
登録数;86 2021年9月14日時点

商号 免許都道府県 免許証番号 所在地 建物名

株式会社ヴィレッジヒルズ 北海道(オホ)知事 422 北海道北見市緑ヶ丘3丁目12番25号 ゴルフプラザオカムラ2階

油川不動産株式会社 青森県知事 3457 青森県青森市大字油川字大浜72-2

無垢のき不動産合同会社 青森県知事 3433 青森県むつ市苫生町一丁目3番18号

株式会社大川地建 青森県知事 1412 青森県弘前市大字城東四丁目4番地4

株式会社メイクホーム 岩手県知事 1830 岩手県盛岡市上堂1-19-33

株式会社サンホームズ 国土交通大臣 5575 岩手県久慈市川崎町12番14号

株式会社サトー住販 山形県知事 1708 山形県寒河江市大字柴橋1454番地の10

クレア工業株式会社 宮城県知事 6202 宮城県仙台市若林区かすみ町24-15

株式会社アランザ 宮城県知事 6375 宮城県仙台市青葉区川平3丁目41-23

株式会社アトラスホーム 宮城県知事 6215 宮城県泉区北高森2番地の1

東栄物産株式会社 福島県知事 10191 福島県福島市浜田町3-17

株式会社住宅市場 茨城県知事 6818 茨城県那珂市菅谷4279-5

株式会社リノベ 茨城県知事 7278 茨城県つくば市森の里91-7

有限会社住研 栃木県知事 3856 栃木県大田原市紫塚1-3-26

トウショウレックス株式会社 国土交通大臣 7347 群馬県高崎市上中居町17番地1

トウショウレックス株式会社高崎問屋町駅
プラザ店

国土交通大臣 7347 群馬県高崎市問屋町4丁目6番地4

ララハウス株式会社 国土交通大臣 9970 群馬県太田市新井町520-10

株式会社晃洋 群馬県知事 7606 群馬県館林市城町9-36

アールハウス株式会社 群馬県知事 7396 群馬県伊勢崎市ひろせ町4105番地1

株式会社アキュラホーム 国土交通大臣 6982
埼玉県さいたま市中央区新中里一丁目1
番10号

株式会社ユウシン 埼玉県知事 22341 埼玉県川口市戸塚2-9-14 ミナーク東川口2階

土屋興業株式会社 埼玉県知事 6381 埼玉県入間市南峯174-1

株式会社アール・エフ・マネジメント 埼玉県知事 23724 埼玉県和光市本町1-17斎藤ビル4階

トウショウレックス株式会社大宮支店 国土交通大臣 7347
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目
376番地

MS-1ビル6F

株式会社エムエス・トラスト 埼玉県知事 20568 埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5 VIP328

株式会社ミライ 埼玉県知事 23622 埼玉県児玉郡上里町大字金久保359-1

株式会社アットホームズ 埼玉県知事 16997 埼玉県本庄市けや木1-2-1

株式会社穂波エステート 埼玉県知事 23580 埼玉県さいたま市中央区上落合9-1-6 Mビル2F

京葉エステート株式会社 千葉県知事 8841 千葉県船橋市行田1丁目48番7号

有限会社新井トラスト 千葉県知事 16068 千葉県市原市更級1-7-3

株式会社フォレストホーム 千葉県知事 17376 千葉県木更津市東太田3-9-29

太陽ハウス株式会社 国土交通大臣 5869 千葉県松戸市新松戸1丁目204

有限会社ラックス 千葉県知事 13205 千葉県柏市十余二297-123

株式会社ハウスプラザ 国土交通大臣 5542 東京都足立区綾瀬4-9-30

ホームトレードセンター株式会社 国土交通大臣 8044 東京都武蔵野市西久保1丁目6番22号 IGHD別館2階

株式会社ハウスプラザ青戸店 国土交通大臣 5542 東京都葛飾区青戸3-38-7



商号 免許都道府県 免許証番号 所在地 建物名

有限会社セントラル・ホームズ 神奈川県知事 15542 神奈川県横須賀市長沢2丁目8番14号

株式会社スペースワン 神奈川県知事 19426 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境110番地1

株式会社プレイス・コーポレーション 神奈川県知事 29908
神奈川県横浜市港南区港南台3丁目4番
46号

株式会社ラクジュ 神奈川県知事 28463 神奈川県横浜市港南区芹が谷4-21-22

株式会社リアルハウジング 神奈川県知事 26121 神奈川県横浜市緑区青砥町3-7

株式会社東海建物 神奈川県知事 30559 神奈川県横浜市神奈川区反町1-11-1

かつ七興産株式会社 神奈川県知事 13385 神奈川県横須賀市日の出町1-12

かつ七総合管理株式会社 神奈川県知事 27696 神奈川県横須賀市日の出町1-12

株式会社二幸ハウス工業 神奈川県知事 10737 神奈川県藤沢市湘南台5-35-6

鈴木修建設株式会社 神奈川県知事 20522 神奈川県平塚市八重咲町26番20号

株式会社セントラルライフ 神奈川県知事 29255 神奈川県横須賀市本町1丁目1番地

株式会社アシスト 神奈川県知事 30517 神奈川県伊勢原市伊勢原4丁目635-1 ヤマキ第一ビル101

クオリアハウス株式会社 神奈川県知事 26001 神奈川県横浜市泉区弥生台36番地15

株式会社ベストホーム横浜南 神奈川県知事 24636 神奈川県横浜市金沢区能見台4-13-203

上越住まいる株式会社 新潟県知事 5382 新潟県上越市西本町四丁目16番6号 フォレストコートみゆきBⅠ

株式会社昭和林業の家 新潟県知事 2187 新潟県上越市西本町四丁目16番6号

株式会社Be-Style 長野県知事 5305 長野県長野市大字鶴賀533番地

富国物産株式会社 長野県知事 4930 長野県長野市東和田806番地

株式会社古屋製作所 山梨県知事 679 山梨県山梨市上石森275

株式会社リビングサーチ 山梨県知事 2316 山梨県南アルプス市西南湖4087

ヨーク株式会社 石川県知事 3290 石川県金沢市八日市1丁目634番地

株式会社n. 石川県知事 4223 石川県金沢市大河端町東55-3

株式会社不動産総合センター 石川県知事 2530 石川県金沢市三口新町三丁目3番18号

まいほむ株式会社 福井県知事 1665 福井県福井市石盛町812番地

株式会社はるあき 国土交通大臣 7986 静岡県沼津市岡宮1266番地の85

株式会社新東商事 愛知県知事 5093 愛知県名古屋市南区菊住2-18-11

ライフサポート有限会社 三重県知事 2904 三重県四日市市鵜の森二丁目10番2号

株式会社ホームサービス 京都府知事 12407
京都府京都市伏見区桃山筒井伊賀東町
47番地3

シャトー桃山1F

株式会社ハウスイノベーション 京都府知事 13918
京都府京都市中京区二条通西洞院東入
正行寺町662番地

フォース二条城東1階

さくらホーム 京都府知事 12279 京都府宇治市莵道出口40-9

三富住販 大阪府知事 41269 大阪府大阪市淀川区木川東4-15-1

株式会社ホームジャパン 大阪府知事 54144 大阪府和泉市府中町一丁目10番5号 ジャパン幸ビル2F

有限会社ジェイ・コーポレーション 大阪府知事 53382 大阪府羽曳野市島泉1丁目22番6号

株式会社リアルエステート 国土交通大臣 9195 大阪府大阪市中央区本町2-6-10 本町センタービル7F

株式会社ワン・ステップ不動産 大阪府知事 56419 大阪府大阪市東淀川区瑞光一丁目8-11

株式会社アーバンコキタ 大阪府知事 34208 大阪府守口市金下町2-1-6

株式会社ユー・ハウス 兵庫県知事 451034 兵庫県姫路市南条三丁目110番地の1



商号 免許都道府県 免許証番号 所在地 建物名

松永商事有限会社 鳥取県知事 303 鳥取県鳥取市瓦町313番地1

株式会社ライフデザインエステート 島根県知事 1286 島根県松江市西嫁島二丁目4番2号

有限会社創栄インテリア 岡山県知事 3734 岡山県岡山市北区津島西坂1-1-40

修和産業株式会社 広島県知事 8573 広島県福山市鞆町鞆136番地23

株式会社サンクティ 広島県知事 9609 広島県広島市西区庚午南2-37-1

渡邊不動産販売株式会社 山口県知事 3517 山口県下関市武久町1-40-5

株式会社上原不動産 山口県知事 3002 山口県下関市上条町1番47号

柳井土地建物有限会社 山口県知事 254 山口県柳井市南町1丁目9番1号

株式会社良品住宅再生LAB. 香川県知事 4417 香川県高松市牟礼町牟礼2101-2

株式会社アイ建工房 高知県知事 2884 高知県高知市朝倉戊530-5

株式会社ロケーションズ 福岡県知事 10288 福岡県福岡市博多区住吉五丁目2番13号 ロケーションズビル5階

株式会社ミヤタプランニングオフィス 佐賀県知事 2259 佐賀県佐賀市神野東1-1-8

株式会社ハウザーライフ 宮崎県知事 4226 宮崎県宮崎市宮田町12番地12号


