小岩南地区
索引
あ

か

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在
事務所所在地

電話番号

FAX番号

（有）旭不動産販売

都知事(7)57508

黒崎一夫

133-0056

江戸川区南小岩7-1-25

03-3657-6311

03-3659-7159

（株）アイプロリンク

都知事(3)86259

早川邦浩

133-0052

江戸川区東小岩5-4-14

03-3673-2103

03-3673-2186

（株）アイ・エヌ・オー

都知事(2)91914

伊能正雄

133-0052

江戸川区東小岩3-19-3

03-5693-7671

03-5693-8801

（株）飯田産業 小岩営業所

大臣(8)3306

佐藤浩二

133-0052

江戸川区東小岩6-26-10
ユーザンコート1F

03-5693-3688

03-5693-3655

（株）インセプト

都知事(2)94061

吉澤聖浩

133-0056

江戸川区南小岩8-20-5

03-5612-0146

03-5612-0147

石井不動産（株）

都知事(1)98497

石井康博

133-0056

江戸川区南小岩5-19-5

03-3673-2622

03-6657-8588

（株）エービーシー不動産

都知事(6)62689

西 正登吏

133-0052

江戸川区東小岩6-1-15

03-3658-7575

03-3658-7574

（株）エヌエルイー

都知事(2)93280

田邉浩一

133-0052

江戸川区東小岩6-1-11-101

03-6657-9885

03-6657-9886

小川不動産

都知事(10)40491

小川 登

133-0056

江戸川区南小岩5-8-18

03-3671-0256

03-3658-2593

（株）荻原総合企画

都知事(7)56672

荻原正俊

133-0052

江戸川区東小岩6-27-2
荻原マンション3F

03-3671-5450

03-3671-1204

おおのトータルサポート（株）

都知事(2)89118

大野 均

133-0042

江戸川区興宮町28-17

03-6228-0411

03-6228-0412

オフィス・オオキ

都知事(2)90575

大木明弘

133-0056

江戸川区南小岩6-13-5-102

03-3657-8309

03-3657-8312

（株）岡田不動産 小岩支店

都知事(13)20888

浅野浩二郎

133-0056

江戸川区南小岩7-24-20
青山ビル2F

03-5612-0336

03-5612-0337

カネマキ

都知事(5)74150

金巻 英

133-0041

江戸川区上一色2-17-24

03-3653-5536

03-3651-1436

川崎不動産（株） 東京支店

大臣(15)59

小林直美

133-0056

江戸川区南小岩7-26-21-606

03-5668-2294

（有）金正ビル

都知事(8)50432

金野正敬

133-0056

江戸川区南小岩8-14-6
第2金正ビル403

03-3659-8011

1／34

03-3657-7721

小岩南地区
索引

さ

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在
事務所所在地

電話番号

FAX番号

（有）キーワード

都知事(3)85335

島田秀一

133-0056

江戸川区南小岩2-8-12

03-3671-0117

03-3671-0116

（株）グランドホーム

都知事(3)82979

羽根田 豊

133-0052

江戸川区東小岩4-11-1

03-5612-1818

03-5612-0018

建栄ハウス（株）

都知事(5)71605

佐々木栄作

133-0052

江戸川区東小岩1-15-12

03-5693-2381

03-5693-2382

（株）ケーワイハウス

都知事(1)96439

吉崎紀久雄

133-0056

江戸川区南小岩3-29-7
コーポ浅路401

03-6458-0321

03-6458-0533

公正商事

都知事(1)95007

東 俊彦

133-0056

江戸川区南小岩4-2-14

03-3672-5292

03-3672-5602

（株）コーユー

都知事(4)79910

里見やえ子

133-0056

江戸川区南小岩7-28-1

03-5694-5501

03-5694-5502

宏友住宅販売（株）

都知事(2)92177

千島好弘

133-0056

江戸川区南小岩7-28-1

03-3671-2281

03-3671-2023

（有）小林住建

都知事(4)76407

小林 巖

133-0056

江戸川区南小岩7-21-7

03-3657-0657

03-3657-5203

（有）五一不動産

都知事(10)37578

羽二塚達男

133-0056

03-3672-3751

03-3671-5141

（有）さくしん住宅

都知事(4)79127

沼屋 健

133-0056

03-5622-6321

03-5622-6320

（株）サンエステート

都知事(4)78480

田辺敏行

133-0056

江戸川区南小岩3-20-2

03-6458-0021

03-6458-0081

（有）三京開発

都知事(7)56260

九萬原勝夫

133-0056

江戸川区南小岩8-25-4

03-3672-8456

03-3672-8482

（株）三信不動産販売

大臣(1)8558

大竹智之

133-0056

江戸川区南小岩4-11-5

03-3673-4111

03-3673-4110

（株）三信建設

都知事(1)95833

淀川 勇

133-0056

江戸川区南小岩5-21-9

03-3657-4111

03-3657-4113

（有）三成興業

都知事(9)44047

岩楯慎三

133-0056

江戸川区南小岩1-1-13

03-3659-6511

03-3659-6115

（有）山宝

都知事(8)48828

村山倖一

133-0056

江戸川区南小岩8-3-11

03-3650-7251

03-3650-7213

2／34

江戸川区南小岩7-30-7
五一ビル1F
江戸川区南小岩7-29-1
高崎ビル1F

小岩南地区
索引

た

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在
事務所所在地

電話番号

FAX番号

サンライトホーム（株）

都知事(3)86012

高橋 正

133-0042

江戸川区興宮町28-4

03-3674-7545

03-3674-7546

（有）鹿野物産

都知事(12)25865

鹿野吉雄

133-0042

江戸川区興宮町25-1

03-3656-2854

03-3656-3076

（有）新星商事

都知事(12)24809

茂手木克央

133-0056

江戸川区南小岩7-17-5

03-3673-4546

03-3673-4567

（有）新和ホーム

都知事(1)99162

大澤和美

133-0056

江戸川区南小岩4-18-10

03-5693-0045

03-5693-0046

（株）鈴隆不動産

都知事(1)95888

鈴木惠美子

133-0056

江戸川区南小岩4-17-1

03-3658-5793

03-3659-9990

滝波建設（株）

都知事(13)22363

中川滝治郎

133-0056

江戸川区南小岩7-18-1

03-3673-2405

03-3673-2507

（株）武松工務店

都知事(4)76849

武松伸人

133-0056

江戸川区南小岩6-31-3

03-3657-7563

03-3657-8808

田中不動産（株）

都知事(15)1834

田中徳治

133-0056

江戸川区南小岩8-11-10

03-3673-1419

03-3657-1419

タキナミネクスト（株）

都知事(1)97437

松枝直之

133-0056

江戸川区南小岩7-26-2

03-3673-2400

03-3673-2404

（有）ダイオー

都知事(5)71810

高橋洋一

133-0056

03-5693-8621

03-5693-8622

（有）ダイシ不動産

都知事(3)85831

富永浩司

133-0056

03-5612-0919

03-5612-0918

大東建設（株）

都知事(2)92134

渡井美由紀

133-0056

江戸川区南小岩2-4-18

03-6458-9122

03-3673-0223

（有）千曲商事

都知事(3)83572

田中靖訓

133-0056

江戸川区南小岩8-25-12

03-3657-2606

03-3657-2606

（有）テイエヌケイ小岩

都知事(4)75223

田中 淳

133-0056

江戸川区南小岩8-26-6
TNK第6ビル1F

03-5693-7311

03-5693-7340

（株）藤正

都知事(8)50003

佐藤スヱ子

133-0056

江戸川区南小岩8-4-25

03-3673-8178

03-3673-8264

（株）東翔エステート

都知事(2)89847

渡辺篤史

133-0056

江戸川区南小岩8-14-10

03-3659-6631

03-3659-6632

3／34

江戸川区南小岩7-27-3
山下ビル1F
江戸川区南小岩7-26-21
ペガサスステーションプラザ305

小岩南地区
索引

な

は

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

（株）東海ハウジング

都知事(1)96321

鈴木茂雄

133-0056

（株）トライスター

都知事(1)97890

皆川貴行

133-0056

二興住販（株）

都知事(4)76092

柏木恒二

133-0056

（株）日誠ハウジング

都知事(6)62021

冨沢誠次

133-0056

（株）ニッカ不動産

都知事(3)85206

帖佐達則

（有）ハウスピア

都知事(7)54018

橋本商事（株）

平成29年4月19日現在
事務所所在地

FAX番号

03-5622-3230

03-5622-3230

03-6458-0722

03-6458-0717

03-3659-7555

03-3672-7583

江戸川区南小岩2-8-2

03-5694-7771

03-5694-7776

133-0056

江戸川区南小岩7-40-26

03-6458-0668

03-6458-0664

鈴木康弘

133-0052

江戸川区東小岩5-33-2

03-3659-1748

03-3659-7204

都知事(3)83320

橋本尚樹

133-0056

江戸川区南小岩6-14-12
サン沖ビル1F

03-3673-0257

03-3673-0267

（有）治恵商事

都知事(3)84271

反町智惠子

133-0052

江戸川区東小岩4-4-3

03-3672-8555

03-3672-4344

（株）春江ハウジング

都知事(6)70245

中山浩二

133-0056

江戸川区南小岩5-17-5

03-6458-9370

03-6458-9371

（株）ハローホーム

都知事(3)83389

番場恵介

133-0056

03-5612-8646

03-5612-8647

（株）ハイクレストホールディングス 都知事(2)88914

井上達也

133-0056

03-5612-8190

03-6800-5488

（株）ハローホーム 売買事業部都知事(3)83389

赤澤学

133-0056

03-5612-8648

03-5612-8649

（有）廣田不動産

都知事(8)52252

廣田徳子

133-0041

江戸川区上一色2-17-17

03-3674-6755

03-3674-7353

（株）福島エンタプライズ

都知事(13)23248

福島修弘

133-0056

江戸川区南小岩6-31-8
福島ビル6F

03-3657-0339

03-3657-1168

富士不動産

都知事(15)753

日向悦治

133-0071

江戸川区東松本2-10-2

03-3658-7971

03-3651-6111

（株）フェニックス

都知事(2)89048

高山 満

133-0056

江戸川区南小岩8-10-1
相國ビル6FA

03-5668-8512

03-3658-1691

4／34

江戸川区南小岩7-6-9

電話番号

江戸川区南小岩8-11-9
クレストコート美奈川203
江戸川区南小岩8-19-3
二興小岩ビル1F

江戸川区南小岩7-26-21
ペガサスステーションプラザ1F
江戸川区南小岩8-16-26
Ｋビル1F
江戸川区南小岩7-26-20
並木ビル1F

小岩南地区
索引

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在
事務所所在地

電話番号

FAX番号

古川設備（株）

都知事(2)90996

古川博史

133-0052

江戸川区東小岩5-17-7-B1

03-5612-5707

03-5612-5708

（株）フジ

都知事(1)95636

藤本節雄

133-0052

江戸川区東小岩5-23-3

03-3657-0350

03-6784-0601

平和土地建物（有）

都知事(15)8336

金山宮子

133-0056

江戸川区南小岩7-26-19

03-3659-8261

03-3657-1961

（株）紅屋興産

都知事(9)42199

宇佐見 学

133-0042

江戸川区興宮町19-4

03-3652-5889

03-3652-2788

（有）マエダ住建

都知事(4)79248

前田英明

133-0056

江戸川区南小岩7-1-25
旭ビル2F

03-3657-7221

03-3657-6331

（有）松岡宅建

都知事(6)61861

松岡 正

133-0052

江戸川区東小岩5-5-3

03-5694-8525

03-5694-8528

丸一建設（有）

都知事(12)29523

鈴木 清子

133-0056

江戸川区南小岩2-14-15

03-3672-0583

03-3672-0342

丸二不動産（株）

都知事(10)36937

廣瀬 温

133-0056

江戸川区南小岩6-4-11
マウンテンヒロ1F

03-3658-3477

03-3658-3688

（株）丸山工務店 江戸川支店 都知事(1)96539

丸山博文

133-0056

江戸川区南小岩4-9-10

03-3672-4733

03-3672-4637

ミカドホーム（株）

都知事(7)59653

高橋惣一郎

133-0052

江戸川区東小岩6-2-5

03-3671-8600

03-3671-8673

（株）緑不動産

都知事(2)90014

三浦隆行

133-0056

江戸川区南小岩7-13-2

03-3657-1995

03-3657-5705

（有）美奈川不動産

都知事(9)42607

皆川英久

133-0056

江戸川区南小岩8-19-3

03-3658-4206

03-3659-0627

や

山崎不動産（株）

都知事(15)6882

山崎喜美則

133-0052

江戸川区東小岩6-2-12

03-3673-0456

03-3657-6089

ら

（株）ランドハウス

都知事(7)58417

齋藤京逸

133-0056

江戸川区南小岩6-7-9

03-3658-5699

03-3658-5799

（有）Ｒｉｋｉｓｏｎ

都知事(2)89319

森田征一郎

133-0056

江戸川区南小岩8-16-2

03-5856-5860

03-5856-5861

（株）リアル

都知事(2)89626

安藤賢一

133-0056

江戸川区南小岩4-9-9

03-5889-8650

03-5889-8657

ま

5／34

小岩南地区
索引

わ

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在
事務所所在地

電話番号

FAX番号

（株）リンクス

都知事(2)92448

浅井武夫

133-0042

江戸川区興宮町2-2
ロジュマン興宮1F

03-5879-5992

03-5879-5994

わかえ商事（株）

都知事(3)83409

阿部 勲

133-0052

江戸川区東小岩6-8-13-401

03-5612-2340

03-5668-4167

6／34

小岩北地区
索引
あ

か

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在
事務所所在地

電話番号

FAX番号

（有）相川不動産

都知事(2)87586

相川保夫

133-0057

江戸川区西小岩5-1-16

03-5694-0475

03-5694-0476

（株）東工務店不動産部

都知事(15)8792

荻野正美

133-0057

江戸川区西小岩1-27-15

03-3657-0081

03-3657-3996

アバン都市開発（株）

都知事(7)53986

公塚勝久

133-0051

江戸川区北小岩5-13-9
塩田ビル1F

03-3672-9731

03-3672-9732

（株）アイケイコーポレーション

都知事(8)46153

九曜義勝

133-0057

江戸川区西小岩2-11-4

03-6657-9031

03-6657-9032

（株）アーネストワン 小岩営業所大臣(4)6157

山本健司

133-0051

江戸川区北小岩1-4-3
クラウンハイツ1F

03-5889-8631

03-5889-8633

石川商事（株）

都知事(15)3901

石川裕也

133-0057

江戸川区西小岩5-18-12

03-3673-0217

03-3657-0217

（株）石川土地建物

都知事(4)78889

石川幸子

133-0051

03-3658-7406

03-3659-5865

（株）石澤不動産

都知事(11)31875

石澤 滿

133-0057

03-3659-1166

03-3659-1167

エムハウジング（株）

都知事(1)96723

鈴木道明

133-0057

03-6806-9817

03-6806-9827

大津建設（株）

都知事(11)34095

大津敏嗣

133-0057

江戸川区西小岩5-3-14

03-3672-6767

03-3672-0140

奥井不動産

都知事(5)73508

村井 清

133-0051

江戸川区北小岩2-22-15
オクイビル1F

03-3657-7737

03-3671-0511

開成商事（株）

都知事(14)13334

坂下裕子

133-0057

江戸川区西小岩3-31-13

03-3658-2314

03-3659-0076

兼松商事（株）

都知事(11)31376

兼松敏夫

133-0057

江戸川区西小岩4-3-7

03-3650-4241

03-3673-4105

（資）カドノ

都知事(1)100478

角野大弘

133-0051

江戸川区北小岩2-21-12

03-3673-4178

03-3673-3578

（株）グリーンプラザ

都知事(8)46096

佐藤六男

133-0057

江戸川区西小岩1-23-18

03-3650-2220

03-3650-2712

（株）幸建

都知事(9)42140

幸治基博

133-0051

江戸川区北小岩6-3-2

03-3672-6667

03-3672-6672

7／34

江戸川区北小岩5-2-2
M.Sマンション1F
江戸川区西小岩1-27-29
東京グランファースト102
江戸川区西小岩1-27-29
東京グランファースト105

小岩北地区
索引

さ

た

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在
事務所所在地

電話番号

FAX番号

（株）コーユー 小岩駅北口店 都知事(4)79910

増田聖士

133-0057

江戸川区西小岩1-19-31

03-5694-5530

03-5694-5531

（株）齊藤商事

都知事(2)89029

齊藤暢璋

133-0051

江戸川区北小岩8-14-12

03-3657-2684

03-3659-9482

（株）三建

都知事(11)34068

淀川 純

133-0057

江戸川区西小岩4-1-21

03-3671-4111

03-3671-4113

（株）三信地建

都知事(12)29465

淀川彦造

133-0051

江戸川区北小岩2-3-2

03-3672-4111

03-3672-3444

（株）信興商事

都知事(12)24518

牧内和正

133-0051

江戸川区北小岩4-36-13

03-3650-5351

03-3650-5352

（株）ジャストハウジング

都知事(4)80024

秋本一雄

133-0057

江戸川区西小岩3-36-23

03-5622-0788

03-5622-0755

（有）隅田住宅

都知事(10)37019

大類喜美子

133-0057

江戸川区西小岩4-9-8
第二富士マンション101

03-3657-1234

03-3657-7783

（株）杉浦商店

都知事(2)89207

杉浦將惠

133-0051

江戸川区北小岩6-22-2

03-3658-3540

03-3658-3540

（有）スターフィールド

都知事(2)91664

星山基誠

133-0057

江戸川区西小岩1-29-5

03-5876-7408

03-5876-7409

（有）誠和不動産販売

都知事(5)71519

芹澤利之

133-0057

江戸川区西小岩5-1-22

03-5693-1600

03-5693-1622

大宝不動産（株）

都知事(10)39165

植村安司

133-0051

江戸川区北小岩2-13-10

03-3657-6728

03-3657-5128

（有）たまきハウス

都知事(6)63756

植草靖子

133-0057

03-3659-1141

03-3659-6935

田島不動産（株）

都知事(1)94654

田島弓記子

133-0057

03-5693-2114

03-6424-5778

（株）大建

都知事(7)58785

田久保 茂

133-0057

03-3673-6181

03-3673-6186

大東産業（株）

都知事(14)13029

田端寛和

133-0057

江戸川区西小岩4-4-7

03-3659-8421

03-3659-8425

東海建設（株）

都知事(12)28741

井上勝弘

133-0057

江戸川区西小岩1-26-4
東海ビル101

03-3657-1556

03-3657-6841

8／34

江戸川区西小岩5-1-6
メゾン･ド･ベルフォール103
江戸川区西小岩1-27-29
グランファースト109-2
江戸川区西小岩2-18-6
大建ビル1F

小岩北地区
索引

な

は

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在
事務所所在地

電話番号

FAX番号

（株）当金不動産

都知事(15)6313

当金宏子

133-0057

江戸川区西小岩1-23-2

03-3657-5515

03-3672-1500

（有）土地企画センター

都知事(9)43340

山河紀昭

133-0051

江戸川区北小岩1-10-1
サンライズⅡ102

03-3650-2918

03-3650-2917

（株）トラスティ

都知事(2)92192

大嶋壮介

133-0057

江戸川区西小岩3-32-11

03-6806-9206

03-6806-9207

（有）トリポッド

都知事(7)59968

津田あけみ

133-0051

江戸川区北小岩6-15-1

03-5694-7901

03-5694-7902

（株）東陽建物

都知事(7)59780

嶋﨑晴海

133-0051

江戸川区北小岩5-12-10

03-3699-8200

03-3699-6006

（有）東洋エステート

都知事(1)94825

岩木 昭

133-0051

江戸川区北小岩2-10-1

03-3650-0488

03-3650-1214

（株）長崎建設

都知事(11)31991

久島修子

133-0051

江戸川区北小岩1-1-14

03-3671-1131

03-3671-1132

（株）日建

都知事(14)13606

富田洋文

133-0057

江戸川区西小岩4-3-4

03-3671-2111

03-3671-2111

根津商店

都知事(1)95295

加瀬一徳

133-0041

03-3678-1849

03-3678-1849

（有）八宏

都知事(15)5833

梶川朋希

133-0057

03-3659-0351

03-3659-0351

（有）ハウスアスリート

都知事(3)85364

日向昭夫

133-0057

江戸川区西小岩4-14-15

03-5876-8108

03-5876-8105

日吉建設（有）

都知事(8)47162

元木恵子

133-0051

江戸川区北小岩6-35-15

03-3659-5511

03-3672-2347

（有）平井土地

都知事(10)38707

吉岡一行

133-0041

江戸川区上一色3-8-6

03-3653-0301

03-3654-0009

（有）広家土地

都知事(14)13742

広井敏夫

133-0057

江戸川区西小岩1-27-15

03-3672-0622

03-3673-1681

（有）ピア建築設計

都知事(2)89390

吉田幸彦

133-0057

江戸川区西小岩1-27-29-209

03-3672-1350

03-3672-1352

文化建設（株）

都知事(14)15470

塩野目武男

133-0051

江戸川区北小岩6-7-10

03-3673-4444

03-3673-4432

9／34

江戸川区上一色3-19-14
さつきコーポ202
江戸川区西小岩1-19-36
ケイズファーストビル301

小岩北地区
索引
ま

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在
事務所所在地

電話番号

FAX番号

誠商事不動産

都知事(15)3621

玉井鐵石

133-0057

江戸川区西小岩1-23-11

03-3657-0365

03-3672-0075

（株）マルゼン工業

都知事(6)63720

柴﨑武士

133-0057

江戸川区西小岩5-18-21

03-3672-3119

03-3672-9555

（株）丸昌エンタープライズ

都知事(4)80061

芝田昌一

133-0057

江戸川区西小岩1-20-8

03-3671-6965

03-3672-3613

（株）モダンホームズ

都知事(7)54194

石居信弘

133-0051

江戸川区北小岩3-22-1

03-3659-1414

03-3659-1480

や

（株）雄盛商事

都知事(12)30313

広瀬高久

133-0057

江戸川区西小岩3-31-9

03-3672-2366

03-3672-2394

ら

ラリックコーポレーション（株）

都知事(2)87618

小野昭二

133-0057

江戸川区西小岩2-7-8-506

03-3672-3250

03-3672-3251

（株）リバティホーム

都知事(5)71858

三浦新一

133-0057

江戸川区西小岩3-21-30

03-3658-0101

03-3658-0108

（有）和光商事

都知事(13)21586

茂手木 宏

133-0057

江戸川区西小岩5-15-19

03-3673-2310

03-3673-2310

わ

10／34

松江地区
索引
あ

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在
事務所所在地

電話番号

FAX番号

（有）秋与商事

都知事(7)58041

石田裕美

132-0031

江戸川区松島3-41-14

03-3651-4008

03-3654-5653

（株）アヅマ計画

都知事(7)53938

武田英彦

132-0025

江戸川区松江3-4-3

03-3674-5588

03-3674-5123

（株）アイダ設計 江戸川店

大臣(7)4179

古屋正人

132-0031

江戸川区松島1-41-17

050-3173-2431

050-3153-1862

阿久津事務所

都知事(2)91859

阿久津康弘

132-0021

江戸川区中央1-13-16

03-6231-4211

03-5663-5062

（有）イクタツ不動産

都知事(8)48728

榎本敏章

132-0025

江戸川区松江3-16-6
イクタツビル

03-3651-5040

03-5607-1919

（有）いしだ

都知事(3)81214

石田厚子

132-0023

江戸川区西一之江4-15-24

03-3652-3048

03-3652-3048

（有）泉水産業

都知事(7)54019

中原隆夫

132-0031

江戸川区松島1-32-9

03-3674-3050

03-3674-3051

一誠ハウス

都知事(2)91981

倉持 誠

132-0033

江戸川区東小松川3-36-10

03-3651-2110

03-5879-2124

宇山不動産

都知事(2)93538

宇山伸幸

132-0031

江戸川区松島4-28-14

03-3654-3225

03-3654-3227

（有）エイワハウジング

都知事(6)62187

山口武彦

132-0021

江戸川区中央4-11-4

03-3651-8908

03-3651-5227

（有）エス・ティー・アール

都知事(5)74354

関口典弘

132-0022

江戸川区大杉4-7-21

03-3674-7239

03-3674-7277

ＦＭＫ三栄総業（同）

都知事(1)99025

三木総子

132-0033

江戸川区東小松川2-27-13

03-6873-7600

03-6873-7600

（株）エルアンドイー

都知事(1)99394

髙野智美

132-0023

江戸川区西一之江3-12-26-1F

03-6314-6385

03-6314-6385

オーテック（株）

都知事(5)74359

佐々木明彦

132-0021

江戸川区中央4-11-9

03-6661-0371

（有）大畠不動産

都知事(4)76240

大畠孝仁

132-0031

江戸川区松島3-22-8
クリーンハイツ1F

03-5662-6754

03-5662-7086

オンコウハウス（株）

都知事(1)97854

井戸博之

132-0033

江戸川区東小松川3-4-13

03-3651-0162

03-3651-0162

11／34

松江地区
索引
か

さ

た

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在
事務所所在地

電話番号

FAX番号

（有）カインドホーム

都知事(4)78710

藤ヶ谷芳明

132-0025

江戸川区松江7-18-19

03-5678-0810

03-5678-0812

加藤商事（株）

都知事(11)31540

加藤幸雄

132-0025

江戸川区松江5-25-1

03-3680-2561

03-3688-2538

喜正産業（株）

都知事(14)14446

伊東正紀

132-0021

江戸川区中央4-4-19

03-3653-0039

03-3655-0330

小池商事不動産

都知事(1)96823

小池一久

132-0022

江戸川区大杉2-12-1

03-3652-2151

03-5661-6067

高起不動産

都知事(9)42168

高野政夫

132-0022

江戸川区大杉5-30-4

03-3651-6968

03-3651-6968

コーセー不動産（株）

都知事(14)16415

近藤 武

133-0044

江戸川区本一色1-6-6

03-3655-4441

03-3655-4457

佐藤建設（株） 東京事務所

大臣(2)7708

安斎甚子

132-0031

江戸川区松島3-41-16-1F

03-5809-0080

03-5809-0086

（有）シンコウ住宅

都知事(3)83665

小野眞理

132-0031

江戸川区松島1-42-11

03-3655-9920

03-3655-8653

新光商事菅原橋不動産

都知事(3)83027

矢部房俊

132-0021

江戸川区中央4-19-20

03-3652-3201

03-3655-3939

（株）島村商店

都知事(3)84915

嶋村文男

132-0025

江戸川区松江1-9-15

03-3656-2121

03-3652-5810

（有）伸和

都知事(1)97046

大場敏正

132-0022

江戸川区大杉2-19-8

03-3651-1717

03-3651-1717

（株）治正

都知事(10)39035

伊東正治

132-0021

江戸川区中央4-4-19

03-3674-1616

03-3655-0330

（有）城信商事

都知事(13)20991

藤城夏夫

132-0021

江戸川区中央3-18-7

03-3655-3268

03-3655-3268

（有）双輪

都知事(4)80231

小野勇二

133-0043

江戸川区松本2-39-3
光和ビル201

03-5661-1528

03-5661-1595

（有）太平不動産

都知事(8)51263

太田健治郎

132-0025

江戸川区松江7-8-10

03-3656-3111

03-3656-3116

（株）竹本商事

都知事(13)22394

竹本 正惠

133-0044

江戸川区本一色3-16-27

03-3653-6421

03-3653-6422

12／34

松江地区
索引

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在
事務所所在地

電話番号

FAX番号

（株）田島不動産

都知事(15)7530

田島弘資

132-0022

江戸川区大杉1-1-19

03-3653-6101

03-3655-0041

タクトホーム（株） 船堀店

大臣(4)5963

市野 崇

132-0025

江戸川区松江5-6-2
成友ハイツ1F

03-5661-8488

03-3653-6207

（有）髙津産業

都知事(10)39418

髙津惣市

133-0044

江戸川区本一色1-5-23

03-3651-1071

03-3674-0262

（有）田中土地建物

都知事(12)26542

田中千春

133-0043

江戸川区松本2-3-11

03-3655-5566

03-3655-5666

大東ハウス（有）

都知事(11)32732

大場貞夫

132-0023

江戸川区西一之江2-10-10

03-3655-2559

03-3674-6520

大雄ホーム（株）

都知事(10)37800

中里 勇

132-0022

江戸川区大杉1-23-12

03-3651-9627

03-3674-3336

（株）トーヨーソシエテ

都知事(10)39919

小久保俊子

132-0021

江戸川区中央4-11-8

03-3652-2155

03-3652-2157

な

（株）日昇

都知事(11)33338

竹林正穂

133-0043

江戸川区松本2-40-3

03-3674-2400

03-3654-4124

は

（有）隼人建設

都知事(3)81416

中山重忠

132-0021

江戸川区中央2-25-10

03-3656-0210

03-3656-0239

原山不動産（株）

都知事(13)17758

原山富美子

132-0031

江戸川区松島3-11-5

03-3651-2111

03-3651-2122

（株）悠不動産

都知事(2)88568

矢野 剛

132-0031

江戸川区松島3-39-19

03-6425-8124

03-3674-4269

光不動産

都知事(12)24378

細井正喜

132-0033

江戸川区東小松川2-25-6

03-3651-1203

03-3651-1895

（有）日の出住宅

都知事(13)19514

内山禎彦

132-0031

江戸川区松島4-30-1

03-3653-2531

03-3653-2786

（有）啓不動産

都知事(8)53133

倭 將太

132-0021

江戸川区中央4-3-10

03-3652-4111

03-3652-5377

（有）フジエステート

都知事(7)58471

荻野 茂

132-0033

江戸川区東小松川3-26-12

03-3656-1465

03-3656-6349

（有）富丈商事

都知事(11)30858

関口サダ子

132-0022

江戸川区大杉2-17-10
富丈ビル2F

03-3674-1239

03-3674-0939

13／34

松江地区
索引

ま

や

ら

わ

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在
事務所所在地

電話番号

FAX番号

（有）フルーツハウス

都知事(13)24127

高石昌和

132-0025

江戸川区松江1-15-16

03-3651-4202

03-3656-4551

（有）プレシャス

都知事(3)87169

横山千恵美

132-0022

江戸川区大杉1-5-2

03-5662-7711

03-5662-9010

（有）本忠

都知事(2)89673

越塚忠清

133-0044

江戸川区本一色1-21-5

03-3651-1072

03-3651-6535

（株）万喜

都知事(12)26786

松下輝至

132-0025

江戸川区松江1-1-21

03-3656-1381

03-3656-1382

松島興産（株）

都知事(14)15456

小林英子

132-0031

江戸川区松島4-31-22
アゼリアコート1F

03-3655-6771

03-3655-6772

（株）マルコー不動産管理

都知事(1)96202

五十嵐絵美子 132-0032

江戸川区西小松川町31-10

03-3652-7321

03-3652-7322

（株）三喜不動産

都知事(13)22270

齋藤幸男

132-0033

江戸川区東小松川4-57-16

03-3651-3731

03-3652-4992

（株）宮前建設

都知事(13)22517

藤ヶ谷衛

132-0023

江戸川区西一之江3-39-1

03-3654-2321

03-3654-4650

（株）明和リブウェル

都知事(4)75876

森田 肇

132-0025

江戸川区松江7-18-13

03-3655-3170

03-3655-3031

（有）森建住宅

都知事(7)60695

森 圀明

133-0043

江戸川区松本2-33-1

03-5607-5651

03-5607-5652

安井不動産

都知事(15)4499

安井 弘

132-0021

江戸川区中央1-14-20

03-3651-0228

03-3654-6520

（有）ヤマザキ産業

都知事(8)51578

山﨑藤兵衛

132-0023

江戸川区西一之江2-23-9

03-3656-9888

03-3656-9955

やまと住宅

都知事(9)43944

門前士郎

133-0043

江戸川区松本2-6-15

03-3674-2330

03-3674-2450

（株）ラクオーレ

都知事(1)95137

阪井康友

132-0025

江戸川区松江2-4-4-1F

03-5879-9213

03-5879-9532

（有）リロケーション

都知事(6)63086

関口由紀夫

133-0044

江戸川区本一色2-22-10

03-3651-8672

03-3651-8675

（株）渡辺不動産

都知事(12)25268

渡邊盛文

132-0025

江戸川区松江7-12-4

03-3652-7001

03-3652-7002

14／34

松江地区
索引

商号／名称
和中薬膳房（有）

免許証表記
都知事(2)89659

代表者／
政令使用人
大朝永貫

郵便番号
133-0044

15／34

平成29年4月19日現在
事務所所在地
江戸川区本一色1-28-7
タカエイマンション701

電話番号
03-3652-0315

FAX番号
03-3652-0315

瑞江地区
索引
あ

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在
事務所所在地

電話番号

FAX番号

（有）赤井商事

都知事(12)30141

赤井一博

132-0001

江戸川区新堀1-42-14

03-3677-6333

03-3677-6315

（株）アミックス 江戸川支店

都知事(15)1609

中町 厚

132-0014

江戸川区東瑞江1-27-3
大庭ビル3F

03-3676-2881

03-3676-2990

（株）アイテック

都知事(4)76202

飯島健一

133-0065

江戸川区南篠崎町4-19-3

03-3679-1370

03-3678-0545

アキコーポレーション（株）

都知事(3)86203

髙畠 宏

132-0001

江戸川区新堀2-25-1

03-6670-7722

03-6670-7725

（株）アプロホーム

都知事(2)93225

尾高利治

133-0065

江戸川区南篠崎町4-10-11-101

03-6638-8581

03-6638-8582

（株）アップル東京 瑞江駅前店都知事(7)59980

細井潤一

132-0011

江戸川区瑞江2-5-21
サイトウビル301

03-6892-3737

03-6892-3738

石井不動産

都知事(15)161

石井宗孝

133-0061

江戸川区篠崎町7-20-11

03-3679-3321

03-3679-3339

一富商事（株）

都知事(13)17302

岩楯友宏

132-0024

江戸川区一之江7-35-22

03-3654-8384

03-3654-6818

（有）一之江不動産

都知事(3)83035

賣豆紀 一

132-0024

江戸川区一之江4-1-22

03-3651-1043

03-3651-1754

伊藤不動産

都知事(15)4169

伊藤 実

133-0061

江戸川区篠崎町2-9-8
I.Sビル1F

03-5243-1215

03-5243-1215

石井不動産（株）

都知事(3)84829

石井喜代子

133-0061

江戸川区篠崎町7-20-11

03-3678-3321

03-3679-3339

（株）一榮

都知事(5)73740

秋田路子

132-0024

江戸川区一之江8-13-1

03-5607-3030

03-5662-6666

（株）インターフェイス

都知事(2)88939

田中真一

132-0011

江戸川区瑞江4-21-1

03-6231-2103

03-6231-2104

（株）ウィンシティ

都知事(7)53825

加藤正樹

133-0061

江戸川区篠崎町2-4-1
クレシエンドⅠ102

03-3698-6201

03-3698-6202

（有）エムオーイー

都知事(1)99686

瀧澤吉道

134-0003

江戸川区春江町5-5-20

03-6661-3320

03-3688-8499

（有）オールマイティ

都知事(3)85591

岩楯雅子

132-0024

江戸川区一之江5-28-15

03-3651-9639

03-3651-9344

16／34

瑞江地区
索引

か

さ

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在
事務所所在地

電話番号

FAX番号

（株）オールワイド

都知事(1)94260

菊池玄太

132-0001

江戸川区新堀2-14-10

03-5243-4339

03-3676-3143

（有）金子商事

都知事(14)16064

金子辰也

133-0054

江戸川区上篠崎4-18-8

03-3670-9171

03-3670-9198

（有）金子商事 篠崎駅前営業所
都知事(14)16064

金子一男

133-0061

江戸川区篠崎町7-19-13
ケイエスハイムⅡ

03-3677-0211

03-3677-0211

（株）カズトラスト

都知事(2)91695

吉川一也

134-0003

江戸川区春江町5-17-144

03-3686-5560

03-3686-5560

（株）キーメイト渡辺商事

都知事(9)43253

渡辺 隆

132-0014

江戸川区東瑞江1-27-3

03-3678-2022

03-3678-2082

（有）共立不動産

都知事(11)31670

永井 璉

132-0013

江戸川区江戸川3-45

03-3670-2571

03-3670-2571

（株）クリエイト

都知事(4)80603

加藤郁雄

133-0073

江戸川区鹿骨1-41-12

03-3676-2111

03-3676-2112

（株）クルーズ

都知事(3)85228

堂下茂樹

132-0011

江戸川区瑞江1-2-2

03-3677-7793

03-3677-0015

（株）ケイユー

都知事(4)77939

宇治野和昭

133-0065

江戸川区南篠崎町2-10-9

03-3678-1163

03-3678-1501

（有）京葉住宅

都知事(12)30437

大野昭二

133-0055

江戸川区西篠崎1-6-3
フラワーサイドケイヨウ本社ビル1F-1

03-3677-2121

03-3677-2122

（有）小泉商事

都知事(13)22706

小泉敏夫

133-0061

江戸川区篠崎町2-1-10

03-3677-2200

03-3677-2341

（有）公建商事

都知事(11)34862

本田吉宗

133-0073

江戸川区鹿骨4-22-17

03-3676-2350

03-3677-8559

（有）幸新企画

都知事(8)49913

佐野賢一

132-0003

江戸川区春江町2-39-22 幸新ビル101
03-3698-3410

03-3698-4470

（株）恒和商事

都知事(10)37408

荒井洋光

133-0065

江戸川区南篠崎町2-24-17

03-3678-5333

03-3678-1158

（株）恒和商事 駅前支店

都知事(10)37408

荒井啓太

133-0065

江戸川区南篠崎町3-7-6

03-6638-7790

03-3677-7370

（株）早乙女商事

都知事(4)78271

早乙女一栄

132-0003

江戸川区春江町3-7-11

03-3670-8927

03-3698-3307

17／34

瑞江地区
索引

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在
事務所所在地

電話番号

FAX番号

（株）サングリーン

都知事(9)42833

松原直之

133-0053

江戸川区北篠崎2-20-16

03-3679-3150

03-3679-3244

（有）三興住宅

都知事(11)32367

平山幸雄

132-0011

江戸川区瑞江3-2-5

03-3678-7027

03-3678-7136

（株）三友建設

大臣(11)2390

岩上俊明

133-0061

江戸川区篠崎町2-1-5

03-3677-7811

03-3677-1751

（有）三和ハウス

都知事(4)78061

新井達也

132-0013

江戸川区江戸川1-43-2

03-3679-3355

03-3670-6311

（株）三信不動産販売 一之江駅前店
大臣(1)8558

髙橋友和

132-0024

江戸川区一之江3-2-33

03-3654-4111

03-3654-4440

（株）三信不動産販売 篠崎駅前店
大臣(1)8558

冨田快人

133-0061

江戸川区篠崎町2-3-6

03-3698-4111

03-3698-4110

（株）三信不動産販売 瑞江駅前店
大臣(1)8558

國分蔵人

132-0011

江戸川区瑞江2-1-24

03-3678-4111

03-3678-4100

（株）財成

都知事(8)47712

加納栄子

132-0024

江戸川区一之江8-15-16

03-3674-3030

03-3674-6666

（株）財成 一之江南口店

都知事(8)47712

原 浩史

132-0024

江戸川区一之江8-13-1

03-5661-3030

03-5661-3071

（有）シャトレーハウス

都知事(10)38988

石井一男

133-0061

江戸川区篠崎町7-25-8

03-3678-5831

03-3678-5952

（株）昌栄

都知事(4)77807

宇田川賢一

132-0024

江戸川区一之江3-1-16

03-3651-6682

03-3656-9636

（有）伸清住販

都知事(6)61833

布施清人

133-0061

江戸川区篠崎町7-10-15

03-5243-3881

03-5243-3771

（有）城産建設

都知事(10)37193

島野保男

133-0061

江戸川区篠崎町1-1-23

03-3678-3727

03-3678-3728

（株）須賀建設

都知事(14)16155

須賀武次

133-0055

江戸川区西篠崎2-1-12

03-3670-1671

03-3670-1699

スターツアメニティー（株）

大臣(2)7503

大槻三雄

134-0003

江戸川区一之江8-4-3

050-5541-5251

03-5662-6447

（株）住工投資販売

都知事(12)27845

西島俊二

133-0054

江戸川区上篠崎2-4-18

03-3698-0451

03-3698-0453

18／34

瑞江地区
索引

た

な

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在
事務所所在地

電話番号

FAX番号

（有）住生不動産

都知事(10)40409

岡部光子

133-0054

江戸川区上篠崎2-10-20

03-3677-2237

03-3677-2247

ステップホーム（株）

都知事(3)85914

渡邉直治

133-0055

江戸川区西篠崎2-22-12

03-3652-8600

03-3652-8601

（株）セリオ

都知事(6)70235

石井清寿

132-0011

江戸川区瑞江4-43-15

03-5243-1031

03-5243-2277

相栄土地建物（株）

都知事(11)35214

蒲倉一郎

133-0002

江戸川区谷河内2-5-7

03-3677-2900

03-3677-2910

創雄ハウジング（株）

都知事(4)76069

狩野雄二

133-0061

江戸川区篠崎町2-50-5

03-3698-8888

03-3698-1155

大誠不動産

都知事(13)18332

大竹茂雄

132-0024

江戸川区一之江7-89-19
大誠ビル1F

03-3656-1680

03-3656-1668

田島商事

都知事(12)24273

田島 宏

132-0014

江戸川区東瑞江2-49-18

03-3677-5295

03-3677-3618

（有）タリム

都知事(4)77263

藤本有希子

133-0065

江戸川区南篠崎町4-22-16-106

03-5664-7447

03-5664-7454

（有）大産ホーム

都知事(8)53417

大島友幸

132-0011

江戸川区瑞江2-23-8

03-3678-4411

03-3678-4850

大和ハウス工業（株）城東支店 大臣(14)245

斉藤貴之

132-0011

江戸川区瑞江4-51-10

03-5664-3945

03-5664-3983

中央エステート（株）

都知事(3)84533

河合純一

132-0024

江戸川区一之江7-20-2

03-6231-5160

03-6231-5161

（株）デザインポート

都知事(3)86364

稲葉常治

133-0073

江戸川区鹿骨5-26-3

03-3698-4948

03-3698-4948

（有）東京ハウジング

都知事(4)79319

岩楯仁一

133-0065

江戸川区南篠崎町3-7-9

03-5636-6415

03-5636-6417

（株）トライアングル

都知事(7)56581

渡部 孝

132-0024

江戸川区一之江8-10-6

03-5662-7201

03-5662-7208

東京アセットテラス（株）

都知事(1)98786

堀田英樹

132-0011

江戸川区瑞江3-35-3
ヒラノビル202

03-6638-8781

050-3737-1667

（有）梨本工務店不動産部

都知事(12)25690

梨本登喜江

133-0073

江戸川区鹿骨3-17-17

03-3678-5525

03-3678-5525

19／34

瑞江地区
索引

は

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在
事務所所在地

電話番号

FAX番号

南部住建（株）

都知事(1)97279

大久保みゆき 132-0024

江戸川区一之江7-31-6

03-3676-1111

03-3652-1115

南武建設（株）

都知事(2)90940

知念辰昇

133-0073

江戸川区鹿骨5-6-7

03-3678-8131

03-3678-8133

（有）日陽不動産

都知事(8)50494

諸永はる子

132-0024

江戸川区一之江8-18-1

03-3656-9263

03-3656-9264

（有）日相不動産

都知事(11)33164

嶋田貞子

132-0013

江戸川区江戸川1-46-2

03-3677-4777

03-3678-6199

（株）ニットー住宅

都知事(13)21915

田中栄一郎

133-0065

江戸川区南篠崎町3-11-2

03-3677-2111

03-3677-2151

（株）日本産業

都知事(8)52871

田中英明

133-0073

江戸川区鹿骨2-17-11

03-3670-8880

03-3670-8808

（株）ニューケンソウ

都知事(11)31423

田口茂昭

133-0073

江戸川区鹿骨6-1-3

03-3678-8001

03-3679-4962

ハーベストホーム三徳（株）

都知事(8)52274

岩楯保博

132-0024

江戸川区一之江7-81-9

03-3653-3109

03-3654-3109

ハーベストホーム三徳（株） 一之江駅内営業所
都知事(8)52274

岩楯晃行

132-0024

江戸川区一之江8-14-1

03-3653-4456

03-3654-3109

（株）ハウスアリーナ

都知事(3)86120

谷口善彦

133-0054

江戸川区上篠崎2-11-20

03-5664-3808

03-5664-3807

（株）ハウスプラザ 篠崎店

大臣(5)5542

飛澤秀幸

133-0061

江戸川区篠崎町2-1-20
Ｉ’ｓフラット

03-5636-4511

03-3678-5781

（株）ハイケイ

都知事(1)96656

吉仲繁行

132-0024

江戸川区一之江6-17-18

03-3653-5522

03-5662-6377

板東商事（株）

都知事(1)95755

板東杏樹

133-0064

江戸川区下篠崎町21-5

03-5666-0681

03-5879-7038

（株）彦新

都知事(10)39294

彦田昌昭

132-0024

江戸川区一之江8-19-6

03-3654-8841

03-3653-7821

（有）日の丸商事

都知事(6)63379

菊池良恵

132-0011

江戸川区瑞江1-7-19

03-5666-6811

03-5666-6812

（株）広島興産

都知事(11)30708

屋敷隆美

132-0011

江戸川区瑞江2-2-2
広島ビル

03-3676-2277

03-3676-1688

20／34

瑞江地区
索引

ま

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

VIPホーム

都知事(2)88772

山﨑尊春

132-0011

福住建設（株）

都知事(9)43783

原田眞一

132-0011

藤正商事（株）

都知事(11)31355

足立正喜

133-0073

ブライトホーム（株）

都知事(2)90905

新井京二

（有）プライム建物管理

都知事(4)78392

（有）豊永管理
北越コンクリート工業（株）

平成29年4月19日現在
事務所所在地
江戸川区瑞江2-2-2
広島ビル4F
江戸川区瑞江2-4-11
及川ビル1F

電話番号

FAX番号

03-6383-1831

03-5243-1832

03-3679-8111

03-3679-8117

江戸川区鹿骨1-41-12

03-3677-0111

03-3677-0004

133-0061

江戸川区篠崎町6-15-15

03-5243-1185

03-5243-1186

須賀吉明

133-0065

江戸川区南篠崎町2-48-1
プライム･パークビル1F

050-3630-0398

020-4666-5228

都知事(6)71080

永妻一好

133-0053

江戸川区北篠崎2-25-4

03-5243-3762

03-5243-3787

都知事(9)45355

青柳恭一

132-0024

江戸川区一之江6-6-12

03-3654-0271

03-3656-0271

（株）マーシャル・コーポレーション都知事(3)86386

長島将康

133-0065

江戸川区南篠崎町3-3-1

03-5636-0046

03-5636-0047

（株）マルコホームズ

都知事(1)98054

高久健次

132-0003

江戸川区春江町3-50-3

03-6638-7924

03-6638-7934

（株）瑞江商事

都知事(14)14444

渡辺由紀子

132-0014

江戸川区東瑞江1-26-15

03-3670-1111

03-3670-1114

（株）水沼ハウス 瑞江駅前店 大臣(6)4370

本宮 融

132-0011

03-3677-5533

03-3677-5277

水沼不動産センター（株）

都知事(5)74762

水沼幹夫

133-0064

03-3678-2161

03-3679-2161

三石住宅

都知事(8)48221

鈴木 實

133-0073

江戸川区鹿骨5-32-12

03-3677-9291

03-3677-2679

（株）ミナモトホーム

都知事(3)84572

岩楯芳延

132-0024

江戸川区一之江7-44-19

03-5607-7733

03-5607-8833

（有）三山ホーム

都知事(4)80554

山川博志

133-0064

江戸川区下篠崎町4-4

03-3678-6110

03-3678-6121

（有）明和ビルサービス

都知事(5)73901

石井博和

133-0073

江戸川区鹿骨5-33-13

03-3670-4851

03-3670-1167

21／34

江戸川区瑞江2-1-1
金井ビル1F
江戸川区下篠崎町9-13
第7水沼ビル1F

瑞江地区
索引

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在
事務所所在地

電話番号

FAX番号

（株）Ｍａｉｓｏｎ Ｃｏｎｃｉｅｒｇｅ

都知事(2)91896

佐藤正規

133-0053

江戸川区北篠崎2-11-5-103

03-6638-9894

03-6638-9895

や

山形屋商事（株）

都知事(15)4522

久保節子

132-0011

江戸川区瑞江2-11-5

03-3678-4308

03-3678-6494

ら

（有）リバティ

都知事(7)54597

鈴木 明

133-0053

江戸川区北篠崎2-14-2

03-3698-5261

03-3698-5262

22／34

平井地区
索引
あ

か

さ

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在
事務所所在地

電話番号

FAX番号

（株）アービック 平井店

大臣(4)6015

平川修司

132-0035

江戸川区平井4-12-2-5F

03-3684-5111

03-3684-5115

（有）阿久津商事

都知事(4)79602

阿久津 研

132-0035

江戸川区平井4-26-3
阿久津マンション1F

03-3636-9411

03-3636-9412

（株）イープラント

都知事(4)75483

遠藤昭二

132-0035

江戸川区平井4-5-15

03-3636-1540

03-3636-1770

（株）永和エステート

都知事(10)40556

後藤 節

132-0035

江戸川区平井3-30-2
ビューネタワー平井113

03-3636-0151

03-3636-0156

（株）エステートライフ

都知事(8)52960

柳田秀久

132-0035

江戸川区平井4-17-9-2F

03-5858-9981

03-5858-9931

（有）エヌエーコーポレーション

都知事(6)70864

新井利明

132-0035

江戸川区平井2-15-17

03-3685-7215

03-3685-7205

（株）大井

都知事(6)63888

大井一男

132-0034

川村住宅社

都知事(3)85688

川村 実

132-0035

（株）木内工務店

都知事(1)99023

木内正樹

132-0035

（株）クレアバーグ

都知事(2)90613

塩澤良一

132-0035

ＧＯＯＤ ＨＯＵＳＥ（株）

都知事(1)99832

力丸 利

132-0035

（有）ケーユーホーム

都知事(3)83292

高田慶一朗

132-0035

小林不動産

都知事(12)26940

小林昌逸

132-0035

（株）小堀工務店

都知事(11)35808

小堀敏晴

三和住宅販売（株）

都知事(9)45328

（株）坂本土地建物

都知事(1)100301

江戸川区小松川1-5-3
メゾンリバーサイド204
江戸川区平井3-30-2
ビューネタワー平井1F
江戸川区平井4-5-3
木内ビル102
江戸川区平井5-21-2
クレア平井ビル7F
江戸川区平井5-21-3
ガーデン欣志ビル2F
江戸川区平井2-16-18
和泉マンション103

03-3685-1621
03-3681-7404

03-3685-1678

03-3685-2314

03-3685-2380

03-6657-0637

03-6657-0643

03-6657-3457

03-6657-3458

03-3638-5876

03-3638-5878

江戸川区平井7-26-10

03-3611-7359

03-3619-7924

132-0035

江戸川区平井4-6-6

03-5626-0661

03-5626-0664

福島勇二

132-0035

江戸川区平井4-7-7
アモンビル5F

03-3685-3355

03-3685-2290

坂本悠太

132-0035

江戸川区平井5-13-8

03-6326-0753

03-6326-0753

23／34

平井地区
索引

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在
事務所所在地

電話番号

FAX番号

（株）白金アイランド

都知事(9)43966

草間徳行

132-0035

江戸川区平井5-4-15
グランシード平井101

03-5631-6260

03-5631-6261

（有）進円商会

都知事(3)82598

島村克之

132-0035

江戸川区平井4-6-3

03-3684-8630

03-3636-1587

（株）島村商店

都知事(2)92600

島村佳孝

132-0035

江戸川区平井6-19-14

03-3617-2011

03-3617-1929

（株）ジップ遠藤

都知事(2)91185

遠藤雅之

132-0035

江戸川区平井3-23-13
ラーディックスエンドウ

03-5858-1188

03-5858-1181

（株）関内工務店

都知事(2)90297

関内幸浩

132-0034

江戸川区小松川4-54-1

03-3684-0331

03-3684-0335

高田屋不動産

都知事(13)21818

見上洋子

132-0035

江戸川区平井6-39-4

03-3612-1360

03-3613-2195

高野不動産（株）

都知事(15)6003

高野洋司

132-0035

江戸川区平井6-2-16

03-3612-5500

03-3612-5513

高橋不動産

都知事(6)61483

高橋茂太

132-0035

03-3681-5940

03-3681-5940

タキザワ住販（株）

都知事(11)33290

滝沢正博

132-0035

03-5609-8118

03-5609-8114

（株）大福

都知事(7)59919

三橋孝一

132-0034

03-3683-1752

03-3638-0341

東光不動産

都知事(15)4215

佐々木憲夫

132-0035

03-3638-6678

03-3684-8589

（株）東都トラベル

都知事(12)30403

苅谷 昭

132-0035

03-3683-8455

03-3683-7304

東明商事（株）

都知事(7)56112

光井明守

132-0035

03-3683-0100

03-3681-0900

（株）都市総合マネジメント 不動産部
都知事(2)92570

海老原彰一

132-0035

03-5875-5107

03-5609-1117

な

（株）ニュートラル

都知事(7)56593

神 康雄

132-0035

03-5875-1945

03-5875-2121

は

（有）ハウス．ＪＰ

都知事(3)84976

佐久間篤弘

132-0034

03-5836-7370

03-5836-7260

た

24／34

江戸川区平井3-30-2
ビューネタワー平井108
江戸川区平井4-11-2
シャンティ平井ビル2F
江戸川区小松川2-4-5-102
江戸川区平井4-15-15
サンライズササキビル2F-1
江戸川区平井3-30-2
ビューネタワー平井112
江戸川区平井3-23-18
光井グランドハイツ5F
江戸川区平井4-7-12
小花ビル1F
江戸川区平井2-5-2
中川ビル1F
江戸川区小松川1-4-1-3

平井地区
索引

ま

や

ら

わ

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在
事務所所在地

電話番号

FAX番号

（株）深谷不動産

都知事(2)90633

深谷喜信

132-0035

江戸川区平井3-24-21
深谷ビル1F

03-3683-1511

03-3683-1512

（株）フォーカス

都知事(2)90727

呉 炯麟

132-0035

江戸川区平井3-17-3

03-5836-2137

03-5836-2108

（株）ホームシステム

都知事(7)57720

島村 勉

132-0035

江戸川区平井6-24-12

03-3617-3815

050-3737-3417

（株）丸幸不動産

都知事(9)45280

後藤てる子

132-0035

江戸川区平井6-14-9

03-3619-0002

03-3619-0003

松下エステート（株）

都知事(2)91055

松下彰男

132-0035

江戸川区平井5-18-8
松下ビル1F

03-3612-3860

03-6231-9902

三木不動産（株）

都知事(2)91792

三木 隆

132-0035

江戸川区平井5-19-10

03-3612-2646

03-3612-2654

睦不動産

都知事(15)6371

小池豊喜

132-0035

江戸川区平井4-12-14

03-3681-0005

山元建設（株）

都知事(11)35945

髙橋宏二

132-0034

江戸川区小松川4-65

03-3685-4594

03-3685-4589

（有）友生ハウジング

都知事(3)85145

中世古裕二

132-0035

江戸川区平井6-57-3
メゾンなかせこ1F

03-5631-5490

03-5631-5491

（株）米川アートギャラリー

都知事(8)50587

米川 宏

132-0035

江戸川区平井-6-22-3-2F

03-3612-2252

03-3613-0234

（株）リアルナビ

都知事(3)85476

秋元 泰

132-0035

03-5627-8233

03-5627-8244

（株）リアルディレクション

都知事(1)96148

秋元 泰

132-0035

若葉建設不動産

都知事(4)79650

米川礼子

132-0035

25／34

江戸川区平井4-9-12
グランドゥール池田102
江戸川区平井4-9-12
グランドゥール池田1F 102-B
江戸川区平井6-22-3

03-5627-8234
03-3619-3066

03-3613-0234

葛西地区
索引
あ

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在
事務所所在地

電話番号

FAX番号

（株）アートユニオン

都知事(8)48064

鈴木啓三郎

134-0088

江戸川区西葛西5-7-8

03-3689-1565

03-3689-1140

アーバン・ライフ

都知事(6)61955

森田浅文

134-0083

江戸川区中葛西3-9-1-101

03-3869-4833

03-3869-4871

（有）アーバン・ランド

都知事(8)45584

田中忠二

134-0091

江戸川区船堀2-23-18
和楽ビル1F

03-3686-1477

03-3686-9621

（有）アイテイホーム

都知事(4)75671

渡部 孝

134-0081

江戸川区北葛西3-6-3

03-5676-2910

03-6808-6580

（株）アスカ住宅

都知事(9)42577

小川和男

134-0088

江戸川区西葛西5-2-9

03-3689-0771

03-3687-0773

（株）アプト・コーポレーション

都知事(4)76083

伊藤智三

134-0087

03-5658-4300

03-5658-4301

（株）アメニティハウス24

都知事(3)81836

郷田光男

134-0088

03-5674-0211

03-5674-0330

（株）荒嘉

都知事(7)58013

荒井知久

134-0084

江戸川区東葛西5-2-14

03-3869-2103

03-3869-2102

アイエス建設企画（株）

都知事(1)94566

伊勢崎?也

134-0083

江戸川区中葛西5-37-5-101

03-3689-5012

03-3687-6072

（株）アクトオオスギ

都知事(2)87843

中田修一

134-0084

江戸川区東葛西6-6-3

03-5605-7120

03-3680-9122

アルファプラン（株）

都知事(1)94856

廣野奈美

134-0084

江戸川区東葛西8-38-27

03-6808-4321

03-6808-4320

（株）イチグミ

都知事(6)61396

西野輝彦

134-0084

江戸川区東葛西6-1-5

03-3680-3484

03-3680-3598

稲垣商事（有）

都知事(8)53516

稲垣忠雄

134-0083

江戸川区中葛西1-21-5

03-3687-0738

03-5676-7066

（有）入船不動産

都知事(8)51353

新見義光

134-0083

江戸川区中葛西1-1-18

03-3680-1638

03-3877-0555

（有）飯田不動産

都知事(8)49385

原 育子

134-0084

江戸川区東葛西5-3-4-1F

03-3804-1850

03-3804-1840

（株）宇田川企画

都知事(5)71801

宇田川富雄

134-0088

江戸川区西葛西6-12-7
ミル･メゾン1F

03-5658-1901

03-5658-1903

26／34

江戸川区清新町1-3-6
葛西クリーンタウンパトリア
江戸川区西葛西3-15-16
アイリス202

葛西地区
索引

か

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在
事務所所在地

電話番号

FAX番号

（株）宇田川商事

都知事(9)42657

宇田川節子

134-0083

江戸川区中葛西3-37-1

03-3680-2111

03-3688-0052

（株）宇田川物産グループ

都知事(6)63599

宇田川良一

134-0084

江戸川区東葛西6-1-6

03-3687-7734

03-3687-7799

（株）内田物産

都知事(10)38818

内田信幸

134-0084

江戸川区東葛西5-37-12

03-3680-1717

03-3680-0277

ウツイ商事（株）

都知事(13)21009

控井幸子

134-0083

江戸川区中葛西5-42-3

03-3687-5511

03-3687-5512

（有）栄喜

都知事(6)70597

野崎 信

134-0088

江戸川区西葛西6-8-13

03-3869-8125

03-3869-8286

（有）エイ・ケイ・ホーム

都知事(6)70529

木熊昭生

134-0083

江戸川区中葛西2-1-26

03-3689-8161

03-3689-8033

（有）永代不動産

都知事(11)33277

佐藤久幸

134-0091

江戸川区船堀3-2-2

03-3688-0416

03-3675-8496

（株）江戸一ハウス

都知事(11)33831

小林勝成

134-0083

江戸川区中葛西3-29-10

03-3686-8111

03-3686-8110

（株）エドコー

都知事(8)51095

中嶋 博

134-0088

江戸川区西葛西6-24-6

03-3804-0123

03-3804-0125

（株）オー・エム・ワン

都知事(3)84051

大髙勝治

134-0088

江戸川区西葛西5-2-9
コモン西葛西

03-3688-4462

03-3688-0634

（株）大杉ハウス

都知事(11)30650

中田征明

134-0084

江戸川区東葛西6-6-3-601

03-3686-4441

03-3680-9122

（株）オーランド

都知事(4)78943

徳山敬子

134-0083

江戸川区中葛西5-6-2

03-3878-2226

03-3878-2227

オカベ（株）

都知事(2)88750

岡部美樹博

134-0084

江戸川区東葛西5-29-12
グリーンハウス1F

03-5878-3208

03-5878-3209

（株）オフィスＳＡＴＯ

都知事(2)94035

佐藤高志

134-0083

江戸川区中葛西1-13-18

03-3687-9908

03-5878-0800

（有）カイム住販

都知事(6)63101

長山久美子

134-0084

江戸川区東葛西6-5-5

03-5674-1261

03-5674-1262

葛西産業（株）

都知事(12)24517

伊藤 明

134-0088

江戸川区西葛西6-8-7
伊藤ビル5F

03-3675-3601

03-3675-3888

27／34

葛西地区
索引

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在
事務所所在地

電話番号

FAX番号

（株）片田工務店

都知事(12)24775

片田秀男

134-0084

江戸川区東葛西5-1-6-101

03-3688-3071

03-3675-1914

（株）金万

都知事(11)34090

金子万友

134-0088

江戸川区西葛西6-22-17

03-3688-0753

03-3686-0753

快適企画（株）

都知事(1)99518

若城太郎

134-0081

江戸川区北葛西4-14-22

03-5878-0945

03-5878-0946

（有）木熊商事

都知事(8)46897

木熊鉄雄

134-0084

江戸川区東葛西5-6-1

03-3878-3600

03-3878-3601

（有）甲商事

都知事(4)75697

安斎秀彦

134-0091

江戸川区船堀4-4-7-902

03-3877-0909

03-3877-0909

共栄商事（株）

都知事(14)11404

佐久間直人

134-0088

江戸川区西葛西3-15-9
共栄ビル1F

03-3686-9031

03-3680-1460

（株）京橋建設不動産

都知事(13)23578

藤沼一夫

134-0081

江戸川区北葛西2-11-32

03-3687-7525

03-3686-9583

（有）キョウワ住宅情報センター 都知事(4)75864

菊池正喜

134-0088

江戸川区西葛西6-15-20
アイビーハイツ1F

03-5674-6103

03-5674-5913

（株）協和ハウス

都知事(4)75882

大塚光二郎

134-0013

江戸川区江戸川6-20-2

03-3869-3860

03-3688-1464

協和物産（株）

都知事(15)5979

佐久間唯一

134-0083

江戸川区中葛西3-33-14

03-3687-2222

03-3687-3911

協和物産（株） コソダテリノベ 都知事(15)5979

佐久間真之

134-0083

江戸川区中葛西5-27-11

03-6663-8960

03-6663-8970

行船地所（株）

都知事(15)4789

田中一郎

134-0081

江戸川区北葛西2-10-27
行船ドックスビル

03-3680-7200

03-3686-6100

（有）草屋

都知事(10)39182

宇田川重春

134-0084

江戸川区東葛西6-1-18

03-3675-0751

03-3687-0810

ケーエスアーベスト（株）

都知事(6)62504

田中幸也

134-0088

江戸川区西葛西3-16-18

03-5674-4751

03-5674-4754

（株）健陶

都知事(1)96830

佐久間健彦

134-0088

江戸川区西葛西6-29-2
福正ビル101

03-5679-2813

03-5679-2814

（有）小島工務店

都知事(2)90364

小島一郎

134-0084

江戸川区東葛西6-34-12

03-3689-2045

03-3689-2041

28／34

葛西地区
索引
さ

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在
事務所所在地

電話番号

FAX番号

（株）サクマ

都知事(8)45870

佐久間唯一

134-0083

江戸川区中葛西3-33-14

03-3689-0341

03-3687-3911

（有）サダ企画

都知事(7)61047

石橋直久

134-0083

江戸川区中葛西5-36-12

03-5696-9891

03-5696-6634

（株）サトー産業

都知事(6)70588

佐藤太基

134-0086

江戸川区臨海町5-2-2
三共ビル1F

03-3869-3100

03-3869-1122

三京商事（有）

都知事(9)44428

富田政弘

134-0081

江戸川区北葛西5-8-3

03-3680-3200

03-5605-0038

（株）三福不動産

都知事(13)20488

千倉嘉一

134-0091

江戸川区船堀2-23-13

03-3869-1111

03-3869-1133

（株）サンアップパーキング

都知事(1)96864

木村哲也

134-0085

江戸川区南葛西6-32-19

03-3686-1601

03-3686-1602

（株）財成 船堀店

都知事(8)47712

加納弘子

134-0091

江戸川区船堀3-6-1

03-3878-3030

03-3878-3031

（有）シティー企画

都知事(6)63340

宇田川 清

134-0088

江戸川区西葛西6-23-15

03-3687-0666

03-3687-0990

（株）シティタウン

都知事(8)51357

川口貞美

134-0083

江戸川区中葛西5-2-29

03-3877-2051

03-3877-2053

昭産建設（株）

都知事(3)81749

小野和男

134-0083

03-3687-4132

03-3877-0291

（株）白子不動産

都知事(10)39931

白子弘三

134-0088

03-3675-2641

03-3688-6035

（株）白子不動産 葛西営業所 都知事(10)39931

秋元孝雄

134-0084

03-3687-4033

03-3688-6025

（株）新店ホームズ

都知事(5)73666

吉野政寛

134-0083

江戸川区中葛西5-20-13

03-3687-2449

03-3687-2598

（有）新徳

都知事(10)38842

竹原義博

134-0084

江戸川区東葛西6-2-8
第2ユタカビル1F

03-3686-8601

03-3686-8666

新見商事（株）

都知事(15)5980

新見 正

134-0081

江戸川区北葛西2-23-17

03-3680-4701

03-3680-4701

（有）シード・ワン

都知事(4)78438

遊佐渉美

134-0083

江戸川区中葛西5-41-27
リアナシーコート1501

03-3878-5287

03-3878-5288

29／34

江戸川区中葛西5-34-7
昭産ビル1F
江戸川区西葛西6-16-7
第2白子ビル1F
江戸川区東葛西6-4-3
第3ロイヤルシラコビル1F

葛西地区
索引

た

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在
事務所所在地

電話番号

FAX番号

（株）シーリーフ

都知事(1)94705

千葉 厚

134-0083

江戸川区中葛西5-35-6
Ｙ'ｓＦＬＡＴ1F

03-5878-0521

03-5878-0528

（有）ジェイ・フィールド

都知事(5)73613

人見 仁

134-0083

江戸川区中葛西1-31-3-905

03-5676-7045

03-5676-7046

城東不動産（株）

都知事(8)47366

進藤久明

134-0088

03-5676-5146

03-5676-5007

（有）水府不動産

都知事(7)59667

君島 吏

134-0083

03-5696-8001

03-5696-8003

スターツホーム（株）

都知事(4)75853

関戸博高

134-0088

江戸川区西葛西6-21-7

03-3686-1014

03-3686-2800

（有）鈴章インテリア

都知事(2)89461

鈴木章雄

134-0083

江戸川区中葛西1-37-13

03-5696-1598

03-5696-3277

（株）西協

都知事(5)73588

西野昌彦

134-0084

江戸川区東葛西6-6-9
レジデンス88-103

03-3878-2222

03-3688-2223

（株）関萬企画

都知事(5)72851

関口裕次

134-0083

江戸川区中葛西5-42-3

03-3688-8123

03-3688-7021

（株）創和不動産

都知事(9)41960

藤澤和也

134-0088

江戸川区西葛西6-18-8
西葛西ユニオンビル101

03-3688-4441

03-3688-4505

大成商事（株）

都知事(11)32082

林 順子

134-0083

江戸川区中葛西7-27-7

03-3688-7015

03-3675-6975

（有）太政ハウジング

都知事(7)53989

宇田川政一

134-0084

江戸川区東葛西8-5-2

03-3680-5151

03-3680-4582

（有）大成ハウス

都知事(10)37444

大塚茂夫

134-0091

江戸川区船堀7-16-10

03-3688-9244

03-3688-4008

（株）太都

都知事(7)60422

斎藤登子

134-0085

江戸川区南葛西2-23-4-102

03-5676-5069

03-3687-4932

高砂不動産

都知事(1)99632

小松英正

134-0091

江戸川区船堀5-4-5

03-3680-3541

03-3869-5529

竹仲総業（有）

都知事(8)46653

森 恒之

134-0084

03-3675-0125

03-3675-4385

佐々木伸洋

134-0088

03-5878-6161

03-5878-6163

（株）タイセイ・ハウジー 西葛西営業所
大臣(8)3440

30／34

江戸川区西葛西5-3-4
パルステージ西葛西101
江戸川区中葛西5-35-8
山岡ビル1F

江戸川区東葛西5-14-14
根本ビル1F
江戸川区西葛西5-1-11
ウイングス中川6ビル201

葛西地区
索引

な

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在
事務所所在地

電話番号

FAX番号

（株）タツコハウジング

都知事(2)91894

隈本健二

134-0084

江戸川区東葛西2-15-16
ミントハウス206

03-5674-3622

03-5674-3624

（株）大兼

都知事(7)57824

林田 勇

134-0088

江戸川区西葛西2-12-10

03-3804-1711

03-3804-1713

（株）ダイチ・コーポレーション

都知事(9)42693

佐久間 茂

134-0084

江戸川区東葛西6-6-1

03-5658-3434

03-5658-3437

（株）つくば住宅

都知事(8)48936

宮山勝久

134-0091

江戸川区船堀3-2-7

03-3877-3921

03-3877-3922

（有）ティアイ

都知事(7)55555

小倉智良

134-0084

江戸川区東葛西5-4-11

03-3869-6164

03-3969-6165

（有）寺西商事

都知事(8)48938

寺西久夫

134-0083

江戸川区中葛西5-35-4

03-3688-0033

03-3688-6619

（株）ＴＫＯ

都知事(1)98411

黒田義久

134-0088

江戸川区西葛西6-8-7
伊藤ビル3F

03-6808-5820

03-6808-5821

（株）藤栄建設

都知事(7)60090

藤田都志雄

134-0088

江戸川区西葛西5-5-14

03-5696-2266

03-5696-2284

（有）トータルハウジング

都知事(4)78533

山越博文

134-0091

江戸川区船堀4-2-4

03-5667-9511

03-5667-9566

（株）富洋

都知事(3)84557

関口雄三

134-0083

江戸川区中葛西6-7-12

03-3688-5861

03-3869-6993

ナカイケ企画

都知事(4)77608

吉野博子

134-0084

江戸川区東葛西7-7-14

03-3680-3501

03-5696-5856

（有）中里ハウジング

都知事(11)34530

中里典子

134-0088

03-3688-6677

03-3689-3316

（有）中新

都知事(6)71196

彦田基子

134-0084

03-3686-8452

03-3878-0381

（株）南部塾

都知事(1)94174

熊谷直幸

134-0086

03-5675-7219

03-3687-9496

（株）日新不動産

都知事(15)4368

湯浅悦郎

134-0091

03-3689-0220

03-3689-0335

日本アセットマーケティング （株）都知事(1)96061

越塚孝之

134-0081

03-5667-8023

03-5667-8024

31／34

江戸川区西葛西6-22-13
第三中里ビル1F
江戸川区東葛西6-14-3
ルグラン東葛西1F
江戸川区臨海町4-2-2
菱幸ビル7F
江戸川区船堀1-8-16
日新第1ビル
江戸川区北葛西4-14-1

葛西地区
索引
は

ま

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在

商号／名称

免許証表記

（有）ハウスエージェント

都知事(3)84189

大塚 秀

134-0083

江戸川区中葛西5-42-3
ソレイユプラザビル402

03-5679-7595

03-5679-7596

（株）ハウス・ナビ

都知事(11)31000

西野サチ子

134-0088

江戸川区西葛西6-22-2-101

03-3686-0123

03-5674-2223

（株）ハウス・ナビ 葛西営業所 都知事(11)31000

小林宣江

134-0083

江戸川区中葛西5-43-1
メトロセンター内

03-3878-2224

03-3878-2223

一建設（株） 葛西営業所

大臣(9)3284

中川幸男

134-0088

江戸川区西葛西7-21-11

03-3869-8651

03-3869-8658

（株）畑岸

都知事(6)62946

畑岸真弥

134-0083

江戸川区中葛西1-11-2

03-3689-3231

03-3689-3232

（有）ハウスエージェント 西葛西店
都知事(3)84189

坂 奈緒

134-0088

03-5667-0150

03-5667-0151

（有）ハウスエージェント 西葛西北口店
都知事(3)84189

後藤健司

134-0088

03-5679-7595

03-5679-7596

ヒコタ不動産（株）

都知事(4)77143

彦田英治

134-0084

03-5667-2800

03-5667-2811

（株）藤友不動産販売

都知事(7)59407

藤井常吉

134-0083

03-5696-3241

03-5605-1822

不動産開発２１（株）

都知事(7)60857

小林幸男

134-0088

03-6808-1811

03-6808-1818

（株）不動産リサーチセンター

都知事(9)44363

津沢延吉

134-0084

03-3686-9131

03-3686-9553

フラット賃貸（株） 葛西店

都知事(2)91317

李 政典

134-0083

03-6661-4522

03-6661-4532

（株）プチラメール

都知事(6)62899

井戸隆男

134-0013

江戸川区江戸川6-7-3

03-3680-5057

03-5605-3130

（有）ベルアシスト

都知事(3)85953

鈴木康隆

134-0088

江戸川区西葛西6-5-8-201

03-6277-3650

03-5605-9192

（有）豊國不動産

都知事(10)40938

米山 保

134-0083

江戸川区中葛西1-37-13

03-3675-8888

03-3675-8885

（株）松本工務店

都知事(9)42411

松本篤志

134-0015

江戸川区西瑞江5-11-32
松栄ビル1F

03-3688-2554

03-3688-2587

32／34

事務所所在地

江戸川区西葛西6-15-2
ホトダビル5F
江戸川区西葛西5-3-6
嘉ビル1F
江戸川区東葛西5-13-13
フローラル東葛西2
江戸川区中葛西4-20-13
江戸川区西葛西6-15-18
メゾングリーンアップル305
江戸川区東葛西6-6-9
レジデンス88-101
江戸川区中葛西3-37-1
ファーストアベニュー3F

電話番号

FAX番号

葛西地区
索引

や

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在
事務所所在地

電話番号

FAX番号

マルサンハウスネット

都知事(4)78993

田中敦子

134-0091

江戸川区船堀3-1-3

03-3687-8132

03-3689-1082

（株）丸島商事

都知事(12)24492

丸島信雄

134-0083

江戸川区中葛西1-42-19

03-3878-8181

03-3680-4872

（株）丸善コーポレーション

都知事(14)14013

根木島義明

134-0084

江戸川区東葛西5-1-3

03-3686-0621

03-3686-0624

丸彦（株）

都知事(7)56784

彦田 元

134-0084

江戸川区東葛西5-14-8-101
ヒコタビル

03-3680-9549

03-3680-8869

丸甲堺周水産（株）

都知事(2)93239

酒井 衛

134-0088

江戸川区西葛西3-6-14

03-3675-3782

03-3675-3782

（株）みらいエステート

都知事(1)97575

筑井裕明

134-0091

江戸川区船堀1-6-3
カーサマジカル船堀1F

03-3680-1560

03-3680-1561

（有）棟廣商事

都知事(9)41853

棟廣利弘

134-0084

江戸川区東葛西6-1-6-302

03-3680-0321

03-3680-0584

（株）桃建設

都知事(7)57828

菅野勇夫

134-0083

江戸川区中葛西1-2-18-607

03-3877-8678

03-3877-8335

（株）森商事

都知事(12)26621

森 寛頼

134-0084

03-3686-0686

03-3686-5500

（株）森田商事

都知事(4)76918

森田知行

134-0084

03-3687-4131

03-3687-4156

（有）八千代不動産

都知事(8)46728

早川雅之

134-0083

江戸川区中葛西6-9-11

03-3675-1773

03-3675-4518

柳商事（株）

都知事(10)37819

松崎 洋

134-0013

江戸川区江戸川6-21-12

03-3675-1120

03-3675-1130

（有）山形屋住宅

都知事(10)38369

舟本 勇

134-0084

江戸川区東葛西5-11-10
シティー東葛西101

03-3686-6998

03-3686-7189

山新開発（株）

都知事(10)39717

山岡秀一

134-0084

江戸川区東葛西6-4-1

03-3686-4343

03-3686-4342

山新開発（株） 西葛西駅前店 都知事(10)39717

松尾直美

134-0088

江戸川区西葛西5-1-1

03-3687-1766

03-3687-1835

山秀商事（株）

山岡秀俊

134-0088

江戸川区西葛西6-13-7

03-5696-3111

03-5696-3131

大臣(14)270

33／34

江戸川区東葛西6-4-10
第6頼長ビル1F
江戸川区東葛西5-1-1
ヨシダビル102

葛西地区
索引

ら

わ

商号／名称

免許証表記

代表者／
政令使用人

郵便番号

平成29年4月19日現在
事務所所在地

電話番号

FAX番号

（株）ユニプランシステム

都知事(8)52657

大石橋 修

134-0088

江戸川区西葛西5-5-18

03-3804-0055

03-3804-2662

陽光産業（株）

都知事(5)71875

田中忠男

134-0091

江戸川区船堀3-5-7
TOKIビル5F

03-3869-7503

03-3869-5176

陽光産業（株） 船堀店

都知事(5)71875

坂口康彦

134-0091

江戸川区船堀3-5-7-1Ｆ

03-5676-3711

03-5676-6781

吉野工業（株）

都知事(3)81057

吉野八五郎

134-0084

江戸川区東葛西8-5-14

03-3686-2111

03-3688-3939

（有）吉野製粉

都知事(15)1688

吉野治男

134-0084

江戸川区東葛西2-31-9

03-3680-2053

03-3878-8855

（有）ラブリィ・ハウス

都知事(4)80686

本田晃美

134-0084

03-5605-6601

03-5605-6602

(株)ラメールホーム

都知事(2)88817

大倉利弘

134-0083

03-6802-3951

03-6802-3952

ライデン（株）

都知事(1)98876

井谷英二

134-0088

03-6808-2725

03-6808-2613

（同）ＬＩＮＫ

都知事(1)96159

冨永 祐一

134-0088

03-5667-7767

03-5667-7768

（有）礼コーポレーション

都知事(3)83684

田中礼二

134-0088

03-3869-6855

03-3869-6857

（有）ワイ・エス住宅

都知事(3)81952

塩澤ヨシ子

134-0088

03-5679-6881

03-5658-8852

（株）渡辺エンタープライズ

都知事(4)78389

渡辺茂樹

134-0083

03-5679-1760

03-5679-1766

（株）渡辺ハウジング

大臣(7)3714

渡辺好文

134-0083

江戸川区中葛西3-35-8

03-3688-5445

03-3878-1288

（株）わらや

都知事(1)98197

中里博史

134-0091

江戸川区船堀2-22-14
NSセントラルビル3F

03-3877-5151

03-3877-5155

34／34

江戸川区東葛西5-1-4
篠原ビル3Ｆ
江戸川区中葛西6-11-2
ラ・パイクス6112-105
江戸川区西葛西7-23-10
エクセルリバーグリーン1F
江戸川区西葛西6-13-14
丸清ビル2F－C区画
江戸川区西葛西2-17-13
ポーターハイツ203
江戸川区西葛西6-10-14
正栄ビル103
江戸川区中葛西5-19-18
ニューステージKASAI301

