
作成日：

統一コード 会員種別 商号 支店名 代表者 政令使用人

入会日 免許番号 所在地

継続日 免許年月日 TEL FAX 生年月日 性別 生年月日 性別

【多摩南支部】 【日野市】
62899-000 全日+保証 日野不動産販売　株式会社 生川　壮宏

H29.6.8 東京都(1)100670 〒191-0002 東京都日野市新町１丁目６－６

H29.6.2 042-514-9150 042-581-5870 S56.7.11 男性

地区計： 1件 本店： 1件 支店： 0件

会員名簿
平成30年5月29日
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作成日：

統一コード 会員種別 商号 支店名 代表者 政令使用人

入会日 免許番号 所在地

継続日 免許年月日 TEL FAX 生年月日 性別 生年月日 性別

会員名簿
平成30年5月29日

【多摩南支部】 【多摩市】
64641-000 全日+保証 株式会社　アドバンスホーム 佐藤　真一郎

H30.4.19 東京都(1)101881 〒206-0011 東京都多摩市関戸４丁目２４－７

H30.4.13 第１６通南ビル１－Ａ 042-316-9352 042-316-9353 S50.9.21 男性

地区計： 1件 本店： 1件 支店： 0件
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作成日：

統一コード 会員種別 商号 支店名 代表者 政令使用人

入会日 免許番号 所在地

継続日 免許年月日 TEL FAX 生年月日 性別 生年月日 性別

会員名簿
平成30年5月29日

【多摩南支部】 【八王子市】
62861-000 全日+保証 株式会社　ＭＲＫ 湊　正明

H29.6.1 東京都(1)100601 〒192-0053 東京都八王子市八幡町１４－１６

H29.5.26 カターラ八王子１階 042-624-0671 042-624-0672 S42.4.23 男性

62948-000 全日+保証 株式会社　GEN 上條　秀典

H29.6.15 東京都(1)100692 〒192-0033 東京都八王子市高倉町２６－４

H29.6.9 042-649-2881 042-649-2882 S37.5.31 男性

63140-000 全日+保証 株式会社　コバヤシ 小林　義幸

H29.7.13 東京都(1)100819 〒192-0005 東京都八王子市宮下町７５７

H29.7.7 042-659-3335 042-659-3280 S46.1.11 男性

63351-000 全日+保証 有限会社　アルタ 桐谷　公生

H29.8.24 東京都(1)100975 〒193-0826 東京都八王子市元八王子町３丁目２７５０ー１１１０

H29.8.10 042-666-5067 03-3365-7547 S24.3.24 男性

63448-000 全日+保証 マルコ測量事務所 大石　和春

H29.9.7 東京都(1)101040 〒192-0063 東京都八王子市元横山町２丁目１５－２９

H29.8.25 １階２階 042-620-5705 042-620-5707 S22.4.1 男性

63482-000 全日+保証 あいだ不動産　株式会社 相田　俊介

H29.9.14 東京都(1)101092 〒192-0046 東京都八王子市明神町４丁目２－１０

H29.9.8 タック八王子５０１号 042-649-5033 042-649-5034 S48.4.17 男性

63621-000 全日+保証 有限会社　西東京ホームケア 森口　敦

H29.10.5 東京都(1)101096 〒193-0823 東京都八王子市横川町５４５－６

H29.9.8 寿ビル２階ーＢ 042-623-3491 042-623-0012 S43.3.21 男性

31360-003 全日+保証 株式会社  エクセル 八王子南口店 中村　勇人 田中　孝二

H29.12.7 東京都(4)076435 〒192-0904 東京都八王子市子安町１丁目９－６

H25.6.26 042-649-1185 042-649-1961 S36.6.29 男性 S52.11.7 男性

64162-000 全日+保証 株式会社　ＥＡＲＬＹ　ＨＯＭＥＳ 番野　幸雄

H30.1.25 東京都(1)101529 〒192-0054 東京都八王子市小門町６－１０

H30.1.12 ＫＫビルＢ１０２号 042-620-4920 042-620-4921 S48.9.12 男性

64358-000 全日+保証 株式会社　レックス 原　伸明

H30.3.1 東京都(1)101556 〒192-0081 東京都八王子市横山町３－１３

H30.1.19 矢島ビル３階 042-631-4777 042-631-4778 S38.7.28 男性
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作成日：

統一コード 会員種別 商号 支店名 代表者 政令使用人

入会日 免許番号 所在地

継続日 免許年月日 TEL FAX 生年月日 性別 生年月日 性別

会員名簿
平成30年5月29日

64507-000 全日+保証 株式会社　ＲＴ 十河　潤

H30.3.29 東京都(1)101781 〒192-0046 東京都八王子市明神町２丁目８－９

H30.3.23 アヴニール１階 042-649-5748 042-649-5749 S53.12.4 男性

地区計： 11件 本店： 10件 支店： 1件
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作成日：

統一コード 会員種別 商号 支店名 代表者 政令使用人

入会日 免許番号 所在地

継続日 免許年月日 TEL FAX 生年月日 性別 生年月日 性別

会員名簿
平成30年5月29日

【多摩南支部】 【稲城市】
62599-000 全日+保証 Galileo Investment　株式会社 國方　桂介

H29.4.20 東京都(1)100449 〒206-0802 東京都稲城市東長沼２４１６

H29.4.14 プラウドシティ南山６３４号 042-370-3250 S55.9.5 男性

62737-000 全日+保証 株式会社　タウン&カントリーホームズ 嶋田　圭三

H29.5.18 東京都(1)100555 〒206-0811 東京都稲城市押立１７４４－１３６

H29.5.12 042-401-6410 042-401-6409 S35.8.24 男性

64606-000 全日+保証 株式会社　髙野不動産 髙野　智也

H30.4.12 東京都(1)101833 〒206-0801 東京都稲城市大丸９３２－４

H30.3.30 042-401-5264 050-3730-3750 S54.11.15 男性

地区計： 3件 本店： 3件 支店： 0件

支部計： 16件 本店： 15件 支店： 1件
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