
令和2年4月末日時点

商 号 免許権者 免許番号 本店所在地 住所 建物名

1 株式会社 マーシャルホーム 大臣 8477 北海道 札幌市中央区南一条西１３丁目４−５２ マーシャルウエストビル

2 株式会社 ピー・ビー・オー 大臣 8316 宮城県 仙台市青葉区五橋１丁目６−６ 五橋ビル２階

3 株式会社 ＰＩＴＳ 大臣 8583 宮城県 仙台市若林区新寺１丁目７−３５

4 イーコンセプト 株式会社 大臣 8758 宮城県 仙台市青葉区中央３丁目４−１２

5 株式会社 ノーブルホーム 大臣 9341 茨城県 水戸市笠原町１１９６−１５

6 ケイアイネットリアルティ１ｓｔ 株式会社 大臣 9300 群馬県 高崎市上中居町１７２７

7 株式会社 西武開発 大臣 6323 埼玉県 所沢市上新井４丁目７８−２５

8 株式会社 サンアイホーム 大臣 7803 埼玉県 熊谷市石原３４３−１

9 株式会社 藤和ハウス 大臣 4224 東京都 西東京市田無町４丁目７−９

10 株式会社 ハウジングニチエー 大臣 5596 東京都 武蔵野市西久保１丁目３９−５

11 朝日リビング 株式会社 大臣 2135 東京都 町田市森野１丁目８−３

12 株式会社 ベストセレクト 大臣 5084 東京都 港区西麻布４丁目４−１ ベストセレクトビル３階4階

13 株式会社 エフ・ジェー・ネクスト 大臣 5806 東京都 新宿区西新宿６丁目５−１ 新宿アイランドタワー１０・１１階

14 株式会社 リビングライフ 大臣 7124 東京都 世田谷区等々力５丁目４−１５ リビングライフ尾山台ビル

15 名鉄コミュニティライフ 株式会社 大臣 6841 東京都 新宿区西新宿６丁目６−２ 新宿国際ビルディング４階

16 グランヴァン 株式会社 大臣 7058 東京都 新宿区新宿２丁目１３−１２ 住友不動産新宿御苑ビル２階９階

17 エムシーオー 株式会社 大臣 7236 東京都 中央区銀座２丁目８−２０ ヨネイビル６階

18 株式会社 リアルト・ハーツ 大臣 7231 東京都 目黒区中目黒３丁目３−２ EGビル３階

19 有限会社 ジャパン・コーディネーター 大臣 9318 東京都 西東京市谷戸町３丁目２７−１１ ＪＣビル６階

20 コーラル 株式会社 大臣 9284 東京都 江東区亀戸５丁目５−１１ 第一ビル２０５号

21 株式会社 Ｎコーポレーション 大臣 7791 東京都 新宿区下落合３丁目２２−１５ ニッコンビル６階

22 株式会社 シノケンハーモニー 大臣 8268 東京都 港区浜松町２丁目３−１ 日本生命浜松町クレアタワー２０階

23 ＡＺＥＳＴ−ＮＥＯ 株式会社 大臣 9650 東京都 豊島区東池袋１丁目３５−３ 池袋センタービル６階

24 大和ライフネクスト 株式会社 大臣 8702 東京都 港区赤坂５丁目１−３３

25 不動産売却サポート 株式会社 大臣 9286 東京都 千代田区神田神保町３丁目２−１ サンライトビル６０１号

26 株式会社 シティネット 大臣 6840 神奈川県 横浜市西区楠町１４−５ タイムズビル７Ｆ

27 株式会社神奈川住空間 大臣 9212 神奈川県 横浜市中区太田町１丁目１

28 株式会社日建企画 大臣 7364 神奈川県 横浜市都筑区茅ケ崎中央５６−１２

29 プライムエステート株式会社 大臣 7375 神奈川県 横浜市西区北幸１丁目１１−１５ 横浜ＳＴビル１２Ｆ

30 ＰＨメンテナンス 株式会社 大臣 9020 山梨県 韮崎市本町１丁目９−１０

31 株式会社 丹下不動産 大臣 9713 静岡県 静岡市葵区沓谷５丁目５−７ 丹下ビル沓谷３階

32 ファミリアホームサービス 株式会社 大臣 9218 愛知県 名古屋市中区錦１丁目３−１８

33 平安建設 株式会社 大臣 1402 京都府 京都市西京区上桂三ノ宮町２４−１

34 株式会社 ヴァティックス 大臣 8371 京都府 京都市下京区諏訪町通五条下る上諏訪町294番地5

35 牧主都市開発 株式会社 大臣 7862 大阪府 藤井寺市御舟町２番４２号

36 スクールバス不動産 株式会社 大臣 9505 大阪府 大阪市中央区北浜１丁目５−８ ＳＥＮＳＥＩＳＨＡ ＢＬＤＧ．

37 株式会社 井上地所 大臣 5377 奈良県 五條市田園２丁目２番地の１

38 ハウジング・スタッフ 株式会社 大臣 9150 島根県 松江市東津田町453-2

39 株式会社 リアルネット 大臣 7297 香川県 高松市天神前９−１７

40 株式会社 えざき 大臣 6207 愛媛県 松山市空港通１丁目８番１６号 えざき本社ビル４階

41 株式会社 日本エコネット 大臣 9348 ⾧崎県 佐世保市卸本町６−２

42 株式会社 川﨑ファイネクスト 大臣 8267 熊本県 熊本市北区高平２丁目２３−８
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43 恵千都市開発 株式会社 北海道 5471 北海道 恵庭市恵み野西１丁目２３番１１ オカダハ−モニ−ハウス

44 東陵 株式会社 北海道 6099 北海道 札幌市東区北四十九条東１４丁目１−６

45 有限会社 ステップコーポレーション 北海道 6169 北海道 札幌市北区篠路七条１丁目１−３

46 オリエント建設 株式会社 北海道 6301 北海道 札幌市南区石山一条７丁目２７−７

47 株式会社 渋谷建設 北海道 287 北海道 小樽市色内１丁目６−２５

48 株式会社 大東インターナショナル 北海道 6921 北海道 札幌市豊平区豊平三条６丁目１−３３ 大東ビル

49 株式会社 エスコートプラザ 北海道 7220 北海道 札幌市清田区清田六条３丁目６−１０

50 有限会社 グッドコム 北海道 1091 北海道 函館市赤川１丁目６−２０

51 株式会社 中島測量設計 北海道 7445 北海道 石狩市花川北七条３丁目４９−１

52 株式会社 エステート２２１ 北海道 7454 北海道 札幌市中央区南十条西９丁目２−３０

53 株式会社 管理不動産 北海道 7459 北海道 札幌市北区麻生町２丁目２−１８  スカイパ−ク麻生Ⅱ１０３

54 株式会社 ブレイン 北海道 7531 北海道 札幌市西区発寒十四条２丁目２−１

55 株式会社 札幌プロパティ 北海道 7606 北海道 札幌市中央区南一条西２丁目５ 南１条Ｋビル７Ｆ

56 グローバルホーム 株式会社 北海道 1117 北海道 函館市五稜郭町９番１２号

57 株式会社 アトリエ・デザイン 北海道 7751 北海道 札幌市厚別区厚別中央二条２丁目３−２３−７０３

58 ヤマシンホーム 株式会社 北海道 1151 北海道 函館市美原１丁目４０番１６号

59 株式会社 スペチアーレ 北海道 8127 北海道 札幌市中央区南十九条西１４丁目２−３５ スペチアーレ伏見１階

60 カイナホーム 北海道 8157 北海道 札幌市西区宮の沢四条４丁目７−１０

61 株式会社 アンビション 北海道 1190 北海道 旭川市二条通１２丁目２０３２番地の１

62 三友鉄建 株式会社 北海道 8351 北海道 札幌市豊平区豊平三条４丁目２番１９号

63 ＧＦトータルプランニング 株式会社 北海道 8524 北海道 札幌市白石区東札幌四条６丁目４番１２号 メモリアル８８ハイツ３０１号

64 Ｈａｎａ企画 株式会社 北海道 8527 北海道 札幌市北区新川四条２丁目５−３９

65 ＯＷＮ 株式会社 北海道 8571 北海道 札幌市中央区南五条西８丁目８−２−１Ｆ

66 株式会社 松橋不動産 青森県 2656 青森県 八戸市根城９丁目４−１

67 有限会社 丸倉商事不動産 青森県 2638 青森県 青森市古川３丁目３−７

68 株式会社 不動産センター十和田 青森県 1739 青森県 十和田市東二十三番町１−１

69 株式会社 コアラハウス 青森県 2644 青森県 八戸市大字河原木字小田上２６−１４

70 株式会社 成都地所 青森県 3020 青森県 弘前市大字外崎４丁目４−３４

71 株式会社 リイル宅建事務所 青森県 2869 青森県 弘前市大字八代町８−３６

72 有限会社 カトウ不動産商事 青森県 3129 青森県 青森市古川２丁目１−１

73 株式会社 ＯＴＫ 青森県 3216 青森県 上北郡六戸町大字犬落瀬字坪毛沢４８２

74 株式会社 みなみ不動産 岩手県 2302 岩手県 紫波郡矢巾町駅東１丁目１５番２２号

75 ジャストワン 株式会社 岩手県 2312 岩手県 盛岡市本宮２丁目１６−１      小泉産業ビル

76 株式会社 アースコンサルト 岩手県 2375 岩手県 盛岡市三本柳１０地割２２−１

77 エステートいわて 岩手県 2448 岩手県 盛岡市城西町１３−７７      山与ビル３階

78 株式会社 ＩＲＥＣ 岩手県 2499 岩手県 盛岡市下太田下川原５３−３ パルネット１０２号

79 株式会社 汐見不動産 宮城県 3470 宮城県 塩竈市野田１９−７

80 株式会社 セプロ 宮城県 2500 宮城県 仙台市泉区泉中央３丁目１５−１５ セプロ泉中央１階

81 東住ハウジング 株式会社 宮城県 3486 宮城県 仙台市太白区大野田１丁目６−１１

82 株式会社 平和住宅情報センター 宮城県 3606 宮城県 仙台市泉区旭丘堤２丁目２１番４号

83 有限会社 エス・アイ・エス 宮城県 3861 宮城県 仙台市太白区西中田３丁目２３−７ コ−ポ安久２０１号

84 有限会社 ソーコーエステートプラス 宮城県 4037 宮城県 仙台市若林区表柴田町２６−１−１０５

85 株式会社 コーケンホーム 宮城県 4668 宮城県 仙台市青葉区本町２丁目９−３ 第三産伸ビル
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86 株式会社 ホームネット 宮城県 4854 宮城県 仙台市太白区大野田３丁目１−４０

87 賃貸管理 株式会社 宮城県 6034 宮城県 大崎市古川旭５丁目７−１５

88 有限会社 アイユー企画 宮城県 5184 宮城県 仙台市太白区西中田３丁目１−６０

89 有限会社 Ａチーム 宮城県 5273 宮城県 仙台市青葉区国見ケ丘２丁目８−１

90 株式会社 永大プランニング 宮城県 5274 宮城県 仙台市泉区南光台南１丁目１５−３２

91 有限会社 松浦建業 宮城県 5467 宮城県 遠田郡涌谷町字新町裏１４２−１

92 株式会社 ゴーイング・トラスト 宮城県 5572 宮城県 仙台市若林区連坊１丁目６−２５ ベルソーレ連坊１０１

93 株式会社 むつみ・ハウジング 宮城県 5683 宮城県 仙台市太白区⾧町南４丁目１１−２５

94 株式会社 エコラ 宮城県 5816 宮城県 仙台市青葉区春日町９−１５ チュリス春日町３階

95 有限会社 コミュニティ開発 宮城県 5830 宮城県 東松島市矢本字上河戸８−１

96 トレンドサークル 株式会社 宮城県 5934 宮城県 仙台市若林区遠見塚２丁目４１−１７ フォーサイド２０１号

97 有限会社 創建コーポレーション 宮城県 6080 宮城県 仙台市青葉区中山吉成１丁目１７−３０

98 サイト工業 株式会社 宮城県 6081 宮城県 仙台市若林区卸町２丁目６−１１

99 株式会社 リンクス 宮城県 6232 宮城県 仙台市太白区西中田７丁目３５−１４

100 株式会社 リライアブル 宮城県 6319 宮城県 仙台市青葉区広瀬町４−２７−２

101 有限会社 個人代行 宮城県 6333 宮城県 多賀城市東田中２丁目４０−３０−３０４

102 株式会社 藤松不動産 宮城県 6350 宮城県 仙台市宮城野区燕沢東３丁目２０−７

103 合同会社 セイカハウス 宮城県 6382 宮城県 仙台市青葉区桜ケ丘４丁目１７−５

104 株式会社 ひまわり不動産 宮城県 6387 宮城県 仙台市太白区泉崎２丁目２６−１

105 有限会社 鎌田工務店 宮城県 6585 宮城県 仙台市泉区将監４丁目２１−１０

106 合同会社 三和商事 秋田県 1549 秋田県 仙北郡美郷町六郷字新町６番地

107 秋田フォレストホーム 株式会社 秋田県 1614 秋田県 秋田市泉北４丁目２−１０ 道田ビル２A

108 株式会社 ドリームビルド 秋田県 1642 秋田県 秋田市浜田字館ノ丸１５２−１５

109 アクネス不動産 秋田県 1795 秋田県 男鹿市船越字杉山２５−２０

110 有限会社 アース企画 秋田県 1806 秋田県 秋田市牛島西２丁目３−１６

111 株式会社 太田建築工房 秋田県 1925 秋田県 大館市美園町４−１８

112 有限会社 リフォームキャップ 秋田県 1969 秋田県 秋田市新屋日吉町４２−４０

113 マルイ 株式会社 秋田県 1974 秋田県 秋田市大町１丁目３−８ 秋田ディライトビル１階

114 ア．クリア 株式会社 秋田県 2153 秋田県 秋田市牛島東６丁目５−２

115 株式会社 アスキーハウス 秋田県 2056 秋田県 秋田市仁井田本町６丁目５−１０

116 株式会社 村上商店 秋田県 2195 秋田県 秋田市大町６丁目５−１４

117 株式会社 リブエス 秋田県 2154 秋田県 大館市御成町２丁目１９−１５

118 アーキプランナーズ 株式会社 秋田県 2234 秋田県 秋田市新屋松美ガ丘北町８−５１

119 有限会社 大和住建 山形県 1358 山形県 鶴岡市宝町４番６６号

120 我妻建設工業 株式会社 山形県 1521 山形県 米沢市塩井町塩野２０１２−１

121 株式会社 加藤住建 山形県 1695 山形県 山形市成沢西２丁目９−３１

122 有限会社 信栄住建 山形県 1786 山形県 鶴岡市大塚町１２番２号

123 株式会社 ホリエ 山形県 2201 山形県 西置賜郡飯豊町大字椿２５２９

124 有限会社 ランドトラスト 山形県 2247 山形県 米沢市門東町３丁目３−２２

125 大和サポーティング 株式会社 山形県 2323 山形県 米沢市花沢町１丁目２−１０−１

126 紀不動産 山形県 2360 山形県 ⾧井市東町３−５

127 ジョイフルライフ 株式会社 山形県 2410 山形県 村山市大字大久保甲１７３３−３

128 にしだ不動産 株式会社 山形県 2475 山形県 山形市西田５丁目５−８ ナチュール西田テナント５
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129 株式会社 Ｍエステート 山形県 2489 山形県 山形市松波１丁目15番27号 2Ｂ

130 くるまや不動産 山形県 2557 山形県 東根市大字泉郷752番地３

131 株式会社 山王不動産 山形県 2559 山形県 鶴岡市稲生１丁目４−３５

132 株式会社 善しょう 山形県 2605 山形県 酒田市上本町５番３０号

133 株式会社 マイルドホーム 福島県 20175 福島県 郡山市駅前２丁目５番１０号

134 有限会社 つむらや 福島県 80245 福島県 いわき市植田町中央２丁目８番地の６

135 有限会社 松崎工務店 福島県 80251 福島県 いわき市平上荒川字堀ノ内３６−５

136 株式会社 ダイエーホーム 福島県 1521 福島県 郡山市亀田１丁目４８番１１号 サンスカイビル１Ｆ

137 福島環境整備 株式会社 福島県 1559 福島県 郡山市久留米６丁目２−５ 二瓶マンション１０１号室

138 株式会社 山吹不動産 福島県 3154 福島県 会津若松市一箕町大字松⾧2-1-13

139 株式会社 タック 福島県 1752 福島県 いわき市小名浜岡小名字馬上前9-4

140 滝不動産 福島県 1878 福島県 白河市新白河２丁目１０１

141 有限会社 オリヂン 福島県 2013 福島県 郡山市開成４丁目１５−９

142 株式会社 大樹不動産販賣 福島県 2024 福島県 二本松市本町１丁目７１

143 有限会社 るーむ情報館 福島県 2043 福島県 いわき市平上荒川字⾧尾６１

144 有限会社 スリーライフいのまた 福島県 2048 福島県 会津若松市一箕町大字亀賀字郷之原２９８番地７

145 有限会社 サトウ企画設計室 福島県 2228 福島県 福島市伏拝字台田１９−９

146 有限会社 かなえ不動産 福島県 2286 福島県 いわき市東田町２丁目１７−４ ヤマギワビル

147 有限会社 ミノワ 福島県 2321 福島県 福島市小倉寺字敷ケ森３１−１２

148 有限会社 ゆいコーポレーション 福島県 2505 福島県 郡山市島１丁目２１−１ 伊藤ビル１０２

149 株式会社 不二代建設 福島県 2580 福島県 いわき市内郷宮町代１５４−５

150 Ｋ−Ｓｔｙｌｅ Ｄｅｓｉｇｎ 株式会社 福島県 2626 福島県 会津若松市西栄町６−３７

151 有限会社 ツツミ住販 福島県 2651 福島県 福島市浜田町１−６        ウイズ・フリ−ジア １Ｆ

152 計画建設 株式会社 福島県 2731 福島県 会津若松市本町１１−１６

153 株式会社 イトハン 福島県 2758 福島県 いわき市平字作町二丁目６−３

154 有限会社 アイ住研 福島県 2757 福島県 いわき市小名浜愛宕町10-5

155 ハウジングスタイル 株式会社 福島県 2820 福島県 田村市船引町芦沢字霜田３１

156 株式会社 アスリート２１ 福島県 2893 福島県 郡山市桑野１丁目15-3 MY第一ビル1F

157 株式会社 なごみ 福島県 3110 福島県 郡山市町東１丁目186番地

158 樽川技建 株式会社 福島県 3132 福島県 郡山市台新２丁目３１番１０号

159 東北技研工業 株式会社 福島県 3246 福島県 いわき市好間町榊小屋字迎3

160 株式会社 平栗 福島県 3287 福島県 二本松市油井字宮下山2-1

161 株式会社 すみれ地所 福島県 3289 福島県 福島市鳥谷野字杉ノ内7-16

162 有限会社 ノブスハウジング 茨城県 5756 茨城県 潮来市曲松２８０８−１

163 株式会社 イサカホーム 茨城県 5878 茨城県 水戸市笠原町６８２−１３

164 有限会社 エイ・エム・エー 茨城県 6091 茨城県 土浦市東崎町１１−８

165 有限会社 暮らし情報館 茨城県 6306 茨城県 水戸市けやき台２丁目１４−３

166 有限会社 大成建設工業 茨城県 6509 茨城県 日立市鮎川町５丁目１５−１７

167 ドコサネット不動産 茨城県 6704 茨城県 水戸市東原２丁目８−２３

168 有限会社 住まいのエージェンシー 茨城県 6781 茨城県 古河市上辺見４８０−１

169 有限会社 大円 茨城県 6819 茨城県 つくば市谷田部２２０６−３

170 クラース 株式会社 茨城県 6827 茨城県 土浦市中央２丁目１５−６

171 ヤヘイ不動産 茨城県 6953 茨城県 北茨城市大津町１０５６−３



令和2年4月末日時点

172 株式会社 住まい設計Ｅ−スタイル 茨城県 7049 茨城県 取手市新町５丁目１７−１０ エグゼエスプリ１Ｆ

173 松本電工不動産 株式会社 茨城県 7200 茨城県 石岡市石岡２５２３−７

174 つくばエステート 茨城県 7219 茨城県 小美玉市西郷地１５５０−１

175 ＡＫ不動産コンサルオフィス 茨城県 7250 茨城県 水戸市笠原町１２８２−３ メセナ笠原１０１号室

176 立体設計建設 茨城県 7296 茨城県 水戸市中丸町７１８−１

177 有限会社 ワールドファミリー 栃木県 3074 栃木県 宇都宮市鶴田町３０２１番地１

178 株式会社 サンハウス 栃木県 3625 栃木県 那須塩原市槻沢３４４−３

179 株式会社 ランドグラン 栃木県 1434 栃木県 宇都宮市上戸祭町２３１−１０ ビッグ・ビー本社ビル1階

180 有限会社 上原商事 栃木県 4443 栃木県 下野市文教２丁目７−８

181 株式会社 サン・トレイド 栃木県 4476 栃木県 宇都宮市鶴田町２１５−９

182 不動産流通 株式会社 栃木県 4548 栃木県 宇都宮市駅前通り１丁目１−１

183 グッドネスプラン 株式会社 栃木県 4582 栃木県 栃木市柳橋町１７−１２ ヴィラグリーン１０１号室

184 株式会社 サンフィールドプランニング 栃木県 4634 栃木県 宇都宮市東簗瀬１丁目１３−５

185 チェリー不動産 栃木県 4687 栃木県 宇都宮市大通り５丁目２−１７

186 株式会社 さくら 栃木県 4803 栃木県 宇都宮市中央２丁目５−１２ ＴＵビル２Ｆ

187 株式会社 平成コーポレーション 栃木県 4860 栃木県 小山市駅南町１丁目１２番３２号

188 いえものがたり 株式会社 栃木県 4884 栃木県 宇都宮市陽南２丁目1番43号

189 ウィシュランド 株式会社 栃木県 4972 栃木県 宇都宮市宿郷５丁目１５−１２

190 輝心不動産 栃木県 5131 栃木県 小山市宮本町２丁目３−１２

191 株式会社 エステート・マック 群馬県 4128 群馬県 高崎市筑縄町１４−１４

192 布施不動産 群馬県 5339 群馬県 藤岡市下栗須１０４４

193 富士建物 株式会社 群馬県 5368 群馬県 藤岡市藤岡１５６９−１

194 有限会社 山田宅地開発 群馬県 6643 群馬県 高崎市倉賀野町８１９−１０

195 株式会社 軽井沢高原ビレッジ 群馬県 5546 群馬県 吾妻郡嬬恋村大字鎌原１４８６−１００

196 加藤土地 群馬県 5554 群馬県 前橋市清野町１１９

197 有限会社 住創開発 群馬県 5768 群馬県 沼田市上原町１７５６−２１２

198 イトウ不動産 群馬県 6234 群馬県 佐波郡玉村町大字下新田２３４−３

199 有限会社 カオス不動産 群馬県 6276 群馬県 高崎市下小鳥町２６８−８

200 木暮建築設計事務所 不動産部 群馬県 6355 群馬県 前橋市上小出町１丁目２１−４

201 株式会社 興栄 群馬県 5292 群馬県 高崎市新保町１７１９

202 アシストプラン 株式会社 群馬県 6954 群馬県 高崎市高関町４５０−３

203 株式会社 ワールドホーム 群馬県 6805 群馬県 高崎市下小鳥町７２０

204 株式会社 アンサー 群馬県 6943 群馬県 高崎市並榎町３６６−７

205 シティープラン 株式会社 群馬県 6966 群馬県 前橋市天川大島町１丁目２９−１５

206 有限会社 ネットホームズ 群馬県 6973 群馬県 前橋市六供町669-6

207 株式会社 朝倉ＥＳＴＡＴＥ 群馬県 6985 群馬県 前橋市朝倉町９７４

208 今井不動産 群馬県 7018 群馬県 高崎市筑縄町６８−１０

209 株式会社 博光建設 群馬県 7029 群馬県 前橋市駒形町１００番地３

210 株式会社 ランドマーク不動産 群馬県 7035 群馬県 高崎市新町１７３０−４

211 株式会社 コウハウス 群馬県 7045 群馬県 みどり市笠懸町鹿２５１６−１

212 株式会社 アートタウン 群馬県 7073 群馬県 前橋市南町３丁目２９−５

213 ユウ大産業 株式会社 群馬県 7107 群馬県 沼田市上沼須町４８３−１

214 株式会社 Ｋ・ドリーム 群馬県 7185 群馬県 高崎市上中居町１７０６ Ｔ−ｏｎｅ ｎｏｒｔｈ Ｄ号室



令和2年4月末日時点

215 株式会社 スマート 群馬県 7218 群馬県 伊勢崎市中町７４６−１

216 株式会社 トラストプラス 群馬県 7587 群馬県 前橋市下小出町３丁目２０−９

217 なかじま土地建物企画 群馬県 7238 群馬県 太田市大原町１８５４−９

218 株式会社 プルーズハウス 群馬県 7241 群馬県 みどり市笠懸町阿左美１６６４−７

219 つるかめ不動産 株式会社 群馬県 7377 群馬県 前橋市鶴光路町１９−６

220 竹澤建材工業 株式会社 群馬県 7419 群馬県 前橋市鶴光路町３７０−１

221 株式会社 Ｓｔｏｒｙ ｈｏｕｓｅ 群馬県 7427 群馬県 伊勢崎市西久保町１丁目１３−１２

222 株式会社 東武ニューハウス 埼玉県 11829 埼玉県 加須市三俣１丁目３２−９

223 株式会社 根岸不動産 埼玉県 22684 埼玉県 熊谷市船木台３丁目２−７

224 株式会社 ロイヤルホーム 埼玉県 14916 埼玉県 さいたま市見沼区大和田町１丁目９１６−３

225 株式会社 セゾンハウス 埼玉県 16803 埼玉県 さいたま市見沼区東大宮５丁目１０−１０

226 株式会社 大進不動産流通センター 埼玉県 15159 埼玉県 川越市松江町１丁目４−２

227 有限会社 金大 埼玉県 17789 埼玉県 川越市石原町１丁目１１−１

228 有限会社 埼玉住建 埼玉県 18257 埼玉県 所沢市松葉町３１−１

229 株式会社 信濃住宅 埼玉県 19163 埼玉県 入間郡毛呂山町大字川角６９５−１０

230 有限会社 ベーレン 埼玉県 19632 埼玉県 熊谷市玉井１９７３−３０３

231 有限会社 住まいるゴジュウイチ 埼玉県 19700 埼玉県 富士見市大字鶴馬２６１５−２０

232 株式会社 平塚建商 埼玉県 19778 埼玉県 北足立郡伊奈町大字小室５３３−１

233 有限会社 ハウジングドットコム 埼玉県 20155 埼玉県 さいたま市大宮区櫛引町１丁目７０−１

234 ライフパートナーズ 株式会社 埼玉県 20014 埼玉県 さいたま市浦和区仲町２丁目１４−２

235 アットハウス 株式会社 埼玉県 23326 埼玉県 熊谷市拾六間５９６−１２

236 リアルエステート 株式会社 埼玉県 20507 埼玉県 北足立郡伊奈町学園２丁目６４−１

237 有限会社 幸せホーム 埼玉県 21052 埼玉県 戸田市美女木３丁目９−１１

238 永進不動産 埼玉県 21627 埼玉県 熊谷市久下２丁目１３

239 有限会社 楓ホーム 埼玉県 21725 埼玉県 所沢市美原町４丁目２９７３−３

240 株式会社 Ｆ・Ｄ・Ｓコーポレーション 埼玉県 22124 埼玉県 さいたま市南区大字円正寺５０２−１

241 株式会社 ＨＯＭＥʼＳ 埼玉県 22360 埼玉県 越谷市南越谷１丁目２０−１２

242 株式会社 ココロイエ 埼玉県 22733 埼玉県 さいたま市大宮区上小町６２９−１ （ハイタッチかみこ３階）

243 笑こころ・ほーむ住販 株式会社 埼玉県 22885 埼玉県 川越市月吉町２０ー６

244 植田不動産 埼玉県 23409 埼玉県 蓮田市関山４丁目１−２２

245 株式会社 西丸管理 埼玉県 23418 埼玉県 北足立郡伊奈町寿２丁目２００ ウエスト寿１階

246 株式会社 アイシー企画 埼玉県 23560 埼玉県 行田市城西３丁目６−１３

247 有限会社 住まいアップ 埼玉県 23640 埼玉県 ふじみ野市霞ケ丘２丁目１−４

248 ＫＥＩＡＩカイマッセ 株式会社 埼玉県 23674 埼玉県 本庄市西富田７６２−１

249 株式会社 ＴＣＳ−ｐｒｏｊｅｃｔ 埼玉県 23823 埼玉県 上尾市上町１丁目２−２８ 昭栄上尾ビル３階

250 リベルタホーム 株式会社 埼玉県 23845 埼玉県 さいたま市北区東大成町２丁目８６番地１−１０１

251 Ｓ−ｃｏｎｃｅｐｔ 株式会社 埼玉県 23887 埼玉県 鶴ヶ島市大字藤金９００−５４

252 株式会社 カーザランド 埼玉県 23955 埼玉県 さいたま市大宮区高鼻町１丁目３１５

253 東関東住宅販売 株式会社 千葉県 12865 千葉県 千葉市若葉区加曽利町１６０３−８３

254 株式会社 ジョイフルホーム 千葉県 14311 千葉県 船橋市前原西５丁目６−１９

255 株式会社 ランドインベスター 千葉県 15566 千葉県 千葉市中央区中央２丁目７−５ シャンボール千葉中央６０２号

256 株式会社 山盛 千葉県 9665 千葉県 千葉市若葉区加曽利町１６０３−７

257 プレアクリエイト 株式会社 千葉県 16054 千葉県 船橋市南本町８−２４
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258 勝田造園 株式会社 千葉県 16116 千葉県 佐倉市西志津２丁目２２−１９

259 株式会社 ホームネット 千葉県 16201 千葉県 木更津市大和２丁目１０−１ ベイシティヤマト１階

260 誠実不動産 株式会社 千葉県 16535 千葉県 我孫子市つくし野５丁目５−３９

261 株式会社 アイル 千葉県 16583 千葉県 木更津市清見台３丁目１０−１８ ２号室

262 ドリームナビハウジング 株式会社 千葉県 16685 千葉県 市川市南八幡３丁目７−１５

263 縁 合同会社 千葉県 17678 千葉県 市川市堀之内５丁目２１−７−１０６ ロータリーパレス市川北

264 株式会社 アンサー 千葉県 17236 千葉県 松戸市根本３２３−１ 松戸ハイブリッジマンション１階

265 株式会社 サングッド 千葉県 17276 千葉県 大網白里市大網５０５−６ 光ビル

266 クレール 合同会社 千葉県 17449 千葉県 鎌ケ谷市東道野辺２丁目１７−１８ −２号

267 株式会社 同栄 東京都 13954 東京都 港区西麻布４丁目１−５

268 株式会社 エーザンハウジング 東京都 22260 東京都 豊島区南⾧崎５丁目２０−３

269 株式会社 三愛 東京都 26271 東京都 青梅市河辺町１０丁目１６−１９

270 株式会社 日建 東京都 24590 東京都 中野区中野４丁目６−２１

271 つくし建興 株式会社 東京都 99206 東京都 板橋区本町３２−１２ サンライフ本町１０３号

272 平和開発 株式会社 東京都 32575 東京都 品川区大井１丁目５０−１３

273 サニー商事 株式会社 東京都 14448 東京都 千代田区一番町１９番地 麹町サニーマンション１０８号

274 日本公害管理保障 株式会社 東京都 35606 東京都 荒川区西日暮里２丁目２５−１ ステーションガーデンタワー８階

275 大幸住宅 株式会社 東京都 15384 東京都 杉並区高円寺南２丁目１９−５

276 有限会社 鍵屋不動産 東京都 70439 東京都 豊島区要町２丁目３０−５

277 株式会社 大研 東京都 28084 東京都 新宿区上落合２丁目１０-１９ -２０１号

278 電商連土地建物 株式会社 東京都 24903 東京都 大田区羽田４丁目１１−７

279 地研 株式会社 東京都 16252 東京都 大田区大森北１丁目２１−１−１０７

280 株式会社 レオ・コ−ポレ−ション 東京都 37883 東京都 文京区本郷１丁目１５−６ ＭＫビル１Ｆ

281 萩生田観光 株式会社 東京都 35573 東京都 八王子市堀之内３丁目２９−２０

282 株式会社 中島工務店 東京都 32247 東京都 青梅市藤橋３丁目５−８

283 株式会社 ソアー 東京都 42363 東京都 練馬区東大泉１丁目１９−１２ コーポみのり１０２号

284 三和エステイト 株式会社 東京都 41277 東京都 渋谷区千駄ヶ谷４丁目２７−１３ シャトレー代々木２０１号

285 株式会社 古賀技建 東京都 43586 東京都 杉並区高円寺北２丁目１７−３

286 日向不動産販売 株式会社 東京都 44514 東京都 杉並区方南２丁目２０−１４ Ｈｙｕ−ｇａグランドビル

287 青山不動産事務所 東京都 45718 東京都 渋谷区渋谷２丁目２−３

288 日商ホーム 株式会社 東京都 51374 東京都 三鷹市下連雀３丁目２２−１３

289 有限会社 藤崎銘木店 東京都 46772 東京都 大田区上池台１丁目１４−２０ 藤崎ビル

290 株式会社 貴栄 東京都 53582 東京都 港区虎ノ門３丁目１８−２０

291 株式会社 アイビーホーム 東京都 53778 東京都 羽村市栄町１丁目１−８

292 株式会社 グッド 東京都 32786 東京都 千代田区神田東松下町２５番地

293 株式会社 クックランド 東京都 50138 東京都 新宿区新宿１丁目７−１０ グランドメゾン新宿御苑７０６号

294 株式会社 ミトリ住宅 東京都 53064 東京都 葛飾区亀有３丁目２９−１−１０５ リリオ弐番館

295 Ｍｒ．ＬＡＮＤ 株式会社 東京都 55474 東京都 千代田区麹町１丁目７−２ 相互半蔵門ビルディング１０階

296 株式会社 日生リビングシエスタ 東京都 26444 東京都 東久留米市東本町６−１８ 第四荒野ビル２階

297 株式会社 エーワン商事 東京都 42668 東京都 葛飾区東金町１丁目１５−９ エーワンビルズ４階

298 ティ・ティ・エフ株式会社 東京都 47380 東京都 渋谷区恵比寿南１丁目１０−１１ 美矢川ビル５階

299 日野実業 株式会社 東京都 37269 東京都 世田谷区太子堂４丁目１−１ キャロットタワー６階

300 株式会社 明和リート 東京都 56545 東京都 豊島区要町３丁目９−１１
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301 中外鑛業 株式会社 東京都 100123 東京都 千代田区丸の内２丁目４−１ 丸の内ビルディング１２階

302 株式会社 ハートランド住宅販売 東京都 56559 東京都 世田谷区奥沢３丁目３３−９

303 株式会社 住荘 東京都 58057 東京都 大田区上池台１丁目５２−１４ メゾンニューフィールド１Ｆ

304 有限会社 大成ハウジングセンター 東京都 19477 東京都 品川区東五反田２丁目３−２ タイセイビル６階

305 日宝シティー 株式会社 東京都 58819 東京都 足立区綾瀬３丁目１３−１２

306 有限会社 ひばりが丘ハウジング 東京都 59180 東京都 西東京市ひばりが丘北１丁目９−２０

307 有限会社 藤不動産 東京都 59417 東京都 日野市大坂上１丁目３１−１

308 五明住建 株式会社 東京都 59412 東京都 中野区東中野４丁目２−１１

309 株式会社 アイリス 東京都 60678 東京都 目黒区緑が丘２丁目２４−１７

310 株式会社 良栄 東京都 62667 東京都 新宿区西新宿６丁目１４−１ 新宿グリーンタワービル１８階

311 株式会社 パラドックス 東京都 63066 東京都 千代田区神田神保町２丁目１４番地 朝日神保町プラザ３０１号

312 株式会社 希希 東京都 63818 東京都 大田区多摩川１丁目９−１ アーバンハイムＺＥＮ

313 株式会社 ジャスティー 東京都 58796 東京都 港区白金台３丁目１８−１ ジャスティー白金台

314 株式会社 レックス 東京都 48018 東京都 大田区西嶺町３２−１１

315 株式会社 ＮＢコーポレーション 東京都 70045 東京都 国分寺市本町２丁目１６−４ 国分寺セットビル３階

316 有限会社 シナプス企画 東京都 70085 東京都 昭島市緑町２丁目２５−８

317 トップクォーター 株式会社 東京都 70546 東京都 中央区日本橋兜町３−３ 兜町平和ビル６階

318 株式会社 浩洋事務所 東京都 71001 東京都 目黒区青葉台１丁目３０−１２ 古奈美ビル１階

319 タハラホーム 株式会社 東京都 71824 東京都 大田区南久が原２丁目１−５ シティ久が原１階

320 株式会社 住建サービス 東京都 71943 東京都 調布市西つつじケ丘２丁目１６−１０

321 株式会社 ランドエスパース 東京都 76481 東京都 中央区銀座８丁目８−５ 陽栄銀座ビル７階

322 株式会社 イナ・エステート 東京都 72077 東京都 練馬区下石神井４丁目９−１

323 株式会社 ガリバー 東京都 73773 東京都 中野区中野５丁目６２−６ 吉澤ビル７−Ａ

324 有限会社 プラスエイト 東京都 72314 東京都 渋谷区神宮前３丁目２−１９ メゼリテ神宮前１Ａ

325 株式会社 住栄都市サービス 東京都 73679 東京都 新宿区西新宿６丁目１５−１−５０７ セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿

326 株式会社 ハウジングウエスト 東京都 73774 東京都 豊島区池袋２丁目３８−７ 加藤ビル２階

327 幸田建設 株式会社 東京都 73839 東京都 豊島区池袋１丁目１６−２３ 幸田ビル１階

328 株式会社 塩野商店 東京都 74044 東京都 江戸川区北小岩７丁目１３−３

329 株式会社 ニコライフ 東京都 74328 東京都 文京区本郷２丁目２０−２

330 有限会社 ランドマスター 東京都 74561 東京都 町田市真光寺１丁目２３−８

331 株式会社 メイプルリビングサービス 東京都 74988 東京都 渋谷区道玄坂２丁目１６−４ 野村不動産渋谷道玄坂ビル５階

332 株式会社 ファンハウス 東京都 75353 東京都 渋谷区代々木２丁目２３−１−７５３ ニューステイトメナー

333 株式会社 東京住建 東京都 75699 東京都 東久留米市新川町１丁目１０−８ 東京住建本社ビル

334 株式会社 グローバルハウス 東京都 76139 東京都 渋谷区道玄坂２丁目１１−４ ストークビル道玄坂６０２

335 ミズヨシプロモーション 有限会社 東京都 76358 東京都 足立区中川４丁目４０−１ フォートメゾン１０２号

336 株式会社 総合コンサル 東京都 76668 東京都 目黒区碑文谷６丁目６−５ ＰＳビル１階

337 平生建物 株式会社 東京都 50153 東京都 渋谷区代々木１丁目４３−７ ＳＫビル

338 株式会社 グローバル住販 東京都 77167 東京都 新宿区西新宿２丁目４−１ 新宿ＮＳビル１８階

339 株式会社 国立エステート 東京都 77175 東京都 国立市中２丁目５−５０

340 株式会社 メンテ・トゥエンティワン 東京都 77139 東京都 中野区本町３丁目２８−１２ グラーサ中野坂上５０３号

341 ハローパワー 株式会社 東京都 85909 東京都 豊島区駒込１丁目４２−５ 萬盛堂駒込ビル５階

342 株式会社 ジャストタウン 東京都 79424 東京都 豊島区巣鴨１丁目２０−１０ 宝生第一ビル４階Ａ号

343 株式会社 ゼクサス 東京都 93010 東京都 豊島区南池袋２丁目１２−５ 第三中野ビル５階
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344 ポスト・ライフ 株式会社 東京都 79652 東京都 新宿区西新宿７丁目４−３ 升本ビル６階

345 株式会社 千代田ハウス 東京都 79689 東京都 小金井市本町１丁目８−９

346 有限会社 グレースハウジング 東京都 79725 東京都 江戸川区一之江７丁目８１−２０ ル・サンパティーク１階１０１号

347 ウェーブリアルエステート 有限会社 東京都 79742 東京都 新宿区西新宿７丁目１７−７ 廣田ビル５階

348 株式会社 ケーアイレジデンス 東京都 79891 東京都 渋谷区道玄坂２丁目１５−１ ノア道玄坂６２６号

349 株式会社 アプローズ 東京都 80287 東京都 目黒区自由が丘１丁目２１−４ J121ビル２階

350 株式会社 クレオ 東京都 80619 東京都 中野区中野３丁目４４−７−２０２

351 有限会社 エスクロー 東京都 80607 東京都 練馬区上石神井２丁目３１−３５ エレガンスⅡ−１階

352 グローバルベイス 株式会社 東京都 80947 東京都 渋谷区渋谷２丁目１５−１ 渋谷クロスタワー２３階

353 日本管理 株式会社 東京都 86079 東京都 新宿区西新宿６丁目１５−１ -704

354 株式会社 ナショナルトラスト 東京都 80806 東京都 港区六本木６丁目１５−１ 六本木ヒルズけやき坂テラス５階

355 株式会社 共信トラスティ 東京都 81102 東京都 千代田区平河町２丁目２−１ 平河町共和ビル地下１階

356 社台アーク総合地所 株式会社 東京都 81254 東京都 港区南青山２丁目２６−３４ 北屋ビル５階

357 有限会社 イーティー 東京都 83162 東京都 台東区浅草３丁目１１−７ ウィスタリア浅草７０２号

358 有限会社 ウイルランド 東京都 81715 東京都 渋谷区千駄ヶ谷４丁目５−１ ニュー外苑ハイツ２０４

359 有限会社 リビング住建 東京都 81885 東京都 練馬区南大泉６丁目２１−１２

360 株式会社 ユーユー・スクウェア 東京都 82345 東京都 千代田区六番町１５-２ 鳳翔ビル６階

361 株式会社ジャパンプライムムーバ 東京都 97471 東京都 港区芝４丁目１３−２ 田町フロントビル９階

362 株式会社 大江戸不動産 東京都 82902 東京都 江東区清澄３丁目４−１２ パレス清澄１階

363 カズ不動産 東京都 83089 東京都 品川区中延４丁目２１−１２ 岩田ビル１階

364 株式会社 リームス 東京都 83168 東京都 港区東新橋２丁目７−３ 昭和アステック１号館７０２号

365 有限会社 丸竹 東京都 83211 東京都 豊島区東池袋３丁目１５−１４ クレール東池袋４０７号

366 有限会社 創成ホームズ 東京都 83328 東京都 昭島市松原町５丁目２１−２

367 株式会社 ベスト・ライフ 東京都 83398 東京都 千代田区内神田１丁目７−５ 旭栄ビル４階

368 有限会社 ダイランド 東京都 83581 東京都 豊島区東池袋１丁目２５−１４ アルファビル５階

369 株式会社 成城姫野カンパニー 東京都 48549 東京都 世田谷区成城２丁目２６−２

370 有限会社 アジュールコーポレーション 東京都 84168 東京都 中央区新富１丁目４−１ ウインド新富ビル３０１号

371 有限会社 アールディープラン 東京都 84070 東京都 福生市加美平２丁目１９−９

372 東エス 株式会社 東京都 84309 東京都 中央区日本橋１丁目２１−４ 中公ビル６階６０１号

373 有限会社 ベスト・コミュニティー 東京都 84315 東京都 千代田区九段南４丁目３−３ シルキーハイツ九段南２号館６０５号

374 株式会社 深川不動産 東京都 84546 東京都 江東区森下３丁目２０−１４ ベルレージュ１階

375 株式会社 レスト 東京都 84734 東京都 港区赤坂２丁目８−１５ オリエントニュー赤坂７０３号

376 有限会社 フーズネクスト 東京都 84792 東京都 中野区東中野４丁目４−５ 東中野アパートメンツ４１０号

377 株式会社 フジケンコンサルタント 東京都 84820 東京都 武蔵野市吉祥寺南町２丁目３−１５ バローレ吉祥寺１−４０９号

378 株式会社 セット設計事務所 東京都 84942 東京都 国分寺市本町２丁目１６−４ ラフィネ込山№２ １階、３階

379 株式会社 オフィス・松原 東京都 85880 東京都 新宿区愛住町８番地

380 株式会社 ケイプロパティーズ 東京都 85075 東京都 港区南青山７丁目３−２ 南青山パークマンション２０２号

381 株式会社 アート・ワン 東京都 85086 東京都 中野区中央４丁目５４−１ −１階

382 有限会社 大樹総合住宅 東京都 85399 東京都 江戸川区篠崎町１丁目１５−６

383 株式会社 フライングブリッジ 東京都 85473 東京都 墨田区両国４丁目１−３ メゾンモア・クレエ１階

384 有限会社 ドラゴン・ヒル 東京都 85520 東京都 目黒区鷹番３丁目１−８ 原中山ビル３階

385 株式会社 ジェイクスフィールド 東京都 85653 東京都 中央区京橋２丁目５−１７ 京橋ＳＫビル５０１号

386 株式会社 シーダ 東京都 85481 東京都 新宿区下宮比町２−２８ 飯田橋ハイタウン７１２号
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387 株式会社 シンセイコーポレーション 東京都 85923 東京都 大田区蒲田５丁目４１−３ エムアンドエム２ビル５０１号

388 有限会社 さくらハウジング 東京都 85941 東京都 武蔵野市西久保１丁目５−８

389 株式会社 ケーエスハウス 東京都 86092 東京都 国分寺市南町１丁目１３−４ 南町１丁目事務所

390 株式会社 ジェイ・エル・シー 東京都 86185 東京都 杉並区永福３丁目５７−１５ 榎本ビル２０１号

391 株式会社 ブレインコーポレーション 東京都 86264 東京都 港区南青山６丁目８−６ テロワール南青山３階

392 株式会社 トータル・アセット・リサーチ 東京都 86809 東京都 千代田区永田町２丁目１７−５ ローレル永田町３１７号

393 株式会社 アビネット 東京都 86901 東京都 多摩市唐木田１丁目８−３

394 株式会社 エーワン 東京都 86918 東京都 品川区西五反田７丁目２２−１７ ＴＯＣビル４階

395 株式会社 Ａ・Ｂパートナーズ 東京都 86912 東京都 目黒区下目黒２丁目２１−２４ ハイツ第２目黒５０３号

396 株式会社 まるさんかくしかく 東京都 87111 東京都 墨田区押上１丁目１７−６ シャトレー押上１階

397 株式会社 ヒルズコーポレーション 東京都 87203 東京都 府中市南町４丁目１４−３ レジデンス佐伯１０７号

398 エイ・マック 株式会社 東京都 87301 東京都 台東区台東１丁目９−６ 水作ビル２階２０１

399 株式会社 イクス 東京都 87518 東京都 新宿区西新宿６丁目５−１ 新宿アイランドタワー２０階モバフ

400 株式会社 テリオスコーポレーション 東京都 87573 東京都 渋谷区笹塚２丁目１９−２ ＴＳＫ笹塚６階

401 株式会社 ビー・コーポレーション 東京都 87630 東京都 新宿区北新宿１丁目１−１６ ＪＳビル５０１号

402 株式会社 工場倉庫総合管理 東京都 88879 東京都 中央区銀座８丁目１５−５ クリスタルスクエア銀座Ⅱ３０１

403 株式会社 ハウジングワン 東京都 89125 東京都 東久留米市本町２丁目２−１８

404 株式会社 ベストスマイル 東京都 89268 東京都 台東区上野６丁目７−１６ 古谷ビル５階

405 株式会社 アニキス 東京都 89486 東京都 国分寺市南町１丁目１３−４

406 株式会社 アイ・コーポレーション 東京都 89558 東京都 豊島区東池袋１丁目４７−３ １７山京ビル８０１号

407 グラシオ 株式会社 東京都 89575 東京都 中央区日本橋２丁目１−２１ 第二東洋ビル７階

408 ハナブサエステート 株式会社 東京都 94852 東京都 江東区豊洲３丁目５−２１

409 株式会社 不動産工房 東京都 89793 東京都 世田谷区砧８丁目８−２３ 大庭ビル１階

410 本駒込リアルエステート 東京都 89954 東京都 文京区本駒込３丁目２２−１

411 株式会社 柳和 東京都 89987 東京都 昭島市美堀町１丁目２６−８

412 株式会社イーベース 東京都 90212 東京都 大田区西蒲田６丁目１７−８ 上むらマンション１０１号

413 株式会社シンセリティ 東京都 90305 東京都 新宿区西新宿７丁目８−１１ 美笠ビル８階

414 東京北澤不動産株式会社 東京都 90552 東京都 千代田区三番町１８−１９ アルテビル三番町３階

415 株式会社 ライド・インベストメント 東京都 90651 東京都 渋谷区代々木２丁目２３−１−７５４ ニューステイトメナー７階

416 株式会社ユアーエステート 東京都 90805 東京都 江戸川区東葛西６丁目２４−１５ エルムーントビサン２０６号

417 株式会社 旭不動産 東京都 90924 東京都 町田市旭町１丁目４−１ ２階

418 株式会社 コスモ・コンサルティング・パートナーズ 東京都 91245 東京都 中央区日本橋３丁目３−３ 八重洲山川ビル３階

419 パートナーハウス 株式会社 東京都 91371 東京都 葛飾区金町１丁目２３−１５ エピソード金町１０１号

420 株式会社 アイエスプロパティ 東京都 91490 東京都 渋谷区代々木２丁目２３−１ ニュー・ステイト・メナー９４９号

421 株式会社 江戸川ハウジング 東京都 91620 東京都 江戸川区篠崎町２丁目２−１１ クリア・キューゼ１階

422 ときわ建設 株式会社 東京都 91954 東京都 中野区中野１丁目４−３ フラッツときわ１階

423 ＩＬＡＮＤ 株式会社 東京都 91957 東京都 中野区大和町１丁目２７-８

424 株式会社 ＴＳＣ 東京都 91993 東京都 町田市原町田１丁目３１−６

425 株式会社 ほそい住宅ＦＰ 東京都 92055 東京都 武蔵野市吉祥寺東町３丁目２５−１７

426 ヤマト地所 東京都 91721 東京都 あきる野市草花１５２５ ヤマト第３−３０１号

427 株式会社 アスリード 東京都 92214 東京都 葛飾区新小岩１丁目３５−９ コーポ原山F号室

428 スタイルオブ東京 株式会社 東京都 92622 東京都 港区南青山２丁目１４−１７ ジョワレ南青山６Ｓ

429 株式会社 フォンテーンリアルエステート 東京都 92655 東京都 港区六本木６丁目８−２３ ６８２３ビル６階
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430 日本橋土地建物 株式会社 東京都 92555 東京都 中央区日本橋３丁目３−５ 丸十ビル３階

431 ゼネシス 株式会社 東京都 92946 東京都 港区南青山２丁目２−８ ＤＦビル９階

432 株式会社 豊パートナーズ 東京都 93011 東京都 板橋区氷川町４７−９ ライオンズマンション大山氷川町１０２号

433 アリックスホーム 株式会社 東京都 86462 東京都 足立区島根３丁目１９−２３ ライオンズマンション西新井第２−２階

434 株式会社 ＥＳＰ 東京都 93337 東京都 港区赤坂３丁目１７−１ いちご赤坂３１７ビル３階

435 アイティ土地建物 株式会社 東京都 93396 東京都 港区芝大門２丁目１２−９ ＨＦ浜松町ビルディング６階

436 株式会社 インプローブ 東京都 93433 東京都 豊島区南⾧崎３丁目９−２３ ラボンファミイユ１０６号

437 株式会社 Ａｓｗａｙ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 東京都 93558 東京都 港区芝２丁目５−１０ サニーポート芝１１０４号

438 ＥＮＩＳＨＩ 株式会社 東京都 93729 東京都 港区新橋２丁目２−５ 丸山ビル２階

439 株式会社 ラウンドホーム 東京都 93776 東京都 品川区中延６丁目３−１４ GSハイム荏原１０１号

440 株式会社 サクラライフ 東京都 93920 東京都 府中市宮町１丁目３１−７

441 株式会社 こましん 東京都 93977 東京都 板橋区板橋１丁目５３−１５ メゾン新板橋５０９号

442 有限会社 アトラス 東京都 93989 東京都 新宿区西新宿７丁目１−７ 新宿ダイカンプラザＡ館５１２号室

443 株式会社 オールグリーン 東京都 94095 東京都 豊島区南池袋２丁目３０−１ 太田ビル２階

444 岡庭不動産 株式会社 東京都 94126 東京都 西東京市富士町１丁目１３−１４ ガーデンヒルズⅧ１０１号

445 株式会社 Ｔ−ＲＥコンサルタンツ 東京都 94267 東京都 中央区銀座７丁目１８−１２ 銀座川岐ビル４階 ４Ａ号

446 株式会社 リビオ 東京都 94341 東京都 港区新橋２丁目１６−１ ニュー新橋ビル１０２４号

447 株式会社 リバティハウス 東京都 94641 東京都 品川区豊町４丁目１９−７

448 エムティーハウス 株式会社 東京都 94717 東京都 江東区深川２丁目２−３ −１階

449 有限会社 ＳＯＲＲＡ 東京都 94921 東京都 葛飾区東金町３丁目１７−１１

450 株式会社 ワイズ 東京都 95037 東京都 練馬区羽沢３丁目３２−４ 高野マンション２０３号

451 誠和不動産販売 株式会社 東京都 95042 東京都 杉並区阿佐谷北２丁目２−１０ 日昇ビル１階

452 株式会社 ボスケット 東京都 95083 東京都 文京区本駒込６丁目３−３ 壱番館ビル３０２号

453 株式会社 オフィス神山 東京都 95181 東京都 渋谷区神山町４１−３ #NAME?

454 株式会社 リライト 東京都 95190 東京都 練馬区関町北５丁目１５−２５ ｉｎａハイツ関町１階１０２号

455 株式会社 クールアンドトラスト 東京都 95241 東京都 足立区竹の塚３丁目１−２２ 古庄ウェルズ５号２階

456 株式会社 シンセラス 東京都 95318 東京都 八王子市打越町１４８１−１６４ 地下１階

457 屋田不動産企画 株式会社 東京都 95336 東京都 世田谷区用賀２丁目８−１９ イイダアネックスⅨ３０３号

458 株式会社 フィールドガレージ 東京都 95339 東京都 目黒区上目黒２丁目１２−８ 池田荘１０１号

459 有限会社 エクスプローラー 東京都 95459 東京都 目黒区青葉台４丁目４−１６ メッツ青葉台２０１号

460 プラスワン住宅販売 株式会社 東京都 95502 東京都 練馬区小竹町１丁目４３−６ アゼリア小竹１階

461 Ｔｏｍｏ Ｒｅａｌ Ｅｓｔａｔｅ 株式会社 東京都 95668 東京都 港区赤坂９丁目１−２６ 赤坂乃木坂ビル１階

462 丸市田中建設 株式会社 東京都 95684 東京都 足立区千住仲町２７−１４ クレストコート北千住２階

463 新幸リビング 株式会社 東京都 95686 東京都 新宿区新宿２丁目１３−１２ 住友不動産新宿御苑ビル９階

464 有限会社 エールコーポレーション 東京都 95842 東京都 世田谷区祖師谷５丁目１−２９

465 株式会社 トータツ 東京都 95759 東京都 中野区東中野１丁目５８−１６ 東中野コーポ２０３号

466 八川エステート 株式会社 東京都 95934 東京都 八王子市滝山町１丁目８８２−２ 八川ビル１階

467 株式会社 Ｏｒｉｏ 東京都 96006 東京都 世田谷区三軒茶屋２丁目２０−１１ ステージファースト三軒茶屋アジールコート

468 株式会社 Ｎラインズ不動産 東京都 96211 東京都 大田区南久が原２丁目１６−１６

469 株式会社 クローバー・リアル・エステート 東京都 96214 東京都 杉並区西荻南１丁目２２−１４ アーブル西荻１０２号

470 株式会社 マックスプロパティ 東京都 96401 東京都 千代田区九段南４丁目５−１２ ＡＢＥビル５階

471 株式会社 Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｐｌａｎｎｉｎｇ 東京都 96441 東京都 千代田区平河町２丁目４−８ 平河町アーバンビルＢ１階Ａ

472 株式会社 フソウ住建 東京都 96469 東京都 中野区中野４丁目１−１ 中野サンプラザ９階
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473 株式会社 ハッピーランド 東京都 96501 東京都 町田市本町田２３７−５ ー１階

474 ダイニチ建設 株式会社 東京都 96504 東京都 港区南麻布１丁目６−８ 南麻布古川ビル４階

475 株式会社 シティホームズ 東京都 96595 東京都 港区麻布十番１丁目２−３ プラスアストル４階

476 アライアンス 株式会社 東京都 96611 東京都 千代田区内神田３丁目４−１３ ＯＫ内神田ビル２階

477 株式会社 のぞみアセットマネジメント 東京都 96136 東京都 千代田区飯田橋２丁目８−３ リードシー飯田橋ビル７階

478 ＣＯＮＴＲＩＢＵＴＩＯＮ 株式会社 東京都 96693 東京都 新宿区西新宿６丁目１２−６

479 株式会社 ワイエスプロパティー 東京都 96730 東京都 世田谷区池尻３丁目４−５ ＯＥビル８０１号

480 九段プロパティマネジメント 株式会社 東京都 96898 東京都 千代田区飯田橋１丁目４−８ アイルズ・ＢＭビル２階２０２号

481 株式会社 マネイジ 東京都 97009 東京都 調布市布田１丁目４３−２ グレースメゾン谷中Ｓ棟１０１号

482 株式会社 ラピュータファイナンシャルアドバイザーズ 東京都 97121 東京都 多摩市落合１丁目６−４ バルキープラザ３０２号

483 Ａファンド 株式会社 東京都 97286 東京都 豊島区東池袋１丁目１５−１２ アムスビル８階

484 日本橋ウルハウス 株式会社 東京都 97357 東京都 中央区日本橋人形町３丁目１１−１０ ホッコク人形町ビル６階

485 株式会社 翔栄 東京都 97441 東京都 葛飾区亀有５丁目３７−５ 松尾ビル１−Ａ号

486 有限会社 学園開発 東京都 97407 東京都 八王子市小比企町５４３−８

487 株式会社 ランドナビ 東京都 97547 東京都 国立市富士見台１丁目２６−１７ ー１階

488 有限会社 アド・リンク 東京都 97577 東京都 練馬区小竹町１丁目７２−１２

489 株式会社 ジャパンブリッジ・パートナーズ 東京都 97585 東京都 中央区日本橋本町１丁目２−５ 本町会館６階Ｂ号

490 株式会社 三友商事 東京都 97623 東京都 豊島区西池袋１丁目２９−１４ オリエント池袋７０３号

491 株式会社 スマイカエステート 東京都 97717 東京都 渋谷区恵比寿西１丁目１４−２ ツムラビル３階

492 有限会社 新井建設 東京都 97747 東京都 八王子市石川町２６１０ ー１階

493 有限会社 忠峰エステート 東京都 97646 東京都 足立区大谷田２丁目３−３５ ボナハイツ中川１−４０３号

494 東京住宅流通センター 株式会社 東京都 97952 東京都 調布市深大寺東町５丁目５−３２

495 株式会社 Ｍ・Ｋカンパニー 東京都 98066 東京都 府中市宮西町２丁目９−９ こだまビル４階

496 株式会社 ＧＳリアルエステート 東京都 98113 東京都 渋谷区神宮前４丁目３２−１２ ニューウェイブ原宿４階

497 国土設計 株式会社 東京都 98235 東京都 新宿区北新宿４丁目４−１３ ストーク北新宿１階Ｂ号

498 恒和 株式会社 東京都 98254 東京都 江戸川区江戸川１丁目３４−５ ー１階

499 株式会社 モンエタン 東京都 98495 東京都 世田谷区代沢５丁目１６−２３ ルフィ下北沢１階

500 株式会社 九匠企画 東京都 98571 東京都 新宿区新宿５丁目４−１ 新宿Ｑフラットビル３０１号

501 株式会社 ＦＰソリューション 東京都 98725 東京都 中央区八丁堀１丁目１−３ 協栄八重洲ビル５階

502 株式会社 惠桜不動産 東京都 98939 東京都 渋谷区渋谷２丁目１０−１５ エキスパートオフィス渋谷２０２号

503 株式会社 ケースタイル 東京都 98978 東京都 千代田区岩本町２丁目１７−６ トルテックビル２階

504 周平地所 東京都 98984 東京都 中野区野方４丁目２５−５ 白峯荘１０５号

505 株式会社 ウェルストン 東京都 98988 東京都 新宿区高田馬場２丁目１４−２ 新陽ビル９階９０６号

506 株式会社 メイワ・エステート 東京都 99056 東京都 台東区東上野５丁目５−９ 岡部ビル１０２号

507 株式会社 グッドフィールド 東京都 99244 東京都 台東区浅草橋１丁目２５−６ ＡＹロッソ１階

508 株式会社 こくえい不動産調査 東京都 99247 東京都 狛江市東和泉３丁目１４−１ パーク・ハイム狛江１−１０８

509 株式会社 明和建工 東京都 99128 東京都 足立区谷中４丁目１７−１０

510 住まい企画 株式会社 東京都 99291 東京都 豊島区雑司が谷２丁目６−１

511 株式会社 エムツーオフィス 東京都 99549 東京都 世田谷区瀬田５丁目１−１５ ＰＡＬＡＺＺＯ ＩＧＵＣＣＩ３０２号

512 株式会社 ビステックス 東京都 99563 東京都 新宿区新宿１丁目１８−９ パディアイル・カテリーナ７０１号

513 株式会社 ツーワイエム 東京都 99582 東京都 立川市幸町３丁目１８−４

514 株式会社 リアス 東京都 99629 東京都 江東区高橋１４−２５

515 株式会社 洛慶不動産 東京都 99682 東京都 豊島区目白３丁目１３−２ アロマビル１階



令和2年4月末日時点

516 株式会社 あおば 東京都 99922 東京都 羽村市羽東１丁目３０−３９ ー１階

517 株式会社 リブラ 東京都 99988 東京都 品川区東大井２丁目１９−６

518 株式会社 ブルースター 東京都 100023 東京都 新宿区西新宿７丁目５−２５ 西新宿プライムスクエアビル１５０９号

519 ソリッドホーム 株式会社 東京都 100065 東京都 豊島区池袋２丁目１３−４ 天翔池袋西口ビル５０７号

520 株式会社 シーエフ不動産 東京都 100200 東京都 町田市南つくし野２丁目５−１８

521 アイラブエステート 株式会社 東京都 100337 東京都 中央区日本橋人形町２丁目６−９ 清水ビル１階

522 有限会社 拓信商事 東京都 71583 東京都 足立区西竹の塚１丁目１９−７

523 株式会社 アルファス 東京都 100420 東京都 足立区扇１丁目４６−１３ ヴィラクラージュ１階１０１号

524 株式会社 クロス 東京都 100446 東京都 豊島区東池袋２丁目６２−８ ＢＩＧオフィスプラザ池袋９０７号

525 株式会社 スタイルエイト 東京都 100481 東京都 目黒区平町１丁目２０−１７ 平町アビタシオン１０２号

526 株式会社 モンテ 東京都 100500 東京都 千代田区神田三崎町２丁目９−６ 利久堂ビル４階

527 アライフ 株式会社 東京都 100592 東京都 中央区銀座６丁目３−９ 銀座高松ビル９０２号

528 株式会社 アストロワン 東京都 102114 東京都 港区南青山２丁目２２−１４ フォンテ青山８０３号

529 リズエナ不動産 株式会社 東京都 103930 東京都 板橋区大山東町３０−９ 三田大山コーポ５０７号

530 株式会社 アキエステート 東京都 100970 東京都 千代田区岩本町２丁目１２−８ ディアビル神田３０３号

531 株式会社 リスタイル 東京都 101039 東京都 品川区荏原５丁目１２−３ ＣＯ・ＯＰＥＲＡ・ＷＥＳＴ６０１号

532 株式会社 Ｔｏｋｙｏ＆Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 東京都 101028 東京都 世田谷区駒沢２丁目１６−１ サンドー駒沢ビル５階

533 インフィニティ企画不動産事務所 東京都 101070 東京都 新宿区西新宿７丁目７−２４ ＧＳプラザ新宿８０５号

534 Ｋｅｔｅｏ 株式会社 東京都 100999 東京都 新宿区新宿１丁目３６−２ 新宿第７葉山ビル３０３号

535 株式会社 三輪コーポレーション 東京都 101150 東京都 文京区関口１丁目９−１１ 江戸川橋センチュリープラザ２１−８０３

536 うさぎ 株式会社 東京都 101154 東京都 千代田区一番町１３−１２ 日興ロイヤルパレス一番町第２ー２０２号

537 ネクストリンク 株式会社 東京都 101170 東京都 町田市旭町２丁目１０−２６ ー２階

538 合同会社 城西エステート 東京都 101232 東京都 中野区中央３丁目４−２ ジュネス中央１２号室

539 株式会社 リノベーション東京 東京都 101422 東京都 千代田区飯田橋４丁目５−４ CUBE飯田橋ビル２階

540 ＫＩＮＦＵＪＩ 株式会社 東京都 101404 東京都 豊島区池袋２丁目４５−１ アークシティ池袋８０１号

541 パーソナルカラー 株式会社 東京都 101479 東京都 足立区梅田７丁目１１−３ −３階

542 株式会社 ＡＫＡＳＡＫＡ ＴＲＵＳＴ 東京都 101492 東京都 港区赤坂７丁目６−１５ 赤坂ロイヤルビル３０５号

543 セリングビジョン 株式会社 東京都 101417 東京都 港区西新橋１丁目９−１ ブロドリー西新橋ビル8階

544 株式会社 ゴールドライフ 東京都 101584 東京都 港区西麻布３丁目２−２１ センチュリオン六本木タワー７階

545 株式会社 ｉｎｆｉｎｉｔｅ ｖａｌｕｅ 東京都 101542 東京都 新宿区高田馬場４丁目１３−８ ラウンジビル２階

546 株式会社 家屋 東京都 101647 東京都 葛飾区東立石３丁目２４−９ 西村ビル１階

547 株式会社 Ａｄｍｒｂ 東京都 101701 東京都 大田区下丸子２丁目２８−１７ −１階

548 レジスタ 合同会社 東京都 101770 東京都 中央区日本橋人形町３丁目３−５ 天翔日本橋人形町ビル２０６号

549 嶌谷建築設計 株式会社 東京都 101800 東京都 墨田区向島３丁目１−９ 墨田施設工業ビル４階

550 株式会社 アドバンスホーム 東京都 101881 東京都 多摩市関戸４丁目２４−７ 第１６通南ビル１−Ａ

551 家カフェ不動産 株式会社 東京都 101939 東京都 北区赤羽１丁目６５−１０ 東第１ビル１０１号

552 株式会社 グランデュール 東京都 102513 東京都 中央区東日本橋３丁目１１−１１ 東日本橋Y'sビル５階

553 株式会社 ランドマスター 東京都 102669 東京都 渋谷区代々木３丁目１−７ ライオンズマンション代々木B１階００１号

554 株式会社 スリーデザイン 東京都 102925 東京都 世田谷区太子堂２丁目２０−９−１階 Ｈｏｕｓｅ３７３

555 株式会社 オリーブの木 東京都 103021 東京都 中央区日本橋２丁目３−２１ 八重洲セントラルビル７階

556 あゆむ不動産 株式会社 東京都 103310 東京都 品川区大井４丁目４−２ 大井ＭＡＸ−１−１１０５号

557 合同会社 ＧＯＴＯホーム 東京都 103416 東京都 世田谷区桜丘１丁目９−１７ さくらハイツ１０１号

558 有限会社 ミタテホーム 神奈川県 11469 神奈川県 川崎市麻生区百合丘２丁目１９−１
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559 大豊不動産 神奈川県 14641 神奈川県 小田原市酒匂１丁目２３−１０

560 株式会社 イトーハウジング 神奈川県 16064 神奈川県 横浜市旭区二俣川２丁目５８ 第２清水ハ−モニ−ビル１Ｆ

561 株式会社 フドケン 神奈川県 16075 神奈川県 茅ヶ崎市香川５丁目３−３３

562 有限会社 白旺 神奈川県 17363 神奈川県 川崎市多摩区南生田４丁目２０−１−１０４

563 有限会社鎌倉泰成 神奈川県 25923 神奈川県 鎌倉市大船２丁目２４−１８ シャノアール１Ｆ

564 チェリッシュ 株式会社 神奈川県 19624 神奈川県 川崎市川崎区南町２２−６−１０３

565 有限会社 ライフランド 神奈川県 19940 神奈川県 横浜市港北区師岡町３７１−８

566 サンセン住宅 株式会社 神奈川県 23727 神奈川県 横浜市西区平沼１丁目１−１３ −４０７号

567 有限会社 林勝企画 神奈川県 19743 神奈川県 藤沢市遠藤２５０１番地

568 株式会社アイキャン 神奈川県 24864 神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町３丁目３５−９

569 株式会社 阿部建業 神奈川県 21543 神奈川県 平塚市東八幡３丁目１０−６

570 株式会社 小林工務店 神奈川県 21747 神奈川県 川崎市幸区古市場１丁目２９−９ ララ・アビテビル１Ｆ

571 ケーエム不動産 神奈川県 21829 神奈川県 横浜市鶴見区向井町３丁目７３−１０

572 株式会社アンセム 神奈川県 21929 神奈川県 相模原市中央区中央５丁目１１−１２ ハーモニーインターシティ中央２０２

573 株式会社 タイセイコーポレーション 神奈川県 21998 神奈川県 横浜市神奈川区三ツ沢上町１−１８ マリージュ壱番館１０１号

574 株式会社 ユリホームズ 神奈川県 22103 神奈川県 川崎市川崎区京町１丁目５−４

575 有限会社 中原不動産 神奈川県 23448 神奈川県 川崎市中原区下小田中１丁目２−１ ホワイトハイツ１０１

576 株式会社 ＫＣプランニング 神奈川県 23146 神奈川県 大和市大和南２丁目１０−４ 山善ビル２Ｆ

577 山田ホーム 有限会社 神奈川県 23189 神奈川県 横浜市西区西戸部町３丁目２５２

578 有限会社 エムズプラン 神奈川県 23268 神奈川県 横浜市神奈川区松見町１丁目６−９

579 土屋商事 株式会社 神奈川県 23316 神奈川県 横須賀市大矢部５丁目１２−１

580 有限会社 ネスト 神奈川県 23355 神奈川県 平塚市諏訪町１４−４４

581 株式会社 アメニティホーム 神奈川県 23437 神奈川県 横浜市中区⾧者町６丁目９５ 上郎ビル１Ｆ

582 ラ・キメラ 有限会社 神奈川県 23538 神奈川県 横浜市緑区鴨居５丁目２６−５ ニックハイム横浜鴨居５０４

583 株式会社エステート通信 神奈川県 23600 神奈川県 大和市鶴間２丁目２−２２

584 株式会社マッケンジーハウス 神奈川県 23756 神奈川県 平塚市錦町２−１６

585 株式会社ビートルホーム 神奈川県 23784 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町４７４−５

586 グローバルホーム 合同会社 神奈川県 30473 神奈川県 大和市鶴間２丁目３−５

587 株式会社フォーラム 神奈川県 23942 神奈川県 横浜市中区不老町１丁目２−７ シャトレーイン横浜９０３

588 有限会社ニュー・ファースト 神奈川県 24069 神奈川県 横浜市鶴見区北寺尾１丁目３−３

589 株式会社 サークルホーム 神奈川県 24561 神奈川県 横浜市西区北幸２丁目１０−３３ ﾏﾆｭﾗｲﾌﾌﾟﾚｲｽ横浜８階

590 ホームサポート有限会社たなべ 神奈川県 29421 神奈川県 横浜市磯子区杉田２丁目２−２ エクレール杉田１Ｆ

591 有限会社スズキエンタープライズ 神奈川県 25041 神奈川県 厚木市下川入２７８−１

592 トラストライフ株式会社 神奈川県 25199 神奈川県 横浜市中区桜木町３丁目８ 横浜塩業ビル５Ｆ

593 株式会社アシストホーム 神奈川県 25220 神奈川県 横浜市港南区上大岡東２丁目４４−５

594 有限会社Ｅホーム 神奈川県 25283 神奈川県 横浜市神奈川区青木町２−１

595 株式会社ホームプランニング 神奈川県 27037 神奈川県 横浜市青葉区青葉台２丁目５−１０ −８Ｆ

596 株式会社南州 神奈川県 26168 神奈川県 横浜市中区太田町４丁目４８ 川島ビル７Ｆ

597 株式会社 カワサキ不動産 神奈川県 26219 神奈川県 川崎市多摩区登戸２０９６−１

598 株式会社デイネット 神奈川県 26292 神奈川県 横浜市中区住吉町１丁目１２−１ ｂｅｌｌｅ横浜ビル５Ｆ

599 株式会社創和システム 神奈川県 26400 神奈川県 横浜市南区六ツ川２丁目１−１８

600 有限会社アイズホーム 神奈川県 26493 神奈川県 横浜市鶴見区獅子ケ谷３丁目１−７

601 株式会社 バリュー・エステート 神奈川県 29003 神奈川県 横浜市西区高島２丁目１１−２ スカイメナー横浜７Ｆ
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602 ランドバンク株式会社 神奈川県 26521 神奈川県 横浜市中区野毛町３丁目１６０−４ ちぇるる野毛１１２

603 オープンルーム株式会社 神奈川県 26545 神奈川県 横浜市泉区弥生台５１−９

604 株式会社 アイ・ラック 神奈川県 26621 神奈川県 横浜市南区吉野町３丁目７−４ ＳＩＣビル３階

605 株式会社イオス 神奈川県 26705 神奈川県 相模原市中央区相模原５丁目１−２ 相模原ビル３Ｆ

606 オーキッド株式会社 神奈川県 26711 神奈川県 鎌倉市七里ガ浜２丁目１３−７

607 株式会社プロパート 神奈川県 26788 神奈川県 横浜市緑区⾧津田７丁目１３−２

608 株式会社キューブ 神奈川県 26991 神奈川県 厚木市旭町１丁目２１−１２ 三紫ビル１ＦＢ

609 株式会社パラディスハウス 神奈川県 27024 神奈川県 横浜市保土ケ谷区天王町２丁目４５−３２

610 株式会社フューチャー・ランドスケープ 神奈川県 27044 神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町３丁目３２−１４ エクレール横浜西口９０５

611 リアルスクエア 株式会社 神奈川県 27600 神奈川県 横浜市南区吉野町３丁目７

612 株式会社 ＮＳＫ 神奈川県 27276 神奈川県 横浜市都筑区池辺町２０５５

613 有限会社 サイトピア 神奈川県 27294 神奈川県 相模原市中央区富士見５丁目１４−１５

614 株式会社 ネクステージ 神奈川県 27609 神奈川県 横浜市保土ケ谷区上星川１丁目２−１７

615 創建ホーム 株式会社 神奈川県 27767 神奈川県 横浜市港北区新羽町１７４７

616 株式会社 輪が家 神奈川県 27846 神奈川県 相模原市南区古淵２丁目４−２−１０１

617 神奈川不動産 株式会社 神奈川県 27871 神奈川県 横浜市都筑区牛久保東２丁目１０−９

618 ホームライフ 株式会社 神奈川県 27972 神奈川県 川崎市多摩区登戸３２３４−２ センチュリー登戸１階

619 株式会社 住まいるホーム 神奈川県 28075 神奈川県 川崎市多摩区西生田２丁目１−２４

620 株式会社 レガロリアルティ 神奈川県 29678 神奈川県 川崎市高津区末⾧３丁目４−１１

621 株式会社 東洋プロパティ 神奈川県 28108 神奈川県 横浜市都筑区⾧坂１−３４ プラグレス丸輝 店舗Ｃ

622 株式会社 さくらハウス 神奈川県 30556 神奈川県 横浜市都筑区中川１丁目６−３２ メゾンドピエール中川２０５

623 みーとヒア 神奈川県 28577 神奈川県 相模原市中央区横山６丁目８−９

624 株式会社 ＷＡＫＵＷＡＫＵ 神奈川県 28597 神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町１丁目１−２

625 德増木材林業 株式会社 神奈川県 28658 神奈川県 鎌倉市笛田１丁目８−１

626 株式会社 サマールホーム 神奈川県 28665 神奈川県 横浜市神奈川区泉町６−１

627 モデルハウス 株式会社 神奈川県 28787 神奈川県 横浜市西区宮崎町５５

628 湘南建設 株式会社 神奈川県 28838 神奈川県 横浜市金沢区鳥浜町１１−８

629 株式会社 プラスホーム 神奈川県 28914 神奈川県 厚木市栄町１丁目１−６

630 有限会社 ジャパンネットワークサービス 神奈川県 28957 神奈川県 横浜市西区楠町４−３−８１３号

631 株式会社 ラクシャル 神奈川県 29018 神奈川県 横浜市中区太田町４丁目４８

632 富士美不動産 株式会社 神奈川県 29066 神奈川県 平塚市宝町１１−１ 平塚フジビル５階

633 株式会社 まるしげ不動産 神奈川県 29075 神奈川県 相模原市南区上鶴間２丁目１７−１８

634 有限会社 トゥルース 神奈川県 29109 神奈川県 海老名市大谷北２丁目２−６２

635 有限会社 バイブデザイン 神奈川県 29133 神奈川県 三浦郡葉山町堀内１８６９番地

636 エム創造企画 株式会社 神奈川県 29200 神奈川県 藤沢市弥勒寺３丁目２６−１４

637 合同会社 ミルフォード 神奈川県 29383 神奈川県 横浜市中区常盤町２丁目２０ ヴェラハイツ関内６０７

638 株式会社 プロセスイノベーション 神奈川県 29487 神奈川県 横浜市中区尾上町３丁目３５番地

639 有限会社 金沢ケア・サービス 神奈川県 29521 神奈川県 横浜市金沢区谷津町１５７番地

640 株式会社 ハウスポート横濱 神奈川県 29571 神奈川県 横浜市南区清水ケ丘１９４−６

641 株式会社 セントレッジ 神奈川県 29651 神奈川県 横浜市中区⾧者町５丁目４９−１

642 株式会社 ユニティー 神奈川県 29847 神奈川県 横浜市緑区十日市場町８５５−３ 第３ベルビュービル２階

643 株式会社 シーアールエム 神奈川県 29889 神奈川県 横浜市神奈川区羽沢南２丁目３４−１２

644 株式会社 創社 神奈川県 29892 神奈川県 横浜市神奈川区栄町１０−３５ ポートサイドダイヤビル３階
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645 リスタート 株式会社 神奈川県 30016 神奈川県 横浜市中区太田町１丁目４−２ 関内川島ビル８階

646 株式会社 ビルドトラスト 神奈川県 30024 神奈川県 藤沢市藤沢８９−１ メイキビル２０３号

647 株式会社 フリーダム 神奈川県 30045 神奈川県 横浜市西区高島２丁目１０−１３−３０１Ａ 横浜東口ビル

648 株式会社 バディホーム 神奈川県 30053 神奈川県 横浜市南区宿町３丁目６４−２ 加藤ビル２０３号

649 株式会社 サシナ 神奈川県 30109 神奈川県 平塚市大神２５７３−６ リバーサイド ダイヤモンドマンション５０５

650 小俣靴下 株式会社 神奈川県 30147 神奈川県 横浜市磯子区丸山２丁目１４−３

651 有限会社エリアプランニング 新潟県 4245 新潟県 新潟市西区大学南１丁目7809-8

652 有限会社アットホーム 新潟県 4575 新潟県 ⾧岡市西神田町２丁目‐５‐１７

653 有限会社北国ハウジング 新潟県 4642 新潟県 上越市五智１丁目１４−１

654 株式会社まごころ本舗 新潟県 4951 新潟県 五泉市駅前１丁目4-20

655 有限会社ライフテック 新潟県 4956 新潟県 新潟市東区下木戸１丁目4-1 新潟市東区役所地下１階

656 近藤不動産 新潟県 4964 新潟県 新潟市中央区弁天橋通２丁目１４番１４号

657 有限会社 五智不動産 新潟県 5502 新潟県 上越市五智３丁目7-19

658 三和商事 株式会社 新潟県 5312 新潟県 新潟市北区太田5903

659 一般社団法人 ユー・ネット 新潟県 5145 新潟県 新潟市西区五十嵐２の町8283-15

660 株式会社 八幡建築 新潟県 5292 新潟県 胎内市羽黒１０５２

661 株式会社 大滝工務店 新潟県 5362 新潟県 新潟市東区寺山２丁目１１番５号

662 株式会社 高田デザインスタジオ 新潟県 5387 新潟県 上越市春日山町１丁目１２−３５

663 有限会社 ホームサポートオダケ 富山県 2664 富山県 射水市西高木１１８４

664 タテオカ不動産 富山県 2703 富山県 富山市赤田８２９−６０

665 サクドウプラン 株式会社 富山県 2816 富山県 射水市善光寺２６−５

666 株式会社 ベスト 富山県 2823 富山県 富山市町村194-1

667 株式会社 不動産相続支援金沢 富山県 3069 富山県 小矢部市平桜6446

668 リーガルハウジング 株式会社 富山県 2957 富山県 富山市下大久保３２６０番地２

669 株式会社 まちかど不動産 富山県 3007 富山県 富山市山室149-7

670 株式会社 森の四季社 富山県 3110 富山県 富山市下大久保１１０７番地１

671 有限会社 永光 石川県 2263 石川県 金沢市東蚊爪町ヌ１９−５

672 日高倉庫管理 株式会社 石川県 3346 石川県 金沢市西都２丁目１６２

673 株式会社 我が家 石川県 3377 石川県 野々市市下林４丁目５６５−１ 我が家ビル

674 有限会社 青雲 石川県 3689 石川県 金沢市横川５丁目４０３−２

675 スギモトホームズ 株式会社 石川県 3740 石川県 金沢市富樫１丁目２−１０

676 ダイヤコーサン 株式会社 石川県 3884 石川県 金沢市元町１丁目１６−１９

677 株式会社 フェニックス 石川県 4155 石川県 金沢市八日市１丁目６１２

678 株式会社 ヒールリンク 石川県 4206 石川県 金沢市高尾台２丁目１

679 ステージ 株式会社 石川県 4224 石川県 野々市市押野７丁目146

680 株式会社 Ｍ．グランデ 石川県 4228 石川県 野々市市新庄１丁目203

681 吉田開発 株式会社 福井県 1419 福井県 福井市御幸２丁目２５−１３

682 株式会社 越前不動産 福井県 1499 福井県 福井市四ツ井２丁目５−５ アペツクス四ツ井４０８

683 株式会社 やそしま 福井県 1526 福井県 福井市寺前町１字９−４１

684 にし不動産 株式会社 福井県 1545 福井県 福井市東森田３丁目2007番地

685 宏伸不動産 株式会社 福井県 1569 福井県 福井市松本４丁目１３−８ コーポ松本１０２号

686 宏栄不動産 株式会社 福井県 1608 福井県 福井市木田３丁目９１３番地

687 株式会社 みつぐはうす工房 福井県 1638 福井県 南条郡南越前町今庄115-1-2
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688 株式会社 正直堂 福井県 1651 福井県 福井市宝永１丁目37-19

689 株式会社 フルーツ山梨 山梨県 1583 山梨県 甲州市塩山上塩後１１００

690 株式会社 アイディーホーム 山梨県 2011 山梨県 甲府市善光寺１丁目１１−１６

691 株式会社 ドミール 山梨県 2284 山梨県 甲府市塩部２丁目２−２０

692 山梨総合ビジネス 株式会社 山梨県 2354 山梨県 都留市田野倉1033

693 株式会社 ヒガシ 山梨県 2400 山梨県 南アルプス市下高砂３３２−８

694 甲府南不動産 株式会社 山梨県 2414 山梨県 甲府市伊勢３丁目８−３８

695 株式会社 岡谷中部建設 ⾧野県 2404 ⾧野県 岡谷市本町４丁目１１−４０

696 東洋観光事業 株式会社 ⾧野県 5243 ⾧野県 茅野市北山４０３５−１７０

697 日陸不動産 ⾧野県 2798 ⾧野県 松本市庄内３丁目２−１０ 杉下ビル１階

698 有限会社 ケルン ⾧野県 3227 ⾧野県 安曇野市豊科５８０７−１番地

699 株式会社 石井商事 ⾧野県 3382 ⾧野県 南佐久郡佐久穂町大字畑３５７８−１

700 有限会社 大黒開発 ⾧野県 4361 ⾧野県 安曇野市豊科高家1137-119

701 今コーポレーション 株式会社 ⾧野県 4197 ⾧野県 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢１３２３−１３３３

702 有限会社 リミックス ⾧野県 4768 ⾧野県 松本市大字南浅間６２６−１

703 システムプラン・ドゥー 株式会社 ⾧野県 5181 ⾧野県 佐久市⾧土呂５３４−１

704 アクアリゾート 株式会社 ⾧野県 5189 ⾧野県 佐久市北川463-1

705 黒崎不動産 ⾧野県 5220 ⾧野県 安曇野市穂高有明2178-21

706 株式会社 スペースウェアハウス ⾧野県 5079 ⾧野県 松本市平田西１丁目２−１６

707 株式会社 こもれび不動産 ⾧野県 5495 ⾧野県 松本市宮渕１丁目１−２２

708 アーキコア 株式会社 ⾧野県 5377 ⾧野県 松本市城西１丁目６−２

709 くろひめ観光・不動産エージェンシー ⾧野県 5503 ⾧野県 上水内郡信濃町大字平岡645-2

710 美濃善不動産 株式会社 岐阜県 1918 岐阜県 岐阜市西荘２丁目８−５

711 株式会社 青山 岐阜県 1331 岐阜県 恵那市⾧島町中野２丁目１−２１

712 株式会社 サン・メイト 岐阜県 4266 岐阜県 岐阜市宇佐南３丁目８−１

713 株式会社 和合不動産 岐阜県 4934 岐阜県 瑞浪市和合町２丁目１２２−２

714 株式会社 柘植建設 岐阜県 4511 岐阜県 恵那市飯地町２８４３

715 有限会社 ケイ・アンド・エス 岐阜県 4579 岐阜県 岐阜市神田町４丁目２ 雅ビル２Ｆ

716 ランドホーム 有限会社 岐阜県 4594 岐阜県 羽島郡岐南町下印食２丁目16

717 髙橋不動産事務所 岐阜県 4653 岐阜県 岐阜市⾧良春田５１−１

718 株式会社 叶不動産 岐阜県 4728 岐阜県 高山市西之一色町３丁目1152-2

719 株式会社 新宅不動産 静岡県 7068 静岡県 藤枝市南新屋２６１−１４

720 栄和ハウジング 静岡県 6875 静岡県 袋井市太田１１８ー１

721 豊和不動産 株式会社 静岡県 13687 静岡県 袋井市掛之上２−２

722 有限会社 ルックプラン 静岡県 10462 静岡県 静岡市葵区瀬名４丁目９−１

723 巴建設 株式会社 静岡県 10285 静岡県 御前崎市池新田２４２１−３０

724 さくらホーム 株式会社 静岡県 10382 静岡県 静岡市葵区巴町７２−１１

725 株式会社 袴田工務店 静岡県 10566 静岡県 静岡市葵区羽鳥２丁目９−３０

726 クリエイト・ジャパン浜松 株式会社 静岡県 10454 静岡県 浜松市中区向宿３丁目４−１

727 株式会社 和田工務店 静岡県 11431 静岡県 袋井市大門２０−３

728 クリエイト・ジャパン浜松西 株式会社 静岡県 11451 静岡県 浜松市西区入野町１６１０２−１０

729 七福神不動産 静岡県 11671 静岡県 静岡市駿河区小黒２丁目１２−１２

730 有限会社 イチカワプランニング 静岡県 11848 静岡県 駿東郡清水町湯川１５３−２０
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731 株式会社 杜乃地所 静岡県 11870 静岡県 静岡市葵区相生町３−８

732 株式会社 アセットコンサルティング 静岡県 12393 静岡県 静岡市葵区御幸町６ 静岡セントラルビル６Ｆ−Ｃ号室

733 株式会社 旭建設 静岡県 12439 静岡県 富士宮市淀師１６１７−１

734 池田建設 株式会社 静岡県 12451 静岡県 静岡市清水区興津本町１９２

735 英住宅 静岡県 12477 静岡県 富士宮市東阿幸地７９４−１

736 ＩＤＫ 株式会社 静岡県 12489 静岡県 富士市伝法１３３５

737 不動産マックス 静岡県 12498 静岡県 静岡市駿河区馬渕２丁目１５−２６

738 ジー・エス・シー 静岡県 12712 静岡県 静岡市清水区鳥坂２１−７

739 ゆかり 静岡県 12935 静岡県 富士市伝法３０９８−９ フジフォワ−ドビル４階

740 株式会社 Ｔサクセス 静岡県 13027 静岡県 沼津市泉町１４−１７

741 株式会社 リビングローブ 静岡県 13266 静岡県 掛川市城西２丁目９−１１

742 株式会社 アイズホーム 静岡県 13432 静岡県 浜松市中区高丘北３丁目１−１７

743 株式会社 テックメイト 静岡県 13688 静岡県 浜松市中区向宿２丁目１２−４

744 よつば綜合事務所 静岡県 13706 静岡県 静岡市駿河区泉町３−１９ ２階

745 株式会社 共同企画 静岡県 13731 静岡県 富士市水戸島９３−３

746 株式会社 フィールドパートナー 静岡県 13766 静岡県 焼津市柳新屋７６１−１

747 株式会社 咲企画 静岡県 13808 静岡県 静岡市葵区沓谷３丁目１−２２

748 不動産 Ｂｅｎｉ 静岡県 13815 静岡県 榛原郡吉田町片岡１２３６

749 株式会社 イナダプランニング 静岡県 13844 静岡県 富士宮市宮原１８８−３

750 スマイル・プランニング 株式会社 静岡県 13922 静岡県 袋井市山科３３７７−３

751 リヴエスコート 合同会社 静岡県 13973 静岡県 御殿場市神山平２丁目８−７

752 ｃａｆｅ ｌｅｃｈｅ宅建士事務所 静岡県 13975 静岡県 静岡市清水区大手２丁目５−２１

753 ビーウンノ商会 静岡県 14004 静岡県 静岡市葵区上土１丁目８−２７

754 株式会社 健さん岩田商事 静岡県 14129 静岡県 三島市平田１６５−２

755 株式会社 アプスホームズ 静岡県 14070 静岡県 静岡市葵区上足洗２丁目８−４１

756 株式会社 みくりや企画 静岡県 14098 静岡県 御殿場市御殿場３２８−１１

757 有限会社 オール・アクター 静岡県 14254 静岡県 伊東市和田１丁目１０−２３

758 株式会社 不動産サービス 愛知県 14577 愛知県 春日井市神領町２丁目１８−８

759 株式会社 グッドハウス・プロ 愛知県 19400 愛知県 岡崎市上青野町字城屋敷３７−３

760 株式会社 ライフデザイン 愛知県 20274 愛知県 名古屋市東区泉３丁目１７−１０ 泉ビル４０４号

761 竹内建築興業 株式会社 愛知県 20546 愛知県 蒲郡市水竹町花掛１９−２

762 株式会社 名東木材 愛知県 20719 愛知県 東海市富木島町池下１０−３

763 たません不動産 有限会社 愛知県 20535 愛知県 名古屋市中区新栄２丁目２５−４ 第２いづもビル１０１階

764 株式会社 アールワンエステート 愛知県 20966 愛知県 名古屋市千種区内山３丁目１０−２１ ＮＲ今池３階

765 桜コンサルタント 株式会社 愛知県 21080 愛知県 刈谷市寿町２丁目２０１−１

766 株式会社 ＰＲＥＤＩＯ ＰＬＵＳ 愛知県 21902 愛知県 名古屋市天白区塩釜口２丁目９０５ ハイムカトレア１階

767 藤田ボーリング工業 株式会社 愛知県 21921 愛知県 蒲郡市三谷北通５丁目６２

768 株式会社 ネクストライフ 愛知県 22857 愛知県 名古屋市北区光音寺町字野方１９０７−２０５ ＮＬビル１・２階

769 名古屋住宅サポート 株式会社 愛知県 22868 愛知県 名古屋市緑区万場山１丁目５１２−１

770 株式会社 Ｆｕｊｉ Ｈｏｍｅｓ 愛知県 23150 愛知県 名古屋市中村区中村町６丁目８７番地 ロイヤル豊国２階

771 エスペランザセブン 株式会社 愛知県 23163 愛知県 西春日井郡豊山町大字青山字東栄１３９−１

772 有限会社 アイズ 愛知県 23426 愛知県 名古屋市北区中切町１丁目６９

773 株式会社 暮らす輪ホーム 愛知県 23651 愛知県 瀬戸市末広町３丁目１−６
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774 株式会社 クロス・インダストリー 愛知県 23671 愛知県 名古屋市北区平安１丁目４−８ 三井ビル３階

775 株式会社 トラストマネジメント 愛知県 23691 愛知県 名古屋市中区錦１丁目４−１６ ＫＤＸ名古屋日銀前ビル６階

776 株式会社 タスク 三重県 1858 三重県 鈴鹿市神戸９丁目６番１０号

777 有限会社 幸基土地 三重県 1963 三重県 三重郡菰野町大字潤田２１１３番地１

778 田端創建 株式会社 三重県 2362 三重県 熊野市有馬町４７７番地の６

779 有限会社 創和住建 三重県 2854 三重県 鈴鹿市西条３丁目２３番３号

780 有限会社 リ・ホーム四日市 三重県 2900 三重県 四日市市金場町１番１２号

781 有限会社 コスメチックス・オオキタ 三重県 2938 三重県 伊賀市上野桑町２０９９番地

782 株式会社 ケイアンドワイ 三重県 2984 三重県 三重郡川越町大字豊田３５３番地２

783 株式会社 プラスワン 三重県 3004 三重県 津市渋見町４１０番地９

784 株式会社 コウセイマネジメント 三重県 3399 三重県 四日市市稲葉町４番３０号

785 有限会社 ＧＮクリエイト 三重県 3425 三重県 松阪市曽原町２２６８番地７

786 石川 三重県 3448 三重県 桑名市⾧島町大倉１番地１１４

787 株式会社 中美建設 三重県 3469 三重県 伊勢市村松町１３８０番地１８

788 大賀産業 株式会社 滋賀県 2153 滋賀県 東近江市佐野町４３８番地の１２

789 株式会社 孝徳 滋賀県 2399 滋賀県 野洲市三上１１３８番地

790 株式会社 ベストハウス 滋賀県 2468 滋賀県 栗東市小野１００７−３

791 びわこホーム 株式会社 滋賀県 2493 滋賀県 甲賀市水口町名坂１０３３−７

792 株式会社 匠工房 滋賀県 3533 滋賀県 野洲市西河原1丁目2227番地

793 株式会社 リバー 滋賀県 3160 滋賀県 大津市瀬田５丁目２２−２６

794 株式会社 森常 滋賀県 3187 滋賀県 大津市大江２丁目３０−４

795 サーガス土地販売 株式会社 滋賀県 3346 滋賀県 草津市草津町１６６０−２

796 株式会社 プレイス 滋賀県 3434 滋賀県 東近江市垣見町534-6

797 有限会社 大森大工 滋賀県 3480 滋賀県 ⾧浜市落合町640-2

798 株式会社 ライフアドバンス 滋賀県 3508 滋賀県 草津市野路１丁目9番23号 ＭＮＫ−6 1Ｆ

799 株式会社 ＧＡＬＬＥＲＹ空ＮＥＸＴ 滋賀県 3518 滋賀県 栗東市霊仙寺２丁目１３番１７号

800 株式会社 リノベーションホーム 滋賀県 3627 滋賀県 甲賀市土山町北土山2263-6

801 株式会社 永井産業 京都府 8303 京都府 京都市右京区嵯峨天龍寺車道町９−４

802 古都住宅 京都府 8438 京都府 宇治市大久保町上ノ山４６−６ コトハイツ１０１号

803 バウハウス 京都府 8785 京都府 城陽市平川指月６１

804 株式会社 ハローホーム京都 京都府 9407 京都府 京都市西京区川島有栖川町145番地1

805 株式会社 ユニバーサルホームサービス 京都府 9738 京都府 ⾧岡京市天神１丁目１４番２号

806 株式会社 ライフサービス西京極 京都府 10275 京都府 京都市右京区西京極郡町108番地

807 株式会社 三和不動産販売 京都府 10773 京都府 京都市右京区西院坤町１０２番地 J.BOX１階

808 三和住宅サービス 株式会社 京都府 10798 京都府 京都市下京区七条御所ノ内本町88番地1 西大路ビル

809 株式会社 リヴ 京都府 11027 京都府 向日市寺戸町七ノ坪141番地

810 株式会社 トップエステート 京都府 11375 京都府 京都市中京区西ノ京月輪町28番地7 ＴＯＰ B.L.D２階

811 株式会社 サンケイ住宅サービス 京都府 11047 京都府 向日市寺戸町東田中瀬１７−４

812 有限会社 アトム住宅販売 京都府 11055 京都府 京都市中京区壬生淵田町３１−５

813 有限会社 アクセスホーム 京都府 11334 京都府 亀岡市東つつじケ丘都台３丁目６番６−１号

814 有限会社 ハローホーム⾧岡 京都府 11162 京都府 ⾧岡京市神足２丁目１−５

815 有限会社 ファーストクラス 京都府 11772 京都府 京都市左京区下鴨北園町７９−１１

816 ナイスプラン 株式会社 京都府 12544 京都府 京都市西京区桂南巽町１２０−２
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817 株式会社 ＬＤハウス 京都府 12003 京都府 向日市寺戸町中ノ段１３ スペリオン寺戸２Ｆ

818 有限会社 京都ホーム 京都府 12322 京都府 京都市右京区西京極郡町１０２番地 ホワイトグリ−ン新館１Ｆ

819 稲生不動産 有限会社 京都府 12327 京都府 京都市西京区松尾井戸町１１

820 株式会社 アコー 京都府 12541 京都府 京都市左京区田中里ノ内町７１−２ アクエルド東大路２階

821 株式会社 ユートコーポレーション 京都府 12674 京都府 京都市下京区七条御所ノ内北町46番地１

822 デコホーム 京都府 12898 京都府 京都市北区鷹峯南鷹峯町１２−３１

823 株式会社さくら工務店 京都府 12941 京都府 京都市南区吉祥院三ノ宮西町５６番地−１０１号室

824 株式会社 コンドー 京都府 13116 京都府 京都市右京区梅津尻溝町６５−１

825 株式会社 アフターホーム 京都府 13135 京都府 京都市右京区梅津南上田町６−５

826 株式会社 すみれホーム 京都府 13166 京都府 京都市北区小山南上総町73番地 スミレスタ北大路1階

827 櫻家不動産 京都府 13300 京都府 京都市伏見区羽束師志水町１６５−１３９

828 越智工業 株式会社 京都府 13327 京都府 福知山市字堀２５９３

829 株式会社 西日本不動産情報センター 京都府 13332 京都府 京都市伏見区下鳥羽上三栖町１３５−２

830 ユアーズライフ 合同会社 京都府 13389 京都府 京都市南区久世中久世町２丁目105-12

831 株式会社 ホーム・ライフ 京都府 13407 京都府 京都市中京区西ノ京職司町67番地３１

832 株式会社 ホシナ 京都府 13442 京都府 京都市西京区山田四ノ坪町１番地16

833 株式会社あしだ建設 京都府 13538 京都府 亀岡市追分町谷筋37番地33

834 株式会社夢現工務店 京都府 13537 京都府 京都市伏見区中島河原田町１２０番地１

835 イロドア 株式会社 京都府 13623 京都府 京都市左京区田中上古川町８番地４ FUJITA bldg 1F

836 株式会社 山富 京都府 13696 京都府 京都市右京区西院西三蔵町15番地2 アソシエビル201号

837 株式会社 エムズハウジング 京都府 13736 京都府 京都市左京区浄土寺下馬場町５６番地２

838 株式会社 レーヴ 京都府 13796 京都府 京田辺市薪茶屋前30番地3

839 宅建センター 大阪府 23253 大阪府 高槻市明野町１４−２３

840 株式会社 エーデルホーム 大阪府 41508 大阪府 寝屋川市豊里町４６番３２号

841 株式会社 イズホーム不動産 大阪府 44450 大阪府 堺市堺区三国ヶ丘御幸通５９番地

842 有限会社 管理サービス 大阪府 17477 大阪府 大阪市東淀川区相川１丁目６−１５

843 毎日ホーム 大阪府 21272 大阪府 岸和田市上野町西１０ー２

844 株式会社 足立工務店 大阪府 49600 大阪府 高槻市天神町２丁目３番１８号

845 サカイチ不動産 株式会社 大阪府 47381 大阪府 大阪狭山市東茱萸木１丁目５１３番地１０

846 株式会社 前田建設 大阪府 26191 大阪府 枚方市津田南町１丁目３７−１８

847 ウエシマ 大阪府 26314 大阪府 吹田市山田東４丁目３７番３５号

848 大伸住宅 株式会社 大阪府 26926 大阪府 高槻市郡家本町１２番１号

849 大興ハウジング 大阪府 27148 大阪府 大阪市住吉区墨江３丁目１４ー１３

850 株式会社 住宅ファミリー社 大阪府 29195 大阪府 大阪市東淀川区菅原５丁目５−２７ アミル８ １Ｆ

851 サカイチ不動産マネジメント 株式会社 大阪府 29454 大阪府 大阪狭山市東茱萸木１丁目５１３番地１０

852 コスモ住建 大阪府 30221 大阪府 富田林市本町２１番６号

853 楠開発 株式会社 大阪府 31820 大阪府 泉佐野市羽倉崎１丁目１−６９

854 大伸開発 株式会社 大阪府 30804 大阪府 高槻市郡家本町１２番１号

855 株式会社 双葉住宅 大阪府 41908 大阪府 寝屋川市緑町１９番４号

856 大阪不動産 大阪府 33743 大阪府 大阪市北区天神橋３丁目７−３２

857 忠建工営 株式会社 大阪府 26486 大阪府 堺市東区白鷺町１丁１６番２３号

858 株式会社 エスアールにじゅういち 大阪府 34705 大阪府 大阪市中央区谷町７丁目３ー４ 新谷町第３ビル

859 株式会社 ミドリ殖産 大阪府 40313 大阪府 枚方市大垣内町２丁目８−２２−３０１
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860 牧主住宅開発 株式会社 大阪府 40529 大阪府 大阪狭山市東茱萸木２丁目７７９番地の５

861 株式会社 マイホーム日建 大阪府 27285 大阪府 大阪市中央区上本町西５丁目１番１０号

862 有限会社 建實 大阪府 41247 大阪府 大阪市平野区⾧吉⾧原東２丁目１番４１号 城下マンション１Ｆ

863 株式会社 関西住宅流通 大阪府 41373 大阪府 和泉市浦田町２４３番１ セイコービル１Ｆ

864 株式会社 新大阪建設 大阪府 29649 大阪府 大阪市阿倍野区王子町１丁目４−２３

865 ユニバーサルハウジング 株式会社 大阪府 42339 大阪府 豊中市熊野町４丁目１９番１３号

866 株式会社 美咲住宅 大阪府 42697 大阪府 寝屋川市豊野町２番３３号

867 ケイジーシー 株式会社 大阪府 42822 大阪府 寝屋川市池田本町３０ー１

868 株式会社 あさひ興産 大阪府 42776 大阪府 貝塚市名越１０５９番地１

869 株式会社 日本ビスト 大阪府 43702 大阪府 大阪市西区江戸堀３丁目３番６号

870 奄美共同住販 株式会社 大阪府 45616 大阪府 藤井寺市御舟町２番４２号

871 有限会社 日邦産業 大阪府 27146 大阪府 大阪市阿倍野区天王寺町南３丁目１番４号

872 地建住興 株式会社 大阪府 45062 大阪府 交野市私市４丁目４７番１号

873 株式会社 ライフライン 大阪府 45271 大阪府 大阪市西成区潮路２丁目１７番１２号

874 セイワエステート 株式会社 大阪府 46198 大阪府 箕面市箕面１丁目３番１５号

875 株式会社 タウンホーム 大阪府 45696 大阪府 大阪市平野区喜連東５丁目１６番２７号

876 晋栄土地商業 株式会社 大阪府 46137 大阪府 大阪市北区本庄西２丁目１ー３５ 晋栄一番館１０１

877 三協ハウス 株式会社 大阪府 46291 大阪府 東大阪市弥生町２０番１号

878 株式会社 トラスティ飛鳥 大阪府 49662 大阪府 枚方市上島東町１３−１５

879 有限会社 メール 大阪府 46385 大阪府 豊中市清風荘２丁目６番１０号 清風荘メゾンブライト１０１号

880 だんらん住宅 株式会社 大阪府 46513 大阪府 大阪市北区天神橋３丁目２−２８ ノーブル南森町１１０２号

881 ミツマス都市開発 株式会社 大阪府 46667 大阪府 堺市東区丈六１２３番地８

882 有限会社 ライズトン企画 大阪府 46709 大阪府 大阪市平野区加美正覚寺１丁目１９番１５号

883 近藤建設工業 株式会社 大阪府 46789 大阪府 守口市八島町１番１２号 ５階

884 有限会社 明大 大阪府 47112 大阪府 大阪市北区中津１丁目２−２１ ５Ｆ−５０１号

885 株式会社 大手前プランニング 大阪府 47236 大阪府 大阪市中央区釣鐘町１丁目３−９

886 きょうび住宅 株式会社 大阪府 47539 大阪府 松原市柴垣２丁目４８５番地９

887 有限会社 大和 大阪府 47619 大阪府 茨木市庄１丁目１５番１３号

888 株式会社 マエダエステート 大阪府 47613 大阪府 寝屋川市大成町１番１号 ＭＬＡビル２Ｆ

889 有限会社 リバティーハウス 大阪府 50446 大阪府 堺市堺区南清水町１丁1-37

890 有限会社 ケントハウジング 大阪府 47959 大阪府 枚方市宮之阪１丁目２０番３号

891 西田住建 大阪府 48376 大阪府 羽曳野市恵我之荘１丁目１１番１６号

892 株式会社 日住 大阪府 49023 大阪府 大阪市天王寺区上本町７丁目２−１

893 株式会社 ライフギャザー 大阪府 49083 大阪府 大阪市福島区大開３丁目1-18

894 株式会社 大阪岡本産業 大阪府 49541 大阪府 大阪市東淀川区東中島１丁目２０番１４号 東口ステーションビル

895 株式会社 アースシステム 大阪府 49618 大阪府 大阪市中央区本町３丁目４番１０号

896 有限会社 梶本不動産 大阪府 49846 大阪府 高槻市大手町５番１号

897 株式会社 日生ビルド 大阪府 49867 大阪府 摂津市別府１丁目１８−１

898 有限会社 ダイワエステート 大阪府 50144 大阪府 寝屋川市郡元町１番１号 郡ビル2Ｆ

899 有限会社 チカオホーム 大阪府 50117 大阪府 大阪市東成区中本１丁目１１番１４号 ギャレ緑橋１階

900 大島住宅開発 有限会社 大阪府 50556 大阪府 藤井寺市御舟町１２番１２号

901 株式会社 アール・ホーム 大阪府 54318 大阪府 堺市堺区香ヶ丘町１丁１０−２９

902 Ｆｉｎｅ建物管理 大阪府 50867 大阪府 大阪市西区京町堀１丁目４−８ 京一ビル１０２号



令和2年4月末日時点

903 アリード 株式会社 大阪府 51217 大阪府 大阪市中央区北浜東１番１２号 天満橋フジタビル３０２

904 近藤プロパティ 株式会社 大阪府 51317 大阪府 守口市八島町１−１２

905 株式会社 ユウキハウジング 大阪府 51659 大阪府 枚方市田口２丁目２６番３３号

906 有限会社 ヘイセイハウス 大阪府 51613 大阪府 岸和田市下松町２丁目１８−２８

907 株式会社 ホームクリエイト 大阪府 51742 大阪府 堺市堺区中三国ヶ丘町５丁２−１ みずまちビル

908 アイ・ホーム 株式会社 大阪府 51953 大阪府 羽曳野市古市５丁目１４−５

909 シキシマ不動産 大阪府 51993 大阪府 吹田市岸部北５丁目１３−４

910 有限会社 Ｊホーム 大阪府 52001 大阪府 和泉市はつが野１丁目３１番９号

911 日本リアルエステート 株式会社 大阪府 52142 大阪府 大阪市東成区神路４丁目１２番１６号 ロネスタ新深江

912 有限会社 アールイー・インベスター 大阪府 52300 大阪府 大阪市浪速区湊町２丁目2-5-215

913 株式会社 森友商事 大阪府 52329 大阪府 大阪市中央区内淡路町１丁目１−６

914 アイビィー 株式会社 大阪府 52499 大阪府 大阪市福島区福島７丁目６−２３ 日の出ビル３０４

915 レオハウジング 株式会社 大阪府 52269 大阪府 大阪市中央区谷町２丁目５番４号 エフベースラドルフビル４０６号

916 不動産エージェンシー 大阪府 52539 大阪府 東大阪市吉田６丁目６−５３

917 株式会社 アイジェクト 大阪府 52858 大阪府 大阪市北区西天満１丁目７−１２ トミイビル３Ｆ−３０２号

918 アネトス住宅 株式会社 大阪府 52882 大阪府 枚方市宮之阪２丁目９番９号

919 株式会社 絆住宅販売 大阪府 53081 大阪府 豊中市清風荘１丁目５番１号

920 株式会社 シンエー 大阪府 53184 大阪府 堺市中区深井沢町２６９３−１

921 株式会社 西浦土地 大阪府 53423 大阪府 大阪市北区西天満４丁目３番２１ エステムプラザ梅田ＥＡＳＴ９０４

922 さくらホーム 株式会社 大阪府 53524 大阪府 守口市文園町３番４号 川村ビル２Ｆ左

923 クライム社 大阪府 53713 大阪府 大阪市西区立売堀４丁目４−３−３０４号 藤和阿波座コープ

924 株式会社 リトモ 大阪府 54063 大阪府 大阪市都島区東野田町３丁目13-13 日健京橋ビル５階

925 株式会社 さつき 大阪府 54203 大阪府 大阪市中央区谷町９丁目２−２９ 北平谷町ビル５０３号

926 株式会社 ダイヤコーポレーション 大阪府 54252 大阪府 大阪市北区浮田２丁目３番２４号

927 株式会社 ハウスコンサルタント 大阪府 54326 大阪府 大阪市淀川区西宮原１丁目８番１４ 新大阪八光ビル３０６号

928 花川住建 大阪府 54387 大阪府 羽曳野市恵我之荘６丁目２番７号

929 株式会社 ドリームファクトリー 大阪府 54680 大阪府 和泉市浦田町６２３番地の８

930 株式会社 ７ＳＨＯＷ 大阪府 54759 大阪府 大阪市旭区森小路１丁目11-27

931 株式会社 幸せ不動産 大阪府 54756 大阪府 堺市西区浜寺南町３丁１１−１３

932 株式会社 ライフエステート 大阪府 54825 大阪府 枚方市牧野下島町１４−４

933 ＳＤコンサルタント 株式会社 大阪府 54862 大阪府 大阪市中央区内淡路町１丁目１番５号 センターウイング大手前８Ｆ

934 株式会社 アースコンサルティングオフィス 大阪府 54897 大阪府 大阪市北区西天満２丁目６番８号 堂島ビルヂング３Ｆ

935 ライフサポート 株式会社 大阪府 55139 大阪府 富田林市寺池台５丁目1番8号 カーサ寺池１−Ｃ

936 株式会社 さなだやま不動産 大阪府 56938 大阪府 大阪市天王寺区舟橋町９−６

937 近畿ハウジングセンター 大阪府 55296 大阪府 茨木市寺田町17-14 ﾏﾝｼｮﾝＫ＆Ｍ101号室

938 有限会社 森田建設 大阪府 55494 大阪府 枚方市藤阪東町２丁目１５−１

939 株式会社 日伸建設 大阪府 58007 大阪府 交野市森南３丁目５−２

940 株式会社 オープン 大阪府 55533 大阪府 大阪市中央区東心斎橋１丁目３番１０号

941 ハウジングＢＢシステム 株式会社 大阪府 55567 大阪府 茨木市中穂積２丁目８番９号

942 株式会社 ＴＯＫＵ 大阪府 55759 大阪府 大阪市天王寺区玉造元町２番３４号 東洋軒ビル３Ｆ

943 株式会社 イーホーム 大阪府 58088 大阪府 和泉市万町２４７−３

944 よさこいインベストメント 株式会社 大阪府 55797 大阪府 大阪市北区天神橋２丁目北１番２１号 八千代ビル東館３Ｆ

945 箕面不動産市場 株式会社 大阪府 55933 大阪府 箕面市箕面１丁目３−１１
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946 株式会社 ＳＫＹリアルエステート 大阪府 56083 大阪府 大阪市北区菅原町11番10号 オーキッド中之島701号室

947 株式会社 グローバル・クリーン 大阪府 59476 大阪府 茨木市下穂積２丁目4番11号

948 株式会社 Ａスタイル 大阪府 56144 大阪府 吹田市垂水町１丁目31-22

949 株式会社 阪下ハウス興産 大阪府 56239 大阪府 大阪市住吉区⾧居東４丁目6-3 阪下ビル

950 株式会社 エイト不動産 大阪府 56065 大阪府 大阪市城東区関目５丁目１３−１５ 関目駅前ハイデンス108

951 株式会社 プリマジャパン 大阪府 56519 大阪府 大阪市西区北堀江２丁目11-15 Flat北堀江1Ｆ

952 株式会社 デサイドワークス 大阪府 56584 大阪府 大阪市北区西天満４丁目9-12 リーガル西天満ビル603号

953 エス・ワイ不動産 株式会社 大阪府 58958 大阪府 大阪市大正区千島３丁目１５−４

954 リコーホーム 株式会社 大阪府 56794 大阪府 藤井寺市御舟町１２−１２

955 株式会社 Ｙｏｕ＆Ｍｅ 大阪府 56989 大阪府 大阪市東淀川区下新庄３丁目5-7-503

956 ｏｋａホーム 大阪府 57085 大阪府 堺市西区上野芝向ヶ丘町２丁5-1

957 株式会社 ラインビルド 大阪府 57092 大阪府 茨木市上穂積２丁目5-12 第二ドウエルなかせい

958 株式会社 新井不動産 大阪府 57277 大阪府 東大阪市岸田堂南町12-7

959 松本工務店 大阪府 57367 大阪府 寝屋川市高柳６丁目5-5

960 ディーイーエル 大阪府 57411 大阪府 大阪市淀川区田川３丁目1-41 1階

961 はるか不動産 大阪府 57452 大阪府 堺市南区新檜尾台３丁6-3

962 合同会社 北大阪住販 大阪府 57484 大阪府 大阪市淀川区西中島４丁目7-20 日宝新大阪第一ビル4Ｆ

963 株式会社 サンクリエイト 大阪府 57574 大阪府 大阪市城東区関目５丁目5-7

964 株式会社 ｍｏｍｏｔａｒｏｕ不動産 大阪府 57578 大阪府 吹田市高城町１５番４号 ＭＪ ＢＬＤＧ１階

965 栄リビング 大阪府 57677 大阪府 南河内郡千早赤阪村大字森屋７０３番地８５

966 アーバン不動産投資 株式会社 大阪府 57828 大阪府 四條畷市大字上田原１６９５番地１

967 株式会社 インテリジェンス 大阪府 57837 大阪府 大阪市城東区諏訪３丁目５−３１

968 さくらエステート 株式会社 大阪府 57963 大阪府 大阪市北区天神橋２丁目5-26 ギャラリービル603

969 クレディライフ 株式会社 大阪府 58115 大阪府 大阪市中央区谷町１丁目6-4 天満橋八千代ビル8F

970 リノベ不動産 株式会社 大阪府 58118 大阪府 大阪市西区新町１丁目6-22 新町新興産ビル7F

971 大拓興産 株式会社 大阪府 58135 大阪府 豊中市稲津町１丁目1-1 メゾン稲津100

972 ライトフィールズ 株式会社 大阪府 58046 大阪府 堺市北区中百舌鳥町５丁７６４−２

973 株式会社 クオーレグラン 大阪府 58143 大阪府 大阪市中央区玉造１丁目４番１４号 第一玉造マンション２０２

974 株式会社 城大 大阪府 58337 大阪府 大阪市淀川区西中島２丁目８−２０

975 吉福電建 株式会社 大阪府 58360 大阪府 寝屋川市上神田２丁目３４−１１

976 株式会社 Ｎｅｘｔ Ｃｒｅａｔｉｏｎ 大阪府 58716 大阪府 大阪市東住吉区駒川４丁目９−１９

977 株式会社 蒼悠 大阪府 58721 大阪府 大阪市港区磯路２丁目３−１５ 磯路ビル２Ｆ

978 株式会社 オンワード不動産 大阪府 58871 大阪府 大阪市旭区新森７丁目5-33 ラ・ネージュ新森1階

979 リアルター 大阪府 58946 大阪府 松原市河合１丁目4-17

980 株式会社 ハウスデザインズプラス 大阪府 59075 大阪府 大阪市福島区吉野２丁目１３−８

981 株式会社 Ｆｏｕｒ Ａｃｅｓ 大阪府 59097 大阪府 大阪市北区西天満３丁目１４番６号 センチュリー西天満ビル１１Ｆ

982 株式会社 ＳＥＩＭＵ 大阪府 59151 大阪府 大阪市鶴見区浜４丁目１８−１４

983 株式会社 アルファ土地ホーム 大阪府 59518 大阪府 堺市南区檜尾1202番地2

984 株式会社 アセットブレイン 大阪府 59187 大阪府 大阪市北区西天満２丁目６−８ 堂島ビルヂング４２４号

985 株式会社 ウェルカムホーム 大阪府 59283 大阪府 枚方市山之上北町２５−２３

986 株式会社 アースリード 大阪府 59392 大阪府 大阪市東淀川区菅原４丁目１１−１２

987 九ちゃん不動産 大阪府 59398 大阪府 和泉市鶴山台１丁目７−９

988 株式会社 旭栄 大阪府 59350 大阪府 大阪市浪速区下寺２丁目１−５
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989 株式会社 エスカンパニー 大阪府 59420 大阪府 堺市堺区翁橋町１丁６−１６−４０３

990 株式会社 アロン 大阪府 59461 大阪府 大阪市都島区都島本通１丁目１８−１

991 株式会社 ラ・ミール 大阪府 59482 大阪府 大阪市浪速区桜川２丁目３−２８

992 株式会社 ＰＧＳホーム 大阪府 59457 大阪府 大阪市東成区東今里２丁目１−８

993 エムズコーポレーション 株式会社 大阪府 59495 大阪府 大阪市北区天満橋１丁目３番２１号 タカセビル２０２号

994 株式会社 イー・スタイル 大阪府 59754 大阪府 大阪市中央区博労町３丁目６−７ 御堂筋三都ビル４０３号

995 株式会社 オオシタ商事 大阪府 59832 大阪府 大阪市中央区南船場３丁目６−２５ ＩＢＣ心斎橋ｅａｓｔ ４階 ５０５号

996 大和アセットホームズ 大阪府 59874 大阪府 東大阪市若江東町６丁目８番４３号

997 株式会社 サンライズプランニング 大阪府 60607 大阪府 寝屋川市日之出町１番１５号

998 中井不動産 大阪府 59932 大阪府 茨木市上中条２丁目６−２０

999 株式会社 アールエイチ住建 大阪府 60039 大阪府 大阪市中央区安堂寺町１丁目３−６ 大阪上町ビル９０２

1000 エクシード 大阪府 60023 大阪府 大阪市住吉区⾧居３丁目１４−２ パークウェスト⾧居１階

1001 ダイヨシ 大阪府 60089 大阪府 東大阪市荒川３丁目７−８

1002 株式会社 ＬＩＶＥ ＬＩＦＥ 大阪府 60105 大阪府 大阪市中央区淡路町２丁目５−１１ ＡＳＡビル５階

1003 株式会社 フューチャーリーディング大阪 大阪府 60109 大阪府 大阪市中央区平野町３丁目１−１０ オーセンティック淀屋橋３０１号室

1004 白石不動産 大阪府 60792 大阪府 豊中市東泉丘４丁目５−５０−９１６号

1005 森屋不動興産 大阪府 61106 大阪府 大阪市淀川区十三本町２丁目９−３ エステムコート十三本町１００３号

1006 株式会社 アートランド 兵庫県 450757 兵庫県 姫路市南今宿８−９

1007 有限会社 ホーネス 兵庫県 202713 兵庫県 尼崎市金楽寺町２丁目３７−１０

1008 ミヤマハウス 兵庫県 202733 兵庫県 尼崎市富松町２丁目３１−５

1009 松本伊 株式会社 兵庫県 800199 兵庫県 南あわじ市榎列大榎列５００−１

1010 アクセルホーム 兵庫県 401019 兵庫県 明石市大蔵谷奥１６−５−１３３

1011 株式会社 ライフクリエイト 兵庫県 401102 兵庫県 加古川市平岡町新在家２丁目２８０−７ 赤松ビル５号

1012 有限会社 中央エクシード 兵庫県 10440 兵庫県 神戸市中央区琴ノ緒町５丁目５−２９ (三経ビル３０５号室)

1013 有限会社 ホームズＳｅｅＢｅｅ 兵庫県 203646 兵庫県 尼崎市武庫之荘１丁目２３−８−２０２

1014 株式会社 シニア・エステート・ボランタリー 兵庫県 10749 兵庫県 神戸市須磨区行幸町４丁目４−３

1015 有限会社 ミヤビホーム 兵庫県 300162 兵庫県 伊丹市平松４丁目１−１４

1016 公陽ホーム 株式会社 兵庫県 10842 兵庫県 神戸市垂水区神陵台３丁目２番１−１０ （明舞北センタービル）

1017 有限会社 よしはうす 兵庫県 10887 兵庫県 明石市西明石南町２丁目１８−１６

1018 有限会社 ハウジングオフィス神戸 兵庫県 10933 兵庫県 神戸市須磨区月見山本町１丁目５−２６ 須磨月見山ハイツ１０４号

1019 有限会社 つかさ商事 兵庫県 203738 兵庫県 尼崎市大庄西町１丁目２５−１６

1020 有限会社 セグロス住宅 兵庫県 11007 兵庫県 神戸市⾧田区丸山町４丁目２−４−１

1021 有限会社 山川土地建物 兵庫県 203783 兵庫県 西宮市田代町１４−２

1022 株式会社 ライブハウス 兵庫県 451210 兵庫県 姫路市田寺東４丁目７−１０

1023 有限会社 永成 兵庫県 451228 兵庫県 姫路市米田町１５−１ 船場東ビル２F

1024 翔レジデンスカンパニー 株式会社 兵庫県 11225 兵庫県 神戸市中央区東町１２３番地 (貿易ビル６Ｆ)

1025 株式会社 キューブ・クリエイツ 兵庫県 203964 兵庫県 西宮市甲子園浦風町２−１９

1026 アイユーエステート 株式会社 兵庫県 300368 兵庫県 川西市中央町６−１１

1027 株式会社 シャルマンコーポレーション 兵庫県 11397 兵庫県 神戸市中央区相生町４丁目３−４ （シャルマン神戸駅前ビル）

1028 シエナホーム 株式会社 兵庫県 350410 兵庫県 小野市天神町１０００−１

1029 株式会社 カサ・アスール 兵庫県 300364 兵庫県 川西市緑台３丁目３−６２

1030 伊奈利開発 兵庫県 401381 兵庫県 明石市大久保町高丘７丁目６５−２

1031 株式会社 丸松コーポレーション 兵庫県 204059 兵庫県 尼崎市塚口町２丁目２−５ (メゾン塚口１Ｆ)



令和2年4月末日時点

1032 ＫＳプランニング・サービス 兵庫県 204080 兵庫県 芦屋市茶屋之町１−１９ ポコアポコ芦屋５０８

1033 株式会社 パディーフィールド 兵庫県 11480 兵庫県 神戸市垂水区小束山手１丁目１−２

1034 株式会社 ネクサス 兵庫県 11546 兵庫県 明石市朝霧南町１丁目１８０−１ リードサザンビル４０１号

1035 ｅリアルティ 合同会社 兵庫県 204245 兵庫県 尼崎市東難波町３丁目１９−１０

1036 有限会社 みなとエステートサービス 兵庫県 451432 兵庫県 姫路市広畑区東新町２丁目４３−１ （東光寺ハイツ１階）

1037 株式会社 クレスコ不動産 兵庫県 204259 兵庫県 西宮市北名次町２−３２

1038 ハード住建 株式会社 兵庫県 300461 兵庫県 川西市加茂３丁目８−５

1039 株式会社 シフト総合ハウジング 兵庫県 204308 兵庫県 西宮市市庭町７−４ 高橋ガーデンハイツ２０４号室

1040 株式会社 ヘブンリーホーム 兵庫県 11841 兵庫県 神戸市北区若葉台３丁目１４−１４

1041 株式会社 一陣 兵庫県 300468 兵庫県 宝塚市伊孑志４丁目２−６０−１０８ シティー逆瀬川マンション

1042 株式会社 ＦＧ 兵庫県 11876 兵庫県 神戸市東灘区御影中町８丁目５−１０ ＡＲＩルーム１０３号

1043 有限会社 新星建設 兵庫県 300474 兵庫県 伊丹市千僧６丁目２１６−１−Ｆ レントオフィス小川

1044 アップトラスト 株式会社 兵庫県 11889 兵庫県 神戸市兵庫区塚本通３丁目１−１２−１ ロイヤル塚本１階

1045 Ｍ＆Ｓ不動産 株式会社 兵庫県 401525 兵庫県 明石市小久保３丁目５−１１

1046 株式会社 いろは 兵庫県 300488 兵庫県 川西市小花１丁目７−１２

1047 株式会社 シュート 兵庫県 11942 兵庫県 神戸市⾧田区海運町５丁目１−２４

1048 かみや不動産 株式会社 兵庫県 451526 兵庫県 姫路市東辻井２丁目４−１８

1049 西武建設 株式会社 奈良県 1885 奈良県 桜井市大字東新堂３２５番地の１ 西武マンシヨン１Ｆ

1050 理創住販 有限会社 奈良県 3657 奈良県 大和高田市日之出西本町６−２３

1051 伸陽興産 奈良県 3266 奈良県 大和郡山市杉町４３−１

1052 中和土地建物 奈良県 3276 奈良県 生駒郡斑鳩町神南５丁目７−１

1053 パレス 株式会社 奈良県 3666 奈良県 奈良市登美ヶ丘５丁目３−４

1054 堀口不動産 奈良県 3893 奈良県 磯城郡田原本町１７５−１

1055 株式会社 サクシード 奈良県 3960 奈良県 奈良市芝辻町４丁目６−１５ 宝来ビル３０１

1056 越部地所 和歌山県 2373 和歌山県 和歌山市毛革屋丁２１番地

1057 太陽住宅 株式会社 和歌山県 2504 和歌山県 和歌山市直川６０８番地３

1058 株式会社 グローリーハウス 和歌山県 3673 和歌山県 西牟婁郡白浜町堅田２０７５

1059 ＣＡＲＯハウス 株式会社 和歌山県 3767 和歌山県 岩出市清水359番地の2

1060 株式会社ホームメディエーション 和歌山県 3850 和歌山県 紀の川市打田１３３６番地 001

1061 株式会社 ラポールエステート 鳥取県 1023 鳥取県 米子市加茂町２丁目１１３

1062 株式会社 ニッコン 鳥取県 1207 鳥取県 米子市安倍２００−１ 平成ビル２Ｆ

1063 山下不動産 鳥取県 1370 鳥取県 鳥取市気高町酒津370-1

1064 井戸垣産業 株式会社 鳥取県 1369 鳥取県 倉吉市堺町３丁目57番地1

1065 株式会社 渡部工務店 島根県 1070 島根県 安来市飯島町４１２−１

1066 幸和建設株式会社 島根県 1084 島根県 雲南市木次町新市１７６

1067 田中工業 株式会社 島根県 1111 島根県 雲南市木次町下熊谷１０９８−８

1068 マノ不動産 島根県 1131 島根県 益田市三宅町２−３２ 文研ビル１０４

1069 株式会社 やくも不動産企画 島根県 1322 島根県 出雲市斐川町上庄原１７９０番地２

1070 東本地所 株式会社 岡山県 2044 岡山県 赤磐市日古木５９０

1071 太陽建設 株式会社 岡山県 2966 岡山県 備前市伊部２４０７番地

1072 石原不動産 株式会社 岡山県 402 岡山県 岡山市北区丸の内１丁目１番２号

1073 三⾧商事 株式会社 岡山県 393 岡山県 岡山市北区清心町１−２３

1074 株式会社 妹尾不動産 岡山県 225 岡山県 岡山市南区妹尾８４１番地



令和2年4月末日時点

1075 橋本興産 株式会社 岡山県 3131 岡山県 岡山市南区福成２丁目２１−３１

1076 ユージー技建 株式会社 岡山県 2824 岡山県 瀬戸内市牛窓町鹿忍４５４４−５

1077 オレンジ不動産 株式会社 岡山県 3329 岡山県 岡山市中区下中野３４３−１０２

1078 三雅 株式会社 岡山県 3390 岡山県 岡山市北区奥田本町4-3 鳥越ビル2F北西

1079 有限会社 ライト住宅企画 岡山県 4397 岡山県 岡山市南区新保６７７−１０

1080 株式会社 コーチ 岡山県 4401 岡山県 岡山市南区妹尾１４５４−２

1081 株式会社 新都市不動産 岡山県 4456 岡山県 倉敷市白楽町１０１−７

1082 有限会社 山岡不動産コンサルタント 岡山県 4663 岡山県 岡山市南区新福１丁目３−７

1083 株式会社 ウッディワールドのざき 岡山県 4852 岡山県 岡山市東区西大寺新地１６６−１

1084 一英ネット 株式会社 岡山県 4963 岡山県 津山市小田中１３００−２

1085 株式会社 リ・ライフプロデュース 岡山県 5266 岡山県 岡山市北区下中野３５１−１０１ ＫＳビル

1086 浅野産業 株式会社 岡山県 5447 岡山県 岡山市北区南中央町１２−１６

1087 株式会社 アイセス 岡山県 5823 岡山県 岡山市北区大井2216番地

1088 株式会社 アイリーフ 岡山県 5583 岡山県 岡山市北区奉還町１丁目３番１８号

1089 株式会社 めぐみ不動産 岡山県 5598 岡山県 岡山市北区辰巳８番地１０１ コーポことぶき２０２号

1090 株式会社 ｅ−住まいる 岡山県 5670 岡山県 倉敷市西中新田507番地の2-2F

1091 株式会社 Ｓｋｅｔｃｈ 岡山県 5681 岡山県 岡山市北区平田170-113 ウィンビル201

1092 Ｂ−ＥＳＵＴＥＴＯ 岡山県 5686 岡山県 勝田郡奈義町豊沢２２−２

1093 株式会社 アペル 広島県 6889 広島県 府中市鵜飼町５１−１

1094 木住不動産 株式会社 広島県 6948 広島県 広島市中区広瀬北町８−６

1095 株式会社 スカイホーム広島 広島県 7009 広島県 広島市西区観音本町１丁目１５−１８ ＳＫＹ．ＢＬＤ１階

1096 有限会社 アスカプランニング 広島県 7533 広島県 広島市中区東白島町１７−１８−３０２

1097 有限会社 アネストホーム 広島県 7939 広島県 広島市西区南観音２丁目８−２８

1098 有限会社 高屋土地建物 広島県 7972 広島県 東広島市高屋町杵原１３２８−６

1099 住宅システム販売 株式会社 広島県 8392 広島県 広島市西区上天満町２−３２

1100 クラン・コーポレーション 広島県 10884 広島県 広島市西区三篠町２丁目１２番１３号

1101 有限会社 アソック 広島県 8617 広島県 広島市東区牛田本町４丁目５−１２

1102 株式会社 髙橋デザイン建築事務所 広島県 8903 広島県 福山市南蔵王町３丁目１０−３０

1103 有限会社 タカハチ 広島県 9059 広島県 広島市中区東白島町１７−１８−２０１

1104 森建開発 株式会社 広島県 9441 広島県 広島市西区中広町１丁目１０−１２

1105 株式会社 椿不動産 広島県 9555 広島県 広島市中区八丁堀１５−１０ セントラルビル４Ｆ

1106 株式会社 リバーシティ 広島県 9626 広島県 広島市佐伯区五日市中央３丁目１０−３５ ヴエルデイ五日市中央小学校前７０４

1107 リライフ 株式会社 広島県 9823 広島県 廿日市市串戸２丁目１７−１

1108 株式会社 ミユキコーポレーション 広島県 9911 広島県 尾道市西御所町１３−１０

1109 西日本エコスタイル 株式会社 広島県 10925 広島県 広島市西区西観音町１８−５ プランドール西観音２０３

1110 株式会社 エクスパートナー 広島県 9940 広島県 広島市東区牛田中２丁目１−２２

1111 有限会社 由工房 広島県 10306 広島県 府中市父石町８５９番地の１０

1112 株式会社 ＩＲＥＣ 広島県 10400 広島県 広島市東区牛田早稲田１丁目１−３

1113 株式会社 ダイサン 広島県 10469 広島県 廿日市市阿品台２丁目１６番１２号

1114 株式会社 広島不動産買取センター 広島県 10534 広島県 安芸郡府中町浜田本町５番２２号

1115 マリー不動産 広島県 10607 広島県 東広島市西大沢１丁目３０番２号

1116 北広島トーヨー住器 株式会社 広島県 10702 広島県 広島市安佐北区可部５丁目９−２２

1117 株式会社 ネオホームズ 広島県 10813 広島県 広島市東区戸坂山根３丁目４番６−４号 Ｎビル２０２
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1118 月船 広島県 10834 広島県 広島市南区比治山本町１５−１０

1119 株式会社 トランスワークス 広島県 10879 広島県 広島市安佐南区川内６丁目４２番２１号

1120 株式会社 和幸不動産 山口県 2279 山口県 宇部市寿町１丁目３−１３

1121 髙山産業 株式会社 山口県 2750 山口県 美祢市秋芳町岩永本郷２９

1122 株式会社 小高工務店 山口県 3149 山口県 宇部市大字善和字打越１３０３番地

1123 有限会社 岡﨑建設 山口県 3204 山口県 下関市豊浦町大字宇賀４８０７

1124 株式会社 産建コーポレーション 山口県 3359 山口県 宇部市常盤台２丁目１５−６

1125 Ｙネット不動産 株式会社 山口県 3458 山口県 宇部市大字中野開作４０７−３

1126 ふどうさん屋さん 久良多 山口県 3465 山口県 下関市清末鞍馬３丁目９番２５号

1127 株式会社 池田建設 山口県 3484 山口県 山口市仁保下郷２９２６

1128 かくだ不動産 山口県 3567 山口県 山陽小野田市中央２丁目４−６

1129 株式会社 不動産の杉山 山口県 3605 山口県 宇部市大字中野開作３８２番地１

1130 せいえい 株式会社 山口県 3607 山口県 山陽小野田市大字厚狭８７８−２

1131 株式会社 大協ハウス工業 徳島県 952 徳島県 徳島市住吉４丁目１２番２０号

1132 鈴江不動産 有限会社 徳島県 1880 徳島県 徳島市川内町宮島本浦１２８番地の３

1133 有限会社 すだち企画 徳島県 2128 徳島県 板野郡松茂町広島字南川向３５番地の４６

1134 丸正住建 有限会社 徳島県 2189 徳島県 徳島市大原町外籠９７−８

1135 有限会社 おおにし 徳島県 2415 徳島県 徳島市名東町２丁目５８８−３

1136 一般社団法人 徳島空き家相談室協会 徳島県 3054 徳島県 徳島市城南町２丁目1076番地1

1137 テイク・ホーム 徳島県 2999 徳島県 板野郡藍住町矢上字北分2-2

1138 ＭＳＴ不動産 徳島県 3002 徳島県 阿南市下大野町渡り上り7-268

1139 山下不動産 香川県 4165 香川県 高松市御厩町１６６０

1140 井関商事 香川県 4405 香川県 高松市屋島西町１５４７−１

1141 有限会社 繁不動産 香川県 1824 香川県 丸亀市本町17-1

1142 有限会社 アットホーム・エステート 香川県 3880 香川県 高松市多肥下町１５５６−１１

1143 有限会社 アサヒ企画 香川県 3819 香川県 観音寺市村黒町265番地1

1144 大野不動産 香川県 4015 香川県 高松市多肥上町１１１２−３

1145 スタイン不動産 香川県 4234 香川県 高松市屋島中町７５９−２

1146 株式会社 ツーアンドフォー 香川県 4285 香川県 観音寺市茂木町２丁目1番１１

1147 有限会社 パルオートガレージ 香川県 4341 香川県 高松市十川西町５８７番地２

1148 ＮｅｘＴａｔｅ 香川県 4363 香川県 高松市牟礼町牟礼２４９番地

1149 株式会社 サンタ 香川県 4378 香川県 高松市三条町６２３−１

1150 有限会社 アイゼンホーム 愛媛県 3183 愛媛県 松山市来住町４８３番地１

1151 アイコー開発 株式会社 愛媛県 3088 愛媛県 松山市湊町２丁目１番地７

1152 新日本建設 株式会社 愛媛県 3295 愛媛県 松山市空港通３丁目９番３号

1153 ミセスホーム 株式会社 愛媛県 3490 愛媛県 松山市山越５丁目８番１５号

1154 株式会社 ユアパートナーズ 愛媛県 5137 愛媛県 松山市柳井町２丁目２０番地５ 伊賀上ビル１Ｆ

1155 株式会社 愛進 愛媛県 5329 愛媛県 松山市土橋町８６−６

1156 はじめ宅建 愛媛県 5274 愛媛県 伊予郡砥部町高尾田１２５２番地２２

1157 渡部酒販 株式会社 愛媛県 5428 愛媛県 松山市本町７丁目２４番地

1158 アーク都市管理 株式会社 愛媛県 5490 愛媛県 松山市勝山町２丁目16番地11

1159 記念住宅 株式会社 高知県 1611 高知県 高知市八反町２丁目１０番２号

1160 有限会社 つるかめ不動産 高知県 2186 高知県 香美市土佐山田町旭町２丁目５番２５号



令和2年4月末日時点

1161 あおい住宅 高知県 2760 高知県 高知市北新田町14-21 サウスハイツ201

1162 株式会社 ライフラインサービス 高知県 2833 高知県 高知市高須東町１−25

1163 株式会社 和住工業 高知県 2875 高知県 高知市中宝永町5番18号

1164 安永興産 福岡県 10426 福岡県 北九州市八幡西区楠木２丁目１７−１７ 楠木荘１０２

1165 広成住宅 株式会社 福岡県 10618 福岡県 福岡市早良区原７丁目１４番２６号

1166 株式会社 大地ホーム 福岡県 10989 福岡県 福岡市東区八田２丁目１番２０号

1167 有限会社 エステートアイ 福岡県 12062 福岡県 北九州市小倉南区北方２丁目６番２４号

1168 有限会社 リライフ 福岡県 12580 福岡県 北九州市八幡西区大浦３丁目１３−１

1169 有限会社 ジェイ・ランド 福岡県 12626 福岡県 福岡市東区下原１丁目１３−２ メゾン・ド・ギコウ

1170 株式会社 山田工務店 福岡県 8607 福岡県 福岡市博多区対馬小路１０−２２

1171 有限会社 アイワ企画 福岡県 14052 福岡県 宗像市光岡８５−１

1172 有限会社 大国ホーム 福岡県 14433 福岡県 京都郡苅田町若久町２丁目１−９

1173 マルイチ不動産販売 有限会社 福岡県 15214 福岡県 北九州市小倉南区徳力２丁目５−１ ア−バンコア１階１０３

1174 有限会社 ＥＣエステート 福岡県 15303 福岡県 北九州市小倉北区馬借１丁目１６−１２−１０２

1175 ドリームドア 福岡県 15444 福岡県 北九州市戸畑区千防２丁目１−１

1176 株式会社 ＵＮＯ建設 福岡県 15542 福岡県 北九州市若松区高須東４丁目２番８号 共栄ビル１階

1177 共栄不動産サービス 株式会社 福岡県 15700 福岡県 福岡市中央区大名２丁目４−３８ チサンマンシヨン天神Ⅲ１０１６号

1178 株式会社 アスリンク 福岡県 15832 福岡県 福岡市東区馬出２丁目３−３４

1179 グランアミーゴ 株式会社 福岡県 17982 福岡県 豊前市大字八屋2251-4

1180 オリーブ不動産 福岡県 17409 福岡県 久留米市御井町２４４８−１Ａ

1181 株式会社 不動産ファクトリー 福岡県 17513 福岡県 福岡市博多区博多駅東１丁目12-17 五幸ビル６階

1182 株式会社 ティー・アール・イー 福岡県 17640 福岡県 福岡市中央区大名２丁目4-38 チサンマンション天神Ⅲ706

1183 不動産工房ゆくはし 株式会社 福岡県 17864 福岡県 行橋市大字道場寺１４７４−８−１０１号

1184 株式会社 リコラ 福岡県 17874 福岡県 福岡市博多区博多駅東３丁目３−１０−３０４

1185 株式会社 グローバルコンサルタント 福岡県 18023 福岡県 北九州市八幡西区陣原３丁目23-9

1186 株式会社 ３４ＨＯＭＥ 福岡県 18046 福岡県 久留米市南薫町1513-9

1187 株式会社 はぴりの 福岡県 18098 福岡県 福岡市南区大楠１丁目５番１０号 コンフォール高宮東

1188 株式会社 照葉不動産 福岡県 18111 福岡県 福岡市中央区天神５丁目10-1-202 ＮＹＢＦビル

1189 株式会社 ホームベース 福岡県 18129 福岡県 福岡市南区曰佐３丁目１番２９号

1190 燦燦不動産 福岡県 18153 福岡県 築上郡上毛町大字宇野８７４−１

1191 Ｎｏｍｕｒａ Ｈｏｕｓｅ 福岡県 18267 福岡県 北九州市小倉南区湯川５丁目4-22

1192 ケース・モネル 株式会社 福岡県 18276 福岡県 福岡市中央区舞鶴２丁目1-10-6Ｆ

1193 有限会社 辻野電気工事 福岡県 18393 福岡県 福岡市西区姪浜駅南３丁目11-22

1194 株式会社 ブルーミングスケープ 福岡県 18418 福岡県 朝倉郡筑前町高上564-4

1195 株式会社 総合企画光 福岡県 18514 福岡県 行橋市大字下検地174-3

1196 ＴＫハウジング 株式会社 福岡県 18527 福岡県 福岡市博多区博多駅前３丁目27-25

1197 株式会社 エンブレイン 福岡県 19113 福岡県 北九州市小倉北区馬借３丁目１番７号 小川レジデンス１−２０２Ｂ号

1198 株式会社 住まいのかたち 佐賀県 2432 佐賀県 唐津市栄町2569番地9

1199 大善不動産 ⾧崎県 3198 ⾧崎県 佐世保市名切町１１−１４

1200 相川工務店 株式会社 ⾧崎県 4058 ⾧崎県 南島原市西有家町⾧野４５８−１

1201 ランドアークサービス 株式会社 ⾧崎県 3404 ⾧崎県 佐世保市塩浜町８−６

1202 ユタカ不動産 ⾧崎県 3547 ⾧崎県 ⾧崎市鳴見町４１２−７

1203 有限会社 後田木工所 ⾧崎県 3560 ⾧崎県 諫早市飯盛町開１５３６−１



令和2年4月末日時点

1204 むかい企画 株式会社 ⾧崎県 3574 ⾧崎県 諫早市小船越町５７１−１６

1205 株式会社 浪漫ワークス ⾧崎県 4017 ⾧崎県 大村市東三城町７−９ フジビル１階

1206 株式会社 南栄開発 熊本県 2825 熊本県 熊本市東区小峯３丁目１番１８号

1207 株式会社 アリストホーム 熊本県 3742 熊本県 熊本市南区薄場１丁目１５−１６

1208 有限会社 菊池宅建 熊本県 4162 熊本県 菊池市北宮３４２−５

1209 さくら不動産 熊本県 4007 熊本県 荒尾市川登１９１８−１２

1210 有限会社 碧プランニング 熊本県 4122 熊本県 熊本市中央区神水１丁目37-18

1211 矢野不動産 熊本県 4215 熊本県 菊池郡菊陽町大字久保田２７０４−３

1212 Ｋカンパニー 熊本県 4474 熊本県 熊本市南区幸田１丁目２−１１

1213 合同会社 フルライフプランニング 熊本県 4563 熊本県 熊本市中央区帯山２丁目３−１５

1214 池上不動産 熊本県 4730 熊本県 荒尾市下井手３２５−１

1215 株式会社 ひごスタイル 熊本県 4793 熊本県 熊本市中央区坪井６丁目12-1

1216 アグリ開発 株式会社 熊本県 4824 熊本県 熊本市南区良町４丁目１−７０

1217 株式会社 住管理システム 熊本県 4933 熊本県 熊本市南区御幸笛田６丁目７−４９

1218 株式会社 築 熊本県 5048 熊本県 熊本市中央区辛島町4-26 vivo辛島20Ｂ

1219 株式会社 カンメラ住研 熊本県 5065 熊本県 熊本市東区⾧嶺東５丁目15番 -105号

1220 アップル宅建 熊本県 5073 熊本県 熊本市東区⾧嶺南３丁目８−７８

1221 株式会社 吉安建設 熊本県 5135 熊本県 菊池市泗水町亀尾３５８８

1222 合同会社 グローリー 熊本県 5218 熊本県 熊本市東区尾ノ上１丁目７−１５−３

1223 株式会社 ＧＡＩＮＥＲ 熊本県 5241 熊本県 熊本市中央区本荘５丁目9-25 ２階

1224 大分県不動産事業協同組合 大分県 1606 大分県 大分市新町１９−１

1225 アップルホーム 株式会社 大分県 2959 大分県 大分市大字津留１９１１−２ 第一岩田ビル

1226 株式会社 すまいる 大分県 2929 大分県 大分市大字下郡３６５９−２５   ピ−スコ−ト２１−１ 002

1227 株式会社 トライズ 大分県 3141 大分県 大分市大字森町３０５番地２７

1228 株式会社 ベンチャーインベストメント 大分県 3155 大分県 大分市高松１丁目７番地１２号

1229 合資会社 ｅ−ハウス 大分県 3208 大分県 大分市富士見が丘東３丁目１８−１０

1230 株式会社クリエイド 大分県 3272 大分県 大分市荷揚町10番13号 大分法曹ビル201

1231 大分地所株式会社 大分県 3277 大分県 大分市大手町１丁目２-５ 三和コーポ１０３号

1232 有限会社 グリ−ン開発 宮崎県 2288 宮崎県 宮崎市大淀１丁目１−３５

1233 シティー住宅 株式会社 宮崎県 3209 宮崎県 宮崎市船塚３丁目１４４

1234 有限会社 やまと住宅 宮崎県 3845 宮崎県 都城市東町１２街区１３号

1235 エステート・プランニングＩＷＡＭＯＴＯ 宮崎県 3765 宮崎県 宮崎市高岡町浦之名2447-2

1236 株式会社 不動産ネットワーク 宮崎県 4537 宮崎県 延岡市桜小路３４９−１９

1237 有限会社 前原不動産 宮崎県 4301 宮崎県 宮崎市学園木花台北２丁目7-1

1238 金丸住宅 宮崎県 4435 宮崎県 宮崎市清武町池田台２８−６

1239 花山手不動産 宮崎県 4484 宮崎県 宮崎市花山手東３丁目１８−４

1240 株式会社 加行建設 宮崎県 4527 宮崎県 延岡市緑ケ丘３丁目１５−３３

1241 アキ・ハウジング 株式会社 宮崎県 4551 宮崎県 宮崎市下北方町常盤元９９５−２

1242 株式会社 匠家 宮崎県 4755 宮崎県 宮崎市大塚町水流５１１７−５ 匠家ビル2Ｆ

1243 クリーン不動産 株式会社 宮崎県 4765 宮崎県 宮崎市宮崎駅東３丁目５番地7

1244 株式会社山田屋不動産 宮崎県 4835 宮崎県 延岡市桜園町149番地1

1245 株式会社エッグホーム宮崎 宮崎県 4853 宮崎県 宮崎市旭１丁目6-15 TDビル1階

1246 ライズスペース 宮崎県 4857 宮崎県 宮崎市瀬頭２丁目11-5 2F
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1247 ＡＬＥＸ不動産 宮崎県 4862 宮崎県 宮崎市下原町368番地10 橋元コーポ105号

1248 有村不動産 鹿児島県 3280 鹿児島県 霧島市国分新町２丁目１４−２２

1249 有限会社 アートハウス国分 鹿児島県 5165 鹿児島県 霧島市国分中央１丁目８−２７ 古川ハイツ１Ｆ

1250 イワタホーム 株式会社 鹿児島県 4467 鹿児島県 霧島市隼人町神宮４丁目１６−２

1251 株式会社 住まいず 鹿児島県 4635 鹿児島県 霧島市隼人町内山田１丁目５−７

1252 株式会社 ＴＢ 沖縄県 3777 沖縄県 那覇市壺川１丁目１２−８

1253 株式会社 沖縄ネット不動産 沖縄県 3987 沖縄県 那覇市首里末吉町１丁目１５４ 知念ビル１階

1254 株式会社 イッセイナナ産業 沖縄県 4042 沖縄県 那覇市首里桃原町１丁目８

1255 株式会社 ＷＩＬＬ 沖縄県 4464 沖縄県 中頭郡北中城村字安谷屋2162

1256 株式会社リプラ不動産 沖縄県 4558 沖縄県 中頭郡北谷町字吉原１１６９−６


