
番号 事業者名 代表者氏名 免許番号 主たる事務所の所在地

1 遠州鉄道株式会社 齊藤　薰 静岡県知事(15)1059 静岡県浜松市中区旭町12-1

2 東建コーポレーション株式会社 左右田　稔 国土交通大臣(10)3058 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1-33東建本社丸の内ビル

3 青山地建株式会社 青山　博秋 福岡県知事(11)6156 福岡県筑紫野市二日市北２－４－６レジオンドヌール

4 株式会社長栄 長田　修 国土交通大臣(7)5066 京都府京都市伏見区深草西浦町3丁目70番地第5長栄アストロビル

5 東急リバブル株式会社 太田　陽一 国土交通大臣(11)2611 東京都渋谷区道玄坂1-9-5渋谷スクエアＡ

6 株式会社アキヤマ 秋山　浩史 静岡県知事(13)2549 静岡県静岡市清水区草薙1丁目14-13

7 株式会社渡辺住研 渡邉　毅人 埼玉県知事(13)5935 埼玉県富士見市鶴馬2608－7スパークスＫ

8 住宅情報センター株式会社 佐和田　功 沖縄県知事(7)2726 沖縄県宮古島市平良字西里１１０７－７

9 アットハース株式会社 紀野　知成 東京都知事(1)102306 東京都千代田区神田淡路町１－１－２長岡ビル５F

10 上総屋不動産株式会社 渡辺　博 茨城県知事(11)2814 茨城県土浦市川口1丁目11-8

11 株式会社ウチダレック 内田　良一 鳥取県知事(10)720 鳥取県米子市米原5丁目5番地17号

12 有限会社新東 中野　隆雄 兵庫県知事(1)800266 兵庫県洲本市栄町２丁目２番１７号

13 永幸不動産株式会社 森下　智樹 東京都知事(10)40869 東京都豊島区東池袋2丁目62番8号ビックオフィスプラザ池袋603

14 賃貸スマイル株式会社 半田　淳一 千葉県知事(4)14559 千葉県市川市八幡2－15－14北口ビル

15 タマキホーム株式会社 玉城　公之 沖縄県知事(5)3274 沖縄県那覇市壺川1-12-8

16 株式会社成都不動産 松本　哲生 大阪府知事(5)45946 大阪府豊中市岡上の町3-7-1TAOビルディング6F

17 株式会社ライフコーポレーション 金城　秀人 沖縄県知事(3)3617 沖縄県豊見城市宜保3丁目1番地1ロイヤルビル101号

18 株式会社第一不動産 中島　敦 静岡県知事(9)5704 静岡県静岡市葵区田町5-10-1

19 株式会社ハウスネットワーク 八尾　満 京都府知事(6)10378 京都府京都市上京区寺町通今出川上る立本寺前町93番地2

20 有限会社鈴木不動産 鈴木　純 埼玉県知事(11)8961 埼玉県本庄市銀座2-10-9

21 株式会社常口アトム 三戸　篤人 北海道知事（石狩）(2)7934 北海道札幌市中央区北２条西３丁目１番地１２敷島ビル３F

22 株式会社成都賃貸ホームズ 松本　哲生 大阪府知事(4)49693 大阪府豊中市岡上の町3-7-1TAOビルディング6F

23 縁合同会社 安孫子　友紀 東京都知事(1)101007 東京都墨田区吾妻橋3-1-7

24 株式会社日本財託管理サービス 重吉　勉 東京都知事(4)78866 東京都新宿区西新宿1-22-2新宿サンエービル10階

25 株式会社ホットハウス 金澤　寿治 北海道知事（石狩）(3)7619 北海道札幌市中央区南8条西4丁目422番地グランドパークビル3階

26 株式会社ルーミックス 中村　悦夫 福岡県知事(2)17502 福岡県福岡市中央区今泉１－２１－８ｓｔａｇｅ天神Ⅱ１階

27 中部興産株式会社 新垣　博孝 沖縄県知事(8)2159 沖縄県沖縄市仲宗根町24-9ベルメゾンコザ1階

28 株式会社アクアトゥエンティワン 藤原　宏之 神奈川県知事(4)24536 神奈川県横浜市港北区大倉山1-2-9深澤ビル３Ｆ

29 株式会社明和不動産 川口　英之介 国土交通大臣(2)8432 熊本県熊本市中央区辛島町4-35

30 ハプティック株式会社 小倉　弘之 国土交通大臣(1)9285 東京都渋谷区渋谷3-2-3帝都青山ビル5階

31 村木不動産商会 村木　美代子 神奈川県知事(3)25306 神奈川県横浜市港南区港南台4-1-3港南台ニューフラワーマンション1F

32 株式会社群馬総合土地販売 川本　裕明 国土交通大臣(5)5655 群馬県高崎市通町76

33 朝日不動産株式会社 石橋　正好 国土交通大臣(1)9582 富山県富山市今泉西部町3-9

34 株式会社苗加不動産 苗加　充彦 石川県知事(4)3529 石川県金沢市もりの里2丁目21番地

35 晃南土地株式会社 中澤　洋一 千葉県知事(7)11878 千葉県我孫子市本町2-3-24

36 株式会社福住 河野　孝雄 福岡県知事(12)4459 福岡県福岡市中央区天神２丁目４番１５号プリオ天神ビル

37 株式会社三好不動産 三好　修 国土交通大臣(2)7912 福岡県福岡市中央区今川1-1-1

38 株式会社カンエー・ハウジング 村松　誠 新潟県知事(7)3548 新潟県上越市春日山町3-18-44

39 ＭＢＣ開発株式会社 陶山　賢治 鹿児島県知事(12)879 鹿児島県鹿児島市樋之口町１－１
ＭＢＣ開発ビル

40 コマースブレイン株式会社 平　泰造 東京都知事(1)98691 東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル6階

41 株式会社NAGAMI TRADING 長見　浩蒸 福岡県知事(1)17669 福岡県福岡市中央区薬院3丁目6番15号イル・トラッツォ薬院301号

42 OST不動産株式会社 末岡　俊一郎 大阪府知事(1)60877 大阪府大阪市北区万歳町4-12浪速ビル東館106号室

43 株式会社宅都 衣笠　賢二 国土交通大臣(1)8685 大阪府大阪市中央区高麗橋3-2-7オリックス高麗橋ビル2F

44 すみれリビング株式会社 井上　正 岐阜県知事(4)4288 岐阜県高山市問屋町４３番地

45 住友商事株式会社 兵頭　誠之 国土交通大臣(15)189 東京都千代田区大手町2-3-2

46 エステイター株式会社 寺嶋　利兼 東京都知事(3)83784 東京都八王子市東町7‐6エバーズ第12八王子ビル3階

47 株式会社ユーミーネット 木村　光貴 神奈川県知事(1)30000 神奈川県藤沢市藤沢２２３番地の２

48 株式会社大好き湘南不動産 木村　光貴 神奈川県知事(2)27699 神奈川県秦野市南矢名一丁目１５番１８号

49 株式会社三島コーポレーション 千々岩　大輔 大阪府知事(11)21564 大阪府茨木市西駅前町6-22

50 株式会社マンションセンター 山田　好典 新潟県知事(2)4973 新潟県新潟市中央区東大通１－１－１第５マルカビル４Ｆ

51 株式会社アール・クレスト 中谷 仁 東京都知事(1)101972 東京都渋谷区道玄坂2-10-7新大宗ビル1号館7階

52 香陵住販株式会社 薄井　宗明 国土交通大臣(3)7026 茨城県水戸市南町2-4-33

53 株式会社シーラ 湯藤　善行 東京都知事(2)92348 東京都渋谷区広尾1-1-39恵比寿プライムスクエア7階

54 株式会社セイコー不動産 加藤　基 愛媛県知事(8)3287 愛媛県新居浜市松木町4番25号

55 東急住宅リース株式会社 三木　克志 国土交通大臣(1)8740 東京都新宿区西新宿2-3-1新宿モノリス16階

56 株式会社ライフコンサルティング 大西　征昭 大阪府知事(1)58283 大阪府大阪市住吉区長居３丁目１３番８号

57 株式会社良和ハウス 和田　伸幸 国土交通大臣(1)9113 広島県広島市西区楠木町2丁目10-1

58 株式会社コンクウェスト 河合　隆史 滋賀県知事(4)2835 滋賀県大津市一里山1丁目6-16エミール瀬田1F

59 株式会社エヌ・ピー・システム東京堂 加藤　優 東京都知事(12)30126 東京都清瀬市松山2-5-48

60 株式会社オーリック不動産 濵田　龍彦 鹿児島県知事(4)5071 鹿児島県鹿児島市荒田１丁目１７番５号

61 クインホーム株式会社 河野　洋信 広島県知事(12)3805 広島県広島市西区己斐本町一丁目15-12己斐商事ビル

62 株式会社VALOR 田村　直人 神奈川県知事(4)24651 神奈川県横浜市西区北幸2-1-22ナガオカビル3F

63 株式会社LIXILリアルティ 斎藤　雄二 国土交通大臣(2)7889 東京都中央区日本橋大伝馬町14-15マツモトビル５F

64 株式会社アップル 髙橋　誠一 国土交通大臣(3)6971 埼玉県さいたま市大宮区大成町2-273-1アップルＡＳビル

65 株式会社西田コーポレーション 西田　光孝 神奈川県知事(12)8932 神奈川県厚木市中町3-13-7

66 株式会社プラスワン 横山　重隆 東京都知事(3)88586 東京都千代田区鍛冶町1-9-11石川ＣＯビル５階

67 えんハウジング株式会社 鵜沢　暢也 東京都知事(3)89536 東京都中野区野方５丁目１８番１３号

68 株式会社アパマンショップリーシング 森岡　為章 国土交通大臣(1)9199 東京都千代田区大手町二丁目6番1号朝日生命大手町ビル

69 株式会社マルヨシ 小山　哲央 埼玉県知事(8)13716 埼玉県越谷市大沢3-19-11

70 株式会社不動産のデパートひろた 廣田　豊 国土交通大臣(4)6432 福岡県北九州市八幡東区山王１丁目１１番１号

71 アルプス住宅サービス株式会社 齊木　一久 東京都知事(9)48597 東京都豊島区東池袋1-42-12ステーションサイドビル

72 株式会社汐見不動産 佐藤　德康 宮城県知事(8)3470 宮城県塩竈市野田19番7号

73 株式会社まるよし産業 佐々木　利幸 青森県知事(8)2264 青森県八戸市湊高台３－５－３

74 株式会社東洋開発 櫛引　柳一 山形県知事(5)1985 山形県酒田市本町一丁目5番31号

75 株式会社アルファプラン 小宮　良一 群馬県知事(6)5456 群馬県前橋市問屋町2-4-3アルファビル

76 株式会社大和興産 宮越　城児 広島県知事(9)5724 広島県広島市安佐北区可部４丁目１１－５

77 稲岡ハウジング株式会社 稲岡　武義 神奈川県知事(11)10313 神奈川県茅ヶ崎市高田4丁目4-5稲岡ビル

78 株式会社中央ビル管理 中内　晃次郎 国土交通大臣(8)3918 埼玉県越谷市南越谷1丁目20番17号中央ビル管理本社ビル

79 株式会社アパートナー 照井　亮二 国土交通大臣(5)5830 東京都目黒区上目黒1-16-11

80 株式会社ホワイトホームズ 河津　文三 東京都知事(13)22427 東京都大田区東嶺町２８－１１

81 株式会社アールストア 淺井　佳 国土交通大臣(1)9188 東京都品川区上大崎4-5-26マンション雅叙苑2号館

82 住まいＬＯＶＥ不動産株式会社 水野　和也 愛知県知事(4)19059 愛知県豊橋市柱三番町123

83 住まいＬＯＶＥ不動産株式会社 水野　和也 静岡県知事(4)12268 静岡県浜松市南区白羽町15‐1

84 株式会社不動産中央情報センター 濱村　美和 福岡県知事(4)14780 福岡県北九州市小倉北区東篠崎一丁目3-13

85 株式会社埼玉丸山工務所 本多　広 埼玉県知事(8)12970 埼玉県さいたま市大宮区大成町1丁目518-2

86 株式会社アンビション・ルームピア 清水　剛 国土交通大臣(3)7560 東京都渋谷区神宮前2-34-17住友不動産原宿ビル18階

87 株式会社ナウ 安原　睦 大阪府知事(5)45434 大阪府大阪市北区太融寺町3-27

88 株式会社リビングギャラリー 前田　穣 国土交通大臣(5)5854 新潟県新潟市中央区米山4丁目1番28号
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番号 事業者名 代表者氏名 免許番号 主たる事務所の所在地

89 株式会社GLUCK 鈴木　貴成 大阪府知事(1)59340 大阪府大阪市淀川区東三国5-1-1

90 株式会社エイミックス 貝阿彌　佳則 国土交通大臣(1)8863 大阪府大阪市北区梅田１丁目１１－４大阪駅前第４ビル１８階

91 三井不動産リアルティ株式会社 山代　裕彦 国土交通大臣(14)777 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

92 日本管理センター株式会社 武藤　英明 国土交通大臣(4)6812 東京都千代田区丸の内3－4－2新日石ビルヂング

93 株式会社CIC情報センター 及川　昌明 国土交通大臣(12)2417 栃木県宇都宮市今泉町383

94 株式会社アミックス 末永　照雄 東京都知事(16)1609 東京都中央区八重洲1-3-7八重洲ファーストフィナンシャルビル13階

95 株式会社マルサ不動産 坂部　叔子 兵庫県知事(13)5925 兵庫県神戸市中央区熊内町２丁目１－６

96 旭化成賃貸サポート株式会社 大盛　基之 国土交通大臣(1)8840 東京都新宿区西新宿一丁目22番2号新宿サンエービル13階

97 有限会社キタムラコーポレーション 北村　政義 埼玉県知事(3)21597 埼玉県さいたま市大宮区浅間町1-133KMビル

98 株式会社マルサライフサービス 坂部　叔子 兵庫県知事(8)9263 兵庫県神戸市中央区熊内町２丁目１－５

99 株式会社アイアメニティ 井戸　道彦 広島県知事(2)9861 広島県広島市中区基町13-13広島基町ＮＳビル3階

100 株式会社諏訪貸家アパートセンター 矢崎　文也 長野県知事(9)2861 長野県諏訪市大字四賀822

101 住友不動産販売株式会社 伊藤　公二 国土交通大臣(12)2077 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号新宿NSビル19階

102 株式会社クラスコ 小村　典弘 国土交通大臣(1)8818 石川県金沢市西念４丁目２４番２１号

103 三和エステート株式会社 石井　清悟 国土交通大臣(1)9311 福岡県福岡市博多区博多駅南1-6-9三和ビル3F

104 株式会社マウンテン 横山　智司 神奈川県知事(8)17486 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-4-1

105 富山不動産情報センター 堀江　道子 富山県知事(11)1169 富山県富山市古鍛冶町6番2号

106 大東建託リーシング株式会社 守　義浩 国土交通大臣(1)9120 東京都港区港南二丁目16番1号品川イーストワンタワー17階

107 松本産業株式会社 松本　充代 宮城県知事(5)4416 宮城県石巻市大街道西一丁目6番2号

108 株式会社Good不動産 牧野　修司 福岡県知事(3)16367 福岡県福岡市中央区大名1－14－45Qiz TENJIN 9F

109 株式会社ティーエムシー 臼居　崇 東京都知事(2)92024 東京都新宿区高田馬場3-20-11第二林ビル3階

110 株式会社トラストマネージャー 北口　真義 大阪府知事(2)56587 大阪府大阪市中央区南久宝寺町１丁目８番１４号   プレミアム本町２０２

111 株式会社岡不動産 岡　栄一 埼玉県知事(3)21496 埼玉県加須市浜町3-31

112 有限会社大坪事務所 水木　道隆 東京都知事(12)33567 東京都世田谷区経堂２－２－４

113 株式会社エヌアセット 宮川　恒雄 神奈川県知事(3)26946 神奈川県川崎市高津区久本1-1-3

申請書記載の連絡責任者の氏名、住所、電話番号及びメールアドレスは申請者からの申し出により非公表とします。
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