
公益社団法人 不動産保証協会東京都本部 代議員立候補者一覧

支部 商号 氏名 推薦者 推薦者
株式会社 トキワ 丸岡 敬 松﨑 信義 南雲 幸一
有限会社 エムズアンサーコーポレーション 松﨑 信義 丸岡 敬 南雲幸一
株式会社 ビー・エンタープライズ 南雲 幸一 丸岡 敬 松﨑 信義
有限会社 相信リアルエステート 川口 博士 丸岡 敬 松﨑 信義
株式会社 プラスワン 横山 重隆 丸岡 敬 松﨑 信義
株式会社 グッド 葛⻄ 充 丸岡 敬 松﨑 信義
株式会社 アイシンクリエーション 新永 宗三郎 丸岡 敬 松﨑 信義
株式会社 四間堂 宮成 謙介 丸岡 敬 松﨑 信義
株式会社 ＭＤホームズ 土居 道子 丸岡 敬 松﨑 信義
モチ・コンサルティング 株式会社 池田 健太郎 丸岡 敬 松﨑 信義
株式会社 秋篠 田中 みつ江 丸岡 敬 松﨑 信義
孝正エステート 株式会社 佐山 知行 丸岡 敬 松﨑 信義
株式会社 加門鑑定事務所 古越 三男 丸岡 敬 松﨑 信義
大貴土地 株式会社 柴田 洋 丸岡 敬 松﨑 信義
株式会社 すばる建設企画 杉山 昇 丸岡 敬 松﨑 信義
株式会社 ユーユー・スクウェア 丸山 祐子 丸岡 敬 松﨑 信義
株式会社 平石商店 平石 郁夫 丸岡 敬 松﨑 信義
セタニーハウス 株式会社 瀬谷 達郎 丸岡 敬 松﨑 信義
株式会社 ワイズ不動産投資顧問 山田 純男 丸岡 敬 松﨑 信義
株式会社 トータル・アセット・リサーチ 田村 直之 丸岡 敬 松﨑 信義
株式会社 関不動産鑑定事務所 関 友利 丸岡 敬 松﨑 信義
うさぎ 株式会社 榊原 光 丸岡 敬 松﨑 信義
株式会社 AYホームズ 山口 顕 丸岡 敬 松﨑 信義
株式会社 オービーエル 金子 広行 丸岡 敬 松﨑 信義
三新都市RE 株式会社 安藤 岩三郎 丸岡 敬 松﨑 信義
株式会社 オフィストラスト 和光 隆信 後藤 博幸 本多 敏展
環境ステーション 株式会社 後藤 博幸 和光 隆信 本多 敏展
日本リアルプラン 株式会社 本多 敏展 和光 隆信 後藤 博幸
株式会社 ⻘山エンタープライズ ⻘山 和男 和光 隆信 後藤 博幸
株式会社 イー・シー・エンタープライズ 白鳥 宏司 和光 隆信 後藤 博幸
有限会社 アジュールコーポレーション 山口 真示 和光 隆信 後藤 博幸
株式会社 NEWS MALL 小畑 正一 和光 隆信 後藤 博幸
東エス 株式会社 渡邊 正道 和光 隆信 後藤 博幸
株式会社 建築家合同事務所 永山 明男 和光 隆信 後藤 博幸
ユナイトワークス 株式会社 北見 丈亜 和光 隆信 後藤 博幸
永山不動産 株式会社 永山 敬洋 和光 隆信 後藤 博幸
センチュリーリアルエステイト 有限会社 柳谷 利弘 和光 隆信 後藤 博幸
ユニオン・システム 株式会社 内村 亨 和光 隆信 後藤 博幸
株式会社 J・IREC 野村 信介 和光 隆信 後藤 博幸
株式会社 SJA 荒井 聡 和光 隆信 後藤 博幸
アイラブエステート 株式会社 水野 匡子 和光 隆信 後藤 博幸
株式会社 アーバンスペースクリエイト 平山 泰斗 和光 隆信 後藤 博幸
株式会社 HARVEST PARTNERS 大塩 信二 和光 隆信 後藤 博幸
株式会社 管理バンク 岡本 淳 和光 隆信 後藤 博幸
ナレッジバンク 株式会社 伊藤 英昭 和光 隆信 後藤 博幸
メイケイヤマト 株式会社 桐明 大輔 和光 隆信 後藤 博幸
有限会社 福寿エステート 古屋 勝保 和光 隆信 後藤 博幸
株式会社 メルシー 兼子 将一 和光 隆信 後藤 博幸
有限会社 エステートホーム 川畑 絹枝 和光 隆信 後藤 博幸
ランディック 株式会社 風祭 富夫 鮎川 博司 竹内 秀行
株式会社 マックスライフ 鮎川 博司 風祭 富夫 鮎川 博司
有限会社 三松商事 竹内 秀行 風祭 富夫 鮎川 博司
ミズヨシプロモーション 有限会社 ⻑谷川 裕 風祭 富夫 鮎川 博司
有限会社 吉井不動産 中村 行信 風祭 富夫 鮎川 博司
株式会社 アイプロエース 伊藤 晃嗣 風祭 富夫 鮎川 博司
株式会社 EBA 阿部 将吉 風祭 富夫 鮎川 博司
有限会社 アートハウスたなか 田中 利幸 風祭 富夫 鮎川 博司
有限会社 梅津不動産 城 恭子 風祭 富夫 鮎川 博司
株式会社 ハートフル不動産 沼田 文子 風祭 富夫 鮎川 博司
株式会社 ラトリエ 金村 知美 風祭 富夫 鮎川 博司
松江産業 株式会社  ⽮作 憲一 瀬⼾口 久夫 駒田 悠紀男
株式会社 グッディーハウス２１ 瀬⼾口 久夫 ⽮作 憲一 駒田 悠紀男
住吉住宅 住吉 至 ⽮作 憲一 駒田 悠紀男
株式会社 ホエール 石井 隆 ⽮作 憲一 瀬⼾口 久夫
株式会社 本州不動産 荒⽊ 大 ⽮作 憲一 瀬⼾口 久夫
有限会社 ナベ建設 渡邊 鉄周 ⽮作 憲一 瀬⼾口 久夫
有限会社 三田商事 田中 順一 ⽮作 憲一 瀬⼾口 久夫
株式会社 丸菱 駒田 悠紀男 ⽮作 憲一 瀬⼾口 久夫
竹林総合事務所 竹林 香代 石綿 昭 関谷 美和子
有限会社 サンアイホームズ 石綿 昭 竹林 香代 関谷 美和子
株式会社 美和コミュニティ 関谷 美和子 竹林 香代 石綿 昭
有限会社 明立 高瀬 康明 竹林 香代 石綿 昭
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有限会社 アイベックス 石島 義夫 竹林 香代 石綿 昭
有限会社 ケイティーハウス 加⼾ 豊則 竹林 香代 石綿 昭
アズ・プラン 芦埜 茂 竹林 香代 石綿 昭
有限会社 大栄商会 堀井 亨 竹林 香代 石綿 昭
株式会社 柳浅管財 鈴⽊ 啓史 竹林 香代 石綿 昭
株式会社 光和システム開発 佐藤   修 竹林 香代 石綿 昭
有限会社 ユニオン技建 昼間 朝比 竹林 香代 石綿 昭
有限会社 小川 小川 嘉洋 竹林 香代 石綿 昭
嶌谷建築設計 株式会社  嶌谷 聡 竹林 香代 石綿 昭
ラディアスマネジメント 株式会社  吉田 誠 竹林 香代 石綿 昭
 株式会社 不動産１０４ 関口 透 竹林 香代 石綿 昭
日拓商事 有限会社 岩井 義治 竹林 香代 石綿 昭
有限会社 昭和不動産 鈴⽊ 和昭 竹林 香代 石綿 昭
株式会社 ジョイ企画 ⻘柳 薫子 柳沢 弘美 竹内 秀樹
株式会社 コレント 安藤 明子 柳沢 弘美 竹内 秀樹
有限会社 ｴﾑ･ｱｲ･ｹｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 石川 皓一 柳沢 弘美 竹内 秀樹
株式会社 ブルーノートシステム 石原 尚樹 柳沢 弘美 竹内 秀樹
株式会社  ＢＮＳ 石原  弘 柳沢 弘美 竹内 秀樹
溜国不動産 株式会社 板津 守 柳沢 弘美 竹内 秀樹
株式会社 ＵＳＤ 臼田 記之 柳沢 弘美 竹内 秀樹
日和総業 株式会社 緒方 政則 柳沢 弘美 竹内 秀樹
株式会社 キャリアエース 覚本 孝二 柳沢 弘美 竹内 秀樹
ビーエフエステート 株式会社 笠原 翔 柳沢 弘美 竹内 秀樹
総和建物 株式会社 倉田 一義 柳沢 弘美 竹内 秀樹
ダヴィンチホーム 株式会社 桑野 榮美子 柳沢 弘美 竹内 秀樹
有限会社 サンカイト 郷 成龍 柳沢 弘美 竹内 秀樹
英和商事 株式会社 小山 ユキ子 柳沢 弘美 竹内 秀樹
みなと土地建物 株式会社 酒井 孝 柳沢 弘美 竹内 秀樹
株式会社 アップルホームズ 坂口 昌明 柳沢 弘美 竹内 秀樹
有限会社 福寿不動産 塩田 喜子 柳沢 弘美 竹内 秀樹
有限会社 ケンズホーム 正月 英明 柳沢 弘美 竹内 秀樹
株式会社 ＷＡＬＬＭＡＴＥ不動産 白川 巴里 柳沢 弘美 竹内 秀樹
株式会社 ジャスティー 白川 正義 柳沢 弘美 竹内 秀樹
株式会社 アセットアプレイザル⻘山 杉浦 公庸 柳沢 弘美 竹内 秀樹
株式会社 サンレイジャパン 鈴⽊ 久香 柳沢 弘美 竹内 秀樹
株式会社 リテール・シー 鈴⽊ 勝晴 柳沢 弘美 竹内 秀樹
株式会社 フォーエバーサンクス 髙野 英康 柳沢 弘美 竹内 秀樹
株式会社 アーテクレア 高橋 順子 柳沢 弘美 竹内 秀樹
新橋土地建物 有限会社 竹内 秀樹 石原  弘 柳沢 弘美
株式会社 ブラス 竹島 弘幸 柳沢 弘美 竹内 秀樹
番頭 株式会社 田畑 裕之 柳沢 弘美 竹内 秀樹
塚本商事 塚本 喜久雄 柳沢 弘美 竹内 秀樹
日本ビルエース 株式会社 中村 邦彦 柳沢 弘美 竹内 秀樹
株式会社 東京トラスティー 原田 秀俊 柳沢 弘美 竹内 秀樹
株式会社 トラックスマネジメント 松本 耕輔 柳沢 弘美 竹内 秀樹
有限会社 ノルドハウス 武藤 英孝 柳沢 弘美 竹内 秀樹
有限会社 アケアン 八⽊ 宏純 柳沢 弘美 竹内 秀樹
ミトミ 株式会社 柳沢 弘美 石原  弘 竹内 秀樹
社台アーク総合地所 株式会社 山﨑 政則 柳沢 弘美 竹内 秀樹
有限会社 カギヤマ 山⻄ 実 柳沢 弘美 竹内 秀樹
株式会社 ＩＨＡＤ 吉兼 仲里挙 柳沢 弘美 竹内 秀樹
株式会社 イーエム・ラボ 榎本 真之 柳沢 弘美 竹内 秀樹
有限会社 英不動産 ⽊ノ内 諭 炭谷 久雄 大鎌 博
株式会社 リビングライフ 炭谷 久雄 大鎌 博 森山 靖治
明友不動産 株式会社 大鎌 博 森山 靖治 森下 寛
株式会社 アドヴァンスインターナショナル 森山 靖治 森下 寛 塩見 敦
株式会社 日創ホーム 森下 寛 塩見 敦 ⻑谷川 毅
株式会社 フォルテ 塩見 敦 ⻑谷川 毅 中村 恭子
株式会社 TOWN-NET ⻑谷川 毅 中村 恭子 横塚 誠人
Mark Village98 株式会社 中村 恭子 横塚 誠人 三上 正彦
株式会社 スマイルホーム 横塚 誠 三上 正彦 森角 和則
株式会社 エムツーオフィス 三上 正彦 森角 和則 柴田 邦宏
株式会社 ホームサーチ 森角 和則 柴田 邦宏 中村 マリア
株式会社 住まいの広場 柴田 邦宏 中村 マリア 今井 信吾
Tender Living 株式会社 中村 マリア 今井 信吾 河井 大
株式会社 アイコン 今井 信吾 河井 大 錦織 賢一
河井不動産 株式会社 河井 大 錦織 賢一 小林 英治
インテリジェンス不動産 株式会社 錦織 賢一 小林 英治 ⽊ノ内 諭
優真商事 株式会社 小林 英治 ⽊ノ内 諭 炭谷 久雄
株式会社 ツインシップ 松本 太加男 ⻄間⽊ 勝美 岩田 和也
株式会社 コスミック・ジャパン ⻄間⽊ 勝美 松本 太加男 岩田 和也
カズ不動産 岩田 和也 松本 太加男 ⻄間⽊ 勝美
有限会社 鳥居商事 鳥居 正勝 松本 太加男 ⻄間⽊ 勝美
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サントークス 株式会社  宮内 哲 松本 太加男 ⻄間⽊ 勝美
有限会社 日創管財 岡野 敏雄 松本 太加男 ⻄間⽊ 勝美
有限会社 エイムライフ ⾙塚 克実 松本 太加男 ⻄間⽊ 勝美
有限会社 ミズ・プランニング 山口 裕子 松本 太加男 ⻄間⽊ 勝美
株式会社 I・Ｓ（アイエス） 伊藤 誠二 松本 太加男 ⻄間⽊ 勝美
株式会社 住まいるパートナー 松澤 吉正 松本 太加男 ⻄間⽊ 勝美
株式会社 リブマネジメント 浦部 知之 松本 太加男 ⻄間⽊ 勝美
株式会社 Ｎラインズ不動産 田中 尚之 松本 太加男 ⻄間⽊ 勝美
株式会社 ベルク 山岸 哲也 松本 太加男 ⻄間⽊ 勝美
株式会社 ともえ不動産 緒方 美樹 松本 太加男 ⻄間⽊ 勝美
株式会社 インフォス 伊東 奈美 松本 太加男 ⻄間⽊ 勝美
株式会社 スミカ 味⼾ 吉春 松本 太加男 ⻄間⽊ 勝美
ＧＬ 株式会社  吉行 孝徳 松本 太加男 ⻄間⽊ 勝美
株式会社 カイドウ商事 須山 周 松本 太加男 ⻄間⽊ 勝美
株式会社 Ｗｉｔｈ Ｐｅｔ Ｆａｍｉｌｙ 吉田 達也 松本 太加男 ⻄間⽊ 勝美
株式会社 徳持ファーストホーム 安⻄ 博司 松本 太加男 ⻄間⽊ 勝美
株式会社 クロスポイント 今⻄ 洋平 松本 太加男 ⻄間⽊ 勝美
株式会社 秀栄ホームズ ⼿嶋 享子 松本 太加男 ⻄間⽊ 勝美
株式会社 ポラリス 菅原 令子 松本 太加男 ⻄間⽊ 勝美
多田建設 株式会社  多田 次子 松本 太加男 ⻄間⽊ 勝美
有限会社 堀江商会 堀江 真⼸ 松本 太加男 ⻄間⽊ 勝美
有限会社 スペースアップサービス 松島 陽子 松本 太加男 ⻄間⽊ 勝美
市沢不動産 株式会社  市澤 芳範 松本 太加男 ⻄間⽊ 勝美
株式会社 ライフチューン 村石 義樹 松本 太加男 ⻄間⽊ 勝美
株式会社 日本⾃動⾞流通機構 ⽝伏 秀一 松本 太加男 ⻄間⽊ 勝美
スマイルホームネッツ 株式会社  河合 明 松本 太加男 ⻄間⽊ 勝美
株式会社 クックランド 中村 裕昌 本嶋 重夫 横山 武仁
有限会社 オリエンタルランド 本嶋 重夫 中村 裕昌 横山 武仁
エー・アール・ビー 横山 武仁 中村 裕昌 本嶋 重夫
日本プロパティ開発 株式会社 大久保 敦 本嶋 重夫 横山 武仁
日本ハウズイング 株式会社 小佐野 台 本嶋 重夫 横山 武仁
株式会社 アップライト 富岡 光子 本嶋 重夫 横山 武仁
ハイネス管理 株式会社 重盛 政幸 本嶋 重夫 横山 武仁
有限会社 ステップワン 城間 健 本嶋 重夫 横山 武仁
明心雅 髙野 智香子 本嶋 重夫 横山 武仁
株式会社 東輝 富田 仁美 本嶋 重夫 横山 武仁
株式会社 ライフテック 中切 敏雅 本嶋 重夫 横山 武仁
日新総合ビルサービス 株式会社 永田 健 本嶋 重夫 横山 武仁
ポスト・ライフ 株式会社 野田 崇 本嶋 重夫 横山 武仁
エド建物 株式会社 廣瀬 顕 本嶋 重夫 横山 武仁
株式会社 バンリアルター 松﨑 富志夫 本嶋 重夫 横山 武仁
株式会社 オフィス・松原 松原 薫 本嶋 重夫 横山 武仁
東京虹⾊不動産 株式会社 ⼾室 里佳 本嶋 重夫 横山 武仁
有限会社  ランドエナジー 山本 吾朗 本嶋 重夫 横山 武仁
Ｋｅｔｅｏ 株式会社 寺嶋 裕治 本嶋 重夫 横山 武仁
株式会社 中央アールディ 只野 寛武 本嶋 重夫 横山 武仁
株式会社 あるく不動産 平山 貴之 本嶋 重夫 横山 武仁
株式会社 服部商事 服部 昭衛 本嶋 重夫 横山 武仁
美吉商会 宮﨑 俊江 本嶋 重夫 横山 武仁
株式会社 バンブーフィールド 佐々野 泰将 本嶋 重夫 横山 武仁
有限会社 アトラス 古屋 秀夫 本嶋 重夫 横山 武仁
サンメイク・ジャパン 株式会社 土井 貢 本嶋 重夫 横山 武仁
株式会社 トレル 熊田 尚與 本嶋 重夫 横山 武仁
株式会社 ピースクルー 篠田 和繁 本嶋 重夫 横山 武仁
株式会社 東京ビルド 佐野 桂一郎 本嶋 重夫 横山 武仁
株式会社 Ｍｙ不動産 石井 洋輔 本嶋 重夫 横山 武仁
株式会社 タイト・アーガス ⻄出 喜代一 本嶋 重夫 横山 武仁
株式会社 住栄都市サービス 坂田 周 本嶋 重夫 横山 武仁
カテリーナビルディング 株式会社 田邊 彰彦 本嶋 重夫 横山 武仁
ＰＡＯ不動産 株式会社 大岩 みつ子 本嶋 重夫 横山 武仁
株式会社 エスデー建築企画研究所 清水 修司 土生 成次 齋藤 貴之
有限会社 日本ウォール企画 浅見 保明 清水 修司 土生 成次
株式会社 三英堂商事 上村 岩男 清水 修司 土生 成次
株式会社 デュオ 古田 宜⽮ 清水 修司 土生 成次
VenusCapital 株式会社 島田 香奈 清水 修司 土生 成次
株式会社 ＥＹ創研 武藏 幸代 清水 修司 土生 成次
株式会社 スペースランド 清水 竹三 清水 修司 土生 成次
株式会社 スペース・デポ 福崎 浩 清水 修司 土生 成次
有限会社 マインズブルー 小野 義光 清水 修司 土生 成次
株式会社 いしづか不動産 石塚 善雄 清水 修司 土生 成次
株式会社 ジェイライズ 谷本 和教 清水 修司 土生 成次
Grande Plaine 大原 仁 清水 修司 土生 成次
IMPERIAL 株式会社 齋藤 貴之 清水 修司 土生 成次

新宿

渋谷
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株式会社 栄明 前田 明英 清水 修司 土生 成次
株式会社 レジデンシャル東京 生野 雅春 清水 修司 土生 成次
オフィス・アオバ 株式会社 外村  廣 清水 修司 土生 成次
株式会社 五興商事 大江 信昭 清水 修司 土生 成次
株式会社 エムサーチ 武藤 正人 清水 修司 土生 成次
ティガリアルエステート 株式会社 筒井 太一朗 清水 修司 土生 成次
株式会社 リブ・トラスト 加藤 光穂 清水 修司 土生 成次
ＥＬＳＴＡＲ 株式会社 植松 崇 清水 修司 土生 成次
株式会社 ⻘山アセッツ 土生 成次 清水 修司 齋藤 貴之
株式会社 フォーパインズコーポレーション 乘松 正明 清水 修司 土生 成次
株式会社 オリオンストーク 太田 克伸 清水 修司 土生 成次
タス不動産投資顧問 株式会社 島添 敏晴 清水 修司 土生 成次
株式会社 Ｃｏｇｉｔｔｏ 土居 健介 清水 修司 土生 成次
マイア 株式会社 山口 國男 清水 修司 土生 成次
株式会社 アース・インターナショナル 湯谷 孝徳 清水 修司 土生 成次
株式会社 スタンダード 清水 真人 清水 修司 土生 成次
株式会社 AaKer 和田 郁子 清水 修司 土生 成次
株式会社 リンフィ 日下部 優子 清水 修司 土生 成次
合同会社 ビットアルファ 前田 喜美子 清水 修司 土生 成次
エルシーズ 株式会社 渡邉 圭太 清水 修司 土生 成次
株式会社 エストゥルース 丸山 功 清水 修司 土生 成次
チサト産業 株式会社 本多 健幸 ⻑田 茂 鈴⽊ 秀男
有限会社 万代住宅 井上 正人 ⻑田 茂 鈴⽊ 秀男
株式会社 フォーチュン ⻑田 茂 本多 健幸 井上 正人
株式会社 天満屋不動産 鈴⽊ 秀男 本多 健幸 井上 正人
株式会社 クレオ 廣田 潔 本多 健幸 井上 正人
株式会社 ベル建築研究所 坂野 茂 本多 健幸 井上 正人
有限会社 天草住宅 松田 憲治 本多 健幸 井上 正人
岡野不動産 合同会社 岡野 直行 本多 健幸 井上 正人
有限会社 レジデンシャルマネジメント 市村 亮 本多 健幸 井上 正人
株式会社 ゆり不動産 後藤 優美 本多 健幸 井上 正人
株式会社 ダントラスト 堀田 直宏 本多 健幸 井上 正人
株式会社 ＥＤＤＹ 下玉利 和美 本多 健幸 井上 正人
インベイックス 株式会社 齊藤 健二 本多 健幸 井上 正人
有限会社 ヒロ空間企画 小野 博文 本多 健幸 井上 正人
株式会社 大栄企業 篠原 陽子 本多 健幸 井上 正人
大幸ホーム 株式会社 林 直清 本多 健幸 井上 正人
有限会社 日東不動産 粂野 信夫 本多 健幸 井上 正人
祥興ハウジング 株式会社 荻原 武彦 内藤 淳 八幡 信明
ナイトウマネジメント株式会社 内藤 淳 荻原 武彦 八幡 信明
大八恒産 株式会社 八幡 信明 荻原 武彦 内藤 淳
株式会社モード･ハタ 端  厚 荻原 武彦 内藤 淳
株式会社 パレットエステート ⻲田 順子 荻原 武彦 八幡 信明
有限会社ＳＡＮＫＥＩ ＫＡＮＲＩ 鎌田 隆  荻原 武彦 内藤 淳
⻑信商事 株式会社 中根 保彦 荻原 武彦 内藤 淳
株式会社コアシステム 宮田 みどり 荻原 武彦 八幡 信明
株式会社 トラスト・ジャパン・コンサルティング 久保庭 朋之 荻原 武彦 八幡 信明
株式会社 ネオリンクワークス 庄子 吉憲 荻原 武彦 八幡 信明
株式会社 ＳＥＥＤ ⻘⽊ 良二 荻原 武彦 内藤 淳
有限会社 エヌケートータルプラン 中嶋 隆宏 荻原 武彦 八幡 信明
豊島不動産 株式会社 藤本 淳  荻原 武彦 内藤 淳
白羽地所 株式会社 宮本 信人 荻原 武彦 内藤 淳
本駒込リアルエステート 阿部 英一 荻原 武彦 八幡 信明
株式会社 ブイ･エイチ･オー 江口 貴仁 荻原 武彦 八幡 信明
株式会社ユピテルケイ 小暮 雅章 荻原 武彦 内藤 淳
有限会社 鍵屋不動産 菊地 朝子 荻原 武彦 内藤 淳
麻布ベストハウス 株式会社 金岡 弘大 荻原 武彦 八幡 信明
株式会社 オフィス･サンシャイン 原 嘉昭 荻原 武彦 内藤 淳
株式会社 ユトリト 赤沼 乙羽 荻原 武彦 内藤 淳
株式会社 絆不動産サポート 瀧本 雅徳 荻原 武彦 八幡 信明
有限会社 マイホーム 目⿊ 歳章 山下 大七郎 韮澤 道代
有限会社 成増ハウジング 浅利 匡 目⿊ 歳章 山下 大七郎
有限会社 ジー・セブン企画 山下 大七郎 目⿊ 歳章 韮澤 道代
株式会社 コバヤシ 韮澤 道代 目⿊ 歳章 山下 大七郎
株式会社 フィールド環境開発 奥泉 克 目⿊ 歳章 韮澤 道代
株式会社 三和建物 吉本 泰典 目⿊ 歳章 山下 大七郎
アンサーコンサルティング 株式会社 宗像 勝⺒ 目⿊ 歳章 奥泉 克
ミネルヴァ社 丸橋 芽里 目⿊ 歳章 韮澤 道代
株式会社 エリアスタイル 天雲 昌昭 目⿊ 歳章 山下 大七郎
株式会社 れむ 北村 亜新 目⿊ 歳章 韮澤 道代
城北流通 株式会社 桐山 潔 目⿊ 歳章 山下 大七郎
有限会社 菱和エステート 阿波 康則 ⻑尾 英俊 宮部 直明
株式会社 ケア・ジャパン ⻑尾 英俊 阿波 康則 宮部 直明

中野・杉並

豊島・文京

城北

練馬
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有限会社 アセットハウス 宮部 直明 阿波 康則 ⻑尾 英俊
財研エステート 株式会社 武田 良広 阿波 康則 ⻑尾 英俊
有限会社 美和産業 石澤 茂 阿波 康則 ⻑尾 英俊
株式会社 パートナーズ 髙山 裕 阿波 康則 ⻑尾 英俊
三優エスクローエージェント 株式会社 髙山 元 阿波 康則 ⻑尾 英俊
株式会社 ポラリス 加藤 晃一 阿波 康則 ⻑尾 英俊
株式会社 さくらホーム 栗原 重信 阿波 康則 ⻑尾 英俊
株式会社 日本ユニテック 國松 弘成 阿波 康則 ⻑尾 英俊
有限会社 正邦 及川 昇一 堺 晋 島田 幸夫
しんび不動産 堺 晋 及川 昇一 島田 幸夫
株式会社 レガーミハウジング 島田 幸夫 及川 昇一 堺 晋
株式会社 芝建設 芝 邦男 及川 昇一 島田 幸夫
株式会社 日生リビングシエスタ 下村 尊彦 及川 昇一 堺 晋
株式会社 心愛 芝田 賢一 及川 昇一 島田 幸夫
株式会社 ケーツークリエート ⻤山 宗⽞ 及川 昇一 堺 晋
株式会社 ダイエーコーポレーション 狩野 知史 及川 昇一 島田 幸夫
株式会社 中央 川舩 雅彦 及川 昇一 堺 晋
諫早建設 株式会社 辻 潤也 及川 昇一 島田 幸夫
トラストワン株式会社 石井 正美 及川 昇一 堺 晋
有限会社 松武 松村 純一 及川 昇一 島田 幸夫
アリス 株式会社  石原 孝治 室本 亨 中村 誠一郎
株式会社 プレイス 浅川 直行 室本 亨 中村 誠一郎
三松ハウジング 株式会社  室本 亨 浅川 直行 中村 誠一郎
有限会社 拓和果 中村 誠一郎 鶴羽 直孝 難波 裕之
ツルハホーム株式会社  鶴羽 直孝 室本 亨 浅川 直行
有限会社 ポイントワン 難波 裕之 小島 実加 鶴羽 直孝
合同会社 ハウスネット 小島 実加 浅川 直行 室本 亨
日商ホーム 株式会社 石川 康雄 伊藤 義治 ⻑崎 映人
株式会社 武蔵野ハウスセンター 中島 武夫 石川 康雄 伊藤 義治
三共ホーム 株式会社 ⻤束 浩司 石川 康雄 伊藤 義治
株式会社 ハウジング・エス 坂本 恭一 石川 康雄 伊藤 義治
株式会社 伊藤企画 伊藤 義治 石川 康雄 ⻤束 浩司
有限会社 さくらハウジング 江原 卓司 石川 康雄 伊藤 義治
株式会社 カフーノート ⻑崎 映人 石川 康雄 伊藤 義治
星野産業 株式会社 星野 正樹 石川 康雄 伊藤 義治
株式会社 アークネットワークサービス 伊藤 一徳 石川 康雄 伊藤 義治
株式会社 センセール 吉田 正人 小野 裕 増岡 秀樹
奥多摩住宅供給 株式会社 山本 誠一郎 小野 裕 増岡 秀樹
有限会社 住研ハウス 村田 知⺒ 小野 裕 増岡 秀樹
株式会社 中島工務店 中島 慶貴 小野 裕 増岡 秀樹
有限会社 創成ホームズ 竹内 美好 小野 裕 増岡 秀樹
株式会社 東郊建設 ⻑塚 弘司 小野 裕 増岡 秀樹
晃榮産業 株式会社 河﨑 浩三 谷合 ひろよ 居蔵 研志
グロブナー建物管理 株式会社 谷合 ひろよ 河﨑 浩三 居蔵 研志
アクセル 株式会社 居蔵 研志 河﨑 浩三 谷合 ひろよ
株式会社 マルサダ 山崎 広志 河﨑 浩三 谷合 ひろよ
株式会社 誠光ハウジング 栗崎 ⻯夫 河﨑 浩三 谷合 ひろよ
株式会社 アイランドホームズ 林 幸雄 河﨑 浩三 谷合 ひろよ
株式会社 Ｒｏｏｍʼｓ Ｂａｒ 中川 貴義 河﨑 浩三 谷合 ひろよ
有限会社 ホームコレクション 鈴⽊ 信二郎 河﨑 浩三 谷合 ひろよ
昭和建設 株式会社 古賀 直 河﨑 浩三 谷合 ひろよ
朝日リビング 株式会社  田代 雅司 ⽊下 忍 五十嵐 則夫
株式会社 プラスアルファ 大久保広宣 ⽊下 忍 五十嵐 則夫
有限会社 富士光 ⽊下 忍 田代 雅司 大久保 広宣
有限会社 マイホームプラン 五十嵐 則夫 田代 雅司 大久保 広宣
株式会社 アローホーム ⽮島 直樹 田代 雅司 大久保 広宣

以上 ３４７名
令和3年4月8日

多摩⻄

多摩北

多摩中央

多摩東

多摩南

町田

公益社団法人 不動産保証協会 東京都本部
代議員選挙管理委員会

委員⻑  金子重雄
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