会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

大宮支部
商号・名称

代表者

㈱アーキスクエア

澤田 光宏

㈱アーキュレーション

伊藤 克尚

アークインターナショナル㈱

沼田 彰史

㈱アースパワー

髙垣 雅幸

㈱アートハウジング

富山 徹

㈱アーネストワン 大宮営業所

松林 重行

㈲アーバンテック

築比地 義司

㈱アーバン・ライフ

佐藤 由佳

㈲アイ・アールホーム

岩崎 良一

㈱アイケンジャパン 大宮サテライトオフィス

中島 厚己

㈱アイダ設計

會田 貞光

㈱アイダ設計 本店営業部

會田 貞光

㈱アイダ設計 大宮東モデル店

會田 貞光

㈱アイトホーム

川西 弘二

アイル・ホームサービス㈲

宮川 博行

㈲アイワ土地建物

根岸 昭博

㈲茜ハウジング

上村 光代

㈲赤間工務店

赤間 正勝

秋元工務店

秋元 政行

㈲秋本工務店

秋本 實

アクア食品㈲

德永 奈美

㈱アクセス＆プロパティーズ

永峰 恒雄

アクテイス㈱

渡部 寛仁

アサコ住宅サービス

浅子 武夫

㈱アサヒ建総

竹内 晃

事務所所在地

電話番号

さいたま市北区宮原町1-464-2

048-667-8800

さいたま市見沼区東大宮4-63-41

048-654-7913

さいたま市大宮区天沼町1-2-2

048-650-6702

さいたま市見沼区堀崎町1374-1

048-688-3585

さいたま市見沼区大和田町1-1632-2

048-684-6652

さいたま市大宮区桜木町1-12-7
第二大栄ビル１階

048-657-4300

大宮西口

さいたま市見沼区東大宮4-26-21

048-669-2761

さいたま市西区高木1281-5

048-626-1587

さいたま市見沼区東大宮5-4-8

048-682-6666

さいたま市大宮区桜木町1-7-5
ティビル16階

ソニックシ

さいたま市大宮区桜木町2-286
さいたま市大宮区桜木町2-286
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048-871-5509
048-650-0222

1F

048-650-0303

さいたま市見沼区深作1-27-12

050-3173-2407

さいたま市北区別所町27-26

048-662-3800

さいたま市大宮区大門町3-205

048-646-2887

さいたま市大宮区浅間町2-38

048-642-8917

さいたま市北区植竹町1-715

048-653-3381

さいたま市北区宮原町3-473

048-667-3211

さいたま市北区宮原町4-63-11

048-665-7276

さいたま市見沼区御蔵342-3

048-684-5684

さいたま市西区三橋6-390-9

048-795-5521

さいたま市大宮区高鼻町1-5

048-658-4800

さいたま市北区土呂町1493

048-651-7788

さいたま市見沼区御蔵379-5

048-683-3780

さいたま市北区本郷町1111

048-665-8077

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

大宮支部
商号・名称

代表者

事務所所在地

電話番号

さいたま市北区大成町4-204-1

048-662-2005

さいたま市西区三橋6-299

048-624-0502

さいたま市西区水判土441-31

048-625-7070

さいたま市北区土呂町1-7-6

048-668-0021

さいたま市大宮区大成町2-273-1

048-661-7355

さいたま市大宮区桜木町1-1-2
Ｆ～4Ｆ

048-648-3535

㈱アジア住宅販売 大宮営業所

佐々木 克宜

㈲アズミコーポレーション

阿泉 秀典

㈱アセットビオス

岸本 弘

アット住マイルさいたま㈱

鈴木 仁

㈱アップル

高橋 誠一

㈱アップル 大宮西口駅前店

高橋 誠一

㈱アップル 土呂店

高橋 誠一

㈱アップル 東大宮店

高橋 誠一

㈱アップル さいたま新都心店

高橋 誠一
高橋 誠一

さいたま市大宮区大門町1-43
店ビル2F

いづみや本

㈱アップル 大宮東口店

048-650-1212

高橋 誠一

さいたま市大宮区桜木町1-2-1
階

北山ビル1

㈱アップル 大宮西口中央店

048-647-3535

㈱アップル 宮原店

高橋 誠一

㈱アップル 大宮東口駅前店

高橋 誠一

吾妻工業㈱

髙橋 正雄

アトラスリビング㈱

飯田 孝之

Ａｐａｍａｎ

大山 芳弘

Ｐｒｏｐｅｒｔｙ㈱ 大宮営業所

橋本ビル2

さいたま市北区土呂町2-10-11

048-653-3535

さいたま市見沼区東大宮4-18-10

048-668-3535

さいたま市大宮区吉敷町4-262-8

048-640-3535

プリムローズセキグチ1Ｆ

さいたま市北区宮原町2-49-19
さいたま市大宮区大門町1-21
階

048-615-3737
町田ビル４

さいたま市大宮区浅間町2-47-1

048-641-4151

さいたま市大宮区下町2-55 明邦下町ビル3
Ｆ

048-658-8810

さいたま市大宮区宮町1-96

048-658-2990

岩井ﾋﾞﾙ4階

さいたま市大宮区大門町3-37

㈱アパレオ

三浦 隆行

㈲Ａrai Ｂuilding Ｃo．

新井 孝治

㈱アルシェ建物

中島 祥雄

㈱イー・ケー

神田 榮一

㈲イイズカ企画

高橋 秀男

㈱飯田産業 大宮支店

千葉 雄二郎

飯田ホームトレードセンター㈱ 大宮営業所

兼井 雅史

㈲いいづか商事

飯塚 暉男

㈱イー・プランニング 大宮支社

石垣 直子

稲垣ビル2階

048-640-7771

さいたま市大宮区大門町3-205

048-783-7816

さいたま市大宮区桜木町2-1-1

048-647-0178

さいたま市西区佐知川11

048-625-3615

さいたま市見沼区御蔵1432-24

048-686-3756

さいたま市大宮区上小町497-5

048-644-7388

さいたま市大宮区上小町516-1

048-650-7488

さいたま市北区本郷町875-1

048-665-8881

さいたま市大宮区大成町3-548-2
ル1F
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048-740-8181

富士幸ビ

048-782-5415

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

大宮支部
商号・名称

代表者

㈲家づくり工房Ｈｏｕ’ｓ

高田 憲治

㈱イオスホーム さいたま新都心店

小野 裕司

㈱イグチ

猪口 正勝

㈲池谷商事

池谷 和工

イシイ財産管理㈱

石井 力

㈲市ノ川商会

市ノ川 泰孝

㈲一の関工務店

一関 雪夫

㈲一橋商事

島田 延芳

㈱イチロウ事務所

小池 賢士

㈱イデアマネジメントオフィス

大﨑 美由紀

イトー土地建物大宮店

伊藤 興利

㈲井原織物工場

井原 通安

㈱井原不動産

井原 勝行

㈱インパクトデザインプラス

深谷 典昭

㈲インペリアルホーム

青木 忠

㈱ウィークリーセンター 大宮営業所

加賀谷 誠

㈱ウイロウベル

力丸 実

㈱ウィンズワン

平野 真奈美

㈱ウエスト

蓜島 重子

㈱内海工務店

内海 洋平

㈱ウニクス

村木 正之

永光建設㈱

渡邉 健一

永光不動産

徳永 昇

㈱永大ハウス 大宮店

永森 勝

エイテスリンケージ㈱

伊藤 健善

事務所所在地

電話番号

さいたま市大宮区上小町769

048-644-7229

さいたま市大宮区吉敷町4-264-1

048-650-3303

さいたま市大宮区桜木町2-5-5
ビルVI大宮4F

048-631-1151

クリスタル

さいたま市西区宝来1619

048-624-6818

さいたま市大宮区高鼻町3-120-9

048-671-1411

さいたま市大宮区桜木町4-896

048-641-0678

さいたま市北区植竹町1-48-24

048-663-5575

さいたま市北区宮原町3-467-2

048-666-0780

さいたま市大宮区上小町834-8
ク大宮2階
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パシフィッ

048-788-3707

さいたま市大宮区吉敷町3-213

048-649-0703

さいたま市大宮区土手町3-161

048-631-2261

さいたま市西区植田谷本206-2

048-624-4457

さいたま市西区西遊馬344-3

048-621-0500

さいたま市見沼区東新井710-31

048-878-8266

さいたま市北区宮原町３－２６３

048-668-7571

さいたま市大宮区宮町4-101

048-651-1111

ｱｰﾄﾋﾙｽﾞ2階

さいたま市北区宮原町3-381-1

048-654-5756

さいたま市大宮区仲町2-3

048-643-7373

ﾄﾞﾐﾉｽﾍﾟｰｽﾋﾞﾙ6F

さいたま市西区水判土26-5

048-625-1946

さいたま市西区植田谷本638-1

048-641-8484

さいたま市大宮区桜木町1-7-5

048-658-5167

さいたま市見沼区片柳1428-1

048-683-1131

さいたま市北区吉野町2-277-7

048-666-7618

さいたま市大宮区桜木町2-457-2

048-668-5555

さいたま市北区櫛引町2-159-3

048-653-3989

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

大宮支部
商号・名称

代表者

事務所所在地

電話番号

さいたま市大宮区桜木町2-8-4

㈱Ａ＆Ｆアセット・マネジメント

小暮 隆

㈱エージェントサービス

石井 成光

㈱エーフィールド

髙橋 建太郎

㈱エクアス

大隝 賢二

㈲エクセル地所

安戸 千代子

㈱エコハウス

星 千代子

㈱ＳＱコミュニケーションズ

長谷川 賢太

㈲エスサン

関根 信明

㈲エス・ディ・ホーム 大宮店

048-658-7008

A&F大宮ビル5階
さいたま市北区土呂町1-17-7

048-662-7284

カサ・テオドール201
さいたま市見沼区東大宮3-6-2

A-201

048-871-7091

さいたま市大宮区桜木町2-398
木302

イレブン桜

048-780-2430

さいたま市見沼区染谷1-47-2

048-682-5660

さいたま市北区盆栽町67-2

048-666-0878

さいたま市大宮区上小町834-8
ク大宮2Ｆ

パシフィッ

048-783-5941

さいたま市北区日進町2-1115-5

048-651-1513

佐藤 真也

さいたま市大宮区宮町4-150-1カネゲンビル
2Ｆ

048-778-8733

㈲エステートミネギシ

舩津 由徳

さいたま市大宮区大門町3-157-3
ヌール大門102

048-641-8382

エステート・ワン㈱

大森 岳雄

㈱エステル 大宮支店

髙宮 早苗

㈱エスト建物管理

矢口 浩之

㈲エス・ビー・エス

島村 隆

㈱エヌエスコーポレーション

白田 俊夫

㈲エヌ・ナイン不動産

中村 貞夫

エフケイマネジメント

須賀 邦男

㈱ＦＰＲＥ

田村 幸三

㈱エフプランニング

髙柳 昌幸

㈲エムアンドエムプランニング

村松 学

㈱ＭＳ

作野 正俊

㈱エム・ケイ・ケイ企画

柳井 健一

㈲エルズ・コーポレーション

岩﨑 靖

㈱えん道エステート

遠藤 浩子

さいたま市北区東大成町1-626-1
2階

㈲オークホーム

冨樫 実

さいたま市西区宝来1656-25
2Ｆ

カンパ

さいたま市北区宮原町3-337-2

048-788-2910

さいたま市大宮区桜木町2-328-1
トゥーナ桜木101
さいたま市大宮区大門町2-88
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フォル

大野ビル4F

048-650-1777
048-650-6770

さいたま市見沼区大和田町2-1656

048-683-6521

さいたま市大宮区仲町2-27

048-640-6270

さいたま市大宮区桜木町4-216

048-641-1312

さいたま市北区吉野町2-28-9

048-665-1353

さいたま市北区日進町2-510-5

048-654-4842

さいたま市大宮区桜木町4-240

048-644-3461

さいたま市大宮区大成町1-16-1

048-729-4101

さいたま市大宮区大成町2-160-4

048-782-8802

さいたま市大宮区東町2-176

048-658-1177

さいたま市大宮区浅間町2-274

048-782-8585
野原ビル

048-653-2192

Ｙ・Ｋ事務所

048-625-8523

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

大宮支部
商号・名称

代表者

㈱大倉 さいたま支店

川合 南都子

㈱大谷産業 大宮支店

谷口 精一

㈲大塚

大塚 淳子

㈱大成総合不動産

水谷 高継

オーバルホーム㈱

鈴木 省二

㈱オープンハウス・アーキテクト 大宮支店

長井 光夫

㈲大湊興業

湊川 次作

㈱大宮地所

髙橋 弘幸

㈱大宮住宅産業

佐々木 登

㈱大宮宅建

岡 清吾

大宮ハウス㈱

長屋 留吉

大宮不動産鑑定所

切敷 幸志

㈱オーユー住販

大嶋 武夫

㈱ＯＫＵＴＡ

森田 隆之

㈱オザワ

小沢 進一

㈱オフィスサンエス

増田 滋

㈱オフィスジャパン

村上 弘

㈲オマタ

小俣 猛虎

㈱オリーブハウジング

配島 信恵

オリーブライフ㈱

山本 教雄

㈱開新社

荒井 節子

㈱開成物産

萩野 英子

㈱カインドエステート

大久保 薫

㈱風巻住建

堀越 浩

柏木建設不動産㈱

柏木 英太

事務所所在地

電話番号

さいたま市北区宮原町1-470

048-871-5561

さいたま市北区宮原町2-125-10-106

048-661-7311

さいたま市大宮区寿能町1-15-1

048-796-3708

さいたま市大宮区大成町3-548-2
ル

048-660-0555

さいたま市西区西大宮1-10-20

048-624-1133

さいたま市北区吉野町1-395-12

048-669-6211

さいたま市西区塚本町3-54-3

048-623-5646

さいたま市大宮区東町1-117

ＡＴビル204

048-778-7575

さいたま市見沼区堀崎町166-2

048-685-7378

さいたま市西区清河寺951-3

048-622-2335

さいたま市大宮区土手町1-1-4

048-642-4672

さいたま市北区大成町4-89

048-666-6123

さいたま市見沼区東大宮5-53-34

048-686-9671

さいたま市大宮区宮町3-25

048-631-1158

さいたま市大宮区大門町3-59

048-641-4032

さいたま市北区日進町2-763-11

048-776-9367

さいたま市大宮区大成町1-172-1-504

048-699-2772

さいたま市北区東大成町2-221-8

048-667-2789

さいたま市大宮区三橋1-1199

048-658-3100

さいたま市大宮区大成町1-212-3

048-729-6800

さいたま市大宮区大門町3-22-16

048-641-5467

さいたま市北区吉野町1-376-19

048-653-4611

さいたま市大宮区大門町2-11

048-648-8685

さいたま市北区奈良町35-15

048-664-4465

さいたま市大宮区大成町2-160-4
大成204号室
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富士幸ビ

ＳＯＨＯ

048-871-9311

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

大宮支部
商号・名称

代表者

事務所所在地

電話番号

さいたま市西区三橋6-152-2

048-624-4135

さいたま市北区土呂町2-2-17

048-667-5525

さいたま市大宮区桜木町3-136

048-652-1344

さいたま市北区宮原町3-58

048-652-2659

さいたま市北区日進町1-714-4

048-664-1611

さいたま市大宮区土手町3-275

048-664-0432

さいたま市大宮区桜木町4-199-6

048-644-2317

さいたま市大宮区桜木町4-199-6

048-649-8668

さいたま市見沼区東門前216-2

048-682-6855

さいたま市大宮区堀の内町3-322-1

048-640-5500

さいたま市北区日進町2-1088-9

048-664-4470

さいたま市見沼区東大宮5-33-24

048-681-2211

さいたま市大宮区高鼻町1-49

048-648-0740

さいたま市大宮区桜木町3-179

048-782-4864

さいたま市見沼区堀崎町556

048-834-3388

カツミテクノ㈱

坂本 哲朗

㈲カトレア企画

福井 理子

㈲カナ企画

加藤 義三

金子エステート㈱

金子 洋

川里運輸倉庫㈱

小林 正男

川辺建材㈱

川邊 肇

川村建設㈱

川村 郁夫

川村商工ビル㈱

川村 郁夫

㈱寛大

深谷 陽子

関東塩業㈱

濱里 篤

㈲管野工務店

菅野 務

㈲キーポイント

江原 伸二

㈱ギガプランニング

石関 龍

㈱木ごころ建築工房

對馬 哲郎

㈱貴将

福田 大彰

㈲北住建

鳥羽 勝彦

㈱木下不動産 埼玉支社

坂本 建士

㈱木村不動産

大野 和能

木本建設㈱

木本 榮一

共栄建設㈱

原笹 治三

共立管財

友野 由希子

㈱協和ハウス

藤井 昭仁

㈱クイックホーム

三浦 修

㈱グッドヒルズ

飯岡 由英

さいたま市大宮区宮町2-141
ス一の宮3F

久富商事

富井 安和

さいたま市大宮区大成町1-437-1
ンション103

ライオンズガーデン大宮大和田701
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さいたま市北区東大成町1-584
301

ｱｲﾏｳｽﾋﾞﾙ

048-652-7447

さいたま市大宮区宮町3-11-3

栗原ビル4階

048-782-7867

さいたま市西区三橋6-1096-4

048-624-3767

さいたま市西区指扇領別所329

048-624-6843

さいたま市大宮区高鼻町1-25-1

048-648-2211

さいたま市北区植竹町1-43-2

048-667-3950

さいたま市大宮区三橋2-518-2

048-620-0666

さいたま市北区別所町64-15

048-668-3077
コスモプレイ
大宮V1マ

048-782-9691
048-788-2635

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

大宮支部
商号・名称

代表者

㈱グランコンシェル

下山 信吉

㈱グランセプト

廿浦 一太

㈱グランデ

関根 久史

㈱クリエイション・エンタープライズ

小林 勇

㈱クリスティ

新川 義忠

㈱クレイリッシュ

髙木 秀男

㈱クレインハウス

船木 渡

㈱クレインハウス ｽﾃﾗﾀｳﾝ大宮店

船木 渡

クレールホーム㈱

山下 良二

㈱クレストプランニング

事務所所在地

電話番号

さいたま市北区東大成町2-81-1

048-788-1075

さいたま市西区西大宮1-18-1
ラージュ西大宮1F

048-782-5435

イル・ヴィ

さいたま市大宮区三橋4-669-2

048-623-4000

さいたま市大宮区桜木町2-327

048-647-7616

さいたま市大宮区下町1-51

048-645-3333

さいたま市見沼区東大宮5-33-12

048-682-2300

さいたま市北区別所町1122-9

048-666-9900

さいたま市北区宮原町1-854-1
ン２階

ステラタウ

048-661-9909

さいたま市北区土呂町1-21-7-202

048-661-0707

尾木 俊彦

さいたま市北区吉野町1-331-28
103

ﾄﾞﾐｰﾙ･ｱﾝ

048-729-5250

黒須 宏

さいたま市北区宮原町2-16-14
階

新正ビル1

㈱ＣＲＯＳ 宮原店

048-871-7873

黒須建設㈱

黒須 己幸

群馬土地㈱ 大宮支店

角田 尚夫

㈱ケイアンドアイ

井沢 隆

㈲ケイエスシー

君島 洋一

㈱ケイエスホーム

庄司 智

㈱ケイ・エンタープライズ

中條 佳代子

Ｋ・Ｙプロデュース㈱

小谷 優子

㈲ケーエム企画

小川 幸一

㈲ケーオー不動産

荻島 幸治

建興商事㈱

松永 比香子

兼六土地建物㈱ 大宮支店

鍵市 佳克

晃栄建設㈱

鶴岡 渉

㈱公揮建設

中村 勇

㈲幸伸ビル

大橋 壯彦

さいたま市北区大成町4-821

048-663-3884

さいたま市大宮区宮町3-1-2

048-647-5531

明治安田生命大宮ビル
さいたま市大宮区仲町1-54-3
リーⅢ８階
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ビジョナ

048-640-6107

さいたま市大宮区上小町679-3

048-658-1222

さいたま市見沼区丸ケ崎町8-1

048-686-0745

さいたま市大宮区上小町535

048-643-5990

さいたま市大宮区三橋4-607-2

048-708-3741

さいたま市大宮区桜木町2-351

048-644-1331

さいたま市大宮区堀の内町1-112-1

048-641-7393

さいたま市大宮区宮町2-144

048-641-5381

さいたま市大宮区高鼻町1-98

048-648-3711

さいたま市見沼区東大宮5-3-2

048-688-8444

さいたま市見沼区東大宮4-25-2

048-666-1669

さいたま市大宮区東町1-28-3

048-658-3515

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

大宮支部
商号・名称

代表者

５５ＨＯＵＳＩＮＧ㈱

田本 健一

コガネイハウジング㈱

小池 敏雅

国際エステート㈱

齋藤 克美

国際観光興業㈱

河野 見義

コスモ産業㈱

樺沢 秀俊

㈲コスモプランニング

林 正憲

小林住宅

小林 忠男

㈲小峰工務店

小峰 稔樹

㈱サイサン

川本 武彦

㈱彩生

川本 睦朗

さいたま管財㈱

小嶋 拓

㈱埼玉住宅コーポレーション

本川 央

㈱さいたま地誠

臼井 英明

埼玉不動産㈱

本川 大

埼玉不動産㈱ 宮原東口店

本川 大

㈱埼玉放送

荻島 俊司

㈱埼玉放送 大宮西口店

荻島 俊司

㈱さいたまホームズ

藤下 愼一

㈱埼玉丸山工務所

本多 広

埼玉ロイヤル㈱

木島 寛

㈱彩の国ハウジングセンター

荻島 博

㈱佐伯不動産

安藤 正浩

㈱坂上工務店

坂上 盛康

㈱サステナ

柴﨑 進

㈲サプライズ

中島 正雄

事務所所在地

電話番号

さいたま市見沼区東大宮4-8-1
さいたま市見沼区東大宮4-23-2
ション1号室

048-663-3955
原中マン

048-782-5506

さいたま市北区植竹町1-101

048-653-4501

さいたま市大宮区大門町1-28

048-641-2474

さいたま市見沼区南中丸9-1

048-687-0111

さいたま市北区土呂町2-12-20

048-665-9801

さいたま市北区本郷町68-2

048-664-4063

さいたま市北区本郷町709-2

048-665-3662

さいたま市大宮区桜木町1-11-5

048-641-8211

さいたま市見沼区風渡野47-1

048-681-6888

さいたま市見沼区大和田町1-983

048-685-5090

さいたま市北区宮原町3-560

048-651-2288

さいたま市大宮区三橋4-346-1

048-625-5880

さいたま市北区宮原町3-527-1

048-651-9241

さいたま市北区宮原町3-360-2

048-667-9211

さいたま市北区日進町2-1604

048-668-1700

さいたま市大宮区桜木町2-280

048-641-7500

さいたま市見沼区大和田町1-454-3

048-681-7777

さいたま市大宮区大成町1-518-2

048-729-8655
048-644-1811
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さいたま市大宮区大門町2-88-1F

048-658-2225

さいたま市大宮区桜木町4-213
木町ビル2階

048-645-0211

ＡＸＩＳ桜

さいたま市北区植竹町1-788

048-665-2565

さいたま市大宮区桜木町1-159

048-643-2677

さいたま市西区佐知川1082-38

048-625-9772

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

大宮支部
商号・名称

代表者

㈲サワホーム

小澤 勲

㈱三旺不動産鑑定

山本 晃嗣

㈲サンキョウ

関根 和美

㈱三共ホーム

林 昇

ＳＡＮＫＯ

髙橋 誠一

三光ソフラン㈱

胡 平

三光ソフラン㈱ 宮原支店

胡 平

㈲サンコー建築店

佐藤 幸弘

㈱サンコーポレーション

石川 昌之

㈱サンシティホーム

小森谷 一男

㈱サンシティホーム

安田 博英

サンバレー・エステイト

小鳥居 宏美

㈱サンファーロ

林 哲矢

㈲山裕地所

梶山 一郎

㈱しあわせハウジング

塚本 健一

ＧＩＣ不動産管理㈱

渡邊 宏

Ｊ－ＡＲＴ㈱

中澤 克規

㈲ジェー・ワイ・エム

河本 博

㈱ジオ

岩﨑 三惠子

芝間産業日進土地

芝間 衛

澁谷商事

澁谷 照吾

㈲島田住宅

島田 祐一

清水建設㈱ 関東支店

井上 和幸

㈱シャイン・コーポレーション

髙橋 大輔

㈲シャトルハウジング

村田 麗子

事務所所在地

電話番号

さいたま市北区東大成町2-482-1F

048-788-3358

さいたま市見沼区堀崎町659-7

048-683-8086

さいたま市北区日進町2-1665

048-662-0837

さいたま市大宮区大成町1-477

048-782-5001

さいたま市大宮区大成町1-212-3

048-669-1300
048-667-1000

さいたま市北区宮原町2-49-19

048-661-7733

さいたま市西区内野本郷568-4

048-624-6066

さいたま市北区東大成町2-713-1
東大成102号室

048-778-9971

さいたま市北区宮原町1-463-3

048-666-0888

さいたま市見沼区東大宮7-71-8

048-682-2900

さいたま市北区宮原町3-584-3

048-783-2942

宮原ステーションプラザ404号室
さいたま市大宮区吉敷町4-262-3
ファーロ新都心202
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ソレイユ

サン

048-871-6636

さいたま市見沼区東宮下633-1

048-686-7400

さいたま市大宮区仲町3-121

048-648-8938

さいたま市大宮区桜木町2-351

048-782-7614

さいたま市大宮区宮町2-141
宮501号

048-782-5975

ｺｽﾓﾌﾟﾚｲｽ一の

さいたま市見沼区東大宮5-2-18

048-687-8150

さいたま市北区東大成町1-434

048-665-8353

さいたま市北区日進町2-1393-11

048-652-7500

さいたま市見沼区東大宮6-31-36-101

048-683-5739

さいたま市大宮区三橋4-548

048-623-3721

さいたま市大宮区錦町682-2

048-631-3332

さいたま市大宮区大成町2-181

048-667-1820

さいたま市北区吉野町1-25-3

048-665-6211

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

大宮支部
商号・名称

代表者

住宅サービス

大山 卓也

㈱秀和不動産

甲木 博道

昭栄産業㈱ 大宮支店

岡田 紘和

商和エステート㈱

山崎 君子

㈱白石商事

白石 吉一

信栄商事㈲

森田 友之

新興建設工業㈱

佐藤 由盛

㈱真昇

吉眞 義人

㈲シンタケ

橋本 武則

新都心ホーム㈱

萱橋 利男

㈲新日本企画 さいたま営業所

遠藤 和彦

新日本ビルサービス㈱

関根 一成

㈲シンワ都市開発

郷 稔

スウェーデンハウス㈱ 北関東支店

岡田 正人

スガワラコーポレーション㈱

菅原 徹

鈴木建設工業㈱

鈴木 宗一

㈱すてっぷ

髙野 光夫

㈱ストックアンドフロー

上村 辰也

㈱スマートライフ・クリエイト

野村 直弘

㈱スミセイエステート

豊田 貢

成興建設㈱

山中 和雄

西武住販㈱

森 巌

㈱セオリー

野本 智之

㈱セカンド

半沢 博丈

セキスイハイム不動産㈱ 埼玉営業所

土岐 勝哉

事務所所在地

電話番号

さいたま市見沼区東大宮4-46-10

048-662-0650

さいたま市大宮区仲町2-33-4

048-643-6092

さいたま市見沼区東大宮4-32-11

048-662-7300

さいたま市大宮区東町1-107-1

048-729-6781

さいたま市見沼区深作3-1-3

048-687-0066

さいたま市大宮区宮町2-116

048-641-6293

さいたま市北区宮原町1-12-4

048-652-3158

さいたま市北区東大成町1-519-1

048-652-4011

さいたま市大宮区吉敷町1-62
ビル7F

048-644-2306

マレーS・T

さいたま市大宮区仲町3-149

048-647-2300

さいたま市大宮区高鼻町1-357-1
ヨコタ106

シャトー

048-675-2257

さいたま市見沼区東大宮4-12-7

048-667-3900

さいたま市大宮区仲町1-80

048-645-8888

三和ビル内
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さいたま市大宮区宮町1-114-1

048-645-5800

さいたま市見沼区大和田町2-1298-101

048-682-2103

さいたま市西区中釘1449

048-624-3841

さいたま市西区高木1509-5

048-871-5583

さいたま市大宮区土手町1-233-1

048-661-0081

さいたま市見沼区東大宮1-29-7-102

048-797-6830

さいたま市北区今羽町460-2

048-666-6055

さいたま市北区櫛引町2-450-2

048-666-8700

さいたま市見沼区大谷1741-3

048-687-1097

さいたま市大宮区上小町302-6

048-788-1684

さいたま市大宮区大門町3-200

048-779-8420

さいたま市大宮区宮町2-25
ト大宮ビル5F

048-647-2077

イーストゲー

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

大宮支部
商号・名称

代表者

㈱関根電機

関根 良一

積和建設埼玉㈱

石井 安雄

セツコーポレーション㈱

小倉 秀雄

全日本観光㈱

小林 啓子

㈱創建コーポレーション

又城 誠

㈱ソクラテス

佐藤 保

㈱ソラリア

関根 和幸

大栄不動産㈱ さいたま支店

石村 等

大賀建設㈱

須賀 亮

㈱ＴＡｉＧＡホールディングス

須賀 洋介

㈱大晃商事

牧島 憲一

大秀商会

川元 脩

㈱帯勝

大和田 武

㈱大翔建設

鈴木 徹

大真建設㈱

勝部 輝彦

大新不動産㈱

菅谷 登

㈱ダイチ

若狹 晴夫

大東不動産㈱

須田 友子

㈲大邦

森川 昇蔵

㈱大宝建設埼玉 大宮店

柴田 陽

大豊地建㈱

念澤 隆

大和エステート㈱ 大宮店

秋山 理

㈲大和宅建

吉田 明

㈱大和不動産 大宮店
㈱タウンハウジング 大宮店

事務所所在地

電話番号

さいたま市北区大成町4-203-2

048-783-4067

さいたま市見沼区東大宮6-14-10

048-686-7331

さいたま市西区内野本郷1024-1

048-625-2666

さいたま市見沼区東大宮6-21-16

048-684-9291

さいたま市北区東大成町1-308

048-666-7611

さいたま市大宮区仲町2-60

048-657-9990

さいたま市北区日進町3-489-5

048-661-0008

さいたま市大宮区桜木町2-287

048-647-0992

さいたま市大宮区土手町1-2

048-783-2211

さいたま市大宮区土手町1-2

048-782-8477

さいたま市見沼区片柳1-208-3

048-688-8638

さいたま市見沼区東大宮1-30-14

1-E

048-687-8262

さいたま市北区土呂町2-12-24

048-664-1000

さいたま市大宮区浅間町1-4-4

048-643-9566

さいたま市見沼区深作5-112

048-687-2955

さいたま市大宮区大成町3-446

048-667-4347

さいたま市見沼区春岡2-47-9

048-687-8110

さいたま市見沼区東大宮4-3-12

048-663-7353

さいたま市大宮区天沼町1-65

048-644-1701

さいたま市大宮区大門町3-55
階

大宮355ﾋﾞﾙ6

さいたま市大宮区櫛引町1-821-2
さいたま市大宮区桜木町1-1-12

048-650-7177
048-664-5690

NYﾋﾞﾙ2F

048-658-0266

さいたま市見沼区大和田町2-944-3

048-684-8840

小山 陽一郎

さいたま市大宮区桜木町2-335-1
ボー大宮ビル101

レイン

048-796-4003

新田 泉

さいたま市大宮区桜木町1-1-21
ﾋﾞﾙ1階・2階

東栄ｱﾈｯｸｽ

048-648-3580
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会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

大宮支部
商号・名称

代表者

事務所所在地

電話番号

さいたま市西区内野本郷949-9

048-625-1088

㈱タカマツ工業

松本 考史

㈱タカミ

下重 喜平

滝沢建設

瀧澤 重治

㈲田口屋

田口 眞里子

タクトホーム㈱ 大宮店

小寺 一裕

㈱武井設計事務所

武井 幸男

竹内商事

竹内 眞人

達輝施工管理㈱

鯨井 達生

㈱地建

関口 和彦

㈱中央住宅 戸建分譲さいたま事業部大宮事業所

品川 典久

さいたま市大宮区上小町468
I-101

中武不動産鑑定㈱

松島 俊輔

さいたま市大宮区吉敷町1-133-1
トビル7階

㈱土屋ホーム さいたま支店

山川 浩司

さいたま市大宮区上小町482-2
ル3Ｆ

㈱ＴＲＥ

髙田 祐一

ディライトホーム㈱

須田 安隆

㈲デコレホーム

江泉 隆志

テックス㈱

新井 竜太

㈱寺本建設

寺本 歓二

㈱テルミ

高田 龍美

㈱テルミ 東大宮店

高田 龍美

㈱テルミ テナント専門店

高田 龍美

㈱トイランド

柳井 龍彦

東亜産業㈱

山﨑 顕良

㈲東京殖産 大宮営業所

大熊 雄喜

東京セキスイハイム㈱ 埼玉支店

岡田 雅一

さいたま市大宮区桜木町1-11-9
大宮桜木町ビル2Ｆ

東興貿易㈱

清水 柳博

さいたま市見沼区東大宮5-34-63
ンション202号室

さいたま市大宮区桜木町2-337-4
ビル5F

コイズミ

さいたま市西区指扇3541-12

048-624-3987

さいたま市北区東大成町2-263

048-663-1487

さいたま市大宮区大成町1-569-5
ル

タクトビ

048-669-8788

さいたま市大宮区上小町1484-2

048-648-3900

さいたま市北区盆栽町272-3

048-663-1528

さいたま市西区土屋186-3

048-778-8112

さいたま市見沼区御蔵798-4

048-686-1644
ｴﾙﾄﾞｳﾞｪｰﾙ

048-658-1200

ワンライ

048-641-2212

第８横溝ビ

048-871-7181

さいたま市大宮区寿能町1-37-2階

048-650-6446

さいたま市大宮区三橋2-278-1

048-782-9825

さいたま市北区宮原町3-402

048-651-8150

さいたま市北区土呂町2-18-6

048-653-7710

さいたま市見沼区御蔵1123-3

048-685-2741

さいたま市見沼区東大宮5-35-10

048-683-8924

さいたま市見沼区東大宮5-38-1

048-683-8910

さいたま市見沼区東大宮5-35-10

- 12 -

048-729-5983

6階

048-797-9959

さいたま市北区土呂町2-43-3

048-667-6372

さいたま市大宮区仲町1-60

048-644-0111

さいたま市大宮区桜木町2-7-1

048-642-6000
ニッセイ
東大宮マ

048-615-0816
048-812-7349

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

大宮支部
商号・名称

代表者

電話番号

さいたま市見沼区東大宮5-39-3

東條商事㈱

山岸 俊和

トウショウレックス㈱ 大宮支店

渡部 和祐

㈱東洋土地開発

高栁 秀一

㈱都市スペース有効利用センター

栁 宜久

㈱トモユキ

高橋 一仁

㈱トラストネットワーク

澁木 康一

㈲土呂不動産

森 誠

直慎建設㈱

秦 庄三郎

㈱ナカウエ

中田 敏弘

㈲中里商事

中里 祥久

㈱永澤工業

永澤 宏幸

㈱永野工務店

永野 正幸

ナギ産業㈱

吉元 敏郎

㈱七里ハウジング

小島 益栄

㈱ＮＡＮＡＳ

長久保 智裕

ＵＮＩＺＯＵ

事務所所在地

048-683-5411

さいたま市大宮区桜木町2-376
階

㈱ナミキ 大宮支店

並木 洋一

新潟建設㈱

江添 正義

㈱二幸不動産

宮崎 浩

㈲西橋商事

橋本 靜子

㈲二水

澤田 一人

㈲日栄不動産

長澤 重

㈱日税不動産情報センター 埼玉支店

吉田 雅俊

日産不動産㈱

武野内 亨介

㈱日商

井上 二三江

㈲日勝ホーム

小林 よう子

MS-1ビル6

さいたま市見沼区南中野681-2

048-686-6211

さいたま市見沼区南中丸734-136

048-683-6107

さいたま市北区土呂町2-44-9
しいの木105

048-776-9360

ウエルズ21

さいたま市大宮区桜木町4-929-2-101

048-788-1053

さいたま市北区土呂町2-17-1

048-666-2222

さいたま市西区三橋6-1608

048-622-2090

さいたま市北区土呂町1-50-5

048-651-8211

さいたま市大宮区東町1-85-5

048-644-0281

さいたま市見沼区小深作723

048-687-4760

さいたま市大宮区桜木町1-231

048-643-0241

さいたま市見沼区深作1-30-9

048-686-7171

さいたま市見沼区風渡野687-1

048-683-4335

さいたま市西区佐知川1625-1

048-782-6684

さいたま市大宮区宮町4-116-1

048-642-9055

さいたま市大宮区大成町1-429-1

048-668-0011

さいたま市大宮区大門町1-63

048-645-2525

さいたま市大宮区吉敷町1-50

048-641-2369

さいたま市大宮区桜木町4-988-4

048-642-6002

さいたま市北区東大成町1-677

048-651-5505

さいたま市大宮区大成町1-289-2
理士会館1階
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048-783-5201

埼玉県税

048-669-1101

さいたま市北区櫛引町2-349

048-664-2682

さいたま市西区内野本郷1063-3

048-626-0410

さいたま市北区日進町3-727-2

048-652-0213

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

大宮支部
商号・名称

代表者

事務所所在地

電話番号

さいたま市大宮区三橋2-801-2
ﾙｽﾞ105

ﾍﾞﾙﾃﾞｭｰﾙｳｴ

㈱ニッテイ 大宮支店

田中 周至

日東商事㈱

中村 元信

日本アーバン㈱

當山 寛治

日本興新㈱

星 昭二

ネクサスプラス㈱

平岡 健太

ネットワーク

小嶋 久夫

㈱ノグチコーポレーション

野口 兼也

㈱パーシ・フル

高畑 恒三

パートナーズ不動産㈱

安齋 昌

パイン㈱

廣瀬 佳正

㈱ハウジングネット

山田 剛

㈱ハウズ

山本 優子

ハウスウェル㈱

天池 健二

ハウスウェルホールディングス㈱

天池 健二

㈲ハウス･トップ

小田 茂

㈱ハウスプラザ

堀込 善道

㈱ハウスプラス

大場 雅志

㈱ハウスマスター

廣田 誠二

㈱ハウスメイトショップ 宮原店

井關 豊

さいたま市北区宮原町3-321
Ｆ

㈱ハウスメイトショップ 大宮店

井關 豊

さいたま市大宮区桜木町1-1-4
４ＢＬＤＧ ２Ｆ

㈱ハウスメイトマネジメント 埼玉中央支店

井關 豊

さいたま市北区日進町2-1125-13
2F

㈲ハウスメンテみやび

酒井 一成

㈲ハウスメンテみやび 不動産営業部

酒井 一成

バウハウス㈱

浅井 将太

㈲ハクサン

小勝 博務

さいたま市大宮区桜木町1-11-7

048-641-2775

さいたま市大宮区寿能町1-40-4

048-644-0100

さいたま市北区盆栽町67-2

048-663-5433

さいたま市大宮区大成町2-160-4-202

048-871-7387

さいたま市見沼区東大宮1-71-25

048-687-5303

さいたま市西区内野本郷448-9

048-624-2299

さいたま市大宮区上小町834-8

048-657-7810

さいたま市見沼区南中野462-2
階

斉藤ビル１

048-796-4185

さいたま市大宮区桜木町4-80-1

048-640-1212

さいたま市北区宮原町3-284-1

048-652-3300

さいたま市見沼区東大宮4-4-1

048-229-8886

さいたま市大宮区大成町3-414

048-662-1011

さいたま市大宮区桜木町3-141-33

048-662-2020

さいたま市見沼区南中丸407-4

048-681-7117

さいたま市北区櫛引町2-113-2

048-664-5664

さいたま市大宮区大成町3-548-2
ル1階

富士幸ビ

さいたま市北区土呂町1-11-2
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048-643-3612

048-780-2888
048-729-5853

杉ビル２・２
ＴＳ－１１
大里ビル

048-653-6710
048-648-7100
048-652-9011

さいたま市北区宮原町2-52-1

048-662-7400

さいたま市北区本郷町448-105

048-661-6588

さいたま市大宮区高鼻町1-2-1

048-783-5653

さいたま市北区日進町2-1616

048-654-2801

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

大宮支部
商号・名称

代表者

事務所所在地

電話番号

さいたま市見沼区東大宮5-33-12

048-689-1855

さいたま市見沼区風渡野235-1

048-687-2889

㈲柏洋

千代 泰子

一建設㈱ 七里営業所

堀口 忠美
堀口 忠美

さいたま市北区宮原町3-429-1
ﾙ1階

第一清水ﾋﾞ

一建設㈱ さいたま北営業所

048-662-6346

堀口 忠美

さいたま市大宮区桜木町4-50-1
さくら101

アーバン

一建設㈱ 大宮営業所

048-662-7770

長谷川建設㈱

長谷川 和久

㈱パセット

髙野 與志郎

羽入田商事

羽入田 実

林土地企画㈱

林 重之

バリアフリー不動産㈱

串田 哲也

㈲春岡不動産

岡村 俊彦

㈱春里

安藤 富子

萬コーポレーション㈱

佐久間 悦代

㈲万政

安達 宏洋

㈲坂内企画

坂内 一浩

㈱ピーアンドディコンサルティング

溝口 隆朗

㈱ＢＳＦ

庄司 博樹

㈱ビーエム・サンエステート

大塚 明

菱屋会館㈱

栗原 國起

㈲ビタミン・ハウス

荒井 由起子

㈲ビタミン・ハウス 西大宮店

荒井 由起子

㈱ヒューマンコネクト

森永 賢司

㈱平田建築事務所

平田 正市

平田ホーム㈱

平田 繁

㈲ビル・コム

田島 丙勲

ヒルマン商事㈱

昼間 孝一

さいたま市見沼区東新井159-3

048-685-8187

さいたま市北区宮原町2-33-8

048-782-9139

さいたま市北区日進町2-1034

048-663-6115

さいたま市大宮区上小町16

048-778-8528

さいたま市西区三橋6-497-1

048-877-7631

さいたま市見沼区東大宮5-48-14

048-812-8135

さいたま市見沼区風渡野683-1

048-683-7099

さいたま市大宮区桜木町2-251

048-658-7385

さいたま市見沼区堀崎町115-2

048-685-7976

さいたま市見沼区小深作229-1

048-687-7507

さいたま市大宮区桜木町1-7-5

048-643-9720

さいたま市大宮区東町1-198

048-648-5530

齋藤ビル3階

さいたま市見沼区東大宮5-1-3

048-687-6061

さいたま市大宮区寿能町1-64

048-643-6010

さいたま市大宮区大成町3-521-2

048-669-0555

さいたま市西区高木376-1

048-621-2525

さいたま市大宮区仲町3-89
303
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タカハシビル

048-788-1917

さいたま市北区盆栽町201-18

048-666-9278

さいたま市見沼区深作2-10-3

048-796-0196

さいたま市大宮区高鼻町1-5-904

048-640-5555

さいたま市北区宮原町3-376-1

048-665-1451

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

大宮支部
商号・名称

代表者

事務所所在地

電話番号

さいたま市大宮区土手町1-38-1

048-729-6667

㈱ＨＩＲＯコーポレーション

木村 洋美

㈱ファーストハウジング

増田 博美

㈱ファインドハウス

中村 勝幸

㈱ファストリンク

清水 宏明

㈱ファンハウジング

小野寺 正記

㈱フォープロプス

吉村 一義

㈱フォーラ

森田 規裕

㈱深谷組

深谷 和宏

㈱藤建

内藤 行雄

富士興産

坪川 公則

藤屋興産㈱

新藤 耕四郎
細小路 稔

さいたま市大宮区北袋町1-93-2
新都心ﾋﾞﾙ

ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧ

㈱プラスアルファ

048-640-6931

鐘撞 正也

さいたま市大宮区桜木町4-261
ビル7階

オフィス21

フリーダムアーキテクツデサイン㈱ 大宮事務所

048-782-4716

㈱平和恒産

仲田 友良

㈱ベストウッドテック

濵田 卓也

ベストプラン㈱

町田 健二

㈱ベネフィット

星沢 義隆

㈲ベルアール さいたま店

鈴木 亮一

㈱ベルツリー

鈴木 丈二

㈱ベンリー

小島 秀介

豊栄建設工業㈱

豊田 茂

宝来建設㈱

内海 雄二

ホームスクエア㈱

新岡 秀章

㈱ホームパートナー

池田 智之

㈱北洲 ハウジング事業部さいたま支店

村上 ひろみ

アソルティ大宮ル・ノード５階Ｅ
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さいたま市見沼区東大宮5-30-12

048-688-6666

さいたま市西区佐知川260-1

048-783-5992

磯田ビル2階

さいたま市北区別所町1122-9

048-661-7600

さいたま市見沼区堀崎町1064-3

048-717-3667

さいたま市見沼区春野2-10-25

048-682-2040

さいたま市大宮区桜木町1-389-7

048-812-4488

さいたま市見沼区大和田町1-1349-8

048-684-9311

さいたま市北区櫛引町2-127

048-651-1214

さいたま市緑区山崎1-12-17

048-874-9555

さいたま市大宮区上小町1236

048-648-1180

さいたま市北区宮原町3-381-1

048-653-0222

さいたま市見沼区南中丸306-15

048-682-6505

さいたま市北区別所町26-15

048-729-8886

ｺｺﾛｲﾔﾙ101

さいたま市大宮区仲町2-25

048-871-9191

さいたま市北区土呂町1-11-1-101

048-661-5252

さいたま市北区植竹町1-41-1

048-661-9588

さいたま市北区本郷町1372-1

048-668-3486

さいたま市北区大成町4-793-1

048-652-4161

さいたま市西区指扇2644

048-624-2281

さいたま市大宮区大成町1-76-3

048-783-3326

さいたま市見沼区大和田町1-1481-1

048-682-8855

さいたま市大宮区上小町482-2
ル1F

048-783-5300

第8横溝ビ

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

大宮支部
商号・名称

代表者

㈱星野エステート

星野 由美子

本郷ハウジング

柳澤 秀暁

㈲本田建設

本田 和弘

㈱マイライフプランニング 大宮営業所

牟田口 龍介

㈱誠企画

岡田 二人

益山産業㈱

益山 光広

㈱ＭＡＸＳハウジング

篠﨑 豊

㈱松本商会 大宮支店

松本 伸一郎

㈱丸こ企画

小平 啓介

㈲マルセイ

長谷川 惇

(同)マルト総合不動産

神田 知幸

マルモ建設㈱

森田 友一

事務所所在地

電話番号

さいたま市大宮区大門町2-12

石田ビル2階

さいたま市北区本郷町123

048-667-5146

さいたま市見沼区風渡野609-5

048-683-2868

さいたま市大宮区高鼻町1-20-1
ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ2階

大宮中央

048-672-6246

さいたま市北区宮原町4-2-8

048-664-5858

さいたま市北区宮原町3-392-3

048-662-2555

さいたま市大宮区桜木町2-5-5
トビル

第11マツモ

048-683-0045

さいたま市見沼区東新井96-2

048-686-8813
松沢マンショ

さいたま市大宮区吉敷町4-29-1
敷201

飯塚 千代子

三角建設㈱

三角 明

㈲水村

五ノ井 淳

水村商事㈲

水村 光一

㈱三藤

岡畑 衛

みどり管財㈱

鈴木 邦充

㈱湊川工務店

湊川 順子

㈲宮原不動産測量

鈴木 昇

㈱宮福

五ノ井 淳

㈱宮山技術研究所

宮山 雄一

無垢スタイル建築設計㈱

西田 光吉

無垢スタイル建築設計㈱ さいたま営業所

西田 光吉
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048-641-3355

さいたま市見沼区春岡2-12-28

さいたま市北区宮原町1-184-2

㈱万葉

048-658-5050

さいたま市見沼区風渡野429-4

さいたま市見沼区蓮沼932-1
ン103号

丸和セレクトホーム㈱ ピタットハウスさいたま新都
矢部 和幸
心店

048-642-2111

048-689-3267
048-667-3038

コーポ吉

048-640-5855

さいたま市大宮区高鼻町1-49

048-650-6738

さいたま市大宮区上小町903-6

048-641-2822

さいたま市見沼区東大宮5-35-24

048-684-8611

さいたま市見沼区東門前44-3

048-684-8641

さいたま市見沼区風渡野293-1

048-684-2140

さいたま市北区植竹町1-154-1

048-782-9151

さいたま市西区塚本町3-20-2

048-622-4275

さいたま市北区宮原町3-279

048-664-5615

さいたま市北区宮原町2-87-3

048-782-5391

さいたま市北区大成町4-844

048-666-8680

さいたま市西区三橋5-635

048-620-7171

さいたま市北区大成町4-176-1

048-782-9911

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

大宮支部
商号・名称

代表者

無垢スタイル建築設計㈱ 大宮事務所

西田 光吉

㈲武蔵技建

堺 猛

むさしのコンサルティング㈱

神田 成二

武蔵野商事㈱

川又 晃也

むさし野不動産㈱

加藤 直樹

武蔵屋ハウス㈱

飛田 利雄

㈱村山土建 大宮営業所

村山 政文

㈲明徳商事

後藤 功

明邦興産㈱

佐藤 由盛

ＭＥＴ

Ｄｅｓｉｇｎ

Ｈｏｍｅ㈱

平井 藤雄

㈱茂木

茂木 一久

㈱モノリスホーム

小野里 学

森嶋不動産部

森嶋 眞弓

㈲森本開発

森本 直孝

㈱守屋住宅 大宮西口駅前店

守田 進

㈱守屋住宅 大和田店

守田 進

㈱守屋住宅 指扇店

守田 進

㈱ヤオイ

磯野 圭市

㈱ヤクシンジャパン

笠井 法子

㈱山一建設

沼尾 均

㈲山一ハウジング

沼尾 均

㈱山生

内山 昇

㈲山上建設

山上 和孝

㈱山川建設

山川 勝治

電話番号

さいたま市大宮区高鼻町1-78-2F

048-657-8869

さいたま市大宮区東町2-192

048-657-2011

さいたま市大宮区上小町535

048-650-7750

さいたま市大宮区桜木町2-156-3

048-641-6726

さいたま市大宮区北袋町2-424
部ビル3A

048-783-3435

コーフク本

048-686-1611

さいたま市見沼区東門前304-6
さいたま市見沼区大和田町2-1319-4

山田 隆之

㈱モースト

事務所所在地
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MDﾋﾞﾙ

048-687-7225

さいたま市見沼区春野1-4-9-101

048-688-7602

さいたま市北区宮原町1-12-4

048-652-9191

さいたま市大宮区仲町2-71

048-720-0571

さいたま市大宮区上小町490-6

048-650-5252

さいたま市西区指扇2297-2

048-622-0291

さいたま市北区土呂町2-25-1

048-677-1741

さいたま市大宮区天沼町2-145-1

048-641-7027

さいたま市見沼区春岡1-28-4

048-686-2201

さいたま市大宮区桜木町1-1-5

048-644-2383

さいたま市見沼区大和田町2-1307-4

048-685-1800

さいたま市西区土屋594-1

048-620-2100

さいたま市北区奈良町154-11

048-666-7645

さいたま市見沼区中川106-1

048-688-6111

さいたま市大宮区三橋2-477

048-623-1411

さいたま市大宮区桜木町1-1-19

048-644-3111

さいたま市大宮区土手町2-15

048-628-6419

さいたま市西区三橋6-597-2

048-624-4061

さいたま市北区奈良町89-6

048-665-5251

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

大宮支部
商号・名称

代表者

山岸工業㈱ 大宮店

山岸 茂夫

㈱ヤマギシライフコーポレーション

山岸 俊和

㈱ヤマギシライフコーポレーション 日進店

山岸 俊和

㈱山崎工務店

山崎 聡亮

㈱山商

小林 徳弘

㈱ヤマダホームズ 埼玉支社

増田 文彦

㈱ユーアンドメイ

菱沼 祐子

㈱夕景不動産

橋本 一樹

㈱ユーミープロパティ 大宮店

有馬 久喜

ユニバーサルシティ㈱

黒澤 秀幸

㈱ユニバーサルホーム 大宮店

横山 真司

㈱洋興

飯野 文夫

㈱横尾材木店 大宮店

横尾 守

㈱ヨコヤマハウス

横山 雅光

吉田企画㈱

吉田 曻司

㈱吉田工務店

吉田 浩士

吉田不動産㈱

吉田 義治

㈱ヨシトク

德永 勝雄

㈲吉富ハウジング

吉田 米一

㈱良松

松本 秀

㈱ＲＩＳＥＮ不動産

金沢 真和

㈱ライト・ハウジング

遠藤 靖敏

㈱ライブナビ

野口 裕

ライフ・ネット・ホーム㈱

中村 俊平

㈱ランドスタッフ

廣瀬 修一

事務所所在地

電話番号

さいたま市大宮区大成町2-273-5

048-661-8033

さいたま市大宮区大成町2-274
Ｆ

048-662-1911

ﾔﾏｷﾞｼﾋﾞﾙ1

さいたま市北区日進町2-790-3

048-783-4640

さいたま市見沼区南中野561-3

048-683-6524

さいたま市大宮区三橋3-77

048-641-1871

さいたま市大宮区天沼町1-313-2
HILL OMIYA

048-658-0277

さいたま市見沼区東大宮6-35-1

048-797-9323

さいたま市北区櫛引町2-496-1

048-665-5152

さいたま市大宮区桜木町２－２－１９

048-782-6772

さいたま市北区東大成町1-651-13
ル1階

048-783-3950

加藤ビ

さいたま市北区植竹町1-816-1

048-669-8227

さいたま市大宮区上小町918-1

048-644-4650

さいたま市大宮区上小町30-37

048-779-8550

さいたま市西区宝来1601

048-623-6611

さいたま市西区三橋6-1092-1

048-622-8085

さいたま市西区三橋6-152-10

048-623-4711

さいたま市大宮区土手町2-15

048-643-2815

さいたま市大宮区下町1-5-1

048-648-5410

さいたま市北区土呂町2-23-4

048-663-2481

さいたま市北区東大成町1-460

048-666-1200

さいたま市見沼区東大宮4-12-22

048-782-5547

さいたま市西区指扇領別所351-8

048-625-3468

さいたま市大宮区桜木町4-333-13
13階
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MANOR

OLSビル

048-657-7920

さいたま市西区佐知川582-4

048-783-2541

さいたま市西区飯田81-20

048-782-7637

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

大宮支部
商号・名称

代表者

㈱ランドプロジェ

清宮 義男

㈱リアルさいたま

星地 敏道

㈱リコルド 埼玉支店

芦崎 快法

㈱リビコー

星野 時夫

㈲リビングホームズ

原 賢治

㈱リブマックスリーシング 大宮店

有山 仁

㈱リベレ

大和田 光子

㈱リンク

小板橋 繁夫

レアリゼホーム㈱

中野 和章

㈱レックス大興

田中 圭一

㈱レックス大興 大宮東口店

田中 圭一

㈱レックス大興 大宮西口店

田中 圭一

㈱レックス大興 東大宮店

田中 圭一

Ｒｅｄ

橋本 幸一

Ｈｏｕｓｅ㈱

事務所所在地

電話番号

さいたま市大宮区三橋2-539-3

048-623-1111

さいたま市北区土呂町2-10-2

048-662-1118

さいたま市大宮区土手町1-62-1

048-640-1620

さいたま市大宮区大門町3-88

048-657-2111

さいたま市見沼区大和田町1-1230-89-201

048-685-4334

さいたま市大宮区桜木町1-1-1
ル７Ｆ

048-640-2005

コトブキビ

さいたま市大宮区大門町2-108

048-782-5551

さいたま市北区宮原町4-43-30

048-689-3000

さいたま市大宮区大成町2-180-2

048-788-2407

さいたま市大宮区大門町1-45-2

048-642-1181

さいたま市大宮区宮町1-15-8F

048-643-0888

さいたま市大宮区桜木町1-1-1

048-658-0555

コトブキビル5F
さいたま市見沼区東大宮5-30-14
ティール2階

㈲ワイアンドイー

相澤 越志

㈱ワイズ不動産

石田 知

㈲和田アート企画

和田 喜久治

ワンズオウンハウス㈱

加賀 正信
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パル

048-681-5558

さいたま市見沼区深作1-7-1

048-682-1860

さいたま市北区宮原町3-221-102

048-661-3655

さいたま市西区宝来1501-6

048-675-1220

さいたま市西区三橋6-1109

048-622-4220

さいたま市大宮区大成町1-76-3

048-662-7821

