豊田支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(15)0002965-000 豊田市アパ―ト協同組合
知事(15)0003166-000 ㈱スギヤマ
知事(15)0003589-000 大丸土地㈱
知事(14)0003842-000 トヨタすまいるライフ㈱
知事(14)0003842-001
知事(14)0003842-010
知事(14)0003990-000
知事(14)0004085-000
知事(14)0004112-000
知事(14)0005173-000
知事(14)0005382-000
知事(13)0005705-000
知事(13)0006053-000
知事(13)0006255-000
知事(12)0007738-000
知事(12)0007977-000
知事(12)0008240-000
知事(12)0008248-000
知事(12)0008305-000
知事(12)0008931-000
知事(12)0008974-000
知事(12)0009040-000
知事(12)0009198-000
知事(12)0009334-000
知事(12)0009366-000
知事(12)0009390-000
知事(11)0009731-002
知事(11)0010037-000
知事(11)0010277-000
知事(11)0010429-000
知事(11)0010482-000
知事(11)0010695-000

トヨタすまいるライフ㈱ アトリスパークとよた
トヨタすまいるライフ㈱ 四郷マンションギャラリー

㈱羽根土地
㈱三和住宅
今泉ホーム㈱
㈱ミトウ住宅
中山不動産㈱
㈱丸太不動産
㈲ミツワ商事
三栄工業㈱
（資）豊田不動産鑑定所
㈱寿恵弘
㈱ニッポー
㈱三好ゴルフ倶楽部
㈱メイダイ
藤本商事㈱
㈱トーヨーホーム
㈱丸隆加知製材所
板倉商事㈱
三昭土地
神谷組工業㈱
㈱福田土地
東海ハウス㈱ 豊田支店
紅葉地所㈲
㈱イコマ
㈲黒柳商事
和田建設不動産部
㈱美里土地

代表者名
稲嶋 修身
杉山 博
大水 勇人
伊藤 憲行
鈴木 輝文
山口 浩基
鳥居 ハ十彦
三宅 学
今泉 幸久
躬藤 勇人
中山 泰弘
梅村 正明
近藤 邦夫
神谷 光典
梅村 正明
川合 正弘
近田 知晃
滝 茂夫
小幡 鋹伸
榊原 輝男
林 喜彦
加知 國一
板倉 良博
前田 修三
神谷 典之
福田 徳明
伊藤 啓一
河合 直人
生駒 精治
黒柳 紘平
和田 次男
佐藤 正則

郵便番号
471-0025
471-0034
471-0024
473-0902
471-0832
470-0373
471-0832
470-0371
471-0013
471-0024
471-0045
471-0024
470-0372
473-0933
471-0024
473-0901
471-0026
470-0201
470-0335
473-0902
470-0202
470-0553
470-0343
473-0936
471-0841
470-1216
471-0023
471-0077
470-0371
444-2216
473-0921
471-0813

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0565-32-5006 0565-32-5008
豊田市西町１ー４
0565-31-5151 0565-32-6661
豊田市小坂本町４ー７ー２
0565-32-2777 0565-32-2776
豊田市元城町２ー５０
0565-24-1258 0565-29-9881
豊田市大林町１ー８１
0565-24-2301 0565-74-0650
豊田市丸山町６ー２６
豊田市豊田四郷駅周辺土地区画整理事業保留地 １９ー１街区１画地 0565-46-9561 0565-46-9562
0565-28-3656 0565-27-1726
豊田市丸山町５ー２４
0565-46-7180 0565-46-7181
豊田市御船町奥山畑１１ー７
0565-88-2100 0565-88-2100
豊田市高上１ー２２ー１
0565-32-3352 0565-33-8032
豊田市元城町４ー２８
0565-31-2500 0565-33-3850
豊田市東新町２ー７８
0565-31-0589 0565-31-7467
豊田市元城町２ー８ー２
0565-45-2085 0565-45-2888
豊田市井上町１ー１１７ー２
0565-52-2511 0565-53-0266
豊田市高岡町東浦１０
0565-31-9030 0565-31-9167
豊田市元城町２―８―２
0565-27-8181 0565-27-8193
豊田市御幸本町１ー２４１
0565-36-0003 0565-36-0006
豊田市若宮町２ー３０ー１
0561-74-1221 0561-74-1225
みよし市黒笹町三ケ峯１２７１
0565-45-5840 0565-45-6320
豊田市青木町１ー１６
0565-25-8001 0565-25-8003
豊田市大林町１２ー１０ー１０
0561-36-3000 0561-36-2010
みよし市三好丘１ー２ー１
0565-65-3015 0565-65-2712
豊田市大洞町寺沢３６
0565-48-1166 0565-48-3915
豊田市浄水町伊保原３３０
0565-52-1581 0565-52-1581
豊田市西岡町西山４６ー１
0565-28-1351 0565-28-5611
豊田市深田町２ー１４ー８
0565-21-5139 0565-21-5140
豊田市和会町上屋敷２０
0565-42-6631 0565-42-6632
豊田市挙母町３ー１ー１
0565-34-0051 0565-34-0052
豊田市竹生町３ー２６ー２
0565-44-1280 0565-46-2112
豊田市御船町大釜５５
0565-58-1166 0565-58-4147
豊田市九久平町寺前３０
0565-52-1423 0565-52-1110
豊田市高丘新町松本１３ー２
0565-89-1531 0565-89-1548
豊田市野見山町１ー１０１ー２
住所

豊田支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(11)0010820-000 鈴木商事㈱
知事(11)0011035-000 松井建設工業㈱
知事(11)0011037-000 ㈱ナカムラ住宅
知事(11)0011155-000 ㈱増岡不動産
知事(11)0011341-000 ㈲杉本興産
知事(10)0011550-000 ㈲東新地所
知事(10)0011708-000 ㈲石原不動産
知事(10)0011788-000 ㈱美徳
知事(10)0011809-000 太啓建設㈱
知事(10)0011953-000 ㈲小笠原事務所
知事(10)0012205-000 富士開発㈱
知事(10)0012372-000 成田地所㈲
知事(10)0012413-000 マルス建設㈱
知事(10)0012416-000 愛三商工
知事(10)0012417-000 東海地所㈱
知事(9)0012737-000 渥美地所
知事(9)0012785-000 日銀不動産㈱
知事(9)0013017-000 加藤不動産
知事(9)0013043-000 ナカヤマ
知事(9)0013293-000 穂積商事㈱
知事(9)0013352-000 トヨタ住宅地所㈱
知事(9)0013475-000 ㈲中村地所
知事(9)0013636-000 ㈲フジオカ
知事(9)0013746-000 ㈲ほてい開発
知事(9)0013781-000 ㈲オービック
知事(8)0013921-000 ㈱オリエンタルハウジング
知事(8)0013922-000 ㈲幹條不動産
知事(8)0013958-000 青木不動産㈱
知事(8)0013967-000 三濃建設㈱
知事(8)0014040-000 ㈲愛豊住建
知事(8)0014151-000 ㈱コスモ
知事(8)0014281-000 ㈱愛知不動産

代表者名
鈴木 征雄
松井 誠
中村 則泰
増岡 好道
杉本 鋹弘
伊藤 久雄
石原 悦雄
原田 慎一郎
大矢 伸明
小笠原 真之
加藤 勝
成田 隆澄
鈴木 純子
大橋 文雄
須藤 裕司
渥美 政直
後藤 和芳
加藤 宏行
中山 敏男
神谷 重範
杉山 義人
中村 隆志
丹羽 常雄
加藤 成人
岡本 基成
板倉 伸悟
鈴木 いくの
青木 幸夫
稲垣 信之
太田 忠彦
福岡 治
石黒 元隆

郵便番号
470-0374
471-0079
471-0833
470-0224
471-0849
471-0026
471-0805
471-0034
471-0071
471-0037
473-0913
473-0917
470-0333
471-0025
471-0834
470-0343
471-0071
473-0923
470-0431
471-0034
471-0027
471-0079
470-0431
473-0938
473-0933
471-0813
473-0906
441-2523
444-2832
470-0373
470-0344
473-0902

住所
豊田市伊保町下北野３０
豊田市陣中町２ー２０ー１
豊田市山之手７ー８０
みよし市三好町中島１９
豊田市美山町１ー５８ー４
豊田市若宮町６ー５ー３
豊田市美里６ー１７ー３８
豊田市小坂本町１ー１５ー８
豊田市東梅坪町１０ー３ー３
豊田市三軒町５ー３
豊田市竹元町南嶋１３２
豊田市若林西町六反ケ坪３
豊田市荒井町松島３６８ー１
豊田市西町２ー２８
豊田市寿町７ー１９
豊田市浄水町南平１６５
豊田市東梅坪町９ー３ー１３
豊田市中根町奥西山４ー２
豊田市西中山町字崩ヶ崎３１ー１
豊田市小坂本町１ー４９ー８
豊田市喜多町５ー５７
豊田市陣中町２ー１９ー２０
豊田市西中山町道貝１２
豊田市本田町神明戸１３ー４
豊田市高岡町池端８１ー１
豊田市野見山町１ー１０１ー２
豊田市竹町北邸３５ー２
豊田市御所貝津町尺丈１ー１１
豊田市浅谷町下平６８４
豊田市四郷町天道９９ー７３
豊田市保見町南山２８１ー２
豊田市大林町４ー７７ー２

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0565-45-0326 0565-45-9393
0565-32-3523 0565-34-0720
0565-27-0248 0565-27-0307
0561-32-1861 0561-32-2568
0565-28-9258 0565-28-9256
0565-31-6898 0565-31-5159
0565-80-8303 0565-80-3393
0565-31-5000 0565-33-2822
0565-31-1271 0565-34-2523
0565-35-7127 0565-31-4543
0565-52-2031 0565-53-6038
0565-52-3830 0565-52-2498
0565-45-7880 0565-45-9444
0565-32-6111 0565-31-5678
0565-27-3388 0565-27-3377
0565-45-1012 0565-45-9460
0565-32-5062 0565-32-5091
0565-52-0908 0565-52-1048
0565-76-2416 0565-76-2416
0565-34-0700 0565-34-0705
0565-35-2266 0565-35-6868
0565-32-1061 0565-33-6732
0565-76-0747 0565-76-0949
0565-52-0167 0565-53-1263
0565-53-6006 0565-52-7609
0565-80-5550 0565-89-1548
0565-53-0734 0565-53-3467
0565-82-3270 0565-82-3271
0565-68-2024 0565-68-2025
0565-45-8479 0565-45-9575
0565-48-0880 0565-48-0177
0565-28-3488 0565-29-9621

豊田支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(8)0014299-000 イシカワ不動産
知事(8)0014405-000 光伸建設㈱
知事(8)0014458-000 ㈲サンワホーム
知事(8)0014558-000 坪井商会
知事(8)0014574-000 ㈱山之手企画
知事(8)0014817-001 ㈲中山工務店 エステイトワン豊田店
知事(8)0014827-000 ㈱中日本土地
知事(8)0014867-000 ㈲美園ハウジング
知事(8)0014915-000 矢頭不動産㈱
知事(8)0014993-000 御幸ハウジング㈱
知事(8)0015020-000 新成不動産㈱
知事(8)0015133-000 セイユーコンサルタント㈱
知事(8)0015171-000 ㈱高上住建
知事(8)0015276-000 ㈲野村不動産企画
知事(8)0015280-000 三浦建材不動産
知事(7)0015505-000 ㈱エルフィン
知事(7)0015524-000 ㈱ヒカリホーム
知事(7)0015579-000 ㈱都築建設
知事(7)0015598-000 ㈱アシスト
知事(7)0015620-000 ㈲今勝不動産
知事(7)0015636-000 つるや土地
知事(7)0015724-000 ㈱河本材木店
知事(7)0016180-000 ㈲エヴァーズ・フロー
知事(7)0016229-000 美好不動産
知事(7)0016259-000 天野建設工業㈱
知事(7)0016382-000 ㈲平和地所
知事(7)0016554-000 ㈱ミキホーム
知事(7)0016645-000 ㈲アイワ
知事(7)0016663-000 サンコーホーム㈲
知事(7)0016725-000 ㈲カネナガ建設
知事(7)0016792-000 杉浦事務所
知事(7)0016796-000 ㈱トーワコンサルタント

代表者名
石川 隆久
三枝 義司
林 利冶
坪井 敦也
松下 実
川合 永十
河口 楠太郎
水野 二郎
矢頭 一弓
石黒 元隆
光岡 新吾
光岡 新吾
川 新一
野村 泰
三浦 洋次
榎津 徹
尾崎 右夫
都築 大
柴田 隆広
今井 輝美
鶴田 幸
河本 勝美
大嶋 啓太
加藤 きよ子
天野 栄規
村山 博紀
仲神 正樹
福岡 克勝
池田 三千男
河合 金幸
杉浦 秀一
酒井 史郎

郵便番号
470-0335
471-0036
470-0202
471-0015
473-0936
473-0914
471-0005
470-0463
471-0827
471-0875
471-0845
471-0025
471-0003
473-0924
470-1204
470-0333
471-0805
470-1213
471-0015
471-0008
470-1218
444-2407
471-0066
470-0224
473-0902
471-0071
470-0207
471-0871
471-0834
471-0006
471-0847
471-0009

住所
豊田市青木町３ー２０
豊田市広久手町３ー１１
みよし市三好丘１ー２ー１
豊田市上野町８ー１６１ー６
豊田市西岡町石畑６６
豊田市若林東町赤池５６ー１４ ＬＩＶＥＲＹ赤池１Ｆ
豊田市京ケ峰２ー１ー２０２
豊田市石飛町飯野境１７３
豊田市平山町１ー３ー７
豊田市下市場町６ー５７ー１
豊田市田中町４ー２９ー９
豊田市西町２ー１８ー２
豊田市岩滝町小玉４８１ー６
豊田市花園町小松原８９ー２
豊田市配津町蔵前５６
豊田市荒井町下原４２５ー２
豊田市美里６ー６ー４
豊田市桝塚西町南山９８
豊田市上野町６ー１０５ー６
豊田市百々町１ー４８
豊田市上郷町会下山３
豊田市桑田和町中貝戸１ー１
豊田市栄町５ー１４ー７
みよし市三好町上１７２
豊田市大林町８ー２３ー１
豊田市東梅坪町１０ー４ー１６
みよし市福谷町落合４１ー１
豊田市元宮町１ー７３
豊田市寿町８ー６６ー１
豊田市市木町岩本１７ー９
豊田市千足町１ー５３
豊田市扶桑町６ー７３

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0565-44-1412 0565-46-0510
0565-33-6371 0565-33-1243
0561-36-1777 0561-36-2010
0565-88-4695 0565-88-7313
0565-52-0606 0565-52-9982
0565-51-0311 0565-51-0312
0565-88-1251 0565-80-8739
0565-76-5222 0565-76-3135
0565-28-1822 0565-28-8972
0565-47-5778 0565-47-5779
0565-29-9711 0565-29-9690
0565-33-1811 0565-33-4633
0565-88-0886 0565-88-5204
0565-52-2924 0565-53-5278
0565-21-2334 0565-21-3121
0565-46-0855 0565-46-0655
0565-88-2345 0565-89-8090
0565-21-0342 0565-21-5329
0565-89-3688 0565-89-3707
0565-89-3354 0565-89-3357
0565-21-1580 0565-21-1580
0565-62-0079 0565-62-1232
0565-34-5678 0565-34-5679
0561-32-1498 0561-32-1690
0565-27-6633 0565-27-7008
0565-35-0011 0565-35-0101
0561-36-5000 0561-36-3355
0565-32-8866 0565-32-8775
0565-26-7738 0565-26-7747
0565-89-1800 0565-89-5499
0565-32-0848 0565-32-0847
0565-89-5215 0565-89-5216

豊田支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(7)0016836-000 ㈱アール
知事(6)0016906-000 豊田地所
知事(6)0016920-000 あいち豊田農業協同組合
知事(6)0016922-000 ㈲プラム地所
知事(6)0016961-000 一光ホーム㈲
知事(6)0017050-000 豊田建物管理センター
知事(6)0017170-000 ㈱西山不動産
知事(6)0017273-000 ㈲十明建設
知事(6)0017302-004 三立プレコン㈱ 豊田支店
知事(6)0017336-000 ㈱豊田興産
知事(6)0017336-001 ㈱豊田興産 ハウスドゥ豊田北店
知事(6)0017336-002 ㈱豊田興産 ハウスドゥ 豊田梅坪店
知事(6)0017416-000 宮崎ホーム
知事(6)0017534-002 ㈱クレストンホーム 東名三好支店
知事(6)0017685-000 やまらく不動産㈲
知事(6)0017721-000 ㈲大青建設
知事(6)0017750-000 ㈲三州屋地所
知事(6)0017874-000 ㈲センテス
知事(5)0017904-000 三興ハウス㈲
知事(5)0017912-000 中部産業㈱
知事(5)0017918-000 ソーワ建設㈱
知事(5)0018029-000 ㈱ジェイケイ
知事(5)0018076-000 ㈱スズマサ
知事(5)0018135-000 ㈱長谷川
知事(5)0018137-000 ㈱ホームズ
知事(5)0018162-000 ㈲アンドウインテリア
知事(5)0018261-000 ニイミ企画
知事(5)0018302-000 水嶋建設㈱
知事(5)0018345-000 コメジ・ソシオ㈱
知事(5)0018384-000 加藤建設㈱
知事(5)0018388-000 ふくや土地
知事(5)0018503-000 サカイ住宅販売㈲

代表者名
野澤 和雄
加藤 雄二
柴田 文志
梅田 尊文
杉山 光彦
藤井 伸三
西山 潤
大山 正孝
神谷 茂樹
倉知 江巳子
阪本 昌美
植松 桂一郎
宮﨑 文子
藤田 竜也
山内 達己
青木 悟
寺田 良彦
西村 浩二
奥村 卓雄
小野 遥香
大原 政隆
神谷 法恵
鈴木 崇義
長谷川 清高
宇田川 佳世
安藤 和久
新實 紳自
水嶋 淳
永野 卓司
加藤 浩二
中川 純一
酒井 一男

郵便番号
470-0205
471-0025
471-0025
470-0331
471-0079
470-0332
471-0822
470-0371
471-0875
473-0901
471-0019
471-0071
470-0224
470-0224
471-0874
470-0333
473-0924
471-0035
473-0925
471-0064
471-0848
473-0925
471-0061
470-0202
471-0805
471-0015
471-0808
470-0374
444-2216
470-0224
471-0857
471-0024

住所
みよし市三好丘緑３ー１ー１
豊田市西町５ー５
豊田市西町４ー５
豊田市平戸橋町永和５８ー２
豊田市陣中町２ー４ー１７
豊田市越戸町梅盛９９ー３８
豊田市水源町１ー２０ー１
豊田市御船町奥山畑１３ー５４
豊田市下市場町８ー６５ー１
豊田市御幸本町１ー１７９ 豊田ＴＫビルディング４Ｆ
豊田市高橋町４ー１３８
豊田市東梅坪町８ー７ー１３
みよし市三好町西田２２ー３
みよし市三好町中島１３７ー１
豊田市前田町１ー３４ー２
豊田市荒井町鍜治屋畑２８４ー１
豊田市花園町屋敷１２
豊田市小坂町２ー５０ー２
豊田市駒場町山畑７７ー２
豊田市梅坪町６ー２ー８
豊田市本地町３ー８
豊田市駒場町平古８３ー９
豊田市若草町２ー１０ー１１
みよし市三好丘５ー１ー１８
豊田市美里６ー６ー８
豊田市上野町５ー１ー２
豊田市渋谷町２ー５６ー１
豊田市伊保町西浦３０
豊田市九久平町簗場２６ー３
みよし市三好町原３１
豊田市小川町２ー６５
豊田市元城町２ー２ー１

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0561-36-1711 0561-36-5155
0565-35-7788 0565-35-2627
0565-31-9804 0565-31-2077
0565-46-5288 0565-46-5298
0565-35-2100 0565-35-2102
0565-45-0603 0565-45-1892
0565-24-2222 0565-24-2254
0565-46-3888 0565-46-3880
0565-41-3135 0565-41-3136
0565-74-2605 0565-74-2615
0565-42-8003 0565-42-8005
0565-42-5000 0565-42-5001
0561-34-5447 0561-34-5457
0561-34-1700 0561-34-1701
0565-32-2339 0565-32-2350
0565-45-1648 0565-46-5755
0565-52-5677 0565-52-5667
0565-32-5102 0565-50-8997
0565-57-1710 0565-57-1721
0565-32-0591 0565-33-3354
0565-29-3828 0565-29-5538
0565-57-1509 0565-57-3478
0565-33-1141 0565-33-7634
0561-36-2011 0561-36-3270
0565-88-8868 0565-88-8892
0565-80-3721 0565-80-9795
0565-80-8385 0565-80-8385
0565-45-0350 0565-45-5376
0565-58-1100 0565-58-2258
0561-32-0181 0561-39-0241
0565-32-4126 0565-32-4126
0565-35-2551 0565-35-8585

豊田支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(5)0018523-000 丸八不動産
知事(5)0018585-000 ㈲中京エステート
知事(5)0018657-000 ㈱ウッドホーム
知事(5)0018681-000 ㈱テクナス
知事(5)0018684-000 ㈱セイコー
知事(5)0018851-000 丹羽興不動産
知事(4)0018975-000 ㈱フロンティア
知事(4)0019117-008 松屋地所㈱ 豊田西町店
知事(4)0019385-000 桶兼住設㈱
知事(4)0019413-000 ㈲エージーホーム
知事(4)0019461-000 ＡＨコーポレーション㈱
知事(4)0019489-000 ㈱加藤建設
知事(4)0019503-000 ㈲梅村工務店
知事(4)0019530-000 エフォートエム㈲
知事(4)0019545-000 川端建設㈱
知事(4)0019563-000 ㈱豊川
知事(4)0019578-000 大和地所㈲
知事(4)0019589-000 西岡不動産
知事(4)0019644-000 さかべ不動産
知事(4)0019665-000 ㈱山田地所
知事(4)0019700-000 豊田住宅斡旋サービスセンター㈱
知事(4)0019793-000 ㈱クレイ建興
知事(4)0019826-000 斎藤組建設㈱
知事(4)0020038-000 三光不動産
知事(4)0020053-000 ㈱リッツ
知事(4)0020169-000 ㈲松平不動産
知事(3)0020204-000 ㈱山豊工建
知事(3)0020204-002 ㈱山豊工建 家・不動産買取専門店豊田逢妻店
知事(3)0020248-000 ㈲とよかも
知事(3)0020250-000 ㈲上原不動産
知事(3)0020277-000 ㈱すてきな暮らし
知事(3)0020283-000 ランテック

代表者名
前田 勝昭
松山 赫辰
西川 惣平
那須 伸和
森下 幸子
丹羽 和夫
星原 康次
寺坂 明容
兼子 勝美
成本 英樹
吉野 泰隆
加藤 伸晴
梅村 裕子
宮田 正生
川端 成高
佐藤 栄亮
石川 貴浩
近藤 弘
坂部 智一
山田 光徳
深津 正幸
呉山 永石
齋藤 孝
影谷 寿郎
稲本 良二
黒柳 幸久
山佳 永吉
山佳 哲也
後藤 文雄
梁川 文武
山佳 永吉
磯谷 元身

郵便番号
473-0916
471-0067
471-0076
471-0016
471-0849
470-1211
471-0052
471-0025
471-0079
471-0052
471-0837
444-3231
470-0375
473-0902
471-0041
471-0879
470-0344
473-0936
470-1216
471-0071
471-0833
470-0332
471-0062
471-0853
471-0025
444-2223
471-0041
471-0041
470-0331
470-0341
473-0907
471-0879

住所
豊田市吉原町屋敷畠２４
豊田市栄生町５ー６２ー２
豊田市久保町１ー１ー３
豊田市千石町１ー２０ー５
豊田市美山町４ー１１ー１４
豊田市畝部東町馬場西７ー３
豊田市逢妻町２ー１８ー１０
豊田市西町４ー２５ー１３
豊田市陣中町１ー１６ー６
豊田市逢妻町３ー６ー４
豊田市新生町１ー１８ー１
豊田市花沢町柵口８
豊田市亀首町町屋洞３８
豊田市大林町１５ー１ー１
豊田市汐見町２ー４５ー２
豊田市長興寺３ー５５ー１
豊田市保見町南山３２６ー２
豊田市西岡町裏畑３
豊田市和会町山神東分６０
豊田市東梅坪町３ー１ー６
豊田市山之手４ー３９
豊田市越戸町下小田３
豊田市西山町５ー２ー３
豊田市細谷町５ー２８ー１０
豊田市西町５ー３６ー１
豊田市松平志賀町高瀬１６ー１
豊田市汐見町２ー８７ー８
豊田市汐見町４ー１３
豊田市平戸橋町石平６ー３１
豊田市上原町上原１ー１０
豊田市竜神町錦５２ー１
豊田市長興寺１０ー７３

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0565-55-1315 0565-78-0178
0565-34-5400 0565-34-6702
0565-41-7351 0565-41-7352
0565-80-0568 0565-80-1078
0565-29-2610 0565-29-4718
0565-21-2009 0565-21-5487
0565-36-2530 0565-36-2531
0565-41-7087 0565-41-7097
0565-32-1420 0565-34-0077
0565-31-6322 0565-31-6385
0565-26-6800 0565-27-1200
0565-90-2824 0565-90-2802
0565-44-1234 0565-45-5711
0565-29-6472 0565-29-7567
0565-31-1304 0565-32-1571
0565-36-0267 0565-36-0268
0565-77-3884 0565-77-9883
0565-52-4420 0565-52-4420
0565-25-9876 0565-25-9877
0565-35-1393 0565-35-2121
0565-29-2301 0565-29-2303
0565-45-4717 0565-45-4716
0565-32-5728 0565-31-5686
0565-27-3944 0565-41-6652
0565-37-3787 0565-36-2088
0565-58-0400
0565-35-3935 0565-35-3932
0565-35-7000 0565-35-7001
0565-45-7480 0565-45-7480
0565-45-0010 0565-45-0585
0565-74-1125 0565-74-1185
0565-34-0804 0565-34-0689

豊田支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(3)0020327-000 ㈱西山
知事(3)0020426-000 ㈲リョウエイホーム
知事(3)0020434-000 ㈲ピースフルホーム
知事(3)0020443-002 アーレックス㈱ 豊田住宅展示場
知事(3)0020497-000 ㈱後藤建築
知事(3)0020544-000 ㈱ランドエステート
知事(3)0020634-000 ㈱グッドホーム
知事(3)0020648-000 中垣建設㈱
知事(3)0020652-000 ㈱小山商事
知事(3)0020686-000 ㈱万寿
知事(3)0020796-000 ㈱みどり
知事(3)0020873-000 ㈱日向
知事(3)0020948-000 ミノワ不動産
知事(3)0021004-000 中島行政書士事務所
知事(3)0021007-000 ㈱ハイテックマツムラ
知事(3)0021010-000 ＫＧホーム㈱
知事(3)0021130-000 ㈱トヨタ総合地所
知事(3)0021221-002 ㈱オカザキホーム 豊田営業所
知事(3)0021236-000 清水地所
知事(3)0021273-000 ㈱テン・プランニング
知事(3)0021282-000 ㈲原田建築
知事(3)0021314-000 ㈱スペースプラン
知事(3)0021319-000 ㈱ティー・エム・ワイ
知事(3)0021322-000 宮川建設㈱
知事(3)0021387-000 安藤地所
知事(3)0021425-000 ㈲信友建設
知事(3)0021489-000 ㈱メンテック
知事(2)0021592-000 ソーラーホーム㈱
知事(2)0021629-000 都築紀雄事務所
知事(2)0021644-000 ㈲有吉住宅
知事(2)0021688-000 ㈲鳥居材木店
知事(2)0021697-000 ㈱アーキエステイト

代表者名
西山 潤
三浦 兼良
村山 賢二
濱田 吉朗
後藤 銃一
安藤 博基
西俣 友雄
中垣 幸春
安田 智美
岡田 寿美
小谷 大輔
宮崎 忠夫
稲垣 辰郎
中島 伸介
松村 壮志
後藤 敦司
久世 克行
山本 巧
清水 博
榊原 点
原田 直樹
山内 栄
永田 智也
宮川 陽子
安藤 年代
竹内 広企
神谷 芳之
土屋 佐陽子
都築 紀雄
纐纈 修
鳥居 昭夫
谷合 伸五

郵便番号
471-0822
470-1204
471-0878
473-0926
444-3203
471-0036
470-0224
473-0928
471-0832
470-1206
471-0805
470-0207
470-0348
470-0224
473-0907
473-0901
471-0078
471-0875
471-0033
471-0035
470-0214
470-0531
470-0342
470-0362
471-0875
470-0213
471-0026
471-0805
471-0027
471-0013
444-2424
471-0835

住所
豊田市水源町１ー２０ー１
豊田市配津町茅場９１
豊田市下林町３ー７２
豊田市駒新町不毛２０ー１
豊田市宇連野町方形３７
豊田市広久手町３ー１１
みよし市三好町西荒田４６
豊田市生駒町大坪１０６
豊田市丸山町８ー３９
豊田市永覚新町３ー７２ー３
豊田市美里４ー９ー９
みよし市福谷町大坂１１１
豊田市貝津町箕輪３６
みよし市三好町上１０
豊田市竜神町東名１７ー２
豊田市御幸本町２ー２０３ー４
豊田市昭和町３ー１１５ー４
豊田市下市場町６ー７０ー１
豊田市月見町３ー３ー２１
豊田市小坂町６ー５２ー５
みよし市明知町小石山４５ー１
豊田市小原町前田１８２ー３０
豊田市大清水町大清水５６
豊田市舞木町丸根１７７ー１５
豊田市下市場町４ー２４
みよし市打越町畦違１６７ー１
豊田市若宮町２ー７０
豊田市美里６ー７ー２
豊田市喜多町１ー１００
豊田市高上１ー１４ー８
豊田市足助町今岡１８ー１
豊田市曙町２ー５８ ＳＣ ＲＯＯＭ Ｂー０４

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0565-25-1121 0565-24-2254
0565-21-8328 0565-21-2709
0565-37-1330 0565-37-1331
0565-57-1161 0565-57-1162
0565-90-3532 0564-45-8113
0565-47-7602 0565-47-7603
0561-34-1544 0561-34-9111
0565-57-2206 0565-57-1806
0565-74-2571 0565-74-2572
0565-24-5183 0565-24-5183
0565-89-1083 0565-89-2123
0561-33-0871 0561-33-0873
0565-45-8090 0565-45-6281
0561-32-2505 0561-76-6633
0565-27-7415 0565-28-6627
0565-42-3015 0565-42-3016
0565-33-1071 0565-33-3071
0565-37-8130 0565-32-3331
0565-32-3030 0565-32-3030
0565-37-7886 0565-37-7898
0561-32-1691 0561-32-1902
0565-66-1355 0565-66-1356
0565-42-3323 0565-45-0575
0565-45-6611 0565-45-6066
0565-36-5110 0565-36-5122
0561-32-0818 0561-34-3877
0565-33-0112 0565-33-0116
0565-88-0711 0565-88-0709
0565-32-3785 0565-32-2055
0565-80-0771 0565-80-5132
0565-62-1123 0565-62-0430
0565-28-4578 0565-28-4576

豊田支部 会員名簿
免許番号
商号
代表者名
知事(2)0021700-000 日神宮
市川 稔
知事(2)0021782-000 ㈱アタシェガモウ
蒲生 奈々
知事(2)0021824-000 ㈱和仙堂
川野 抄千代
知事(2)0021841-000 ㈱タケダ
武田 伊智雄
知事(2)0021863-000 ㈱ＳＰエステート
宮井 竜仁
知事(2)0021889-000 ㈲フォレスト
田中 正
知事(2)0021907-000 ミズノ建設工業㈱
水野 恭幸
知事(2)0021954-000 ㈱大信コーポレーション
大岩 利信
知事(2)0021987-000 ㈱はっぴー不動産
須賀 啓治
知事(2)0021997-000 つばさ開発
杉村 樹美明
知事(2)0022013-000 ㈱マノモクハウジング
眞野 義章
知事(2)0022081-000 テムズ中日㈱
小塚 健司
知事(2)0022103-000 ㈱髙見土地
高見 直加
知事(2)0022248-000 タチバナ建設㈱
川上 省和
知事(2)0022263-000 藤岡石油㈱
田中 完孝
知事(2)0022292-000 ㈲大樹
谷澤 茂樹
知事(2)0022293-000 ハウジングサイトＡＸＩＳ㈱
深田 崇志
知事(2)0022301-000 ㈲唐栄ワークス
唐沢 繕孝
知事(2)0022307-000 ㈲主成土木建設
山田 主成
知事(2)0022387-003 アーキテックス㈱ アーキ不動産 豊田店 中村 秀彦
知事(2)0022522-000 ㈱マルコオ・ポーロ化工
黒田 洪二
知事(2)0022631-000 ㈱ライフタイム
伊藤 伸治
知事(2)0022727-000 ㈱メディクロ
黒土 大介
知事(2)0022746-000 ゆとりーと倶楽部
塚本 彰
知事(1)0022913-000 ㈱市川土木
市川 誠治
知事(1)0022928-000 ㈱メイワ
杉浦 敏夫
知事(1)0022948-000 藤本建設㈱
稲葉 俊伸
知事(1)0022959-000 ㈱三豊
池田 暁彦
知事(1)0023029-000 ㈱エルピープラス
籏 和宏
知事(1)0023064-000 エスポワール
原田 忠泰
知事(1)0023097-000 ㈱ＩＳＥ
浦野 栄樹
知事(1)0023114-000 ㈱葵．トラスト
相澤 伸介

郵便番号
471-0802
471-0035
470-0206
470-0203
471-0832
471-0802
470-0206
471-0805
470-0226
471-0878
470-0441
471-0833
471-0048
470-0352
470-0431
470-1218
471-0042
470-0376
470-0431
471-0869
471-0876
471-0034
471-0032
471-0064
444-2225
471-0828
470-0343
471-0833
471-0811
470-0372
471-0805
471-0828

住所
豊田市志賀町神上り３４ー７
豊田市小坂町８ー６０
みよし市莇生町西山２７
みよし市三好丘旭５ー８ー７
豊田市丸山町１０ー４２
豊田市志賀町香九礼１ー１５１
みよし市莇生町水洗３２ー２
豊田市美里１ー１０ー９
みよし市西一色町大上３４ー１
豊田市下林町３ー２９ー１１
豊田市深見町向イ洞１０７１ー２
豊田市山之手１０ー２３ー９
豊田市高崎町神明前６６ー２
豊田市篠原町五反田４ー１
豊田市西中山町榎前６６ー３
豊田市上郷町御所名残１０１
豊田市宮口町１ー１３３ー１
豊田市高町東山４ー３２
豊田市西中山町清水口１１５
豊田市十塚町４ー２９ー２
豊田市金谷町４ー５０
豊田市小坂本町１ー８ー５ スギナミビル２Ｄ
豊田市日南町１ー１１ー６
豊田市梅坪町６ー９ー１０
豊田市岩倉町平薮３５
豊田市前山町３ー２ー１
豊田市浄水町伊保原４６５ー１
豊田市山之手４ー１３４
豊田市御立町１ー８５
豊田市井上町２ー４４ー１０ ステップⅧ１Ｆ
豊田市美里６ー３ー１６
豊田市前山町４ー２１ー１

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0565-89-1052
0565-33-3367 050-3737-7389
0561-76-8008 0561-76-8002
0561-58-8805 0561-58-8815
0565-41-6661 0565-41-6709
0565-47-4647 0565-47-4677
0561-34-5593 0561-34-0621
0565-80-0020 0565-88-6351
0561-57-8344 0561-78-0849
0565-32-3787 0565-32-3787
0565-75-2525 0565-75-2526
0565-28-7551 0565-28-5003
0565-31-0001 0565-33-0814
0565-48-2752 0565-48-2751
0565-76-2336 0565-76-0036
0565-21-0276 0565-21-3585
0565-42-7100 0565-42-7200
0565-78-6615 0565-78-6616
0565-76-0888 0565-75-1888
0565-35-7117 0565-36-5637
0565-34-4631 0565-33-0548
0565-63-5206 0565-63-5216
0565-35-3531 0565-35-3544
0565-78-8832 052-308-8058
0565-58-0306 0565-58-0939
0565-27-3485 0565-29-6336
0565-45-1812 0565-45-7364
0565-29-9725 0565-29-2138
0565-87-2511 0565-87-2512
0565-41-8568 0565-41-8063
0565-87-3933 0565-87-3935
0565-42-7481 0565-42-7491

豊田支部 会員名簿
免許番号
商号
知事(1)0023138-000 ＳＳリアルエステイト㈱
知事(1)0023155-000 大要商事
知事(1)0023169-000 ㈱ハートランド
知事(1)0023232-000 ㈱スター不動産
知事(1)0023239-000 ㈱リンクスワン
知事(1)0023250-000 ㈱Ｋーｗｏｒｋｓ
知事(1)0023252-000 ㈲韋駄天
知事(1)0023323-000 深津不動産㈱
知事(1)0023351-000 ㈱サンゼン
知事(1)0023359-000 ㈱Ｓデザイン工房
知事(1)0023411-000 ㈱Ｍｏｄｅｒｎ Ｌｅａｓｉｎｇ
知事(1)0023431-000 ㈱ワイエス地所
知事(1)0023483-000 （同）高岡総合事務所
知事(1)0023542-000 ㈱マツヤ
知事(1)0023547-000 ディベロ東海（同）
知事(1)0023598-000 ㈱小原ハウジング
知事(1)0023623-000 ＩＮＢＥＳＴＡ
知事(1)0023795-000 将永不動産㈱
知事(1)0023821-000 ㈱小野組
知事(1)0023824-000 ㈲名東不動産
知事(1)0023905-000 （同）ＩＲＣ
知事(1)0023922-000 伊藤建設㈱
知事(1)0023933-000 大家㈲
知事(1)0024017-000 宝コンサルティング㈱
知事(1)0024022-000 ファストワン
知事(1)0024025-000 クローバーホーム
知事(1)0024036-000 山下不動産
知事(1)0024059-000 松本産業㈱
知事(1)0024124-000 ㈱一建クリエイト
知事(1)0024129-000 ㈱ＳＴＲＩＮＧＳ
知事(1)0024231-000 ㈱コモ
大臣(13)0002018-019 ㈱ニッショー 豊田支店

代表者名
筒井 伸晃
金澤 英俊
加藤 勝
近藤 啓貴
朝比奈 幸生
寺田 景輔
近藤 千加代
深津 栄一
近藤 博義
近藤 和哉
坂井 優
山内 伸悟
田中 宏美
高橋 健太郎
梅村 洋平
加藤 仁美
鈴木 盛雅
榎津 将司
小野 朝康
光岡 則雄
加藤 忍
伊藤 慎一
大家 竜生
小泉 安弘
成田 恭子
高見 正男
山下 方大
松本 章
田中 一憲
樋口 ゆかり
菰田 真人
尾崎 知明

郵便番号
471-0045
470-0343
473-0913
473-0902
471-0067
473-0924
470-0309
471-0855
471-0848
471-0874
471-0078
473-0916
473-0933
471-0026
473-0914
470-0341
471-0065
470-0372
471-0064
470-0224
473-0904
470-0356
471-0848
473-0908
471-0013
471-0048
470-0346
470-1205
470-0203
473-0901
470-0202
473-0901

住所
豊田市東新町６ー１２ー５ 元町ハイツ２０５
豊田市浄水町原山１２０
豊田市竹元町南嶋１３２
豊田市大林町３ー１８７ー１
豊田市栄生町１ー２７
豊田市花園町馬捨８７ー１
豊田市西広瀬町市場２０７
豊田市柿本町８ー５２
豊田市本地町１０ー８０ー１
豊田市前田町４ー２６ー１
豊田市昭和町４ー１８
豊田市吉原町平池３８ー１ コーポ緑風１０１
豊田市高岡町池端４４ー３４
豊田市若宮町２ー１０
豊田市若林東町棚田１３８ー８ ２Ｆ
豊田市上原町西山３９８ー１２
豊田市平芝町５ー１ー３２
豊田市井上町４ー１７０ー１
豊田市梅坪町３ー８ー３
みよし市三好町半野木１ー１１５
豊田市中町中前３０ー２
豊田市八草町三本木９４８
豊田市本地町３ー２１ー５ １Ｆ
豊田市宝町津花６９ コーポ宝１０１
豊田市高上２ー３ー１ １Ｆ
豊田市高崎町欠ノ上６ー２
豊田市乙部ケ丘４ー１ー１１
豊田市永覚町下高根１ー２ １Ｆ
みよし市三好丘旭４ー２ー１６ アソシエ三好丘３０２
豊田市御幸本町７ー３０３ー６ アメニティ板倉１０２
みよし市三好丘３ー９ー５
豊田市御幸本町１ー１９２

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0565-63-5524 052-308-6915
0565-45-1759 0565-45-7695
0565-52-2019
0565-41-6100 0565-41-6107
0565-41-3001 0565-41-3355
0565-77-3650 0565-77-5345
0565-41-2302 0565-41-2320
0565-28-1311 0565-28-5002
0565-77-5285 0565-77-0045
0565-41-3838 0565-41-3832
0565-37-8788 0565-37-8786
0565-85-8100 0565-85-8101
0565-54-0020 0565-54-0019
0565-35-1201 0565-35-2205
0565-85-7155 0565-85-7156
0565-45-8182 0565-45-8817
0565-41-3637 0565-33-6102
0565-41-8999 0565-42-8999
0565-33-4033 0565-33-4013
0561-34-7661 0561-34-5595
0565-52-4320 0565-63-5075
0565-48-2121 0565-48-4825
0565-24-1000 0565-24-1800
0565-85-8500 0565-85-8501
0565-77-7776 0565-77-9072
0565-33-9674 0565-31-3729
0565-50-5168 0565-98-0853
0565-21-3032 0565-21-3082
0561-36-0501 0561-36-0281
0565-77-6963 0565-77-2671
0561-78-8103 0561-78-8372
0565-29-8031 0565-29-8077

豊田支部 会員名簿
免許番号
商号
大臣(13)0002018-028 ㈱ニッショー 豊田北支店
大臣(12)0002205-016 ㈱ユニホー 豊田営業所
大臣(11)0002744-007 サーラ住宅㈱ 豊田営業所
大臣(10)0002961-066

大臣(9)0003284-169
大臣(9)0003306-089
大臣(4)0006157-079
大臣(4)0006784-000
大臣(2)0008469-001
大臣(1)0009346-001
大臣(1)0009346-006
大臣(1)0009405-000
大臣(1)0009405-006

代表者名
石積 雅彦
井上 敏也
江尻 充
積水ハウス不動産中部㈱ 豊田営業所 山田 大輔
一建設㈱ 豊田営業所
外山 拓自
㈱飯田産業 豊田営業所
遠藤 章浩
㈱アーネストワン 豊田営業所
大島 和久
トヨタＴ＆Ｓ建設㈱
小山 裕康
㈱エフ・ワイ 豊田支店
薬師寺 真紀
㈱不動産ＳＨＯＰナカジツ 豊田大林店 中須 憲一
㈱不動産ＳＨＯＰナカジツ とよたうわごろも店 森川 晃平
㈱夢のおてつだい
山佳 永吉
㈱夢のおてつだい 豊田大林店 品川 博文

郵便番号
471-0064
471-0034
471-0832
471-0833
471-0079
471-0835
471-0035
470-0375
471-0809
473-0901
471-0851
471-0871
473-0902

住所
豊田市梅坪町６ー３ー７
豊田市小坂本町１ー１４ー２
豊田市丸山町３ー４８ー１
豊田市山之手８ー１９３ 第２ＴＳビル１０１
豊田市陣中町２ー１８ー１２ 梅村ハイツ１０２
豊田市曙町３ー３７
豊田市小坂町１０ー１０６ー１
豊田市亀首町上向イ田６５
豊田市宝来町４ー７５５ー２５
豊田市御幸本町４ー２００ー４
豊田市樹木町５ー７０
豊田市元宮町５ー８ー２
豊田市大林町１４ー２ー７

2020年4月1日現在
電話番号
FAX番号
0565-33-4400 0565-32-0630
0565-34-6531 0565-34-6535
0565-29-6511 0565-27-1793
0565-26-1150 0565-26-1152
0565-34-0112 0565-34-0117
0565-30-8848 0565-30-8858
0565-37-3830 0565-37-3832
0565-45-7811 0565-45-5177
0565-78-5819 0565-88-9998
0565-74-0101 0565-74-0099
0565-41-6899 0565-41-6989
0565-35-0061 0565-35-0062
0565-41-5702 0565-41-5787

