
令和２年度（２０２０年度）

入会年月日 商　　号 事務所所在地 事務所電話番号

ﾕｰﾂｰｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾐﾂﾊｼ ﾕｳｷ ﾏｷﾉ ﾄﾓﾔｽ

Ｕ２ＪＡＰＡＮ㈱ 三橋 雄紀 牧野 智康

ﾘｰﾊﾞﾌﾄﾞｳｻﾝ ｶﾀﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ ｶﾀﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ

㈱ＲＥＶＡ不動産 片山 義洋 片山 義洋

ﾐﾔｺｼｮｳｼﾞ ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾋﾄ ｻｶｶﾞﾐ ﾄｼﾉﾌﾞ

都商事㈱ 市川 博史 坂上 恵信

ｺｽﾓﾜｰｸﾌﾄﾞｳｻﾝ ｽﾅｶﾜ ﾀﾛｳ ﾄﾐﾅｶﾞ ｹﾝﾀ

㈱コスモワーク不動産 砂川 太郎 富永 健太

ｳｴｽﾄﾝﾎｰﾑｽﾞ ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｲﾁ ｵｵﾀｹ ﾋﾃﾞﾁｶ

ウエストンホームズ㈱ 杉山 公一 大竹 秀哉

ﾘﾌﾞﾛｴｷﾅﾝﾃﾝ ﾌｼﾞﾅﾐ ｺｳｴﾂ ﾌｼﾞﾅﾐ ｺｳｴﾂ

㈱リブロ駅南店 藤波 光悦 藤波 光悦

ｱﾝｽﾞｼｽﾞｵｶﾐﾅﾐﾃﾝ ﾊﾔｶﾜ ｴﾘｶ ﾊﾔｶﾜ ｴﾘｶ

㈱ａｎｓ静岡南店 早川 えりか 早川 えりか

ﾌﾄﾞｳｻﾝﾉﾚﾓﾝ ﾓﾘﾀ ﾄｸｼｹﾞ ﾓﾘﾀ ﾄｸｼｹﾞ

㈱不動産のレモン 森田 徳繁 森田 徳繁
6月15日

6月3日

6月15日

6月1日

5月18日

（１）14314

（１）14319

（１）14322

県

県

県

静岡市駿河区桃園町８－５

藤枝市水守３－２１－７

静岡市駿河区中田１－１－８

（１）14327県

4月1日

5月1日

5月15日

054-641-2100

静岡市清水区大沢町５－６

054-204-3033

藤枝市茶町３－２－８－１

免許番号

050-2018-8655大臣

静岡市駿河区中田本町２－６

静岡市駿河区下川原南５－２６

（１）14316

（５）11121

（２）8524

県

県

県

（１）14303

静岡市駿河区馬渕４－１２－８

054-266-3500

054-631-4933

054-340-8085

054-202-9565

054-269-4447

代表者
政令使用人

宅地建物
専任取引士



入会年月日 商　　号 事務所所在地 事務所電話番号免許番号
代表者

政令使用人
宅地建物

専任取引士

ﾐｻｷﾐﾗｲｶｲﾊﾂ ﾉﾅｶ ｶｵﾘ ｲｼﾏ ﾋｻｵ

みさき未来開発㈱ 野中 香緒里 石間 久雄

ﾓﾁｹﾝ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｶﾐﾁ ｺｽｷﾞ ﾏｻﾋﾛ

㈱モチケン 望月 孝倫 小杉 真広

ﾆｴﾓﾝ ｻｶｸﾞﾁ ﾀｹｼ ｶﾈﾀﾞ ﾃﾙｺ

㈱仁右衛門 阪口 健 金田 照子

ｼﾞｭｳﾀｸｺｳﾎﾞｳｺｲｽﾞﾐ ｺｲｽﾞﾐ マサヒロ タカノ ヒロシ 静岡市葵区瀬名中央３－５－４５

㈱住宅工房コイズミ 小泉 雅裕 髙野 浩
コイズミビル１階

ﾐﾗｲｴｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 静岡市駿河区小鹿７１４　

㈱ミライエコーポレーション 清水 貴寛 清水 貴寛
モアクレスト小鹿１０４号

ｼｰﾗｲﾌ ﾇﾏﾉ ｼﾝﾔ ﾇﾏﾉ ｼﾝﾔ

C-LIFE 沼野 晋也 沼野 晋也

ｱﾄﾓ マツモト ヒロヒト マツモト ヒロヒト 静岡市葵区古庄３－３－９

㈱アトモ 松本 博仁 松本 博仁
ヴィラ古庄１０２

ｶｴﾙﾌﾄﾞｳｻﾝｹﾝﾁｸｺｳﾎﾞｳ ｲｼﾉ ｶｽﾞﾋﾛ ｲｼﾉ ｶｽﾞﾋﾛ

かえる不動産建築工房 石野 一敬 石野 一敬

ｺﾊﾞﾔｼｼﾞﾑｼｮ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾙ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾙ

小林事務所 小林 繁 小林 繁

静岡市駿河区下川原１－３－１２

静岡市葵区上足洗１－２－１６

054-204-5355

054-638-5015

054-340-0225

054-203-0300

藤枝市花倉７９９－１　２Ｆ

静岡市駿河区池田５８２－１

静岡市駿河区中村町１２２－１ 　2Ｆ

054-207-8300

12月23日 県 （１）14389 054-293-5612

1月5日 県 （１）14383 054-247-1774

10月1日 県 （１）14367

7月10日 県 （１）14344

7月10日 県 （１）14343

（１）143579月1日 県

7月10日 県 （１）14336

12月1日 県 （１）14369 054-265-3255

焼津市小土６０４－１11月17日 県 （１）14369 054-626-8384



入会年月日 商　　号 事務所所在地 事務所電話番号免許番号
代表者

政令使用人
宅地建物

専任取引士

ｾﾌﾞﾝﾎｰﾑﾄｳｶｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾐｺ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾐｺ

㈱セブンホーム東海 渡邊 留美子 渡邊 留美子

ｺﾊﾗﾋﾞﾙ ｺﾊﾗ ｴｲﾃﾂ ﾀｼﾛ ｶｽﾞﾋﾛ

㈱コハラビル 小原 栄哲 田代 一裕

ﾕﾒﾉｷｽﾏｲ ｲｶﾞﾗｼ ﾐｷ ｲｶﾞﾗｼ ﾐｷ

㈱ゆめのき住まい 五十嵐 美紀 五十嵐 美紀

ﾐﾂﾊﾞﾁﾌﾄﾞｳｻﾝ ｵｵﾊﾀ ｼﾝﾉｽｹ ｵｵﾊﾀ ｼﾝﾉｽｹ

㈱みつばち不動産 大畑 新之介 大畑 新之介

ﾀﾞｲｹｲ ﾉﾘﾂﾞｷ ｸﾆﾔｽ ｽｽﾞｷ ﾀｶﾖｼ

㈱大恵 法月 邦安 鈴木 孝好

ｺｲｽﾞﾐｹﾝｾﾂ ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛｼ ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｺ

㈱小泉建設 小泉 博 小泉 優子

※3月1日以降の入会者の正式承認は、後日開催される理事会になりますので、ご了承ください。（入会審査基準第７条）

054-687-8289

3月1日 県 （１）14397 054-628-4563

静岡市清水区横砂東町２３－１５

静岡市葵区鷹匠３－１４－１６

焼津市小土３１４－１０

藤枝市青木１－２１－１

焼津市田尻１７８６－１

焼津市五ケ堀之内１６３８－１

1月6日 県 （１）14384 054-266-3612

2月12日 県 （１）14385 054-624-2906

2月4日 県 （１）14407 054-645-6328

2月1日 県 （１）14398 054-247-1967

2月1日 県 （１）14391


