ｆ
名古屋市千種区末盛通５ー１２ マックスバリュ本山店１階
名古屋市名東区よもぎ台１ー１１１２
名古屋市千種区末盛通５ー１８ サンライズ本山１Ｆ
名古屋市名東区宝が丘２８４
名古屋市千種区茶屋坂通２ー６９ 茶屋ヶ坂パークマンション１Ｆ

名古屋市千種区京命１ー８ー６
名古屋市千種区春岡１ー４ー８ ＥＳＳＥ池下８０７
名古屋市名東区香流２ー８０３
名古屋市千種区千種２ー６ー１ ホンダビル１Ｆ
名古屋市千種区日岡町２ー８ー３ サンフタミ小林ビル２Ｆ北
名古屋市千種区末盛通１ー１７ 覚王プラザ３ＦＢ
名古屋市千種区今池５ー４ー３ 今池ＯＣビル４Ｆ
名古屋市名東区牧の原１ー１５０９ ユニーブル第２西山１０３号

名古屋市千種区東山通５ー１ ジュアンドル東山１Ｆ
名古屋市千種区春岡１ー４ー８ ＥＳＳＥ池下３Ｆ
名古屋市名東区名東本通２ー３２ 星ヶ丘イーストビル５Ｆ
日進市浅田町西前田６１
名古屋市千種区末盛通５ー２７ー２
名古屋市千種区南明町２ー５４ー２
日進市岩崎台３ー１５０６ ヒルサイド岩崎台１Ａ
名古屋市名東区名東本町１６９ ファーニッシュ星ヶ丘３１３号室

日進市岩崎町新ラ田９４ー２６
日進市竹の山２ー２２０４
名古屋市千種区内山３ー１３ー１２ シャンボール千種５０８号

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0561-42-6958 0561-42-5775
052-788-7801 052-788-7802
052-709-3880 052-709-3881
052-753-5344 052-753-5344
052-776-0080 052-776-0532
052-715-6680 052-734-8069
052-753-3281 052-753-3282
052-807-1116 052-807-5559
052-759-5001 052-759-5002
052-773-7726 052-773-7813
052-753-3630 052-753-3631
052-778-3323 052-300-8111
052-722-2292 052-722-6812
052-778-8851 052-778-8861
052-715-7988 052-715-7989
052-772-5881 052-772-5881
052-734-6607 052-735-6679
052-734-7297 052-734-7306
052-715-6126 052-715-6127
052-733-5597 052-733-5598
052-709-4230 052-709-4231
052-715-6430 052-715-6116
052-761-7288 052-761-8188
052-702-8733 052-702-8733
052-800-2805 052-800-2806
052-751-1506 052-751-1507
052-734-3456 052-734-3456
0561-72-5383 0561-72-5384
052-715-6561 052-715-6562
0561-56-9111 0561-56-9176
0561-58-2361 0561-58-2392
052-784-6465 050-3588-0713

東名支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(1)0023982-000 豊通ファシリティーズ㈱
知事(1)0024000-000 寺島不動産事務所㈱
知事(1)0024006-000 アールズホールディングス㈱
知事(1)0024037-000 勝野不動産㈱
知事(1)0024039-000 レック㈱
知事(1)0024052-000 ㈱サントラスト
知事(1)0024061-000 ㈱ＢＬＯＯＭ
知事(1)0024064-000 はなみずき不動産事務所
知事(1)0024087-000 ㈱不動産パートナーズ
知事(1)0024092-000 ｉ．Ａｇｅｎｃｙ㈱
知事(1)0024094-000 ㈱考建
知事(1)0024121-000 ㈱さつき不動産
知事(1)0024134-000 ㈱マムハウス
知事(1)0024177-000 ㈱桜
知事(1)0024241-000 ㈱ワイエス
知事(1)0024258-000 ㈱Ｉ・Ｈｏｍｅ
知事(1)0024261-000 ㈱アスミル
知事(1)0024310-000 合同会社 Ａ ｌｉｎｋｓ
知事(1)0024336-000 ㈱グラホス

代表者名
松尾 剛
寺島 雄
佐藤 亮
勝野 良平
松本 勝利
金沢 龍柱
山田 祐士
淵 真一郎
堀田 和之
石原 幸哉
清水 丈裕
片山 浩
山田 卓史
高山 一秀
横井 慶雄
市野 雅士
鈴木 拓実
佐藤 彰洋
原田 英明
大臣(15)0000220-021 住友林業ホームサービス㈱ 名東店 河野 康則
大臣(15)0000220-043 住友林業ホームサービス㈱ 本山店 前村 哲也
大臣(13)0002018-002 ㈱ニッショー 池下支店
森 弘樹
大臣(13)0002018-006 ㈱ニッショー 藤が丘支店
増田 幸二
大臣(13)0002018-013 ㈱ニッショー 星ケ丘支店
長良 昌人
大臣(13)0002018-032 ㈱ニッショー 本郷支店
柏木 美弘
大臣(13)0002018-055 ㈱ニッショー 日進支店
脇田 浩平
大臣(13)0002018-060 ㈱ニッショー 本山支店
谷崎 裕一
大臣(13)0002018-069 ㈱ニッショー 千種支店
森山 国広
大臣(13)0002018-077 ㈱ニッショー 長久手支店
宮脇 寿治
大臣(12)0002205-000 ㈱ユニホー
丹羽 紀人
大臣(11)0002744-002 サーラ住宅㈱ 名古屋支店
石川 雅紹
積水ハウス不動産中部㈱
名古屋東営業所
大臣(10)0002961-010
吉田 泰章

郵便番号
465-0024
480-1152
464-0848
465-0032
465-0092
464-0075
464-0075
480-1116
464-0075
465-0008
465-0025
480-1175
465-0033
464-0850
465-0097
464-0075
465-0083
464-0837
464-0002
465-0024
464-0819
464-0848
465-0032
464-0026
465-0025
470-0113
464-0819
464-0850
480-1151
465-0093
465-0025
465-0042

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-777-5705 052-777-5737
0561-62-0555 0561-62-0956
052-761-0880 052-761-1055
052-771-6196 052-771-6177
052-875-4700 052-875-4666
052-715-7727 052-715-7728
052-734-3996 052-734-3997
0561-61-1514 0561-61-1535
052-745-2080 052-745-2090
052-773-2002 052-773-2002
052-704-1077 052-704-1088
0561-63-2215 0561-63-2216
052-777-0073 052-777-0093
052-731-6665 052-733-4579
052-774-0316 052-774-1635
052-735-3398 052-735-3399
052-217-7965 052-217-7965
052-784-6228 052-715-7334
052-775-8120 052-739-7401
名古屋市名東区本郷２ー１６７ シーアイマンション第２本郷１階 052-771-2091 052-771-2090
052-789-7001 052-789-7002
名古屋市千種区四谷通１ー２２
052-763-3831 052-763-3864
名古屋市千種区春岡１ー４ー８
052-775-7311 052-775-7314
名古屋市名東区藤が丘１３８ー１
052-782-1711 052-782-1090
名古屋市千種区井上町１１５
052-775-4500 052-775-4400
名古屋市名東区上社２ー７４ー１
0561-72-2220 0561-72-2340
日進市栄２ー１６０６ ジュピター１Ｆ
052-783-6511 052-783-6377
名古屋市千種区四谷通１ー１３ ノア四ッ谷２Ｆ
052-733-6080 052-733-6021
名古屋市千種区今池１ー２ー６
0561-64-5311 0561-64-5955
長久手市久保山１９２０
052-703-1111 052-704-2378
名古屋市名東区一社３ー７
052-774-2801 052-774-2840
名古屋市名東区上社１ー１３０８
052-779-2103 052-779-2104
名古屋市名東区照が丘１０ー１
住所
名古屋市名東区本郷３ー１６２
長久手市打越１０１
名古屋市千種区春岡１ー１４ー２１ （２Ｆ）
名古屋市名東区藤が丘１５９
名古屋市名東区社台１ー１０７ 谷口ビル１Ｆ
名古屋市千種区内山３ー１０ー１２ 今池堂ビル２Ｆ
名古屋市千種区内山３ー１７ー４ １Ｆ
長久手市杁ケ池１０６ー２ チャリオット１階
名古屋市千種区内山３ー３１ー２７ 今池ゴトービル５Ｆ５０５
名古屋市名東区猪子石原３ー１７０７ Ｊハウス３Ｆ
名古屋市名東区上社４ー８９
長久手市先達９０１ー２
名古屋市名東区明が丘５２
名古屋市千種区今池５ー３０ー４ 桜ビル１Ｆ
名古屋市名東区平和が丘５ー５２
名古屋市千種区内山３ー１０ー１７ 今池セントラルビル４階
名古屋市名東区神丘町１ー３６ー３
名古屋市千種区丘上町１ー３０ー２ 覚王山ＪＯＹＢＯＸ３０２
名古屋市千種区香流橋１ー２ー９３ー２７

東名支部 会員名簿
免許番号

商号

大臣(10)0002961-015 積水ハウス不動産中部㈱ 名古屋東賃貸営業所
大臣(10)0002961-046 積水ハウス不動産中部㈱ 本山営業所

大臣(9)0003306-048
大臣(7)0004364-003
大臣(6)0005475-165
大臣(4)0006105-004
大臣(4)0006116-018
大臣(4)0006339-001
大臣(3)0007558-106
大臣(3)0007871-003
大臣(2)0008168-003
大臣(1)0008239-033
大臣(2)0008422-001
大臣(1)0009278-000
大臣(1)0009346-005
大臣(1)0009405-003
大臣(1)0009472-001

㈱飯田産業 名古屋東営業所
㈱日税不動産情報センター 名古屋支店

㈱カチタス 名古屋店
サンヨーホームズ㈱ 中部支店
ファースト住建㈱ 名古屋支店
アルフレッササプライサービス㈱ 名古屋営業所

㈱ハウスメイトショップ 本山店
㈱オリエンタル・ホーム 名古屋営業所
㈱アイジーコンサルティング ＦＵＬＬ ＨＯＵＳＥ 名古屋

㈱テンポアップ 名古屋東支社
ＩＫＫＯ㈱ 名古屋店
ＯＫＡＣＯＮ㈱
㈱不動産ＳＨＯＰナカジツ めいとう店

㈱夢のおてつだい 千種大久手店
サンヨーリフォーム㈱中部支店

代表者名
尾田 尚之
細川 大樹
島崎 敏
永田 達弘
藤本 大雅
松尾 厚
小泉 真澄
加藤 隆靖
野川 直幸
長谷川 高司
山田 英司
竹内 康博
戸田 智之
岡 彦吉
池田 崇晃
坪内 修
笠井 竜一

郵便番号
465-0042
464-0821
464-0025
464-0841
465-0025
464-0075
465-0093
464-0850
464-0821
464-0075
464-0848
465-0032
464-0812
465-0064
465-0058
464-0850
464-0075

住所
名古屋市名東区照が丘１０ー１ １Ｆ
名古屋市千種区末盛通３ー２８ 桝屋ビル１Ｆ
名古屋市千種区桜が丘１８７ キャッスル一社１Ｆ
名古屋市千種区覚王山通８ー１４ 税理士会 ビル１Ｆ
名古屋市名東区上社１ー１８１３ー２ 発明ビル５Ｆ
名古屋市千種区内山３ー３０ー９
名古屋市名東区一社２ー１０６ ピア葵１Ｆ
名古屋市千種区今池１ー２ー７
名古屋市千種区末盛通５ー１０ 千種イーストビル２Ｆ
名古屋市千種区内山１ー２０ー３１
名古屋市千種区春岡１ー２ー１９ ２Ｆ
名古屋市名東区藤が丘１４１ 藤が丘駅前ビル４階
名古屋市千種区園山町２ー４ー８
名古屋市名東区大針１ー２８
名古屋市名東区貴船２ー７０２ ネオウィスタリア１Ｆ．２Ｆ
名古屋市千種区今池３ー４１ー１１
名古屋市千種区内山３ー３０ー９ ｎｏｎｏｈａ千種６Ｆ

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
052-760-2100 052-760-2101
052-757-3771 052-751-1777
052-789-1688 052-789-1988
052-752-6700 052-752-6701
052-773-5551 052-773-5556
052-731-1521 052-732-2453
052-709-5755 052-709-5756
052-732-6570 052-732-6571
052-757-4550 052-757-4555
052-439-6488 052-753-3299
052-715-6370 052-715-6371
052-777-6722 052-777-6724
052-734-2890 052-734-2891
052-709-5800 052-709-5811
052-753-9990 052-753-9991
052-735-7400 052-735-7401
052-741-9755 052-741-9757

