
新班 運営委員 商号／名称 代表者 会員種別 免許証番号 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号

1 - （株）アイリスコーポレーション 河野光政 正会員 都知事(8)51053 144-0052 大田区蒲田3-19-4-102 03-3735-5988 03-3735-7822

1 - 梅屋敷不動産商事 中村敏子 正会員 都知事(16)1863 144-0052 大田区蒲田2-7-15 03-3731-5730 03-3732-9535

1 - （有）皆藤工業 皆藤新一 正会員 都知事(4)81614 144-0052 大田区蒲田3-18-22 03-3739-1525 03-3734-3277

1 - （株）角谷 谷合精一 正会員 都知事(8)55514 144-0052 大田区蒲田3-2-18 03-3732-8855 03-3738-3377

1 - （株）金子企画 石井健雄 正会員 都知事(5)76710 144-0052 大田区蒲田2-18-20 03-5711-7915 03-5711-7917

1 - 恭和住販（株） 石村凖朗 正会員 都知事(4)83824 144-0052 大田区蒲田3-14-14 03-3737-4040 03-3731-3471

1 - （株）Ｊ企画 畑　准子 正会員 都知事(3)89797 144-0052 大田区蒲田1-20-3-302 03-3739-8087 03-5703-8008

1 - （株）ニイノリアルタウン情報館　梅屋敷店 司　信太朗 準会員 都知事(5)77627 144-0052 大田区蒲田2-7-16 03-3731-2022 03-3731-2032

1 〇 博央産業（株） 斎藤武夫 正会員 都知事(13)21020 144-0052 大田区蒲田1-24-11 03-3732-2276 03-3735-2278

1 - 山銀産業（株） 竹越利之 正会員 都知事(13)25450 144-0052 大田区蒲田1-30-17 03-3731-5289 03-3732-1303

2 - （株）笹林エスクロー 笹林洋平 正会員 都知事(3)91782 144-0052 大田区蒲田4-47-5 03-5713-1226 03-5713-1227

2 - （株）スカイホーム 佐藤秀隆 正会員 都知事(5)77234 144-0052 大田区蒲田4-30-10 03-6424-8951 03-6424-8952

2 - （株）増栄ハウジング 鈴木竜二 正会員 都知事(10)42246 144-0052 大田区蒲田4-10-14 03-5710-0550 03-5710-0555

2 - （有）荘園不動産 飛田八千代 正会員 都知事(11)34405 144-0052 大田区蒲田4-41-10 03-3735-0700 03-3739-0729

2 - タケイチバリュアブル不動産（株） 武田雄一 正会員 都知事(5)74955 144-0052 大田区蒲田4-29-5 03-3735-2841 03-3735-0106

2 〇 栃木産和（株） 栃木邦彦 正会員 都知事(3)90753 144-0052 大田区蒲田4-20-4 03-3731-9227 03-3731-9227

2 - 日本新宅 江橋孝樹 正会員 都知事(2)93917 144-0052 大田区蒲田4-18-21 03-3739-1185 03-3739-1196

2 - 三鈴商事 鈴木美男 正会員 都知事(1)103701 144-0052 大田区蒲田5-21-13-503 03-3735-8181 03-3735-8181

2 - 山口不動産 山口美代子 正会員 都知事(11)38691 144-0052 大田区蒲田4-8-2 03-3731-2353 03-3732-8975

3 - （株）Ｅ・Ｆ・Ｃ 藤田邦夫 正会員 都知事(3)89549 144-0052 大田区蒲田5-26-8-2F 03-3737-0146 03-3737-0148

3 - （株）インターフローレス 鴨川鉄平 正会員 都知事(2)92046 144-0052 大田区蒲田5-16-9 03-5714-5134 03-5714-5135

3 - （株）Ｖｉｓｉｏｎ　蒲田店 後田　敦 準会員 都知事(2)96944 144-0052 大田区蒲田5-18-5 03-5480-7166 03-5480-7167

3 - （株）エースプラン 綱島保典 正会員 都知事(3)91478 144-0052 大田区蒲田5-27-14 03-3736-1150 03-3736-0070

3 - （有）尾川総合企画 尾川好子 正会員 都知事(1)104503 144-0052 大田区蒲田5-29-8 03-3739-9770 03-3739-9786

3 - （有）北島商事 北島秀明 正会員 都知事(11)38203 144-0052 大田区蒲田5-12-3 03-3735-8816 03-3735-8863

3 〇 東京商事（株） 橋本いつよ 正会員 都知事(15)13173 144-0052 大田区蒲田5-26-6 03-3736-6201 03-3731-8071

3 - （株）Ｎｅｘｔｕｒｅ 北谷崇雄 正会員 都知事(1)100926 144-0052 大田区蒲田5-16-8 03-6404-9221 03-6404-9231

3 - 晴貴不動産（株） 柿沼篤宏 正会員 都知事(1)98692 144-0052 大田区蒲田5-11-1 03-3734-3581 03-3734-3582

3 - （株）マイライフプランニング　蒲田営業所 濵津雅彦 準会員 大臣(1)9238 144-0052 大田区蒲田5-28-2 03-3730-5055 03-3730-5066

3 - ミノラス不動産（株）　蒲田店 大森憲之 準会員 都知事(3)86198 144-0052 大田区蒲田5-18-6 03-3734-2103 03-3734-2136

3 - （株）リアルステージ 中村昭宏 正会員 都知事(4)83459 144-0052 大田区蒲田5-29-2 03-3731-6611 03-3731-6621

4 - （株）アットランド 三島敬一 正会員 都知事(4)82148 144-0052 大田区蒲田5-36-6 03-5711-7788 03-5711-7789

4 - 菅野建設不動産（株） 菅野俊彦 正会員 都知事(6)71766 144-0052 大田区蒲田5-32-2 03-3731-5200 03-3735-0018

4 - （株）クラトモビルメイク 伴　良二 正会員 都知事(2)93688 144-0052 大田区蒲田5-40-16 03-3735-3949 03-3735-3608

4 - 佐藤興業（株） 佐藤敬子 正会員 都知事(10)42883 144-0052 大田区蒲田5-44-14 03-3733-7887 03-3733-7578

4 - （有）志摩商会 島　邦男 正会員 都知事(11)35715 144-0053 大田区蒲田本町2-23-2 03-3731-6883 03-3737-4447

4 - （株）シンシアホーム 石毛達郎 正会員 都知事(3)89278 144-0052 大田区蒲田5-42-6 03-5713-0180 03-5713-0181

4 - 第一商事（株） 金原利博 正会員 都知事(16)2817 144-0052 大田区蒲田5-41-2 03-3735-0011 03-3735-0012



4 - （株）まちづくり支援機構 松岡　薫 正会員 都知事(2)94796 144-0052 大田区蒲田5-44-14 03-6715-7287 03-6715-7267

4 〇 （株）丸美商事 金丸喜朝 正会員 都知事(11)34306 144-0053 大田区蒲田本町1-6-10 03-3732-0625 03-3732-0625

4 - みやま不動産 山西章三 正会員 都知事(12)28896 144-0055 大田区仲六郷1-13-12 03-3738-5379 03-3738-5300

4 - （株）ライスター 米倉晃代 正会員 都知事(1)103538 144-0053 大田区蒲田本町2-8-8 03-6336-3611 03-6336-8001

5 - （有）石部製作所 石部　栄 正会員 都知事(9)46952 144-0055 大田区仲六郷2-8-6 03-3733-9391 03-3732-6955

5 - （有）沢正 戸澤正七 正会員 都知事(11)39319 144-0056 大田区西六郷3-6-13 03-3739-3577 03-3739-3599

5 - （株）島村企画　城南支店 大津憲久 準会員 都知事(2)51049 144-0055 大田区仲六郷4-28-4 03-3730-6581 03-3730-0291

5 〇 ニイジマリビング（株） 新島康弘 正会員 都知事(9)49569 144-0055 大田区仲六郷4-34-10 03-3739-2177 03-3739-3173

5 - （有）マルイ 降旗弘功 正会員 都知事(15)12459 144-0056 大田区西六郷1-50-13 03-3738-3474 03-3738-7277

5 - 南不動開発（株） 馬場明浩 正会員 都知事(13)21199 144-0056 大田区西六郷1-16-10 03-3732-3911 03-3733-6230

5 - （株）都開発 安原英子 正会員 都知事(14)19145 144-0056 大田区西六郷1-42-17 03-3738-3555 03-3738-3556

5 - （株）湯沢工務店 湯沢　靖 正会員 都知事(8)54053 144-0055 大田区仲六郷4-20-8 03-3732-5691 03-3732-5691

6 - （株）ウィング 川又　隆 正会員 都知事(3)90840 144-0051 大田区西蒲田6-34-9 03-6424-9935 03-6424-9936

6 - （株）ＭＩＤ 内山かおる 正会員 都知事(3)91202 144-0051 大田区西蒲田4-21-21 03-6410-3841 03-3754-3862

6 - （株）坂本商事 坂本敏久 正会員 都知事(15)10702 144-0051 大田区西蒲田6-17-10 03-5714-1033 03-5714-1034

6 - 三喜商事（株） 小泉直樹 正会員 都知事(2)96418 144-0051 大田区西蒲田4-31-18 03-5755-3031 03-3753-5869

6 - （株）サンタロコーポレーション 河原崎忠士 正会員 都知事(3)85942 144-0051 大田区西蒲田6-22-13 03-6424-9271 03-6424-9273

6 - （株）ＳＨＵホーム 松田秀芳 正会員 都知事(3)86682 144-0051 大田区西蒲田5-14-7 03-5713-3811 03-3739-5225

6 - 東京アナリスト（株） 手塚礼二 正会員 都知事(6)71967 144-0051 大田区西蒲田6-37-8 03-3738-8161 03-3738-8163

6 - 東洋エステートサービス（株）　城南営業所 二宗貴満 準会員 大臣(4)6189 144-0051 大田区西蒲田1-3-13 03-5747-5811 03-5747-5812

6 - 中山商事 中山弘章 正会員 都知事(15)9673 144-0051 大田区西蒲田6-14-24 03-3734-0856 03-3735-0915

6 - （有）ハウジングライフ 丸山基充 正会員 都知事(4)80983 144-0051 大田区西蒲田5-12-8 03-5744-9041 03-5703-4148

6 〇 丸東商事（株） 雨宮伸吉 正会員 都知事(14)14439 144-0051 大田区西蒲田6-30-7 03-3738-4107 03-3738-4108

6 - （株）ロッソシステム 寺田裕昭 正会員 都知事(1)103693 144-0051 大田区西蒲田6-26-3 03-6424-9998 03-6424-9567

7 - （株）伊藤商会 伊藤　隼 正会員 都知事(16)93 144-0051 大田区西蒲田7-1-8 03-3731-5114 03-3731-7306

7 - （株）エヌ・エーハウジング 永塚利裕 正会員 都知事(3)89465 144-0051 大田区西蒲田7-8-3 03-5654-7720 03-5654-7721

7 - （株）エルｅサーチ　蒲田店 森　大輔 準会員 大臣(1)9267 144-0051 大田区西蒲田8-1-7 03-5480-7500 03-5480-5333

7 - （株）オカノ 岡野洋平 正会員 都知事(3)88667 144-0051 大田区西蒲田7-19-12 03-3736-6711 03-3736-6748

7 - （株）コミーズ　蒲田店 今井和也 準会員 大臣(2)8095 144-0051 大田区西蒲田7-44-5 03-5744-4221 03-5744-4222

7 - （株）シー・アイ・シー 成田弘司 正会員 都知事(3)88805 144-0051 大田区西蒲田7-29-5 03-6715-8440 03-6715-8375

7 - ＧＥハウジング（株） 中野　博 正会員 都知事(3)86824 144-0051 大田区西蒲田7-12-2 03-3735-3355 03-3733-2036

7 - （株）シティパートナーズ 田山芳人 正会員 都知事(1)103207 144-0051 大田区西蒲田7-4-3 03-6424-7765 03-6424-7765

7 - （株）シティ・ハウジング　蒲田店 木村貴士 準会員 都知事(8)52415 144-0051 大田区西蒲田7-1-3 ステラビル西蒲田1F 03-6861-7177 03-6861-7181

7 - 首都圏住宅サービス（株） 杉山　進 正会員 都知事(3)85450 144-0051 大田区西蒲田7-44-1 03-3735-1244 03-3735-1196

7 〇 （株）大成 横森利雄 正会員 都知事(15)12266 144-0051 大田区西蒲田7-25-3 03-3735-8138 03-3735-8155

7 - （株）東京23区学生会 鳴海洋一 正会員 都知事(3)88585 144-0051 大田区西蒲田7-7-1 03-3734-1451 03-3734-1452

7 - （株）東京ハウスナビ　蒲田店 松岡俊一 準会員 都知事(3)85519 144-0051 大田区西蒲田7-1-1 03-5480-2535 03-5480-2536

7 - （株）フォーエバー 山口幸伸 正会員 都知事(1)99898 144-0051 大田区西蒲田7-43-11 03-6424-7851 03-6424-7852

7 - 平和商事（株） 武田勝巳 正会員 都知事(16)320 144-0051 大田区西蒲田7-27-1 03-3734-1587 03-3734-1588



7 - ミノラス不動産（株） 石川英嗣 正会員 都知事(3)86198 144-0051 大田区西蒲田7-36-7 03-3732-2103 03-3732-2117

7 - （株）和光商事 紺野　博 正会員 都知事(3)86942 144-0051 大田区西蒲田7-28-9 03-3738-2575 03-3734-2727

8 - （株）アカサカデザインハウス 安上正二 正会員 都知事(6)70581 144-0051 大田区西蒲田8-13-7 03-3730-7131 03-3730-7133

8 - （株）飯田産業　蒲田営業所 脇阪亮平 準会員 大臣(9)3306 144-0051 大田区西蒲田8-22-2 03-6892-8898 03-6892-8899

8 - （株）ウィン 山田一文 正会員 都知事(4)79692 144-0051 大田区西蒲田7-16-1 03-3731-2111 03-3731-2112

8 - （株）オハナエステート 金宮将浩 正会員 都知事(1)99084 144-0051 大田区西蒲田8-24-7 栄ビル5F 03-5711-7321 03-5711-7320

8 - （株）関東地所 齋藤義一 正会員 都知事(3)88249 144-0051 大田区西蒲田7-32-2 03-6424-7216 03-6424-7217

8 - 沢田商事（株） 澤田正治 正会員 都知事(10)40664 144-0051 大田区西蒲田7-61-18 03-3731-2900 03-3731-3484

8 〇 （株）ＧＩＡ 前川正喜 正会員 都知事(3)91562 144-0051 大田区西蒲田7-65-11 03-5744-3299 03-5744-3296

8 - （株）ビーエッジ 安藤智満 正会員 都知事(1)98198 144-0051 大田区西蒲田7-48-1 センチュリードメス西蒲田壱番館2F 03-3737-1112 03-3737-1188

8 - （株）ブコー・エンタープライズ 金子忠興 正会員 都知事(6)73485 144-0051 大田区西蒲田7-67-12 03-5711-7022 03-5711-0004

8 - （株）マルトモ商事 太田知輔 正会員 都知事(9)45602 144-0051 大田区西蒲田8-3-8-204 03-3738-6266 03-3738-6271

8 - ユザワヤ不動産（株） 畑中博夫 正会員 都知事(3)89554 144-8660 大田区西蒲田8-3-14 03-3738-4141 03-5703-8787

8 - （株）リブロス 森崎義一 正会員 都知事(8)50972 144-0051 大田区西蒲田7-65-4 03-3734-1371 03-3734-9858

9 - （株）飯村工務店 飯村秋男 正会員 都知事(5)75209 144-0034 大田区西糀谷2-23-13 03-3744-1239 03-3744-2636

9 - （株）興有 有馬三恵 正会員 都知事(9)44067 144-0034 大田区西糀谷3-36-1 03-3745-3913 03-3745-3914

9 - （株）光立 沼田成泰 正会員 都知事(4)79281 144-0034 大田区西糀谷3-20-3 03-5735-7711 03-5735-7712

9 - せき不動産 関　光夫 正会員 都知事(1)102070 144-0034 大田区西糀谷3-29-4 03-3744-5512 03-3744-5522

9 - 大秀建設（株） 神山　晃 正会員 都知事(5)74000 144-0033 大田区東糀谷3-9-5 03-3745-1988 03-3741-2819

9 - （株）タカユキ 高橋幸雄 正会員 都知事(7)59526 144-0033 大田区東糀谷2-1-3 03-3744-1030 03-3744-1031

9 - 東陽不動産（株） 新倉静子 正会員 都知事(12)30755 144-0034 大田区西糀谷3-31-1 03-3744-7610 03-3744-7620

9 〇 （株）平塚住宅 平塚隆志 正会員 都知事(11)34274 144-0034 大田区西糀谷3-31-8 03-3742-2412 03-3741-0050

9 - （株）ヤマキハウス 松井雪江 正会員 都知事(3)90765 144-0033 大田区東糀谷4-4-1-102 03-3742-0326 03-3742-0320

9 - （株）リンタス 小泉泰智 正会員 都知事(3)85050 144-0034 大田区西糀谷3-19-2 03-5705-1701 03-5705-1716

10 - （株）アールエープロパティ 飯村康彦 正会員 都知事(4)82946 144-0031 大田区東蒲田2-29-1 03-5480-2343 03-5711-5534

10 - （有）ウエスト・フィールド 西野秀樹 正会員 都知事(2)95485 144-0032 大田区北糀谷2-5-1-104 03-3742-1505 03-3744-3153

10 - （株）内山商事不動産 内山隆文 正会員 都知事(7)58617 144-0032 大田区北糀谷1-4-7 03-3743-1113 03-3744-0516

10 - 河口不動産 河口宏一 正会員 都知事(3)90470 144-0031 大田区東蒲田1-1-18 03-3731-5082 03-3731-9873

10 - （有）京屋不動産 鈴木鐵也 正会員 都知事(7)58792 144-0031 大田区東蒲田1-1-2 03-3738-5405 03-3732-7436

10 - 京浜不動産（株） 辰巳　徹 正会員 都知事(3)89700 144-0031 大田区東蒲田1-2-14-301 03-5713-3912 03-5713-3913

10 - （株）シティ・ハウジング　京急蒲田店 中村　豊 準会員 都知事(8)52415 144-0035 大田区南蒲田1-1-17 03-5714-7177 03-5714-7178

10 - （株）すまいごこち 矢野万里絵 正会員 都知事(1)102657 144-0032 大田区北糀谷1-11-8 03-6715-1236 03-6715-1236

10 - （株）東宝ハウス大田東京 川村泰久 正会員 都知事(1)100669 144-0035 大田区南蒲田1-1-25 03-6629-4880 03-5711-8828

10 - 日中貿易（株） 森　秀俊 正会員 都知事(1)99039 144-0031 大田区東蒲田1-1-20 橋本ビル201 03-6428-7378 03-6715-8856

10 - （株）ネクストリサーチ 山野智正 正会員 都知事(2)92065 144-0031 大田区東蒲田2-21-4 03-5703-1199 03-5703-1199

10 - 矢崎木材工業（株） 矢崎　実 正会員 都知事(7)63134 144-0032 大田区北糀谷1-21-15 03-3741-5441 03-3741-5446

10 〇 (株)陽徳不動産 田邊和弘 正会員 都知事(2)95206 144-0035 大田区南蒲田1-10-4 03-3734-6460 03-3739-3595

11 - アラムナイ商事 蒲ケ原陽子 正会員 都知事(6)73636 144-0047 大田区萩中2-5-14 03-5705-0231 03-5705-0115

11 - 石井不動産 石井知尋 正会員 都知事(2)93958 144-0043 大田区羽田4-10-4 03-3741-1079 03-6423-6785



11 - ＨＣＳ　Ｒ＆Ｄ（株） 生稲　崇 正会員 都知事(1)104120 144-0043 大田区羽田3-12-2 03-6423-6879 050-3730-2114

11 - ガクヨー（株） 小林剛太郎 正会員 都知事(7)59911 144-0034 大田区西糀谷3-40-1 03-3741-6031 03-3745-0131

11 〇 工藤商事 工藤孝人 正会員 都知事(1)100225 144-0043 大田区羽田2-6-9 03-3741-2263 03-3741-2263

11 - （株）京浜ハウジング 野口優香 正会員 都知事(8)56574 144-0043 大田区羽田4-12-7 03-6423-9909 03-6423-9912

11 - 高橋商事（株） 高橋正光 正会員 都知事(10)41053 144-0042 大田区羽田旭町13-13 03-3741-0624 03-3741-2626

11 - （株）東京金属製作所 大塚健文 正会員 都知事(14)19966 144-0043 大田区羽田2-10-12 03-3743-1156 03-3743-1158

11 - （株）東伸開発不動産 土屋寿予 正会員 都知事(13)22997 144-0047 大田区萩中3-6-5 03-3745-0023 03-3741-0803

11 - （有）中山商事 中山昇司 正会員 都知事(1)101765 144-0043 大田区羽田6-20-6 03-3742-5781 03-3742-5781

11 - ｂｅ不動産（株） 満川一郎 正会員 都知事(1)104645 144-0047 大田区萩中3-6-18 03-6423-9373 03-6423-9373

11 - Ｙ’ｓコーポレーション（同） 安齋陽一 正会員 都知事(1)103528 144-0047 大田区萩中3-29-12 03-6423-9130 03-6423-8303

12 - （株）青木ハウジング 宇賀神智久 正会員 都知事(12)33451 144-0034 大田区西糀谷4-32-2 03-3742-5704 03-3745-2396

12 - （有）オリエント住販 杉本博昭 正会員 都知事(7)59391 144-0034 大田区西糀谷4-13-18 03-5705-3245 03-5705-3246

12 - （同）光洋不動産 米永孝行 正会員 都知事(3)86773 144-0034 大田区西糀谷4-29-16 03-3742-2237 03-3743-8619

12 - （株）シティ・ハウジング 小宮敏嗣 正会員 都知事(8)52415 144-0034 大田区西糀谷4-28-18 03-3742-7177 03-3742-8207

12 - （株）シティハウジング　管理部 佐藤　仁 準会員 都知事(8)52415 144-0034 大田区西糀谷4-28-9 03-3742-7607 03-5705-8097

12 - （株）シティ不動産販売 小宮敏嗣 正会員 都知事(1)104601 144-0034 大田区西糀谷4-28-18 03-6890-7177 03-6890-7178

12 - （株）大南 小林孝好 正会員 都知事(9)47436 144-0035 大田区南蒲田3-4-9 03-3741-4871 03-3744-2307

12 - （有）藤伊商事 伊藤豊久 正会員 都知事(7)60983 144-0034 大田区西糀谷4-4-5 03-3744-3970 03-3744-4598

12 - （株）谷田部建設 松坂義弘 正会員 大臣(14)662 144-0034 大田区西糀谷4-17-2 03-3742-1776 03-3745-3049

12 - 山一開発（株） 山岸俊一 正会員 都知事(15)13502 144-0034 大田区西糀谷4-13-11 03-3744-3450 03-3741-1310

12 〇 （株）有和不動産 南本　満 正会員 都知事(8)55363 144-0034 大田区西糀谷4-3-11 03-3745-1708 03-3745-1709

13 - イノベーションアールイー（株） 窪谷　輝 正会員 都知事(1)102646 144-0035 大田区南蒲田2-4-19 03-6424-4033

13 - イノベーション不動産（株）　蒲田支店 窪谷　輝 準会員 大臣(1)8993 144-0035 大田区南蒲田2-4-19 ANTビル3F 03-6424-9191 03-6424-9192

13 - 岩渕商事（株） 塩田泰仁 正会員 都知事(2)96289 144-0047 大田区萩中1-8-3 03-3741-1200 03-3741-5550

13 - 三愛電器（株） 鈴木　朝子 正会員 都知事(14)19770 144-0047 大田区萩中1-5-28 03-3741-5941 03-3744-7957

13 - 大和ハウスパーキング（株） 田村哲哉 正会員 大臣(2)8723 144-0035 大田区南蒲田2-16-1 03-3737-3777 03-3737-3778

13 〇 （株）藤栄ハウス 鈴木　弘 正会員 都知事(11)39245 144-0047 大田区萩中1-6-22 03-3745-2642 03-3745-2658

13 - （同）ＴＲＥＩＢ 延原永三 正会員 都知事(2)96137 144-0035 大田区南蒲田2-15-19 03-3734-8811 03-3734-8881

13 - （株）双葉ハウス 鈴木邦明 正会員 都知事(1)101847 144-0035 大田区南蒲田2-23-9 03-3730-1221 03-3730-1222

13 - （有）フナミ商事 船見千鶴子 正会員 都知事(5)74851 144-0047 大田区萩中1-3-25 03-3738-1598 03-3738-2236

13 - （株）ポート不動産企画 宮入康丞 正会員 都知事(4)81756 144-0035 大田区南蒲田2-8-5 03-5711-7150 03-5711-7154

13 - ライフステージ 張間一高 正会員 都知事(4)81485 144-0035 大田区南蒲田2-27-17 03-5480-5355 03-5480-5356

14 - アオキビル（株） 青木　勇 正会員 都知事(5)76895 144-0045 大田区南六郷2-4-2-1F 03-3737-3348 03-3733-4225

14 - 海東開発（株） 福島海東 正会員 都知事(1)98566 144-0055 大田区仲六郷2-15-10 03-3737-2103 03-5711-2103

14 - 川﨑商事不動産 川﨑勝夫 正会員 都知事(13)22452 144-0055 大田区仲六郷2-20-9 03-3731-7541 03-3731-7541

14 - （株）ｋｕｂａｒｉ 松坂　崇 正会員 都知事(1)102793 144-0046 大田区東六郷2-16-12-1F 03-6424-7567 03-6424-7568

14 - （株）坂本ハウジング 坂本幸政 正会員 都知事(10)42275 144-0046 大田区東六郷2-10-10 03-3731-9032 03-3731-8161

14 - （株）サンセイ 山﨑誠治 正会員 都知事(8)52020 144-0055 大田区仲六郷2-42-5 03-3731-0575 03-3735-0197

14 - （株）新明不動産商事 新本貞明 正会員 都知事(2)93740 144-0046 大田区東六郷1-13-6 03-6424-8228 03-6424-8227



14 〇 （同）九十九不動産 星野幸治 正会員 都知事(2)97802 144-0046 大田区東六郷2-13-8 03-6715-7929 03-6715-7939

14 - トリモプランニング（株）　雑色店 五十嵐康秋 準会員 都知事(3)85147 144-0055 大田区仲六郷2-28-7-1F 03-5480-1311 03-5480-0550

14 - （株）ピー・エー・シー 田中　哲 正会員 都知事(4)81062 144-0046 大田区東六郷1-8-5 03-5711-1481 03-3733-0776

14 - （株）ランディックス 小泉　弘 正会員 都知事(8)52720 144-0045 大田区南六郷2-7-23 03-3731-5912 03-3732-6066

15 - アップルツリーハウス 石渡真由美 正会員 都知事(4)83316 146-0094 大田区東矢口3-27-5 03-3739-4600 03-3739-4628

15 - （株）アルタホームズ 関澤正治 正会員 都知事(2)93921 144-0051 大田区西蒲田3-4-1 03-6410-5290 03-6410-5291

15 - （有）インテックス 倉持幸雄 正会員 都知事(2)93656 146-0094 大田区東矢口1-4-2 03-6674-3098 050-3737-1216

15 - （有）ウメザワ商事 梅澤雄樹 正会員 都知事(16)3623 146-0094 大田区東矢口3-1-7 03-3731-5451 03-3731-3548

15 - （有）クリハラ不動産 栗原　宏 正会員 都知事(6)70918 146-0094 大田区東矢口3-6-5 03-3738-3227 03-3738-5423

15 - （株）さくら不動産 佐倉　賢次郎 正会員 都知事(2)97557 144-0051 大田区西蒲田7-17-3 03-6428-6810 03-6428-6811

15 - シーズエナジー（株） 小嶋正人 正会員 都知事(14)16926 146-0094 大田区東矢口3-2-1 03-5703-8836 03-5703-8930

15 - （株）ＪＴＮ不動産 田邉義博 正会員 都知事(3)85080 146-0094 大田区東矢口3-8-2 03-5744-3535 03-5744-3536

15 - ほたか不動産 小上成典 正会員 都知事(2)94837 146-0094 大田区東矢口3-6-2 03-3731-8840 03-3731-8866

15 〇 松田土地住宅社 松田光子 正会員 都知事(4)80721 146-0094 大田区東矢口1-15-17 03-3738-2549 03-3738-2504

15 - ラバーツリーハウス（株） 梅澤博喜 正会員 都知事(1)100438 146-0094 大田区東矢口3-28-2 03-3738-2702 03-3738-2702

16 - （有）アーク・イン・シオダ 佐藤正美 正会員 都知事(8)57798 144-0054 大田区新蒲田1-13-2 03-3733-6661 03-3739-3333

16 〇 （株）アプティ 中本晴邦 正会員 都知事(10)43075 144-0054 大田区新蒲田1-6-2 03-5710-3253 03-3734-2847

16 - （有）石渡不動産鑑定事務所 石渡秀行 正会員 都知事(1)103596 144-0054 大田区新蒲田2-14-4 03-3733-6323 03-3733-6130

16 - 川崎建設（株） 川﨑徳明 正会員 都知事(12)32406 144-0054 大田区新蒲田2-23-13 03-3731-0005 03-3731-1212

16 - （有）三伸建設 山本伸一 正会員 都知事(10)42925 144-0054 大田区新蒲田2-22-19 03-3730-0075 03-3738-2275

16 - （株）道塚不動産 多田明弘 正会員 都知事(3)85910 144-0054 大田区新蒲田2-17-1 03-5480-0806 03-5480-0807

16 - 幸建設（株） 中本晴邦 正会員 都知事(6)73843 144-0054 大田区新蒲田1-6-2 03-3734-2841 03-3734-2847


