
№ 氏  名 商       号 № 氏  名 商       号
1 遠藤　博一 ㈱東海住宅建設 1 平川　嘉博 ㈱平輪
2 泉　宣寛 泉商事㈱ 2 高橋　和義 (有)ブレーン・ワン
3 伊藤　時男 ㈲サンホーム 3 益田　正勝 コスモ建設㈱
4 二宮　正成 ㈲二宮不動産 4 小野寺　克 ㈲吉方商事
5 後藤　誠治 柏信不動産（株） 5 橋本　孝司 ㈲正和土地建物
6 新井　啓泰 （株）新井商事 6 遠藤　俊雄 綜合都市建設㈱
7 佐藤　和裕 ㈱三光建設 7 市川　恵一 ㈲いちかわ
8 赤澤　洋一 ㈱穂高賃貸センタ－ 8 竹内　満 ㈲ヤマニ
9 赤澤律秀 （株）赤澤商事 9 和賀　一雄 ㈱東興不動産販売

10 飯塚　守 ㈱佐久谷 10 矢部　裕之 矢部ハウス
11 石橋　達也 石橋不動産(株) 11 塚田　章 （株）塚田工務店
12 伊原　和道 (有)新家 12 榎戸　勝治 （有）さくら不動産
13 岡田　健太郎 ケーヨー興産(株) 13 鈴木　誠 ㈱鈴木屋
14 岡田　利春 ㈲オカダランド 14 岡田　純 岡田住宅㈱
15 川村　一雄 （株）グッドリビング 15 野田　亮 アールフィールズ㈱
16 川村　拓也 (株)南柏リビング 16 大木　博之 （株）エドケンハウス
17 小松せつ子 （株）一柳 17 大熊　一寿 ㈲ユーカリ商事
18 今野　法生 法楽不動産㈱ 18 山本　浩正 葵オリジン㈱
19 酒巻　正佳 ㈲アンサンブル 19 齋藤　弘志 つばさホームサービス㈱
20 白倉　寛 白伸設計(株) 20 斉藤　雅浩 ㈲㐂八地所
21 田中　朝子 (株)丸喜住宅産業 21 林　文晴 サクセス・ハウジング㈱
22 徳永　幸一郎 双葉企画(株) 22 吉田　多基男 大和建設(株)
23 風澤　俊一 フーサワ商事(株) 23 有田　一滋 ㈱有田商店
24 藤本　行宣 (有)武蔵野不動産 24 宮内　みさ子 （有）関東総合住宅
25 桝田耕一郎 （株）ｴﾑｽﾞﾌﾗｯﾌﾟ 25 宮浦　英示 （有）双葉ハウジング
26 丸橋　稔 (有)旭ホーム 26 大川　隆永 ㈱東光ハウス
27 水上　幸子 （株）サクセスホ－ム 27 海老澤　實 ㈱KAI
28 八嶋　孝一 やしま開発（株） 28 坂巻　信一郎 太陽ハウス㈱
29 吉田　正 (株)ﾜｰﾙﾄﾞｱｾｯﾄﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 29 美田　佳子 (同)リアルエステートプラザ
30 渡邉　哲男 (有)京葉エステート 30 金本　正人 サンヨーホーム㈱

31 入江　達也 ㈱IRiE
32 永田　雅之 マックランドホーム㈱
33 豊島　利治 TOYプロジェクト㈱
34 下堀　大介 共栄産業㈱
35 星野　卓士 （株）ハナノイ
36 中野　貴行 ㈱Ｍｙアセット
37 小野　学 (有)アンシャンテ
38 石川　裕一 (有)石川不動産
39 大塚　貴久 (有)スズショウハウジング
40 川津　久美子 (有)川津産業
41 稲葉　昇久 ㈱ﾁｰﾑﾆｯｺｰｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ
42 進藤　芳夫 ㈱進藤工務店
43 長谷川　和芳 (有)ニッケン

「災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定に基づく連絡員名簿」（H30.9）
(一社)千葉県宅地建物取引業協会

東葛支部 松戸支部



№ 氏  名 商       号 № 氏  名 商       号
1 髙﨑　正雄 髙英住宅㈱ 1 工藤　祐政 ㈱サン中央ホーム
2 品田　尚登 ㈲品田不動産 2 齋藤　均 ㈲福住産業不動産
3 芝田　昇文 ㈱芝田建設 3 竹内　良治 ㈱ランド・エル
4 菊間　紀 ㈱菊家商事 4 高橋　弘明 京葉エステート㈱
5 松川　吉男 三光建設㈱ 5 多田　眞康 ㈱住研
6 曽我　豊明 曽我不動産㈱ 6 目谷　祐輔 （株）リンクス・エステート

7 高橋　幸広 ㈲寿住宅 7 神田　正憲 ㈱興和ハウジング
8 山中　嘉峰 ㈱山中不動産 8 宮島　貞光 ㈲伊那住宅
9 土谷　幸司 ㈱土谷不動産 9 鵜澤　美世 丸長ハウス(株)

10 荻　弘樹 ㈲荻建設 10 土屋　幸司 三容商事（株）

11 青山　純一 藤屋商事㈱ 11 平井　圭 (株)日進企業
12 石井　和男 千鳥産業㈱ 12 中川　喜矩 中川不動産相談所
13 勝野　千恵子 丸正商事㈱ 13 吉村　太佑 (株)レオ・コーポレーション

14 鈴木　貴広 道和商事㈱ 14 田尻　敬子 ㈲パルホームサービス

15 田中　啓一 ㈲ワイケイ・クリエーション 15 板橋　良夫 正直不動産㈱
16 中澤　恭子 ㈲不動産マネジメント 16 武田　新行 武田不動産（株）
17 宇田川　晃 ㈱エールホーム 17 浅原　友美 東洋住販(株)
18 江原　妃差枝 ウイルパートナー㈲ 18 細田　哲夫 ㈱日の出設備
19 星　直宏 リアルスター㈱ 19 吉田　智 ㈱ネクスト
20 岡野谷　正 ㈲宮久保住宅 20 梅原　弘子 ㈱北昌企業
21 上薗　隆仁 ㈲ランディック市川 21 池田　睦 ｉ－ｈｏｍｅ（株）
22 大川　恵美子 ㈱大川 22 田中　健治 タナカホーム㈱
23 木村　和秋 ㈱アセットホーム 23 飯塚　和利 飯塚不動産（株）
24 岡村　恭子 彦田ハウジング㈱ 24 近藤　良夫 ㈲近藤ホーム
25 大野　隆之 ㈲第一管理サービス 25 林　弘行 アルフォート㈱
26 内木  年康 ㈲二和 26 田辺　正子 (株)八栄産業
27 西山　均 ㈲いち花ハウジング 27 安藤　順一 （有）司産業
28 橋爪　敬 アイリス不動産販売㈱
29 上杉　健志 ㈱東葉ハウジングセンター

30 中西　督 ㈱平和住宅
31 上間　悟 ㈲レキオ
32 市川  優子 市川地所㈱
33 大野　里美 ㈲美樹
34 関根　富雄 ハイクオリティ㈱
35 水戸　哲二 エムズリーシング㈱
36 松井　成人 ㈱松井不動産建築事務所

37 羽田　安雄 安信建設㈱
38 原田　拓実 ㈱清田屋不動産
39 中村  裕三 三愛ホームズ㈱
40 髙石治一郎 ハイストン商事㈱
41 岸本　水樹 ㈲ミックホーム
42 金子  正人 ミナト地所㈱
43 林     泰宏 ㈱林屋
44 叶内　衛 ㈱カナエ・アドバンス
45 山岸　弘幸 亜細亜不動産㈱
46 宮田　克仁 ㈲京葉不動産管理
47 井藤　元希 ㈱カナガワエステート
48 三橋　成賢 サングリーン㈲

船橋支部市川支部



№ 氏  名 商       号 № 氏  名 商       号
1 土屋　正雄 結城建設㈱ 1 山村　真哉 ㈲不動
2 鈴木　介人 ㈱アクティーフジ 2 榎本　光男 ㈲タリア商事
3 澤田　新一 ㈲パディー 3 花山　藤太郎 ㈲日南

4 柴田　一 鋸南不動産㈱
5 吉田　浩幸 ㈲吉田ハウジング
6 榎本 雅司 ㈲ホーユーハウジング
7 髙橋　 浩 ㈲マイホームタカハシ

№ 氏  名 商       号 8 佐久間　崇夫 ㈱ビルテック
1 石川　公之 ㈱石川建設 9 安田　晃央 有楽商事㈱
2 小野寺　匡 ㈲小野寺住宅 10 安西　利英 ㈲キョーエー
3 遠藤　真二 ㈱エンドーホーム 11 齋藤　義典 ミツワ興産㈱
4 石野　正行 （有）エデュポート
5 大津　宏太 （有）大昌産業
6 小迫　諒之 東京監財㈱
7 髙梨　兼輔 ㈱スタイル･レゴ
8 宮野　雄司 ㈱アップライト № 氏  名 商       号
9 山崎　章弘 (有)るっく・アップ 1 馬場　省三 ㈱東亜リゾート

10 古市　博文 ㈲川崎不動産 2 鈴木　唯夫 ㈲光住販
11 高橋　弘吉 高惣商事㈱ 3 篠瀬　栄進 東日総業㈱
12 府川　誠 ㈱アネックス 4 石井　孝子 ㈲さくらハウジング
13 佐藤　　肇 佐藤不動産㈱ 5 髙山　　勇 猶興地産㈱
14 森下　浪江 (有)さくら住販 6 中島　紀美子 ㈱グリーンワールド
15 安田　洋二 (有)センヨーホーム
16 櫻井　俊彦 ㈱エステートコックス
17 小笠原　典子 ㈱轟不動産
18 吉田　国代志 ㈱ワイデーケー
19 津村　重行 ㈲エスクローツムラ № 氏  名 商       号
20 花澤　久枝 ㈲花澤住販 1 斉田　武 大和地所㈱
21 永田　健治 ㈱アシストハウス 2 江波戸　友美 ことぶき不動産
22 久古　英昭 ㈱豊和グループ 3 嶋田　一豊 カネトウ不動産
23 三神　二三江 ㈲希輝 4 鈴木　俊和 不動産プラザ
24 青山　智子 ㈱ランドマーク 5 鎌形　充啓 （有）朝日不動産
25 齊藤　美隆 （同）第一ホーム 6 佐藤　實 （有）サトーマルキ

№ 氏  名 商       号 № 氏  名 商       号
1 岡本　修 ㈲赤坂不動産 1 沖　博之 印南興業㈱
2 齋藤　謙 国分寺台不動産センター㈲ 2 小笠原　俊弘 ㈲栄光開発
3 山本　良吉 市原田園ホーム㈲ 3 川邉　雅信 スマイル・リンク㈱
4 髙澤　豊昭 ㈱豊和 4 大木　豊朗 ㈱ほがらか
5 遠藤　元明 東日本建設㈱ 5 髙橋　衞 ㈲パステルホーム
6 西村　智裕 関東住建㈱ 6 小梶　孝一 孝陽不動産コンサルタント㈱

7 飯田　隆義 千京エステート㈲
8 梅澤　享 ㈱ステップハウジング
9 三浦　和則 ㈲三和

10 坂巻　栄一 ㈲坂巻不動産
11 田村　政晴 ㈲アイネット

市原支部 印旛支部

南総支部東葉支部

千葉支部

九十九里支部

北総支部


