
※入会時の内容となります。

静岡県知事 ( 1 ) 14428 号

静岡県知事 ( 1 ) 14425 号

静岡県知事 ( 1 ) 14437 号

静岡県知事 ( 1 ) 14438 号

静岡県知事 ( 1 ) 14454 号

ＨＰアドレス

２０２１年度（令和３年度）　新入会員　紹介

写真

フリガナ コウワ　（カ

商号又は名称 幸和　株式会社

代表者／政令使用人 花村　喜平

専任宅地建物取引士 望月　久稔

事務所所在地 静岡市駿河区西脇１２２５－１

電話番号 054-282-2742

ＨＰアドレス

入会年月日 6月1日

免許番号

入会年月日 5月6日

免許番号

写真

フリガナ カ）アーバンライフ

商号又は名称 株式会社　アーバンライフ

代表者／政令使用人 濵田　健士

専任宅地建物取引士 河原　美香

事務所所在地 静岡市駿河区高松２－１６－２２

電話番号 054-270-8999

写真

写真

静岡市清水区草薙北３－２５

ＨＰアドレス

商号又は名称

フリガナ

免許番号

入会年月日

免許番号

事務所所在地

電話番号 054-395-8119

054-395-5855電話番号

事務所所在地

専任宅地建物取引士

静岡市葵区安東3-17-31

岩田　直己

岩田　直己

N.Y不動産

エヌワイフドウサン

代表者／政令使用人

入会年月日 4月1日

ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ．fｕｊｉｔｓｕｂａｍｅ.co.jp

4月2日

ＨＰアドレス

フリガナ

商号又は名称

代表者／政令使用人

専任宅地建物取引士

フジツバメ　（カ

富士ツバメ　株式会社

小谷野　敬一郎

梅原　尊之

入会年月日 7月1日

免許番号

写真

フリガナ ジーエヌオーナカヤマフドウサンジムショ

商号又は名称 ＧＮＯ中山不動産事務所

代表者／政令使用人 中山　勉

専任宅地建物取引士 中山勉

事務所所在地 静岡市清水区相生町６-１７静岡市清水産業・情報プラザ創業者育成室７１１号室

電話番号 054-355-0070

ＨＰアドレス ｈｔｔｐｓ：//gno-nakayama.com



静岡県知事 ( 2 ) 13545 号

静岡県知事 ( 1 ) 14464 号

静岡県知事 ( 1 ) 14466 号

静岡県知事 ( 1 ) 14474 号

静岡県知事 ( 1 ) 14476 号

写真

フリガナ ケイズエステートスルガ

商号又は名称 K’ｓエステート駿河

ＨＰアドレス ｈｔｔｐ：//www.daibahome.co.jp

入会年月日 8月2日

免許番号

入会年月日 7月2日

免許番号

写真

フリガナ ダイバケンセツ　（カ　シズオカシテン

商号又は名称 大場建設株式会社　静岡支店

代表者／政令使用人 杉山　潔／望月　紀宏

専任宅地建物取引士 杉原　佑

事務所所在地 静岡市葵区竜南２－２－２４

電話番号 054-２６６－３０３０

代表者／政令使用人 鈴木　邦元

専任宅地建物取引士 鈴木　邦元

事務所所在地 静岡市駿河区向敷地１２１５－２

電話番号 ０５４－２９３－７６５５

ＨＰアドレス

入会年月日 8月3日

免許番号

写真

フリガナ ユウ）　マツナガカズヒロセッケイジムショ

商号又は名称 有限会社　松永和廣設計事務所

代表者／政令使用人 松永　和廣

専任宅地建物取引士 高山　和也

事務所所在地 静岡市清水区下野西４－５

電話番号 054-367-4774

ＨＰアドレス https://matsunaga-sekkei.com

入会年月日 8月4日

免許番号

写真

フリガナ タイセイビルド　（カ

商号又は名称 大成ビルド株式会社

代表者／政令使用人 津村　聡

専任宅地建物取引士 津村　聡

事務所所在地 静岡市葵区南安倍１－３－１０大成住宅ビル５０１号

電話番号 054-254-7025

写真

フリガナ サトウフドウサン

商号又は名称 佐とう不動産

代表者／政令使用人 佐藤　幸弘

専任宅地建物取引士 佐藤　幸弘

事務所所在地 焼津市小土１１１５－２

電話番号 054-629-3030

ＨＰアドレス

入会年月日 9月1日

免許番号

ＨＰアドレス



静岡県知事 ( 1 ) 14481 号

静岡県知事 ( 1 ) 14477 号

静岡県知事 ( 1 ) 14483 号

静岡県知事 ( 1 ) 14488 号

静岡県知事 ( 1 ) 14490 号

入会年月日 9月2日

免許番号

ＨＰアドレス ｈｔｔｐ：//aobadesign.com/index.html

入会年月日 10月1日

免許番号

入会年月日 9月1日

免許番号

ＨＰアドレス

写真

フリガナ ミヤコリゾートトラスト　（ド

商号又は名称 宮古リゾートトラスト合同会社

代表者／政令使用人 岡村　貴通

専任宅地建物取引士 大江　秀樹

事務所所在地 静岡市葵区川辺町２－１－６

電話番号 054-293-4761

写真

フリガナ アオバケンチクデザイン　（カ

商号又は名称 青葉建築デザイン　株式会社

代表者／政令使用人 大石　祐也

専任宅地建物取引士 大石　祐也

事務所所在地 藤枝市青葉町１－３－６

電話番号 054-639-5479

写真

フリガナ カ）スズカク

商号又は名称 株式会社　SUZUKAKU

代表者／政令使用人 鈴木　覚

専任宅地建物取引士 河内　陽子

事務所所在地 藤枝市小石川町１－３－２

電話番号 054-631-5081

ＨＰアドレス

入会年月日 10月5日

免許番号

写真

フリガナ カ）カゲヤマ

商号又は名称 株式会社　かげやま

代表者／政令使用人 影山　真人

専任宅地建物取引士 影山　真澄

事務所所在地 静岡市葵区春日１－３－９

電話番号 054-258-5911

ＨＰアドレス

入会年月日 10月11日

免許番号

写真

フリガナ カ）アップグレード

商号又は名称 株式会社　UP　Grade

代表者／政令使用人 遠藤　直文

専任宅地建物取引士 望月　理也

事務所所在地 静岡市清水区谷津町１－１８２－１

電話番号 054-659-3955

ＨＰアドレス



国土交通大臣 ( 1 ) 9848 号

静岡県知事 ( 1 ) 14507 号

静岡県知事 ( 1 ) 14500 号

静岡県知事 ( 1 ) 14474 号

静岡県知事 ( 1 ) 14517 号

入会年月日 11月1日

免許番号

写真

フリガナ カ）フドウサンノオオサワ　シズオカシテン

商号又は名称 株式会社　不動産のおおさわ　静岡支店

代表者／政令使用人 大澤　公二／岸　辰哉

専任宅地建物取引士 岸　辰哉

事務所所在地 静岡市駿河区敷地２－４－４３

電話番号 ０５４－２６０－９２６０

ＨＰアドレス http://cocoro-k.jp/

入会年月日 11月2日

免許番号

写真

フリガナ カ）アルタクス

商号又は名称 株式会社　アルタクス

代表者／政令使用人 原木　亮一

専任宅地建物取引士 原木　亮一

事務所所在地 静岡市駿河区中田本町１４－４８

電話番号 ０５４－２７０－３０５６

ＨＰアドレス

入会年月日 11月3日

免許番号

写真

フリガナ 株式会社　家施工

商号又は名称 カ）イエセコウ

代表者／政令使用人 渥美　貴久

専任宅地建物取引士 前田　侑紀

事務所所在地 静岡市葵区大岩町４－２４ー１F

電話番号 054-686-2546

ＨＰアドレス

入会年月日 11月4日

免許番号

写真

フリガナ シマダカケガワパートナーズ　（カ

商号又は名称 島田掛川パートナーズ　株式会社

代表者／政令使用人 三浦　忠司

専任宅地建物取引士 飯塚　幸子

事務所所在地 島田市本通３－２－９

電話番号 0547-39-5588

ＨＰアドレス

入会年月日 12月1日

免許番号

写真

フリガナ カ）クウカンデザインイッキュウケンチクシジムショ

商号又は名称 株式会社　空間デザイン一級建築士事務所

代表者／政令使用人 海野　和希

専任宅地建物取引士 佐藤　正巳

事務所所在地 静岡市葵区七間町１８－１８

電話番号 054-689-3940

ＨＰアドレス



静岡県知事 ( 1 ) 14525 号

静岡県知事 ( 1 ) 14516 号

静岡県知事 ( 1 ) 14534 号

静岡県知事 ( 1 ) 14532 号

入会年月日 1月5日

免許番号

写真

フリガナ ハピネスフドウサン

商号又は名称 ハピネス不動産

代表者／政令使用人 横山　準司

専任宅地建物取引士 横山　準司

事務所所在地 島田市道悦５－１７－１０

電話番号 0547-39-4173

ＨＰアドレス

入会年月日 1月6日

免許番号

写真

フリガナ カ）エコブレーンズ

商号又は名称 株式会社　エコ・ブレーンズ

代表者／政令使用人 尾関　俊寿

専任宅地建物取引士 鈴木　麻子

事務所所在地 静岡市清水区江尻東１－１－５　カーニープレイス清水

電話番号 054-397-0320

ＨＰアドレス ｈｔｔｐ：//www.eco.brains.com

入会年月日 2月1日

免許番号

写真

フリガナ フォーライフーパートナー　（カ

商号又は名称 フォーライフーパートナー　株式会社

代表者／政令使用人 岡　眞人

専任宅地建物取引士 岡　眞人

事務所所在地 静岡市葵区八番町３番地１

電話番号 054-653-0755

ＨＰアドレス

ＨＰアドレス forlife-partner.com

入会年月日 3月4日

免許番号

写真

フリガナ カ）ワイエムエー

商号又は名称 株式会社　Y.M.A.

代表者／政令使用人 杉村　明久

専任宅地建物取引士 石井　さより

事務所所在地 藤枝市駅前２－１０－７

電話番号 ０５４－６４６－２９３３


