
〃 （株）ファルコン
春日井中央店 西村　充弘

相談役 (株)水野商会 水野　義信

顧問

柘植　雅之
鈴木　克幸鈴木物産(株)〃

〃 (株)東不動産

〃 （株）城北不動産 橋本　政春

〃 (株)神領不動産 高木　いおり
〃 飯村住宅産業(有) 飯村　能人

セキハウス工業(株)

(株)住まいる大輝
㈱ライトホーム

三ツ矢ハウジング
市橋　享也

高山　初夫(株)豊栄土地

第2ブロック長 関戸　英樹

第3ブロック 藤山ハウス(株) 伊藤　俊也
第3ブロック長 東陽土地（株）

第2ブロック

監査 ㈱トータルホーム 川村　一夫
〃 ㈲東陽不動産 小島　泰典

〃 平澤不動産
丹羽　平八

（松村　隆弘）

水野　昭夫
矢取　照彦

〃
〃

髙田　大覚
〃 (有)朝日ハウス 川渕　義隆 〃

平澤　章江 (株)伸建ホーム
〃

棚橋　千津子

岩尾　健一
（井上　小百合）

〃 ㈱アイホーム 野崎　久嗣
斉木　良二

〃 鈴村住建㈱ 鈴村　正悟
〃 斉木商事㈱

〃 髙田不動産商事(株)
〃 すずき不動産事務所(株) 鈴木　規之

代表者

(株)アイチケン

役職 商号 代表者 役職 商号

㈱キングトラスト 銅谷　守 第1ブロック 大恵建築（株） 早岐　和則
支部長 愛和住研㈱ 米山　敏夫 第1ブロック長 吉良屋不動産 齋藤　誠

副支部長

発行：（公社）愛知県宅地建物取引業協会 北尾張支部 第二公益事業委員会 2020年8月 第72号



専取・従業者準 事務所所在地

丹羽　敦子 485-8552

専取・従業者準

486-0845 石川　寛之

春日井市瑞穂通８ー５８ー６
TEL0568-41-8070
FAX0568-81-3247

坂田　勝英 486-0905
春日井市稲口町３-１５-１メダ
リオン春日井Ⅱ　１０１号
TEL0568-37-0532
FAX0568-37-0533

483-8278

江南市古知野町牧森２２６
TEL0587-51-3250
FAX0587-51-3251

486-0904 舟橋　勉

春日井市宮町３ー７ー１６
TEL0568-29-8856
FAX0568-29-8857

変更月 商号 退会月 商号 正会員 専任取引士・従業者・準会員 事務所所在地

2019.12 堀尾物産㈱ 従業者準会員 髙橋　洋一 2020.1 松岡不動産㈱ 松岡　泰宏 伊藤　彰 江南市古知野町牧森107

2020.2 ㈱Arrows東海 事務所所在地 春日井市花長町2-16-4 2020.1 ワイエス不動産 伊藤　良雄 江南市上奈良町郷194

はじめ365 事務所所在地 春日井市宮町1-10-30 2020.2 （有）クロサキホーム 黒崎　英雄 江南市村久野町寺町133

クリエイテヴ㈱ TEL （0568）93-6845 2020.2 ㈱オーズスタッフサービス 草野　卓 小林　加容子 岩倉市八剱町樋口17-3

2020.3 ワイホーム㈱ 商号 （旧）ワイホーム 2020.2 アイエムエス㈱ 品川　正治 河合　憲一 扶桑町大字高木字白山前573

積水ハウス不動産中部㈱ 2020.3 ヨシダ商事㈱ 吉田　貞藏 春日井市東山町4-2-4

春日井営業所 ㈱三豊工建・不動産

2020.3 松岡一産業㈱ 専準会員 井上　順雄 買取専門店春日井宮町店

代表者 河合　明 2020.3 ㈱マツヤリプラス春日井店 池田　浩一 春日井市瑞穂通6-15-1長縄ビル1Ｆ

専準会員 赤堀　英文 2020.3 愛知土地㈱ 児島　圭亮 児島　裕子 春日井市割塚町48

2020.4 グリンホーム㈱ 代表者 倉知　英之 ㈱アールプランナー

2020.5 ㈱幸建 専準会員 赤石　寛 春日井支店

2020.5 尾関不動産 事務所所在地 江南市東野町西出56 2020.3 ㈱リッチ建設 北村　茂樹 春日井市岩成台5-8-6

2020.6 ㈱ゲイン 所属支部移転 中支部へ 2020.3 ジオトラスト㈱ 深澤　光雄 小牧市堀の内5-63日建総合ビル3Ｆ

2020.6 滝建設㈱ 専準会員 渡邊　泰 ㈱夢のおてつだい

2020.6 (有)桜不動産 専準会員 田口　信昭 春日井宮町店

2020.3 vo-ra care㈱ 後藤　悠二 大山　政夫 犬山市若宮74-2

2020.4 ﾗｲﾌﾞｽｹｲﾌﾞ㈱ 木下　正夫 春日井市高蔵寺町3-2-11ＰＲＩＭＡ高蔵寺1Ｆ

(株)田中住設24370

大-245-68

485-0084

2020.3 商号 （旧）積和不動産中部㈱　春日井流通営業所

23374
林　将史

2020.3 西尾　孝雄

小牧市大字入鹿出新田７１５ー
１
TEL0568-73-8141
FAX0568-73-8142

春日井市林島町２-２-２０
TEL0568-27-8666
FAX0568-27-8667

486-0854

2020.2

2020.3 山佳　なな美

春日井市宮町3-7-16

2020.3 阿部　栄樹 春日井市柏原町3-248

春日井市宮町3-7-16

田中　優司

福岡　荘一
24405

舩橋　信治
24384

商号

24018

24309
西村　容子

免許番号
代表者氏名

24263
藪亀　邦恭

小牧市小牧５ー２５３小牧商工
会議所３
TEL0568-72-2500
FAX0568-72-2501

㈱ＹーＳＵＮ

宇佐美　算浩

㈱松岡

ミライテラス㈱
口開　義文 485-0029

大和ハウス工業㈱ 愛知北支社

小牧市大字三ツ渕７７２ー２
1F TEL0568-42-2880
FAX0568-41-7446

485-0075

小牧市中央２ー１７２
TEL0568-75-8101
FAX0568-75-8960

㈱オアシス小牧

商号
事務所所在地

免許番号
代表者氏名

㈲双和美建

舩橋地所

変更内容

24327
松岡　信孝

2020.4 ㈱メンテナンス

㈱ハウシーク　春日井富町店

変更会員 退会会員

北尾張支部
新入会員紹介
北尾張支部

新入会員紹介



協会本部・支部事務所では会員・職員並びに皆様の安全を考慮し、新
型コロナウイルス感染防止のため、下記のご協力をお願いしております。
（本部より4/16ＦＡＸ送信にて告知済み）

会員の皆様にはご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、
新型コロナウイルス感染終息の見通しが立つまで、ご協力をいただきま
す様、お願い申し上げます。

①本部・支部への来所はお控えいただき、書類提出については郵送・ＦＡＸ等をご利用ください。
（変更等があった場合は、まず北尾張支部までお電話ください。）
諸用紙等購入希望の会員の方は、すぐにお渡しできるよう準備いたしますので、事前に内容をご連絡く
ださい。

≪ 北尾張支部ＴＥＬ ：０５６８－７３－１９００ ≫
②本部・支部へ来所される場合は、必ずマスクの着用をお願い致します。
③今後も研修会等、本部・支部事業の延期・中止等、対応について随時変更が予想されます。ホーム
ページ・毎月お届けするメール便・ＦＡＸ等でお知らせいたしますので、こまめなチェックをお願い致
します。

令和２年度、北尾張支部会員名簿が発行になります。（２年毎）メール便にて会員
の皆様にお送りさせていただく予定です。後日アンケートを送らせていただきますの
で、お力添え頂きますようお願い致します。

また、取扱いについて（お願い）ですが、会員の皆様にのみお配りしておりますの
で、事務所において、適正な管理をお願いすると共に、過去にお配りした会員名簿に
つきましては、個人情報が含まれておりますので、処分される際は、シュレッダーに
かける等、適正な処理をお願い申し上げます。

Web研修で行うことになりました。
本部のホームページ会員マイページから視聴いただくことになります。

ＨＰから会員マイページのご登録をお願いいたします。
ご不明な点は本部ＴＥＬ（052）522-2575までお問い
合わせください。
詳細は７月８月末のメール便にて、ご案内いたしますので
ご確認くださいますよう、お願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染拡大防止に関するお願い

会員名簿について

令和２年度 第１回 県下統一研修会



会場 江南 岩倉 扶桑 大口 犬山 小牧 春日井

月 13:00~16:00 13:00~16:00 13:00~16:00　 13:00~16:00 13:00~16:00 13:00~16:00 13:00~16:00

21日 １３日 １３日 １８日 4日 ２８日

18日 １０日 １１日 １５日 １日 ２５日

16日 ８日 ８日 ２０日 ６日 ２３日

20日 １２日 １３日 １７日 ２７日

18日 １０日 １０日 １５日 １日 ２５日

15日 １４日 ８日 １９日 ５日 ２２日

11月

12月

1月

8月

9月

10月

不動産無料相談会 開催中

ＩＴ特別委員会・発足

委員長挨拶
株式会社 キングトラスト
銅谷 守

宅地建物取引士
資格試験監督員の募集

試験日：令和2年10月18日（日）

≪北尾張事務所のご案内≫

小牧市小牧1-252 ｻﾝｼｬｲﾝ酒井2Ｆ
営業時間 10時～12時/13時～16時
（土・日・祝祭日休業）
℡0568-73-1900/FAX0568-77-1805
http://www.kitaowari.com
Emalアドレス mail@kitaowari.com

事務局職員／ 大澤・岩越

IT特別員会では、支部活動をより効率的に運営が出来るよう、
ネット環境を利用した会議の開催、研修会の提案、支部ホーム
ページの見直し企画などを行っています。
今後ますます進化していくIT技術を利用して、皆様のお役に立
てるような企画、情報提供を進めてまいります。
その為、従来はFAXや電話で行っていた連絡等も、今後はイン
ターネットを利用した方法に切替えていきたいと考えています
ので皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

※コロナ感染予防のため、日程の延期・中止等、
対応について随時変更が予想されます。

※詳細は募集案内をご確認ください。
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