会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

さいたま浦和支部
商号・名称

代表者

㈱アート・メイク

宗形 美紀子

㈱アーネスト

中舘 達司

㈱アーバン・ハウジング

梅井 茂男

㈲アーバンブレイン

田中 壽子

㈱Ｒ＆Ｓ

大澤 有希子

ＲＥＭ㈱

加賀﨑 彰人

㈲アイカ

萩原 章弘

㈱アイダ設計 浦和モデル店

會田 貞光

㈱アイデックサービス

小池 冨喜子

㈱アイプラスホーム

宇佐美 嘉康

アイホーム

田口 式子

㈱アイヤ土地建物

石島 安則

愛和商事㈱

白田 幸男

㈱赤木不動産

赤木 昭文

㈱アカデミックハウス

野口 雅史

㈱アキュラホーム

宮沢 俊哉

㈱ＡＸＥＳ２１

谷口 富実人

㈱浅川建設

浅川 邦弘

㈱浅野不動産 南浦和駅前店

石田 英彦

㈲旭商事

時田 紀子

㈱あさひプロパティーズ

中村 千春

㈲浅見不動産

浅見 宗次

㈱アシスト・プランニング

中山 靖夫

アスワンハウジング㈱

関 浩視

㈱アッセン

柴田 忠

事務所所在地

電話番号

さいたま市南区南浦和3-9-2

048-885-4662

さいたま市南区南浦和3-6-16

048-886-1010

さいたま市南区南浦和2-32-10

048-883-9871

さいたま市浦和区岸町7-1-29

048-825-0570

さいたま市桜区西堀6-18-10

048-829-7078

さいたま市浦和区常盤9-21-4-202

048-824-8490

さいたま市南区鹿手袋4-22-23

048-839-1491

さいたま市桜区山久保1-17-8

050-3173-2516

さいたま市桜区田島4-15-15

048-866-4611

さいたま市中央区上落合3-3-45

048-857-9044

さいたま市南区南浦和2-45-18

048-887-3747

さいたま市緑区大間木1740-3

048-711-4457

さいたま市浦和区北浦和1-3-3

048-832-4997

さいたま市南区南浦和2-33-13

A.M.U.1F

さいたま市中央区下落合4-10-12
さいたま市中央区新中里1-1-10
２階

048-851-8200
岡田ビル

048-823-9533

さいたま市緑区大間木447-2-301

048-829-9457

さいたま市中央区本町東7-13-7

048-853-6119

さいたま市南区南浦和2-24-10

048-762-7778

さいたま市浦和区東高砂町14-1

048-882-3617

さいたま市浦和区木崎2-4-27

048-628-3103

さいたま市南区文蔵3-39-7

048-861-6324

さいたま市緑区大間木2-12-8

048-711-7977

さいたま市浦和区東高砂町14-1

048-871-0078

さいたま市南区別所3-27-25

048-864-1111

金子ビル１F
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048-882-5800

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

さいたま浦和支部
商号・名称

代表者

事務所所在地

電話番号

さいたま市南区南浦和2-37-3

㈱アップル 南浦和店

高橋 誠一

㈱アップル 北浦和店

高橋 誠一

㈱アップル 与野店

高橋 誠一

㈱アップル 浦和東口店

高橋 誠一

㈱アップル 武蔵浦和店

高橋 誠一

㈱アップル 北浦和東口店

高橋 誠一

㈱アップル 浦和西口店

高橋 誠一

㈱アトラス住販

久保田 定

㈲天野興産

天野 良作

㈱アライ住建

新井 昭男

㈱ＡＲＵＴ 埼玉支店

福岡 正和

㈱イー・エム

今村 進

イーストホーム㈱

髙橋 恒貴

㈱飯田産業 浦和営業所

千葉 雄二郎

飯田ホームトレードセンター㈱ 浦和営業所

兼井 雅史

㈲イー・リビング

東 裕子

㈱イオス

浅子 浩司

㈱イケダ不動産

池田 拓矢

池仲商事

池田 友久

㈱イコム

早川 徹

㈱石井農機不動産部

粕谷 健一

㈱石善

菅原 善隆

㈲出雲不動産

岡 昌明

㈱イチカワ・コーポレーション

市川 淳平

イツキワークス㈱

齋藤 文男

048-881-1010

さいたま市浦和区北浦和4-2-4
ビル1Ｆ

小室屋第一

048-833-8567

さいたま市中央区下落合1034

駒崎ビル2Ｆ

048-823-5363

さいたま市浦和区東仲町1-22
ビル2・3F

Ｋ・Ｙ・Ｍ

048-813-7577

さいたま市南区白幡5-19-19
ビル
マーレＡ館2Ｆ

武蔵浦和駅南

048-845-8056
048-813-8008

さいたま市浦和区北浦和1-8-5
サンシャインビル1F
さいたま市浦和区高砂2-6-1

駒井ﾋﾞﾙ2階

さいたま市中央区上落合6-18-21

048-851-7575

さいたま市中央区上落合3-2-43

050-3553-9287

さいたま市中央区下落合4-12-14

048-855-7731

さいたま市南区曲本3-1-1

048-872-3331

さいたま市緑区東浦和2-3-9

048-810-4771

さいたま市緑区東浦和3-2-7

048-711-9911

さいたま市南区白幡5-16-4

048-865-8888

さいたま市南区文蔵2-22-18
102,103号室

五福ビル

048-740-8688

さいたま市南区南浦和1-22-1

048-884-2345

さいたま市緑区馬場2-38-11

048-874-0030

さいたま市中央区大戸5-19-13
108号室

カーサ大戸

048-789-6046

さいたま市浦和区岸町7-1-23

048-824-1150

さいたま市中央区新都心11-2 明治安田生
命さいたま新都心
ビルランド・アクシス・タワー３４階

048-799-3200

さいたま市桜区在家65-1

048-858-2170

さいたま市浦和区上木崎4-2-21

048-825-9494

さいたま市浦和区東仲町11-23

048-887-1328

さいたま市浦和区高砂2-8-5

048-832-9377

さいたま市浦和区仲町1-12-1
ル1-9階
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048-615-2626

カタヤマビ

048-814-3200

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

さいたま浦和支部
商号・名称

代表者

㈱井上建築事務所

山田 隆之

㈱インヴァイト

野口 雅史

㈱インター・アート・コミッティーズ

皆川 充

㈲ウイズ

田沼 晃

ウエスト興業㈱

宮腰 昭洋

㈲ウチダ設計

内田 房雄

㈱内田ビル

内田 惠美子

内宮ハウス㈲

小池 友良

浦和地所㈱

荒井 俊陽

㈱浦和信用

森山 洋子

浦和中央倉庫㈱

澤田 耕一郎

㈱永旺企画

嘉数 勤

栄光不動産㈱

加藤 武喜

㈱栄進住宅

山本 貴之

㈱永大

永森 勝

㈱永大ハウス

永森 勝

ｈｉ－Ｌｏｈａｓ㈱

鈴木 泰之

榮徳不動産

石亀 澪子

㈱Ａ－ＬＩＮＥ

杉田 将大

㈱エコケン

齊藤 勉

Ｓ＆Ｓアセットマネジメント㈱

佐野 俊介

㈲エステート高梨

髙梨 町江

㈱エステートナビ

清野 成利

㈱エステート武蔵野

小野沢 孝子

㈲エステート元町

田口 勇

事務所所在地

電話番号

さいたま市南区文蔵3-1-11

048-866-3504

さいたま市中央区下落合4-10-12

048-851-8100

さいたま市浦和区仲町1-12-1
8F

048-815-6110

ｶﾀﾔﾏﾋﾞﾙ1F･

さいたま市浦和区高砂4-7-6

048-710-5257

さいたま市緑区美園6-6-3

048-812-2666

さいたま市中央区上落合9-8-8

048-853-8033

さいたま市浦和区岸町5-3-3

048-822-2615

さいたま市南区南浦和3-26-8

048-885-6491

さいたま市浦和区仲町1-8-7

048-831-8611

さいたま市浦和区北浦和4-3-7

048-831-4740

さいたま市南区南本町1-13-15

048-863-3811

さいたま市浦和区木崎4-1-1

048-835-2020

さいたま市南区四谷3-14-10

048-864-8401

さいたま市浦和区岸町6-1-24

048-829-9928

さいたま市南区南本町2-2-2

048-838-5555

さいたま市南区南本町2-2-2

048-844-2850

さいたま市桜区西堀9-26-2

048-762-8005

さいたま市浦和区東仲町1-21

048-887-8838

さいたま市緑区東浦和5-1-1

048-799-3941

さいたま市中央区本町東3-8-28

048-799-3222

さいたま市南区辻8-3-4

048-866-3734

Gaudy辻1st102

さいたま市中央区下落合7-4-10
さいたま市中央区本町西3-1-28
ミエ
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048-858-5715
ハイツル

048-764-8020

さいたま市南区四谷3-1-3

048-838-2300

さいたま市浦和区元町2-11-3

048-881-3049

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

さいたま浦和支部
商号・名称

代表者

㈱エステートリンク

有田 朋史

㈱エステックス

和田 和夫

㈱エステルプランニング

小重 文絵

ＳＶＯ

小林 研吾

㈲榎本ハウジング

榎本 利世

㈱エフエムコンサル

福重 政数

㈱ＦＣＲＭ

小久保 武洋

㈱エフズコーポレーション

木村 敬

㈱エミーライフ

青木 悠穂

㈱エムアンドエム

武井 道子

㈱ＭＡアセットプロデュース

粟生 秀

㈱エムエス・トラスト

鈴木 雅幸

㈱エムジェイ

吉田 孝徳

㈱エムズワン

髙本 健博

㈱ＭＤＳ

冨田 誠

㈱ＭＰマネジメント

澤田 勇一

㈱ＬＩＢ武蔵野

増成 勝志

㈱ＬＡプロデュース さいたまオフィス

倉重 武利

㈱エルエスディー

小嶋 由紀則

㈱Ｌ．ステージ

増古 美里

㈱エルセリートホーム

中村 光子

㈱エルセリートホーム 北戸田店

中村 光子

㈱遠藤工務店

遠藤 正明

遠藤商会

遠藤 和行

㈲大井商事

早澤 惠美子

事務所所在地

電話番号

さいたま市南区大谷口973-15

048-711-8085

さいたま市緑区原山1-13-9

048-882-1611

さいたま市南区別所7-9-9

048-789-7602

さいたま市浦和区北浦和3-16-8

048-831-4168

さいたま市中央区上落合6-6-21

048-854-5157

さいたま市緑区美園6-8-10

048-812-0007

さいたま市緑区下野田69-1

048-762-6665

さいたま市南区南浦和2-34-9

048-813-3100

さいたま市浦和区領家4-15-10
フプラザ1階

エミーライ

048-831-2525

さいたま市浦和区高砂2-6-16

048-824-3292

さいたま市浦和区高砂2-9-5

048-827-3121

さいたま市中央区下落合5-10-5
号室

ＶＩＰ328

048-816-2030

さいたま市南区南浦和2-36-11

048-886-0888

さいたま市南区南浦和2-41-15

048-764-8623

コープ野村南浦和61-1F
さいたま市緑区東大門3-6-5

302号室

048-878-6147

さいたま市南区太田窪5-23-5

048-749-1525

さいたま市南区辻7-13-18-902

048-816-8880

さいたま市浦和区高砂2-3-18

048-824-4500

さいたま市浦和区岸町7-6-13

048-762-6740

さいたま市中央区下落合1071-1

048-822-7195

ＭＩビル4．スピカ3階
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さいたま市南区白幡3-10-7

048-836-1388

さいたま市南区辻8-23-20

048-711-1388

さいたま市南区根岸3-30-10

048-862-0008

さいたま市浦和区北浦和1-23-12

048-886-7445

さいたま市南区南浦和2-40-3

048-881-0420

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

さいたま浦和支部
商号・名称

代表者

大久保不動産

大久保 愼一

㈲大熊住建

大熊 昭夫

㈱大沢工務店

大澤 良治

㈲大平商事

大平 サタ子

㈱岡村電機

岡村 一巳

㈲岡山宅建

元木 孝一郎

㈱オノデラ不動産

花里 拓也

㈱オメダム・ピュア

中村 孝三

㈲オレンジホーム

神崎 聡

㈱尾張屋

畠山 正明

㈱尾張屋 浦和パルコ店

畠山 正明

㈱尾張屋 ドン・キホーテ浦和原山店

畠山 正明

㈱尾張屋 武蔵浦和マーレ店

畠山 正明

㈱尾張屋 武蔵浦和駅前店

畠山 正明

㈱尾張屋プロパティ

大岩 学

㈱カザマ

風間 チヨ子

㈱カシワエステート

中村 哲也

柏木建設㈱

宇津城 美奈子

㈲カシワ商事

中村 清一

㈱カタヤマ

片山 雄一郎

㈱カチタス さいたま店

新井 健資

金丸不動産

金丸 嗣雄

㈱金子ビルサービス

金子 清美

兼本建設㈱

兼本 昌和

神谷興産

神谷 千枝子

事務所所在地

電話番号

さいたま市南区別所3-21-4

048-711-9381

さいたま市緑区大間木239

048-873-5252

さいたま市桜区西堀6-18-10

048-816-3601

さいたま市浦和区東仲町21-9

048-886-4210

さいたま市緑区原山4-7-2

048-882-3685

さいたま市桜区宿131

048-859-8123

さいたま市浦和区高砂3-7-4
前ビル1F

日建第二県庁

048-767-4710

さいたま市浦和区高砂4-3-19

048-710-6240

さいたま市南区南浦和2-40-7

048-881-1680

さいたま市浦和区常盤2-11-27

048-815-0008

さいたま市浦和区東高砂町11-1

048-811-1107

さいたま市緑区原山4-3-3

048-885-6954

さいたま市南区白幡5-19-19

048-845-0461

さいたま市南区別所7-6-8-105

048-872-0381

さいたま市南区別所7-6-8

048-872-0390

さいたま市緑区下山口新田123-1

048-764-9925

さいたま市浦和区岸町4-26-5

048-824-3520

ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝｺｽﾀﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ浦和101
さいたま市中央区鈴谷2-638

048-853-0544

さいたま市南区曲本5-8-3-101

048-762-8230

さいたま市桜区西堀8-21-35

048-852-5000

さいたま市中央区上落合2-5-35
ビル２階

- 5 -

第二ＩＫ

048-859-0456

さいたま市緑区東浦和2-5-3

048-873-4000

さいたま市浦和区高砂2-1-9

048-822-2505

さいたま市桜区白鍬37-1

048-711-9441

さいたま市緑区東浦和3-1-18

048-875-2241

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

さいたま浦和支部
商号・名称

代表者

事務所所在地
さいたま市浦和区高砂4-4-1

電話番号
三幸ﾋﾞﾙ3FA

㈱川崎スポーツセンター

深澤 郁隆

㈱関東建装

関塚 輝樹

木崎不動産㈱

澤野 喜作

㈱きむらケア

木村 貴輝

ＫＹＡＲＡ㈲

子安 有子

㈱キュービック

山本 勇三

共栄建築㈲

河住 良幸

恭栄産業㈲

片岡 恭子

㈱協同開発

稲生 修

近代都市住宅㈱

深田 德弘

㈱クイックホーム 北浦和店

三浦 修

㈲空間工房花組

早田 鮮子

㈱クオリアホーム

金子 浩二

㈱草野工務店

草野 謙治

㈱グッドワン

佐藤 勇義

グラッディーハウジング㈱

田屋 栄一

グランディハウス㈱ 埼玉支社

林 裕朗

㈲グランドールキヨミヤ

清宮 敦子

㈱ＧＲＡＮＤ

宮﨑 志津香

さいたま市浦和区仲町2-10-15
階

グランホーム㈱

鳥羽 由美子

さいたま市浦和区高砂2-9-5
3F

㈱Ｇｒｅｅｎ

廣瀬 由崇

㈱栗原工務店

栗原 謹子

クレスト不動産㈱

池畑 秀夫

㈱クレス不動産 浦和営業所

細見 純孝

㈲グローバル・エス

中村 忠

ＤＥＳＩＧＮ

さいたま市緑区東浦和7-17-23

048-874-5771

さいたま市浦和区針ヶ谷3-7-8

048-831-9515

さいたま市中央区八王子3-32-20

048-767-3377

さいたま市浦和区北浦和3-1-6

048-825-6587

さいたま市緑区原山3-11-2

048-886-2600

さいたま市緑区間宮684-6

048-878-1338

さいたま市浦和区常盤6-14-26

048-833-1751

さいたま市南区根岸1-5-3

048-839-1603

さいたま市浦和区元町2-9-8

3F

さいたま市浦和区北浦和1-9-1
北浦和104
さいたま市緑区馬場2-5-16

048-711-8631
ｼﾃｨｰﾎｰﾑｽﾞ

2F

048-813-7890
048-876-1001

さいたま市桜区山久保2-8-8

048-851-1650

さいたま市南区南浦和2-38-6

048-881-2374

さいたま市緑区大間木1703-1

048-755-9843

さいたま市南区太田窪2-10-17

048-813-6855

さいたま市浦和区高砂2-14-16
ビル1、2階

乙女屋高砂

さいたま市浦和区前地2-6-11
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048-836-3351

048-762-7705
048-881-1455

LAPUTA-V3

048-824-6226

さくら草ﾋﾞﾙ

048-814-2090

さいたま市緑区美園2-7-12

048-829-9783

さいたま市南区南浦和2-1-4

048-882-3434

さいたま市浦和区前地3-14-7

048-885-0123

さいたま市浦和区岸町3-14-12

048-711-9276

さいたま市緑区原山4-15-18

048-885-3334

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

さいたま浦和支部
商号・名称

代表者

㈲クロキ

黒木 悦雄

㈱黒澤工務店

黒澤 隆哲

㈱経営サポート

小林 雄志

㈲ケイエム･エステート

松本 勝茂

京王建設㈱

小池 友良

㈱京浜管理

中村 正直

㈲ケイ・プランニング

小池 東司

㈱ＫＤＳハウジング

片山 金次郎

㈲ケー・ワイ太平商事

好井 健治

㈲欅企画

金子 義之

㈱建成

原井 啓介

㈱ケンタロウハウジング

浅沼 一義

県南土地建物㈱

杉浦 文俊

㈲光栄興業

千野 裕美子

㈱光輝

齋藤 輝雄

興南商事不動産部

島田 美栄子

公明建設㈱

片倉 博之

㈱広和

広瀬 守万江

光和エステート㈱

鈴木 慎

港和住宅㈱

石﨑 大輝

コーエー不動産賃貸管理㈱

笹沼 一隆

㈲小勝住宅

小勝 喜之

㈱ここ住たーと

岡村 敬治

㈱コシガ

増古 晃

㈲コスモ企画

永島 敏子

事務所所在地

電話番号

さいたま市南区根岸5-1-3

048-710-4320

さいたま市南区根岸5-5-15

048-861-3341

さいたま市緑区三室90-8

048-874-9280

さいたま市浦和区木崎2-21-8

048-833-3384

さいたま市浦和区神明1-8-19

048-863-7855

さいたま市南区文蔵1-16-10
さいたま市浦和区常盤6-16-14

048-824-1423

さいたま市桜区西堀8-21-35

048-857-7712

さいたま市南区文蔵2-15-2

048-861-6656

さいたま市浦和区前地2-13-6

048-882-8937

さいたま市緑区原山3-18-9-１階

048-755-9400

さいたま市桜区新開1-5-10-102

048-711-7793

さいたま市浦和区常盤3-18-20

048-825-3555

さいたま市南区根岸4-19-2

048-838-6398

さいたま市南区南本町1-10-1

048-863-0290

さいたま市南区南本町2-11-6
ワー北原105

サンフラ

048-762-9300

さいたま市南区鹿手袋1-2-34

048-839-1700

さいたま市浦和区領家2-3-7

048-887-5607

さいたま市浦和区北浦和4-3-1

048-762-3610

さいたま市緑区東浦和5-18-22

048-711-6477

さいたま市緑区原山1-3-8-205

048-799-3627

さいたま市南区文蔵2-29-23

048-862-4050

さいたま市浦和区東高砂町2-3-3F

048-882-1881

さいたま市中央区下落合1071-1
4.スピカ3階

048-823-3011

さいたま市浦和区東高砂町15-1
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048-863-9328

1階

ＭＩビル

048-882-3473

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

さいたま浦和支部
商号・名称

代表者

㈱コスモホーム 浦和店

青山 渉

㈱コニシホーム

小西 元治

小林不動産

小林 邦輔

コマ商事㈱

森上 誠一郎

㈱コマツ

小松 豊吉

小森設計㈱ 南浦和店

小森 信江

㈱近藤組 関東支店

近藤 純子

埼央建設㈱

星 浩隆

㈱彩企

増古 大輔

埼京開発㈱

中村 達一

㈲埼京ホーム

里中 宗一郎

㈱サイシンホーム

関根 勝

㈲さいたまシティ不動産

井上 佳代

㈱さいたま住研

遊馬 昭人

㈱さいたま住研 南与野店

遊馬 昭人

さいたま住宅生活協同組合

後藤 晴雄

埼玉大学生活協同組合

渋川 正明

㈱埼玉ハウジング

阿久津 敏美

埼玉ハウジングセンター㈱

本間 勇

さいたま不動産㈱

吉田 巴

斎藤工業㈱

齋藤 惠介

㈱榊住建

千代岡 英一

㈲サカタ本店

山本 茂治

㈱サカワ不動産

清原 日佐雄

佐久間土地建物㈱

佐久間 英美

事務所所在地

電話番号

さいたま市浦和区岸町4-1-4

048-822-8899

さいたま市浦和区東高砂町20-8

048-813-5611

さいたま市浦和区前地3-10-17

048-882-0808

さいたま市南区南本町1-17-12

048-838-4002

さいたま市浦和区前地1-4-5

048-711-5420

さいたま市南区南浦和2-40-12

048-813-8825

さいたま市桜区田島3-4-5

048-864-5786

さいたま市中央区下落合6-8-8

埼央ビル

048-855-3100

さいたま市浦和区上木崎1-2-12

048-826-2620

さいたま市南区辻8-21-18

048-864-8771

さいたま市南区白幡3-12-15

048-861-5331

さいたま市緑区芝原1-9-12

048-875-0591

さいたま市浦和区仲町4-25-2

048-678-0085

さいたま市南区鹿手袋2-12-6

048-863-8071

さいたま市中央区鈴谷2-1220-2

048-859-4661

さいたま市浦和区仲町2-10-12

048-835-2801

住宅生協会館
048-853-1764
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川口市柳崎5-16-3

048-261-9338

さいたま市浦和区東仲町15-8

048-871-1180

さいたま市南区南浦和2-12-19-2階

048-762-7601

さいたま市浦和区北浦和3-6-5

048-833-1555

さいたま市浦和区上木崎6-13-1

048-833-3151

さいたま市浦和区仲町2-13-18

048-833-1595

さいたま市桜区五関378

048-853-0328

さいたま市桜区栄和1-25-12

048-854-6511

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

さいたま浦和支部
商号・名称

代表者

事務所所在地

電話番号

さいたま市南区辻4-21-25

㈱さくやま

作山 吉秋

㈱さくらソリューションズ

山本 修嗣

さくらパートナーズ

宮口 和世惠

㈱さくらハウジング

大竹 誠

さくら不動産

小暮 立一

㈲佐藤コンサルタント

佐藤 齊

㈱佐藤不動産 浦和店

佐藤 一

㈱サポートプラス

三宅 幸治

㈱サンアーク

蓮沼 祐一

サンウエストホーム㈱ 浦和店

西野入 茂

㈱サンエイハウス

三角 幹夫

㈲サンキョウ 浦和支店

関根 和美

㈱山修

山田 浩太

㈱山修 武蔵浦和店

山田 浩太

サンヨーホーム

雨海 篤

㈱サンライフ八生

吉井 紀夫

㈱Ｃ．Ｒエステート

都平 哲也

㈱ＣＨコスモホーム住宅販売 浦和営業所

青山 将之

㈱シーエー・プランニング

木村 利雄

シーズホーム㈱

小松 孝好

㈱ジーピーエム

長 能連

㈱ＳｅａＬｉｏｎ

白鳥 隆一

敷島建設㈱

松尾 雅人

シティデザイン㈲

達城 正成

芝コーポレーション

黒田 春夫

さいたま市南区南浦和2-22-12

048-861-6602
ﾌｨｰﾙﾋﾞﾙ202

さいたま市南区南浦和2-27-4

048-811-1377
048-885-1765

南浦和マンション601
さいたま市南区辻4-7-4

048-789-7111

さいたま市浦和区領家5-11-5

048-886-2626

さいたま市浦和区前地3-10-15

048-882-4071

さいたま市浦和区上木崎6-10-2

048-764-8212

さいたま市浦和区常盤4-3-11-502

048-679-2240

さいたま市桜区田島５－８－１

048-844-1400

さいたま市浦和区岸町7-5-4

048-826-7888

さいたま市桜区中島1-21-21

048-856-0607

さいたま市浦和区上木崎4-4-11

048-831-6103

さいたま市南区南浦和2-24-16

048-882-6770

さいたま市南区別所7-6-8-101

048-862-3330

さいたま市緑区中尾3021-5

048-749-1161

さいたま市浦和区常盤10-18-7

048-762-8003

さいたま市緑区三室210-10

048-789-7492

さいたま市浦和区高砂1-7-8

048-822-0888

さいたま市浦和区大東2-4-16

048-883-7783

さいたま市南区文蔵2-1-2

048-872-8477

さいたま市南区南本町1-2-13

048-845-4570

三貴ビル3F
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さいたま市中央区上落合2-11-7-1208号

048-826-5676

さいたま市浦和区常盤9-20-12

048-833-9191

さいたま市南区南浦和2-16-1

048-813-7007

さいたま市緑区太田窪3-2-22

048-699-8805

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

さいたま浦和支部
商号・名称

代表者

しまづ不動産鑑定㈲

島津 通之

㈲嶋橋不動産

嶋津 裕治

㈲シミズ管財

清水 健治

志水木材㈱

志水 敦

霜田不動産㈱

霜田 とめ

㈲ジャストハウス

押切 治

ジャパン・ナビゲーション㈱

渡邉 勝久

㈲住ステーション浦和

熱田 光代

㈱住宅市場

鈴木 広純

㈲秀和

山本 征之介

じょいふる工房㈱

内田 猛

昭栄建設㈱

岡田 紘和

昭栄建設㈱ Shoei彩工房事業部

岡田 紘和

昭栄産業㈱

岡田 紘和

㈱正直屋

山﨑 誠司

城北宅建流通㈱

本田 重達

㈲城北ハウジング

本川 勝

㈱白井商事

白井 慶太

㈱白井商事 ロイヤルパインズ前店

白井 慶太

㈱白井商事 コルソ店

白井 慶太

伸栄商亊㈱

稲垣 正男

シン建工業㈱

北 清太郎

㈱新建ホームズ

池内 義弥

信興倉庫運輸㈱

吉野 和秀

㈲しんどう不動産

新藤 亘

事務所所在地

電話番号

さいたま市中央区上落合2-10-8

048-851-5700

さいたま市南区白幡3-8-7
ラン
武蔵浦和パートⅡ210

048-839-1188

ソシアーレ・ミ

さいたま市中央区鈴谷3-8-16

048-855-9381

さいたま市桜区大久保領家620

048-853-3732

さいたま市浦和区東高砂町2-4

048-882-2781

さいたま市桜区田島3-19-16

048-862-5238

さいたま市緑区三室2495-3

048-789-6606

さいたま市浦和区高砂1-2-1
タワー浦和114

エイペックス

さいたま市緑区東浦和4-2-8

048-711-2823

さいたま市緑区中尾2175-2

048-875-4371

さいたま市緑区宮本2-27-36

048-877-0352

さいたま市南区南本町1-3-1

048-866-6149

さいたま市緑区美園6-8-16

048-812-1511

さいたま市南区南本町1-3-1

048-866-3111

さいたま市浦和区高砂2-12-12

048-886-1171

さいたま市南区鹿手袋5-2-12-111

048-749-1380

さいたま市南区南浦和2-40-3

048-767-4315

さいたま市南区南浦和2-36-9

048-882-0111

さいたま市浦和区仲町1-11-9
1F

白壁家ビル

048-833-0111

さいたま市浦和区高砂1-12-1

４Ｆ

048-832-0333

さいたま市浦和区常盤9-33-20-302号室

048-824-1413

さいたま市南区鹿手袋3-23-30

048-837-3000

さいたま市南区曲本4-16-17

048-837-2737

さいたま市南区沼影1-29-4

信興ビル3階

さいたま市南区鹿手袋4-26-19

- 10 -

048-835-5118

048-845-2700
048-829-7091

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

さいたま浦和支部
商号・名称

代表者

事務所所在地

電話番号

さいたま市緑区東浦和4-3-3
ニュー201号

㈱新都市企画

金澤 功徳

㈱新日ホーム

山﨑 則夫

㈲スイートホーム

佐藤 眞佐子

スエヒロ不動産

石鍋 慶子

㈱スカイ・シーコーポレーション

鈴木 安雄

スカイホーム

蓼沼 伸行

㈲菅野建設

菅野 正典

スタイリッシュライフ㈱

加藤 直行

砂川不動産

砂川 猛

㈱住いの王様

臼井 美恵子

㈱すまいポート２１埼玉

米山 清貴

㈱住まいる企画

湯浅 博美

スミダ工業㈱

半田 正一

住友林業ホームサービス㈱ 浦和店

櫻井 清史

㈲諏訪入ホーム

牧口 博

㈱セイケン

福田 武志

㈱成秀

田中 秀樹

㈲関工務店

関 美廣

関根建設㈱

関根 正博

㈱セットラスト

中村 健吾

㈱創房

天沼 克之

㈲ソーエイ

水谷 良彦

㈱ダイシンホーム

小池 友樹

大成住宅ローン㈱

中井 才行

㈱タイセイ・ハウジー 浦和営業所

髙橋 邦夫

パークアベ

さいたま市南区南浦和2-24-18

048-881-4655

さいたま市浦和区北浦和1-1-2

048-883-5411

銀嶺ビル1F
さいたま市南区別所1-3-18

048-864-7711

さいたま市浦和区岸町7-11-24-501

048-839-3033

さいたま市桜区西堀2-5-19

048-753-9909

川口市柳崎3-2-21

048-268-2255

さいたま市桜区塚本277-14

048-840-1505

さいたま市中央区桜丘2-3-22

048-854-9364

さいたま市南区南浦和2-24-19

048-885-8585

さいたま市緑区美園5-48-9

048-812-3051

さいたま市南区南浦和2-23-1

048-883-6215

さいたま市浦和区前地3-14-12

048-882-0166

さいたま市浦和区高砂2-10-1
高砂１F

グローバル

048-827-1381

さいたま市緑区太田窪3-3-1

048-881-5988

さいたま市浦和区高砂2-2-1

048-831-2421

さいたま市浦和区常盤10-5-11

048-834-3622

さいたま市中央区大戸1-2-7

048-838-1050

さいたま市中央区新中里4-17-34

048-831-5011

さいたま市中央区新都心4-15
都心ビル7階

048-762-6751

フジコー新

さいたま市緑区太田窪3-5-1

048-884-7588

さいたま市南区根岸5-7-3

048-866-8731

さいたま市南区南本町2-11-3

048-815-2222

さいたま市浦和区東仲町3-14
ルズ402
さいたま市浦和区高砂1-10-17
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048-789-6920

アーバンヒ

048-887-0424
048-831-6161

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

さいたま浦和支部
商号・名称

代表者

㈱大宣

大熊 正幸

㈱大総

齋藤 茂

㈱大宝建設埼玉 南浦和店

柴田 陽

㈲大丸商事不動産

篠原 裕治

㈲大武

笹沼 尚哉

㈱大勇ホーム

吉岡 辰起

大洋貿易㈱

竹井 洋隆

ダイワ建機㈱

金﨑 吉治

大和ハウス工業㈱ 埼玉支社

芳井 敬一

㈱大和不動産

小山 陽一郎

㈱大和不動産 武蔵浦和店

小山 陽一郎

㈱大和不動産 浦和店

小山 陽一郎

㈱大和不動産 業務部

小山 陽一郎

㈱大和不動産Ｒｅホーム

井上 幸範

㈱タウンエージェント

里吉 知巳

タオコーポレーション㈱ さいたま支店

田尾 頼昭

㈱タカテル．

東 竜二

㈱高橋政雄設計事務所

髙橋 直子

高松商事㈱

大森 覺

㈱タカラハウジング

中川 泰次郎

タクトホーム㈱ 浦和店

小寺 一裕

㈲竹内企業

竹内 正弘

武永産業㈱

小山 武男

㈱ＴＡＣエステート

武内 信二郎

タツミ建設工業㈱

巽 佐代子

事務所所在地

電話番号

さいたま市浦和区東仲町9-5

048-883-2999

さいたま市緑区東浦和1-1-1

048-875-1111

さいたま市南区南浦和2-36-15

048-811-4700

さいたま市浦和区北浦和4-1-6

048-831-3999

さいたま市浦和区高砂2-13-19

K2ﾋﾞﾙ7階

048-874-1856

さいたま市緑区東浦和4-27-10
さいたま市浦和区仲町4-10-13
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048-833-0027

仲町ﾋﾞﾙ305

048-748-3338

さいたま市中央区新都心4-11

048-799-3315

さいたま市中央区新都心11-1

048-601-1590

さいたま市浦和区高砂1-2-1

048-833-7811

さいたま市南区別所7-6-8

048-866-5777

さいたま市浦和区高砂1-2-1ｴｲﾍﾟｯｸｽﾀﾜｰ浦和
ｵﾌｨｽ館

048-824-1161

さいたま市浦和区高砂1-2-1
タワー
浦和オフィス西館708

048-833-7868

エイペックス

さいたま市浦和区高砂1-5-6

048-824-8888

さいたま市中央区新中里3-10-4

048-851-0370

さいたま市浦和区常盤2-1-7

048-825-0808

岩代荘101号

さいたま市中央区鈴谷2-634-1

048-853-6969

さいたま市緑区中尾270

048-873-4244

さいたま市浦和区東仲町6-15

048-762-6395

さいたま市緑区美園4-14-1

048-878-4161

さいたま市南区根岸1-1-18

048-865-8488

さいたま市桜区中島1-34-1

048-678-3311

さいたま市緑区馬場2-3-12

048-874-4400

さいたま市緑区芝原3-25-27

048-711-5112

さいたま市南区文蔵3-31-3 1F

048-710-5020

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

さいたま浦和支部
商号・名称

代表者

㈲立石興産

立石 満

㈱田中工務店

田中 一成

㈱田中商事

田中 勉

㈱谷口管理サービス

谷口 良一

㈱谷口工務店

谷口 政彦

たま企画㈱

田中 邦彦

タマホーム㈱ さいたま支店

玉木 康裕

㈱田村商店

田村 幸雄

㈲千勢ライフ

末 千惠子

㈲千勢ライフ 北浦和店

末 千惠子

中央開発㈱

清宮 宣夫

㈱中央住宅 戸建分譲さいたま事業部

品川 典久

㈱中央住宅 ポラス住まいの情報館

品川 典久

与野営業所

事務所所在地

電話番号

さいたま市浦和区神明1-7-16

048-862-3377

さいたま市浦和区常盤10-16-23

048-831-5725

さいたま市中央区八王子5-14-23

048-855-0055

さいたま市桜区西堀2-11-32

048-862-4500

さいたま市桜区西堀2-11-32

048-862-5820

さいたま市南区別所7-17-26

048-863-6597

さいたま市緑区美園6-9-7

048-812-2300

さいたま市桜区栄和4-26-14

048-852-3371

さいたま市中央区大戸6-11-7

048-822-5991

さいたま市中央区大戸6-11-15

㈱中央住宅 ポラス住まいの情報館 南浦和営業所

品川 典久

㈱中央ビル管理 武蔵浦和営業所

中内 晃次郎

㈱中央ビル管理 東浦和営業所

中内 晃次郎

㈱中央ビル管理 与野営業所

中内 晃次郎

㈱中央ビル管理 浦和営業所

中内 晃次郎

㈱中央ビル管理 さいたま支店

中内 晃次郎

㈱辻興産

大野 時範

㈱辻興産 武蔵浦和店

大野 時範

㈲辻村商事

辻村 達夫

㈱土屋不動産

泉舘 修一

ツルヤ交通㈱

橋本 強

ティーエス・エステート㈱

須黒 達彦
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1F

048-825-0017

さいたま市南区南浦和3-45-15

048-882-5020

さいたま市南区別所7-3-1

048-836-4111

さいたま市浦和区上木崎1-8-10

048-823-4314

さいたま市南区南本町1-10-1

048-864-5700

さいたま市南区別所7-9-5

048-838-8822

大熊ﾋﾞﾙ１Ｆ
さいたま市緑区東浦和1-14-7

榎本ビル101

048-876-1611

さいたま市浦和区上木崎1-8-10

048-823-4388

さいたま市浦和区東仲町11-23

048-871-2161

ＴＵＴＡＹＡ

ＢＵＩＬＤＩＮＧ２

3F

さいたま市緑区東浦和5-9-7

048-876-0702

さいたま市南区根岸5-18-15

048-862-8558

さいたま市南区白幡5-1-26

048-864-1000

さいたま市浦和区上木崎1-2-6

048-824-1260

さいたま市桜区田島5-10-5-101

048-872-1166

さいたま市南区根岸5-23-5

048-862-2535

さいたま市南区南浦和3-43-8

048-882-9342

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

さいたま浦和支部
商号・名称

代表者

事務所所在地

電話番号

さいたま市浦和区高砂1-2-1

㈲ＴＭ建築工房

高橋 英樹

㈲テーシーエム

清水 伸二

㈱テクノビルド

野村 俊彦

テックス㈱ 南与野店

新井 竜太

㈱テンポアップ さいたま支社

加藤 冨士夫

㈱藤榮商事

新藤 友啓

東旺商事㈲

武笠 輝久

東京榮不動産㈲

小川 毅

東京不動産㈱

野本 富美子

㈲東光興産

石塚 政雄

㈲東宏不動産

石井 靖之

東相住宅㈱

染谷 義一

東邦土地㈱

森 雅明

㈱東洋エステート

佐々木 佳代

㈱東陽都市計画

齊藤 実

㈱東和地所

吉岡 良治

㈱東和ハウジング

永口 盛義

㈱十きち不動産

渡邉 真基

㈲トータルワイド

豊野 貴広

利根川不動産㈱

利根川 保夫

トミーハウジング

若林 芳江

都民住宅建設㈱

大内 邦幹

㈱トモエコンサルティング

巴 眞一

トヨタホーム東京㈱ 埼玉支店

井上 正宏

ナビハウジング㈱

丸山 増夫

048-835-2237

ｴｲﾍﾟｯｸｽﾀﾜｰ浦和･ｵﾌｨｽ西館408
さいたま市南区白幡3-13-4

048-862-6207

さいたま市桜区下大久保945-1

048-840-1700

さいたま市中央区鈴谷2-1217-11

048-852-7800

さいたま市浦和区岸町4-26-15
和ビル4F

048-815-6711

さいたま市緑区中尾943-2

048-874-1637

さいたま市緑区三室2458-16

048-873-4213

さいたま市中央区下落合6-10-7

048-852-5111

さいたま市中央区本町西6-5-18

048-855-0181

さいたま市浦和区本太1-32-17

048-881-1215

さいたま市緑区東浦和4-1-17

048-873-6126

さいたま市中央区上落合2-5-27

048-854-7371

さいたま市緑区原山2-5-12

048-882-6254

さいたま市桜区新開1-25-1

048-837-8888

さいたま市桜区上大久保367-3

048-854-1571

さいたま市浦和区常盤1-6-23-404

048-822-0440

さいたま市緑区中尾607-1

048-873-9524

さいたま市浦和区仲町2-16-4

048-762-9588

さいたま市緑区原山2-30-21

048-885-4141

さいたま市浦和区岸町4-20-13

048-824-3888

さいたま市浦和区北浦和1-19-8

048-885-7058

さいたま市南区南浦和2-39-2

048-887-5063

さいたま市桜区栄和5-1-24-102

048-853-3322

さいたま市浦和区北浦和5-5-9
ﾙ2F
さいたま市南区南浦和2-23-1
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住友生命浦

北浦和NCﾋﾞ

048-835-2262
048-882-6181

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

さいたま浦和支部
商号・名称

代表者

㈱南和不動産管理

眞鍋 秀男

㈱西企画

西 達広

ニッケントラスト㈱

奥墨 常治

㈱日総

篠﨑 靖香

新田建設㈱

岩﨑 朋子

日本地所

田口 克也

日本住宅㈱ さいたま支店

滝村 照男

日本宅建ホーム㈱

江口 君久

㈱ネクステージ さいたま支店

村本 大輔

ネクストイノベーション㈱

東條 将

ネクスト・リアルティ販売㈱

原田 将史

㈱ネスト

事務所所在地

電話番号

さいたま市南区文蔵2-3-5

048-862-4343

さいたま市浦和区高砂2-13-21-904

048-829-7898

さいたま市南区沼影1-6-15

048-838-0080

さいたま市南区辻8-5-11

048-862-9740

さいたま市浦和区常盤3-10-16

048-831-7809

さいたま市中央区上落合7-7-2-3305

048-859-2014

さいたま市緑区美園4-14-3

048-812-2511

さいたま市南区曲本1-20-1

048-866-0331

さいたま市桜区山久保2-7-7
階

ツルタ店舗A2

048-615-1166

さいたま市浦和区常盤9-20-8

048-711-5990

さいたま市南区南浦和2-34-9 花見ビル2階

048-753-9931

永堀 浩史

さいたま市浦和区東高砂町4-8
高砂201号室

048-813-8960

㈲野口不動産企画

野口 善康

さいたま市浦和区岸町2-1-20
101号室

野島不動産

野島 章示

パーソナルスタイル㈱

石田 茂城

㈱ハウジングステーション

池田 豊

㈱ハウスジャパン

中村 正己

㈱ハウススタイル

佐々木 剛

㈱ハウスドットコム

佐々木 威人

㈱ハウスプラザ 浦和店

川瀬 英嗣

㈱ハウスプラン

塩川 和亮

㈱ハウスメイトショップ 浦和店

井關 豊

さいたま市浦和区高砂2-6-18
本田屋ﾋﾞﾙ3F

井關 豊

さいたま市浦和区北浦和4-3-1
ル4F

かとれあビ

㈱ハウスメイトショップ 北浦和店

048-822-7778

井關 豊

さいたま市中央区鈴谷2-748-1
ルズ2F

ウエストヒ

㈱ハウスメイトマネジメント 埼玉支店

048-859-8700

一建設㈱ 南浦和営業所

堀口 忠美

ﾄﾞﾘｰﾑﾊｲﾂⅡ

048-825-2647

さいたま市浦和区領家7-28-8

048-711-5751

さいたま市浦和区岸町7-8-13

048-762-9107

さいたま市浦和区北浦和1-9-1-103

048-883-7472

さいたま市桜区道場2-9-5

048-854-7488

さいたま市浦和区北浦和1-8-12

048-793-5901

さいたま市緑区松木3-15-16

048-829-7836

さいたま市南区辻1-24-10

048-829-9922

さいたま市浦和区北浦和1-3-9

048-832-0021

さいたま市南区太田窪2-6-7
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アドフィ東

島田屋ビル

048-826-2781

048-885-1515

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

さいたま浦和支部
商号・名称

代表者

㈱橋本工務店

橋本 德樹

㈲バックアップ

碇 奈緒子

八生建設㈱

首藤 和彦

㈲ハッピーハウス

佐々木 聡

パトラビホーム㈱

宮崎 順子

ハナビル㈱

渡邊 孝士

㈲はなまる

藤井 忠一

㈲林企画

林 弘行

㈲ハラビジネス

原 秀文

㈱バンダイ

三浦 仁

㈱柊建設

関 康治

㈱秀吉ホームズ

秋元 秀夫

合同会社

備藤 丈之

備藤ホーム

㈱桧家住宅 分譲事業部

埼玉営業所

荒井 孝子

ビブリオ㈱

大貫 義久

㈱平井不動産

平井 昌孝

ビルトホーム㈱ 浦和店

大畑 元三

㈱博工務店

松本 利男

㈱１ｓｔ．エステート

伊藤 純

ファースト住建㈱ 首都圏支社

中島 雄司

ＦＩＮＥ㈱

伊藤 良起

ファミリーサポート

利根澤 誠

㈱フィールド・ワーク

森下 悦道

㈱フェリス・リアルエステート

松本 博史

フォレストハウジング

林 祐司

事務所所在地

電話番号

さいたま市南区神明2-1-7

048-861-3719

さいたま市南区文蔵4-29-13

048-839-8806

さいたま市中央区下落合7-3-6

048-852-2631

さいたま市桜区上大久保659-1

048-855-5380

さいたま市浦和区仲町2-6-20

048-832-8567

さいたま市桜区西堀2-10-12

048-711-3316

さいたま市浦和区元町3-3-8

048-677-6870

さいたま市緑区宮本2-24-15

048-873-3613

さいたま市南区辻7-2-8

048-862-6271

さいたま市南区南浦和2-36-16

048-711-3712

さいたま市桜区西堀10-12-34

048-857-5755

さいたま市南区沼影1-8-22

048-799-2626

さいたま市緑区大崎2968-1

048-878-6011

さいたま市中央区新中里4-13-11

048-814-2000

さいたま市浦和区東仲町17-8

048-813-2170

さいたま市浦和区高砂2-2-21

048-822-6429

さいたま市浦和区常盤2-12-11
ローズ常盤Ⅱ102

日建プリム

さいたま市緑区原山2-40-14

048-886-8563

さいたま市緑区美園4-13-8

048-711-3337

さいたま市南区別所1-2-8

ｲﾝﾃﾙU1階

さいたま市緑区中尾970-10
さいたま市緑区東浦和7-2-16
イツ101
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048-815-8688

048-710-8700
048-762-6513

イーストハ

048-874-5116

さいたま市桜区西堀4-11-7-302号

048-826-6300

さいたま市浦和区高砂2-9-5さくら草ビル3
Ｆ

048-827-0622

さいたま市浦和区常盤2-17-3

048-749-1107

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

さいたま浦和支部
商号・名称

代表者

フォレストホーム㈱

岸部 忠次

㈱福田建設

福田 昇

㈲福田商事不動産

福田 実

㈱フコク不動産センター

古田 平八郎

藤岡商事

藤岡 孝治

㈱藤島住宅

名古屋 俊男

㈱富士総業

金子 義人

㈱藤不動産

齋藤 敬子

フジモリ商事㈱

筒井 房男

不動開発㈱

松永 満

㈲不動産スエミツ

末光 國洋

プライムホーム㈱

栗原 基郎

プラスエステート

厚沢 伸彦

㈱フリード

福山 賢

㈱フリームジャパン

室伏 哲郎

ブルーハウス㈱

佐々木 裕二

㈱プレイン

平野 覺

㈱Ｂｒａｉｎｓ

Ｃａｐｉｔａｌ

事務所所在地

電話番号

さいたま市緑区東浦和3-11-12

048-873-2236

さいたま市南区根岸4-3-7

048-861-3135

さいたま市緑区東浦和1-16-3

048-873-3911

さいたま市緑区東浦和1-17-2

ゆりビル1階

さいたま市緑区三室1525-3

048-874-1300

川口市南前川2-14-12

048-268-2222

さいたま市浦和区本太4-9-4

048-885-1100

さいたま市緑区東浦和3-31-5

048-679-0213

さいたま市中央区本町西3-1-5

048-856-1261

さいたま市南区南浦和3-31-20

048-887-0605

さいたま市中央区上落合2-5-33

048-857-2627

さいたま市浦和区針ケ谷3-6-2

048-824-5151

さいたま市浦和区仲町4-10-13
205

仲町ビル

さいたま市南区大谷口3139-1

㈱ブレストソリューション

石田 章

㈱ブレストホーム

町田 圭太

㈱フロンティアエステート

小向 憲久

㈱平成美装

畔栁 昌一郎

平和システム㈱

井山 一男

㈱平和自動車

山岸 俊和

㈱平和不動産 与野本町店

榎本 好孝

守屋ビル3B

048-762-3639

さいたま市中央区新都心4-12

048-780-2413

さいたま市南区南浦和2-38-8

048-883-1711

さいたま市南区鹿手袋2-17-18-603

048-637-7760

さいたま市桜区田島5-24-3
1F

048-844-5880

2nd.ブレスト

さいたま市浦和区元町2-9-8

048-762-7541

さいたま市南区白幡4-12-25ﾋﾞｹﾞﾝﾋﾞﾙ1階

048-710-7533

さいたま市浦和区針ヶ谷2-10-17

048-832-9992

さいたま市浦和区高砂2-4-6

048-832-8800

さいたま市中央区新中里3-1-5

048-832-6055

さいたま市中央区本町東2-4-8
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048-838-2155
0120-290-415

さいたま市南区南浦和2-38-4

奈良 芳春

048-875-3211

3F

048-853-1111

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

さいたま浦和支部
商号・名称

代表者

事務所所在地

電話番号

さいたま市緑区東浦和5-12-8
浦和１Ｆ

㈱平和不動産 東浦和店

榎本 好孝

㈱別所不動産

秋元 宏仁

㈱ベルハウス

桃木 善宜

㈱ベルホームズ

寺田 光郎

豊山開発㈱

朱 順子

㈲豊曜商事

清宮 喜三郎

㈱ホームエージェント

福田 弘訓

北海不動産

佐藤 信也

㈱穂波エステート

杉浦 正典

ほむら不動産

稲垣 広

ポラスタウン開発㈱

中内 晃次郎

ポラスマイホームプラザ㈱

中内 啓夫

㈱マイスターコーポレーション

水沼 正明

㈱マスターズホーム

是澤 尚孝

町田不動産

町田 孝子

㈲マック

山崎 清美

松芝住宅流通㈲

島根 勝美

松永住宅㈱

松永 兼治

松永住宅㈱ 浦和美園営業所

松永 兼治

㈲松原地所

石井 玲子

㈲丸一不動産

鈴木 裕成

㈲丸恵屋

丸山 一之

丸楠ホーム㈲

河西 辰郎

㈲丸国

井口 統紀子

㈱丸幸

渋谷 昌信

ビィレッジ

さいたま市南区別所1-27-8

048-861-3333

さいたま市中央区本町東2-4-9

048-856-8888

さいたま市中央区上落合3-3-9

048-857-8888

さいたま市中央区上落合2-3-5

048-859-1235

さいたま市南区南浦和3-3-17-2階

048-885-6867

さいたま市緑区松木3-26-29
ジェントビル

048-767-3947

ホームエー

さいたま市浦和区東高砂町3-5

048-882-5947

さいたま市中央区上落合9-1-6

Ｍビル2F

048-711-7375

さいたま市桜区上大久保182-25

048-877-9355

さいたま市南区沼影1-12-1

048-872-8230

さいたま市浦和区常盤10-15-16
目ビル1Ｆ

常盤10丁

048-823-5333

さいたま市浦和区針ケ谷1-7-2

048-826-7500

さいたま市緑区東浦和6-9-4-1F

048-876-0966

さいたま市見沼区堀崎町132-2

048-688-7747

さいたま市緑区東浦和7-41-15

048-874-5961

さいたま市緑区松木3-30-5

048-875-4595

さいたま市緑区美園4-17-17

048-812-1131

さいたま市緑区下野田703-1
101
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048-810-1100

ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞｻﾙｰﾝ

048-757-8880

さいたま市浦和区本太3-29-20

048-882-8630

さいたま市浦和区常盤6-12-1

048-831-0123

さいたま市中央区本町東3-5-3

048-857-1592

川口市柳崎1-28-15

048-265-5892

さいたま市中央区大戸5-12-14

048-833-4505

さいたま市中央区下落合6-9-6

048-855-3275

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

さいたま浦和支部
商号・名称

代表者

㈱丸幸 与野本町駅ビーンズ店

渋谷 昌信

丸五商事㈱

新岡 優美子

㈱丸翔

丸山 昭一

マルヤマ不動産

丸山 篤

㈱ＭＩＯ

太田 昇一朗

三笠エステート㈱

武田 基司

㈱ミクニ 埼玉営業所

山田 秀典

ミサワホーム㈱ 埼玉支社（資産活用事業部
業部）

埼玉営

事務所所在地

電話番号

さいたま市中央区本町東2-3-11

048-855-9771

さいたま市浦和区木崎5-34-32

048-873-8133

さいたま市緑区大牧1397-2

048-873-2157

さいたま市中央区鈴谷2-1217-14

048-853-6628

さいたま市中央区上落合2-3-2

048-859-3330

5階

048-810-0088

さいたま市緑区馬場2-3-10
さいたま市浦和区高砂3-4-9
町ビル5階

磯貝 匡志

ミサワホーム不動産㈱ 埼玉営業所

岡村 康晴

㈱みずほ

増渕 秀一

(同)ミソノ生活

矢島 沙緒里

㈲美園不動産

舟田 勇

㈲美貴商事

宮﨑 佳久

㈱巳斗吉

吉雄 成公

㈱三益建設

淺見 定

㈱宮川不動産

宮川 博行

㈱京ハウジング

田京 康一郎

㈲雅クリエイト

原 雅之

三喜建設工業㈱

小野寺 宏之

㈱武笠総合ハウジング

武笠 智

ムツミ産業㈱

関根 睦巳

ムラカミ宅建

村上 正春

㈱盟豊地興

金子 豊

㈱メゾンプレジール

魚谷 勝

ＭＥＴ Ｄesign Ｅstate㈱

奈良 清

太陽生命高砂

048-822-0392

さいたま市中央区円阿弥7-7-8

048-855-5745

さいたま市中央区円阿弥7-7-8-2F

048-677-6141

さいたま市中央区下落合6-5-7

048-858-8181

さいたま市緑区美園1-33-1

048-812-0630

さいたま市緑区下野田181

048-812-1611

さいたま市南区大谷口714-2

048-885-4327

さいたま市中央区鈴谷4-6-28

048-861-8742

さいたま市緑区美園5-49-15

048-878-0788

さいたま市南区文蔵1-17-1

048-861-1237

さいたま市浦和区常盤9-17-6

048-826-5521

さいたま市中央区上落合6-18-20

048-858-7666

さいたま市南区南本町2-14-16

048-822-5615

さいたま市浦和区瀬ヶ崎3-9-6

048-886-1101

さいたま市中央区新中里3-6-1

048-831-3032

さいたま市緑区三室895-10

048-874-0584

さいたま市南区白幡4-29-12

048-837-0227

Ｍ２ビル1階
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さいたま市浦和区領家3-1-1

048-871-1300

さいたま市南区文蔵1-16-11

048-865-8801

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

さいたま浦和支部
商号・名称

代表者

㈱ものくり商事

早坂 拓紀

㈱矢口工務店

矢口 秀之

㈱八幡管財

奥田 堯

㈲山縣不動産

齋藤 賢治

㈱ヤマキ

八巻 浩二

山岸工業㈱ 浦和店

山岸 茂夫

㈲山崎商會

山﨑 克久

㈱ヤマダホームズ 不動産事業部

浦和店

事務所所在地
さいたま市浦和区仲町1-10-7

048-822-3311

さいたま市浦和区領家7-6-4

048-831-2739

さいたま市南区南浦和2-40-2

048-887-6490

さいたま市浦和区東仲町1-22
ル4階

㈲有康

下池 龍

㈱ユーディケーサービス

守屋 信幸

㈱ユーミープロパティ 北浦和店

有馬 久喜

㈱ユニオン管理

河崎 洋

㈲ヨークホーム

小久保 國昭

㈲よしくに

櫻井 由国

㈱ヨシケン

吉田 光男

吉村興業㈱

吉村 雅男

㈱四ツ谷園商事

秋元 清喬

㈱ライズウェル 浦和支店

渡邉 裕

㈱ライトアップ

松島 義浩

㈱ライフプラネット

小倉 康司

㈱ＲＵＤＤＥＲ

佐藤 美香

ラフエンテ・コーポレーション㈱

和泉 由香

㈱ラムザ都市開発

杉山 勝志

㈱ランドクリエイション

松本 真理子

㈱ランドプラザ

新岡 司

- 20 -

Ｋ･Ｙ･Ｍビ

048-882-1948

さいたま市中央区鈴谷2-636

048-854-9292

さいたま市南区関1-1-12

048-710-8020

さいたま市桜区五関607-2

048-762-7628

さいたま市南区南本町2-11-3
ル1階

増田 文彦

電話番号

ダイシンビ

048-815-6522

さいたま市浦和区東仲町11-5

048-885-8080

さいたま市南区沼影1-8-15

048-839-8228

さいたま市浦和区北浦和4-3-1

048-829-9256

さいたま市南区鹿手袋1-3-10

048-865-2222

さいたま市中央区下落合6-16-14

048-855-4588

さいたま市緑区中尾1140-14

048-709-1211

さいたま市緑区松木1-6-10

048-873-9014

さいたま市緑区寺山120-1

048-878-2140

さいたま市南区四谷3-9-29

048-861-4280

さいたま市南区鹿手袋4-16-5

048-863-9889

さいたま市中央区上落合3-13-32-1

048-840-2311

さいたま市浦和区北浦和4-3-1
201号

048-711-8461

ミツイビル

さいたま市桜区西堀6-14-7

048-871-8139

さいたま市浦和区岸町２－９－９

048-822-9475

さいたま市南区沼影1-10-1

048-844-0371

さいたま市浦和区常盤4-5-12

048-822-3718

さいたま市浦和区木崎5-34-32

048-884-5252

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

さいたま浦和支部
商号・名称

代表者

㈱ランドホーム

楢原 和夫

㈲リアルシステムズ

御畑 博司

㈱リープ さいたま営業所

大塚 義雄

㈱リオラス

沖ノ井 繁

㈱リズムランド

山岡 寛

リッチョウホーム㈱

鳥井 義兼

㈱リバース

宮関 辰也

リバースター㈱

細川 悟志

㈱陵栄

清水 基斗也

㈱リライブ

槙本 健悟

㈱レーベンハウス 浦和店

北西 功

㈱レジファインクリエイト

北沢 正登

㈱Ｌｅｃｉｌ

大熊 富士夫

Ｈｏｍｅ

事務所所在地

電話番号

さいたま市中央区上落合1-9-2

048-854-1117

さいたま市浦和区上木崎4-2-28

048-834-3321

さいたま市浦和区東仲町25-5-1
2F

バティマE

さいたま市緑区上野田627

048-878-6471

さいたま市中央区下落合1722

048-815-6660

さいたま市中央区下落合7-4-3

048-854-3211

さいたま市南区南浦和2-22-14

048-871-0688

さいたま市浦和区北浦和5-9-7
205

㈱ロイヤルコーポレーション

田島 永一

ロウプライス賃貸㈱

左衛門三郎 大

㈱ロータス

岡崎 徹

㈱ロッキー住宅

大熊 繁紀

㈱和宏

中村 光毅

和光建設㈱

岩浪 郁雄

和田工業㈱

和田 兵樹

㈱ワンフィールドホーム

松山 俊行
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048-767-4404

高橋ビル

さいたま市南区白幡1-2-14

048-764-9751
048-877-1446

さいたま市浦和区岸町4-20-9
浦和岸町1階

ピニエール

048-826-2281

さいたま市浦和区仲町2-3-22

桑原ビル1F

048-789-7311

さいたま市浦和区高砂4-4-1

048-762-3793

さいたま市南区太田窪5-27-2

048-811-3377

さいたま市浦和区仲町1-5-9

048-832-1818

さいたま市緑区東浦和7-1-1

048-876-5666

さいたま市南区曲本2-7-14-1

048-865-5195

さいたま市浦和区常盤2-10-1

048-822-8221

さいたま市南区南浦和1-22-10

048-885-1357

さいたま市浦和区北浦和5-12-11

048-833-9408

さいたま市南区別所3-38-29

048-862-8551

さいたま市桜区田島5-22-12

048-864-1123

