
※入会時の内容となります。

静岡県知事 ( 1 ) 14557 号

静岡県知事 ( 1 ) 14560 号

静岡県知事 ( 1 ) 14562 号

静岡県知事 ( 1 ) 14559 号

静岡県知事 ( 1 ) 14539 号

２０２２年度（令和４年度）　新入会員　紹介

入会年月日 5月2日

免許番号

写真

フリガナ ライジット

商号又は名称 株式会社　Ｒｉｓｉｔ

電話番号 054-262-0022

ＨＰアドレス

入会年月日 6月1日

代表者／政令使用人 市川　昇吾

専任宅地建物取引士 松田　大輔

事務所所在地 静岡市葵区東千代田3-6-15　BoisⅠ-２A

免許番号

写真

フリガナ モチヅキコンサルティング

商号又は名称 モチヅキコンサルティング　株式会社

代表者／政令使用人 望月　眞也

専任宅地建物取引士 望月　眞也

写真

フリガナ モリタフドウサンジムショ

商号又は名称 ＭＯＲＩＴＡ不動産事務所

代表者／政令使用人 森田　和敏

事務所所在地 静岡市清水区草薙杉道１－４－５エフシャープ303

電話番号 054-368-6515

ＨＰアドレス

専任宅地建物取引士 森田　和敏

事務所所在地 藤枝市音羽町６－２－９－３０１

電話番号 054-637-9082

入会年月日 6月1日

免許番号

ＨＰアドレス

入会年月日 6月2日

免許番号

写真

フリガナ リッポウ

商号又は名称 株式会社　立宝

電話番号 054-364-4626

ＨＰアドレス

入会年月日 6月7日

代表者／政令使用人 小林　勝司

専任宅地建物取引士 小林　隼人

事務所所在地 静岡市清水区下野北１０－２０

事務所所在地 牧之原市静波２７０８－３

電話番号 0548-22-7251

ＨＰアドレス

免許番号

写真

フリガナ ライフラボ

商号又は名称 Life　Lab

代表者／政令使用人 油井　大輔

専任宅地建物取引士 油井　大輔



静岡県知事 ( 1 ) 14589 号

静岡県知事 ( 1 ) 14595 号

静岡県知事 ( 1 ) 14594 号

静岡県知事 ( 1 ) 14593 号

静岡県知事 ( 1 ) 14547 号

入会年月日 7月1日

免許番号

写真

フリガナ ヤギケンチクコウギョウ

商号又は名称 八木建築工業　株式会社

代表者／政令使用人

ＨＰアドレス ｗｗｗ.honeyhouseclub.com

入会年月日 7月1日

免許番号

八木　威

専任宅地建物取引士 八木　威

事務所所在地 焼津市吉永５５４－２

電話番号 054-631-5228

静岡市葵区日出町１－２ＴOKAI日出町ビル４F

電話番号 054-270-6515

ＨＰアドレス

入会年月日 7月3日

写真

フリガナ エス・エス・シー

商号又は名称 株式会社　エス・エス・シー

代表者／政令使用人 石井　太郎

専任宅地建物取引士 石井　太郎

事務所所在地

免許番号

写真

フリガナ ワクワクカイハツ

商号又は名称 わくわく開発　株式会社

代表者／政令使用人 村松　史也／村松　美穂

専任宅地建物取引士 村松　美穂

写真

フリガナ トウキョウカンコウ

商号又は名称 東京観光 株式会社

代表者／政令使用人 笹原　一人

事務所所在地 焼津市石津８０３番地の３　サンハイツ３０２号室

電話番号 ０５４－６２４－１５１５

ＨＰアドレス

専任宅地建物取引士 笹原　秀元

事務所所在地  静岡市駿河区馬渕３－２－２２ 

電話番号 054-284-8484

入会年月日 7月15日

免許番号

ＨＰアドレス

入会年月日 9月5日

免許番号

写真

フリガナ トヨタホームトウカイ シズオカテン

商号又は名称 トヨタホーム東海 株式会社　静岡店

電話番号 054-268-0777

ＨＰアドレス https://tokai.toyotahome.co.jp/

代表者／政令使用人 森藤　真史

専任宅地建物取引士 森藤　真史

事務所所在地 静岡市駿河区桃園町１－１ 



静岡県知事 ( 1 ) 14547 号

静岡県知事 ( 1 ) 14606 号

静岡県知事 ( 1 ) 14425 号

※ １０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）

入会年月日 9月5日

免許番号

写真

フリガナ トヨタホームトウカイ フジエダテン

商号又は名称 トヨタホーム東海 株式会社　藤枝店

代表者／政令使用人

ＨＰアドレス https://tokai.toyotahome.co.jp/

入会年月日 9月7日

免許番号

大石　智和

専任宅地建物取引士 大石　智和

事務所所在地  藤枝市五十海３－１２－２

電話番号 054-647-4512

静岡市葵区七間町１９－１人宿町離宮Ｂ号３階 

電話番号 054-908-8476

ＨＰアドレス

入会年月日 10月3日

写真

フリガナ ベルエキップ・プラス　

商号又は名称 株式会社 ベルエキップ・プラス　

代表者／政令使用人 小川　陽子

専任宅地建物取引士 小川　陽子

事務所所在地

免許番号

写真

フリガナ フジツバメ　フジエダテン

商号又は名称 富士ツバメ 株式会社　藤枝店

代表者／政令使用人 梅原　尊之

専任宅地建物取引士 梅原　尊之

事務所所在地 藤枝市本町１－４－３２ 

電話番号 054-639-7607  

ＨＰアドレス


