会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

県南支部
商号・名称

代表者

㈲アーバン

宮原 克平

㈱アール・エフ・マネジメント

岩井 貴裕

㈱アールコーポレーション

渡邉 貴政

アイエスオー㈱

池端 勲

アイホームズ㈱

飯牟礼 俊和

㈲アウル・システム

戸摩 いね子

㈱秋田不動産

秋田 茂

㈱アコー

清野 金一

㈱浅田工務店

浅田 浩司

㈱アサヒアセット

安原 仁日

㈱朝日地所

安原 政宣

㈱アジア住宅販売 志木支店

佐々木 克宜

㈱東不動産

東 夏次

アルスビレッジ㈱

神津 訓

㈱飯田産業 志木営業所

千葉 雄二郎

Ｅ・ｍａｄｒｉ

豊 惠子

石川不動産

石川 清

㈲石田商事

石田 誠吾

五十鈴建設㈱

神生 幹

㈱磯野建設

磯野 佳子

㈱五木屋不動産

山﨑 朋子

㈱伊藤建設

伊藤 光久

㈱ウィ・キャン

兼田 育男

㈲ウェアハウス

櫻井 直樹

㈲上原不動産

上原 德之

事務所所在地
志木市柏町1-19-19

048-487-1211

和光市本町15-35

048-423-0313

大野ビル4階

新座市栗原2-1-1

042-420-9734

和光市南1-27-61-305

048-424-4568

和光市白子4-4-8

048-467-6663

ヴィクトワールワコー1F

朝霞市本町3-1-15

048-450-2233

新座市東北2-34-9

048-486-5777

和光市丸山台1-4-15

イグチ物産ビル３階

048-451-3445

新座市大和田1-6-18

048-478-3081

志木市本町5-22-2

048-472-9000

志木市本町5-22-2

048-476-5555

志木市本町4-11-3

048-458-0250

朝霞市本町2-12-21

イーストアサカ４Ｆ

048-487-7454

朝霞市根岸台6-10-33

048-424-5086

志木市本町5-20-12
１階102

サンシャイン志木ビル

048-473-5488

新座市東北2-39-20

茜ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ

048-476-0361

朝霞市上内間木181-2

048-456-0355

和光市新倉2-5-12

048-462-0617

朝霞市朝志ヶ丘3-1-52

048-472-2334

新座市栄4-7-4

048-481-3151

志木市中宗岡3-6-38

048-473-0247

和光市中央2-3-33

048-461-1206

志木市本町5-21-13

048-470-2525

和光市新倉1-19-32
和光市新倉3-3-17
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電話番号

プラナス和光111

048-464-8112
048-468-6222

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

県南支部
商号・名称

代表者

㈲内田設計

内田 修

エイトホーム

青木 弥

栄和開発㈱

吉山 隼人

㈲エイワンホーム

小髙 健一郎

Ｓ.Ｔ不動産㈱

佐山 勲

Ｅｓｔａｔｅ

Ｒｅｌｉｆｅ㈱

榎本 勇三

㈱Ｌ．ＣＲＥＡＲ

和田 留美

㈲大久保建設

久保 晴恵

㈱大竹グリーン・エコ

大竹 三貴子

㈱大竹産業

大竹 和子

大竹地所

大竹 正男

㈱小澤商事

小澤 昭良

お茶の間相続センター

矢部 茂代

オフィスＹ総合企画

柳原 聡

㈱オリーブ

垣脇 文惠

偕成不動産

濱 時男

㈲勝真建設

小野 敏彦

かつみ開発

橋本 克己

かつみ不動産㈱

橋本 克己

門倉商事

門倉 朋夫

㈲金子商事

金子 達男

蕪木不動産㈱

蕪木 浩

神谷商事㈲

神谷 秀一

㈱川島屋不動産

浪川 賢治

048-461-4507

志木市本町6-24-30

048-474-2755

和光市丸山台1-9-19

048-465-0504

朝霞市北原2-5-1

048-472-0010

朝霞市幸町1-13-9

048-423-0446
トキワマンション402号

048-212-1535

新座市栗原5-2-16

042-439-8418

朝霞市栄町5-1-12

048-456-7600

新座市栗原3-6-20

042-424-1033

新座市大和田4-10-11

048-482-2209

新座市大和田5-2-9

048-478-5100

新座市大和田4-10-16

048-477-2073

和光市本町3-2

048-465-4111

志木市柏町5-14-12

048-471-4474

朝霞市西弁財1-13-19

048-487-5914

新座市東北2-17-11ﾒｿﾞﾝﾎﾞﾇｰﾙ5F

048-487-3999

和光市下新倉3-12-7

048-467-5599

朝霞市栄町1-4-34

048-466-2217

ｻﾝｳｨﾛｰ朝霞101

朝霞市西原2-9-1

- 2 -

電話番号

朝霞市根岸台1-1-36

志木市本町6-17-8

國分 佑一

㈲榎本地所

不動産事務所

事務所所在地

3F

048-476-6688

朝霞市西原2-9-1

048-473-0011

朝霞市朝志ヶ丘2-1-33

048-473-2900

朝霞市根岸台5-6-7

048-461-4539

朝霞市根岸台1-7-13

048-467-7750

新座市東北2-34-20

048-471-1939

志木市本町5-24-18

048-471-0401

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

県南支部
商号・名称

代表者

㈲川島屋不動産

浪川 千鶴子

㈱関東不動産販売

小池 安夫

木下ホーム㈱

木下 三喜男

㈱キョウエイハウス

志田 恭子

㈱協進興産

関口 裕一

㈲暁星財産ドック

市川 暁三

協同建設㈱

髙橋 健一郎

協同建設㈱ ＴＨＲＥＥ

ＤＯＯＲＳ

髙橋 健一郎

㈱京友不動産

杉澤 秀彦

㈲蔵企画設計

中村 明身

㈱クリエイティブアド

大竹 久三雄

㈲クリエイト

織田 博美

栗原産業㈲

栗原 徳靖

㈱クレア

菊池 禎晃

㈱クレア ホームメイトＦＣ朝霞駅南口店

菊池 禎晃

㈱グレートホーム

杉沢 薫

㈲ケイ・アイパートナーズ

田中 孝一

㈲ケーズワイ

橋本 和代

けやきハウジング㈲

並木 厚海

㈲光山社

白澤 英樹

㈲港南住宅建設

緑川 利夫

㈱光陽

川端 登

㈱康和

髙橋 邦太郎

㈱康和 朝霞台店

髙橋 邦太郎

コーホクトーヨー住器㈱

北村 行弘

事務所所在地

電話番号

新座市東北2-30-15

048-473-1332

新座市栗原4-3-32

042-455-1035

和光市白子1-1-20

048-458-7800

朝霞市本町1-20-1

048-458-5566

朝霞市溝沼4-1-58

048-461-6666

志木市本町5-14-28-1307

048-487-0336

志木市本町4-10-21

048-471-0167

志木市本町5-20-12-101

048-424-2066

新座市野火止5-1-7

048-477-7222

新座市石神1-6-14

042-474-3880

朝霞市西弁財1-11-6

048-485-2350

朝霞市宮戸3-22-66

048-471-6955

朝霞市泉水3-3-1

048-464-5555

新座市東北2-30-13

050-3532-4100

朝霞市本町2-4-20

050-3733-3334

朝霞市根岸台5-6-7

048-424-2755

新座市野火止5-2-10

048-481-7001

ＣＫスクエア新座7階
朝霞市仲町1-3-37

048-485-1039

志木市本町6-26-1

048-471-5350

志木市本町5-21-48
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朝日ハイツ102

048-487-9240

和光市新倉1-11-27

048-462-8530

朝霞市東弁財1-7-30

048-465-1151

朝霞市三原2-22-11

048-473-7788

朝霞市西弁財2-4-20

048-450-0010

志木市上宗岡3-14-26

048-474-2254

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

県南支部
商号・名称

代表者

㈱ココ・エステート

奥山 夏子

㈱コスモ

菊地 崇

㈲小高ハウジング

小髙 貞義

コノハウス㈱

河野 照代

㈱込戸建設

新井 るみ子

埼光ハウス㈱

塩野 義浩

サイシン開発(同）

加藤 正一

埼玉県南開発㈱

古澤 隆

㈲サイト

篠 景子

㈲彩都コーポレーション

森 栄一

ザ・オリエンタルホーム㈱

伊藤 正和

㈲佐藤工務店

佐藤 博敏

㈱サニーズ

栗原 勤

㈱サン・アローズ

蒲澤 徳昭

㈲三旺

田中 正儀

㈱産経建設

荒井 賢多

㈲サンハウス

市之瀬 八江子

㈲三友ホーム

宇田川 康雄

サンリバー㈱

有川 明文

三和商事㈱

山田 忠正

㈱シーエムエス

鈴木 晴仁

㈱ＧＭＫ

目時 剛

㈱Ｇ．Ｏ．ＨＯＭＥ

櫻井 剛

㈲志木住地

尾﨑 弘

㈲志木不動産

阿部 愼介
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事務所所在地

電話番号

朝霞市本町2-2-14

048-452-7722

新座市新座3-4-41

048-480-3500

新座市野火止5-29-19

048-474-2222

朝霞市東弁財3-1-1

048-466-5661

新座市野火止3-16-30

048-477-1355

新座市東北2-31-10

048-424-2157

埼光ビル6階

志木市柏町6-18-23-202

048-458-3119

新座市畑中1-13-15

048-478-3221

志木市中宗岡5-18-22

048-486-6161

新座市中野1-7-5

048-489-5151

和光市新倉1-11-17

048-451-3311

新座市畑中1-4-34

048-477-0936

朝霞市東弁財1-7-33-101

048-423-7172

朝霞市仲町2-3-1

048-466-7788

朝霞市溝沼3-5-26

048-469-0580

志木市下宗岡3-18-8

048-472-0282

志木市中宗岡4-16-9

048-473-3070

新座市野寺4-10-19-105

042-470-7311

新座市畑中1-14-27

048-481-4511

新座市東北2-31-8

048-471-1751

和光市丸山台1-4-3

048-450-1650

和光市下新倉4-2-43-403

048-234-7373

新座市石神3-13-39

042-456-7853

新座市東北1-8-11

048-487-0808

志木市本町5-21-50

048-471-3109

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

県南支部
商号・名称

代表者

志幸建設㈱

齊藤 悦夫

志幸ホーム㈱

齊藤 悦夫

清水商事

清水 光一

㈱清水不動産

清水 雅一

㈱住協 朝霞台支店

安永 久人

㈱住専

山口 武照

住宅サービス㈱

河原塚 浩造

㈱昭和土地

柴沼 孝

㈱真和商事

押田 泉

㈱スガケン

菅原 慎也

㈱須賀工業

須賀 正明

㈱須田建設

須田 敏

㈱ステップハウジング

鯉淵 憲二

㈱住まいの研究室

兼田 育男

すまいるファクトリー㈱

平澤 貴之

㈱スワンホーム

柳澤 春美

㈲星英サービス

星野 英世

㈲清和不動産

榎本 清

㈱ゼスト

膳 孝悦

セントーサランド㈱

岡田 吉弘

㈲善や

鈴木 善久

㈲大翔ハウジング

大髙 秀詠

㈱大地

石川 俊行

大東ハウス㈱

島 慶雄

たいほう不動産販売㈱

並木 成中

事務所所在地

電話番号

和光市丸山台1-10-6

048-464-7766

和光市丸山台1-10-6

048-465-1221

志木市幸町1-11-46

048-472-2001

新座市馬場2-8-7

048-481-0859

朝霞市東弁財2-12-23

048-470-1200

朝霞市三原1-18-27

048-465-2050

朝霞市西弁財1-15-22

048-485-6666

志木市本町5-21-12

048-476-2727

新座市東北1-14-3

048-473-5588

朝霞市西弁財1-10-9

048-487-0277

志木市本町5-20-12

048-471-4580

サンシャイン志木901号
朝霞市浜崎4-10-87

048-471-6222

朝霞市仲町1-11-13

048-423-3775

志木市本町5-21-13
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2階

048-487-2525

志木市本町5-23-1

048-476-1011

新座市東北2-37-10

048-475-2580

朝霞市根岸台7-46-16

048-461-2493

朝霞市本町1-8-5

048-466-6111

朝霞市浜崎3-8-22

048-473-1929

新座市新堀1-3-15

042-446-9815

朝霞市栄町1-5-10

048-469-3338

朝霞市西原1-7-27

048-486-7520

朝霞市幸町1-3-6

048-465-6863

朝霞市田島1-11-1

048-456-0047

新座市東北1-14-8

048-485-2288

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

県南支部
商号・名称

代表者

㈱大芳リビング

森田 幸子

太陽不動産

武藤 正男

㈱髙木不動産

髙木 茂

多賀住宅産業㈱

多賀 直樹

髙野建設㈱

髙野 邦夫

㈱髙野土地

髙野 鉄夫

㈲タカユウ

髙野 恵子

㈱宅新

田中 教幸

タクトホーム㈱ 志木店

小寺 一裕

㈱匠技建

斎藤 成生

㈱たすく

佐藤 善孝

立神

立神 博

博

勝瀬 亮助

田中建設㈱

田中 将人

㈱田中工務店

田中 泰秀

田中屋不動産

和地 慶喜

㈱たまきや不動産

山下 環

中央グリーン開発㈱ 和光事業所

中内 慶太郎

㈱中央住宅 住まいの情報館朝霞営業所

品川 典久

㈱中央住宅 戸建分譲第一事業部

品川 典久

㈱長太郎不動産 和光市駅前店

浅沼 永吾

㈱ティー・ケー大竹

大竹 敏雄

㈱東京ハウジング 志木営業センター

福島 孝人

㈲峠観光

吉田 美子

東和物産㈱

松永 マユミ
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電話番号

新座市野火止6-5-23

048-481-3571

新座市北野1-3-1

048-485-9661

和光市新倉1-1-12

048-461-3033

新座市野火止1-3-1

048-479-9715

志木市本町6-23-1

048-471-2888

新座市栗原2-3-16

042-473-9637

新座市栗原2-3-16

042-470-3339

朝霞市朝志ヶ丘2-10-3

048-476-6677

志木市本町6-16-45

048-486-8788

新座市大和田3-7-18

048-478-9000

新座市野火止7-9-15

048-480-6333

和光市白子2-24-24-602
リア

㈱タック

朝霞営業所

事務所所在地

和光パークファミ

048-463-8216

朝霞市西原2-4-25

048-474-2727

和光市白子3-24-73

048-462-0507

和光市下新倉5-1-1

048-464-2412

新座市東北1-14-3

048-471-4015

朝霞市根岸台1-10-30-402

048-465-6704

和光市丸山台1-4-3ヴェルデ和光4Ｆ

048-451-7755

朝霞市東弁財1-5-8

Ｋ・ステージ４Ｆ

048-235-8711

朝霞市東弁財1-3-17

ｻｸｾｽﾋﾞﾙ2階1号室

048-470-6363

和光市新倉1-2-67

048-465-0002

新座市大和田4-10-11

048-477-3440

志木市幸町2-8-64

048-471-5880

パークサイド志木102

朝霞市西原1-4-7

048-471-7165

新座市東北2-6-5

048-473-0211

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

県南支部
商号・名称

代表者

㈱トータル･ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ･サービス

西谷 良宏

㈱登喜和

原 英晴

㈱登喜和 朝霞駅前店

原 英晴

㈲トキワコーポレーション

常盤 平重郎

冨岡不動産

土屋 紀子

鳥山会計事務所

鳥山 昌則

㈱ナイキ

内田 昌史

㈱ナイキ 新座駅前店

内田 昌史

㈱中川工務店

中川 定幸

㈱ナバケン

名畑 崇

㈱ナベショウ

渡辺 三津男

㈱ナミキ 朝霞台支店

並木 洋一

並木不動産㈱ 朝霞台支店

根本 恵次

なみき不動産

並木 正幸

新座不動産㈱

田中 順一

西井商事不動産

西井 顯治

㈲西健建設

並木 龍太郎

日栄興産㈱

髙橋 茂行

㈱日信建設

髙橋 信一

㈱ニライエステート

細田 淳

ネクスト㈱

角田 勇之

野島木材㈲

野島 義永

㈲野寺不動産

野島 渉

野火止ハウジング

小林 幸夫

㈱パイオニアコミュニティー

関田 真理子

事務所所在地

電話番号

新座市堀ノ内3-7-32

048-481-9886

志木市本町6-17-8

048-473-1515

朝霞市本町2-4-21

048-450-1616

新座市石神5-3-2

042-479-0311

和光市本町2-6

048-461-3824

レインボープラザ101
志木市本町4-14-2

048-476-8586

新座市野火止6-6-17

048-483-2180

新座市野火止5-2-35
1F
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サウスヴィラージュ

048-483-2190

志木市上宗岡1-4-69

048-471-1097

志木市中宗岡3-3-8

048-473-0590

新座市堀ノ内3-8-36

048-478-1372

朝霞市西原2-4-6

048-470-6271

朝霞市西原2-4-6

048-470-5550

朝霞市幸町2-7-13

048-464-6393

新座市大和田1-3-11

048-477-2126

和光市南1-2-36

048-462-2528

新座市西堀3-2-28

042-491-6100

新座市大和田4-9-29

048-481-0300

新座市野火止2-9-10

048-479-6959

志木市下宗岡4-16-13

048-472-8000

朝霞市溝沼2-2-18

048-451-3939

新座市野寺1-3-22

048-477-4851

新座市野寺2-19-25

042-474-5661

新座市野火止5-2-12

048-477-0013

朝霞市朝志ヶ丘2-12-13

048-476-0260

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

県南支部
商号・名称

代表者

㈱ハイマート

福島 宏子

㈱ハウジングアイ

矢吹 房男

一建設㈱ 志木営業所

堀口 忠美

八正建設㈱ 新座店

樋口 佳史

㈲花里商事

猪狩 修

パナソニックホームズ埼玉西㈱ 新座・朝霞営業所

徳永 猛男

㈱羽成工務店

羽成 伸夫

㈱浜工務店

濱岡 慎也

㈱万代ホーム

酒井 誠

㈲萬友開發

川端 登

ＢＬＡ㈱

串﨑 弘子

㈲東日本企画

森 潔

㈲ピュアホーム

安井 滿

㈱フクシマ建設 志木営業所

福島 善三

福島土地㈱

福島 衛

㈲藤家

町田 友子

㈱フジハウス

市之瀨 敬子

㈲富士見光洋

糟谷 直樹

藤宮工務店㈱

藤宮 和子

㈱フラムハウス

森 晴美

㈱フリージアホーム

髙風聞 浩久

㈱平成まちづくり研究所

橋本 巖

ホームライク㈱

柳 啓介

㈱ホクト

北田 安博

ポラテック㈱ ＭＯＫ

ＨＯＵＳＥ

新座店

事務所所在地

電話番号

新座市馬場2-8-9

048-481-5374

志木市幸町3-4-10

048-473-1101

志木市本町4-4-20

048-475-1840

新座市栗原2-1-13-107

042-479-1715

朝霞市栄町4-5-6

048-463-0007

新座市畑中3-9-10

048-478-5556

新座市北野1-1-1

048-478-1136

志木市中宗岡2-8-1

048-472-6135

和光市白子3-32-15

048-487-9761

朝霞市東弁財1-7-30

048-465-1568

朝霞市東弁財2-5-26

048-450-0522

朝霞市本町3-1-54

048-423-0048

新座市東北2-23-8

048-486-5500

志木市幸町2-8-64

パークサイド志木101号

新座市東北2-31-6

048-487-0660
048-471-0070

第1福島ビル5Ｆ

中内 晃次郎
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新座市東3-6-21

048-486-1828

志木市上宗岡4-25-16

048-474-5855

新座市中野2-13-27

048-487-8071

朝霞市本町2-7-33

048-464-2719

新座市東北2-26-10-101

048-485-2855

朝霞市本町2-6-33

048-487-7810

和光市丸山台1-4-3

048-450-0611

和光市新倉1-2-42

048-467-8192

新座市馬場3-8-3

048-477-9803

新座市野火止4-4-41

048-234-0066

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

県南支部
商号・名称

代表者

事務所所在地
新座市東北1-11-1

㈱ホワイトルーム

髙沢 幹久

ホンダ開発㈱

大野 直司

本多不動産

本多 好太郎

㈱マイタウン

内田 隆成

㈱マイタウン 朝霞店

内田 隆成

㈱マイタウン 分譲事業部

内田 隆成

㈱マイタウン 丸井志木店

内田 隆成

㈱マイタウン西武

沼田 英一

㈲真琴住販

風間 千恵子

増木工業㈱

増田 敏政

増木工業㈱ 新座野火止支店

増田 敏政

㈱松井工務店

松井 佑太

マックホーム㈱

氏居 照和

マックホーム㈱ 志木店

氏居 照和

マックホーム㈱ 朝霞店

氏居 照和

㈱松田不動産

松田 勝美

丸参実業㈱

三上 健治

㈲丸藤工務店

亀井 隆明

㈱丸虹

石宇 栴也

㈱三上リアルエステート

三上 保教

㈱美樹ハウジング

佐藤 美樹雄

㈱みずほ

堤 政夫

㈱みどりの住宅館

古江 美智

㈲ミノル物産

小山 和弥

㈱ミヤケン

宮原 本一

ホワイトビル

048-486-9741

和光市本町5-39

048-452-5820

和光市新倉1-29-80

048-463-5433

朝霞市三原2-19-20

048-470-5600

朝霞市根岸台5-4-6

048-466-1110

朝霞市三原2-19-15

048-470-6022

志木市本町5-26-1

048-486-3133

新座市栗原5-6-24

042-438-7622

新座市東北2-40-5

048-476-3131

新座市野火止3-10-7

048-477-2007

新座市野火止3-10-5

048-481-3133

朝霞市朝志ケ丘2-2-18

048-473-1021

朝霞市東弁財3-16-5

048-485-1284

新座市東北2-34-25-101

048-485-5555

朝霞市本町2-7-31

048-451-3636

朝霞市西弁財1-16-1

048-475-2033

朝霞市膝折町1-5-27

048-467-0101

新座市野火止5-16-23

048-477-2930

朝霞市膝折町1-15-13

048-467-0110

志木市本町5-21-3

048-472-0821

ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ三上1階

朝霞市本町1-14-8

048-461-0788

グリーンファースト１階－102号室
新座市東北2-26-4
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電話番号

第参みずほ館B1

048-485-3003

朝霞市東弁財1-6-23

048-464-4155

朝霞市西原1-8-37

048-473-5151

志木市柏町6-29-45

048-473-6262

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

県南支部
商号・名称

代表者

朝霞市本町2-4-8

㈲ミヤビ住建

鈴木 一彰

㈲三芳土地

小畑 正之

㈱武蔵野ホールディングス

安田 信行

㈱武蔵ハウス

小暮 英夫

㈱谷澤総合コンサルタント 志木店

谷澤 薫

㈲八塩板金工業

八塩 雄一

㈲ヤナギ

柳下 和子

㈱山口開発

滑原 由紀江

㈱やまざき建築工房

山﨑 隆一

㈱ヤマト住建

白濵 栄

㈱Ｕ－ＯＮＥ

Ｒｅａｌ

Ｅｓｔａｔｅ

小西 ﾏｳﾛ貞次郎
間島 純治

㈲芳村工務店

芳村 秀一

吉村不動産

吉村 節男

ライトリビング㈱

津野 良行

㈱ライフデザイン武蔵野

大竹 明

㈱ランドスタイル

小嶋 由紀則

㈱リゾン

橋本 太樹

㈱リゾン 和光支店

橋本 太樹

㈱リゾン 朝霞東口支店

橋本 太樹

㈱リゾン 朝霞台支店

橋本 太樹

㈱リゾン 志木支店

橋本 太樹

㈱リゾン 朝霞南口支店

橋本 太樹

㈱リゾン 新座支店

橋本 太樹

電話番号

武蔵野本町ビル1階

048-461-3439

新座市東北2-32-9

048-472-8030

朝霞市西原1-1-1

048-487-1111

志木市柏町6-29-65

048-487-5881

志木市本町5-14-8

048-485-8805

朝霞市浜崎4-12-9

048-487-1818

和光市下新倉4-13-55

048-461-1232

新座市畑中1-7-19

048-479-2157

和光市新倉2-30-46

048-462-0820

朝霞市本町2-21-46

048-452-7001

朝霞市仲町2-7-3

048-452-7777

朝霞市岡1-2-34

㈱由コーポレーション

㈱リゾン 和光北口支店

事務所所在地

メイプルアサカ102

048-485-9757

朝霞市膝折町1-15-20

048-461-0454

朝霞市宮戸3-18-17

048-474-0273

新座市新座3-6-10-405

048-211-8505

志木市本町5-23-11

048-485-5000

新座市東3-5-11

048-487-7225

朝霞市東弁財1-7-24

048-466-6211

和光市丸山台1-10-4

048-469-5211

朝霞市仲町2-2-44

048-462-4811

パールウイングテナント1-A号室
朝霞市浜崎1-1-31

アドバンス店舗

新座市東北2-37-9

三上ビル1F

048-487-3711
048-450-1911

新座市野火止5-2-58

048-483-2111

和光市新倉1-1-34
岸本テナントビル1-A
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048-474-1211

朝霞市本町2-4-19

エムロード新座店舗

橋本 太樹

1FB

1F
048-458-7811

会 員 名 簿
令和元年 6月 1日現在

県南支部
商号・名称

代表者

事務所所在地
朝霞市西弁財2-4-35

電話番号
048-469-2255

㈱リゾン 街づくり事業部

橋本 太樹
鈴木 雄二

新座市東北2-31-13
901号室

ミュージション志木

㈱リブラン 志木店

048-423-8619

鈴木 雄二

新座市東北2-31-13
405号室

ミュージション志木

㈱リブランマインド 志木店

048-423-3972

㈱リプレホーム

三田 牧子

㈱リプロ

齋藤 隆史

㈲レーベンハウス

榎本 茂

ワイケイホーム㈱

櫻木 幸夫

和光地所㈱

齊藤 秀雄

㈱和光トラスト

児玉 雄希

ワコウホーム㈱

齊藤 誠

㈲和光渡辺不動産

長谷川 哲也

㈱渡辺住研 志木東口店

渡邉 毅人

㈱渡辺商事

渡辺 三津男

新座市野火止7-20-2

048-481-1234

和光市白子1-19-3

048-464-7000

新座市堀ノ内1-6-41

048-480-8800

新座市東北2-35-7

048-470-3333

和光市新倉2-22-1

048-466-5556

和光市新倉3-11-50

048-424-7342

和光市新倉1-1-34

048-450-5555

和光市本町5-21

048-451-6630

志木市本町5-24-17
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2Ｆ

新座市堀ノ内3-8-36

アルバビル1F

048-472-8888
048-478-1089

