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1 会員点検指導調査へのご協力のお願い 

会員の社会的信用の確立並びに会の発展を期するため、令和 3 年 9 月に

自らが自らを律するという立場で会員事業所の立ち入り調査を実施いたしま

す。事前にご連絡をいたしますので、よろしくご協力のほどお願い申し上げます。 

2 
税金解説書「あなたの不動産、税金は」 

（令和 3年版）冊子配布について 
7 月上旬にクロネコ DM 便で配送いたします。 

3 支部ホームページの地区名簿を更新しました 

ダウンロードしてご利用ください。令和 3 年 6 月 30 日現在の本部データをもと

に支部で地区別に作成しております。ホームページの地区別名簿をご覧くださ

い。 

4 支部事務局夏休み 8 月 10 日（火）～16 日（月） 

5 
緊急事態宣言発令に伴う支部事務局運営に

ついて 

政府から発令されました緊急事態宣言を受けまして、江戸川区支部事務局の業務時

間短縮措置、並びにテレワーク(在宅勤務)を導入し、引き続き感染状況や政府等の

指針に従い、状況を注視しながら適宜必要な処置を行っていく所存でございます。 

＜期 間>   7 月 12 日(月)より当面の間 

＜業務時間＞ 午前 10 時～午後 4 時（土日祝日を除く） 

※水曜日はテレワーク(在宅勤務)のため事務局は閉めさせて頂いております。 

ご来所の際は念のため、あらかじめご連絡いただければと思います。 

 

変更事項・新規入会・転入 

 

変更事項 

会員 地区 変更箇所 新情報 

(株)創和不動産 葛西 代表者 藤澤 拓也 

(株)ブラザーホーム 瑞江 事務所所在地 江戸川区東瑞江 2-10-10 (住所表記変更のため) 

(株)三信不動産販売 一之江駅前店 瑞江 政令使用人 永野 聡 

(株)三信不動産販売 西葛西駅前店 葛西 政令使用人 髙橋 友和 

(株)三信不動産販売 篠崎駅前店 瑞江 政令使用人 久保木 寛泰 

(株)宇田川商事 葛西 代表者 宇田川 剛司 

(有)棟廣商事 葛西 代表者 棟廣 庸子 

(株)岡村工務店 瑞江 事務所所在地 江戸川区東瑞江 2-13-13 (住所表記変更のため) 

(有)キーワード 小岩南 代表者 高野 靖子 

(株)クレバータウン 葛西 代表者 吉本 和博 

 



変更事項 続き 

会員 地区 変更箇所 新情報 

福住建設(株) 瑞江 
事 務 所 所 在 地 ／ TEL ／

FAX 

江戸川区一之江 7-31-6 フェリチタ 502 

      6328-9460／FAX5879-4404 

(株)コーユー 小岩南 代表者 千島 真理 

(株)リアルナビ 平井 代表者 室野 誠彦 

ステップホーム(株) 

 

瑞江 事務所所在地 江戸川区西篠崎 2-22-12-102 

(有)日相不動産 瑞江 事務所所在地 江戸川区江戸川 1-11-21 (住所表記変更のため) 

(株)マセヒ 小岩南 事務所所在地／FAX 江戸川区東小岩 5-23-11／FAX 6696-5050 

(有)シード・ワン 葛西 代表者 宇井 俊二 

リオン不動産(株) 松江 FAX FAX 6231-5436 

日本アセットマーケティング(株) 葛西 代表者 白濱 満明 

(株)三友建設 瑞江 代表者 岩上 明彦 

(株)リアル 小岩南 事務所所在地 江戸川区南小岩 4-17-10 

(株)米川アートギャラリー 平井 TEL／FAX       6657-4230／FAX6657-4231 

(株)ハウスプラザ篠崎店 瑞江 政令使用人 渋田 洋平 

※ 変更が生じたときは、所属支部へ変更届をご提出ください。 

※ 変更届の用紙は、本部ホームページよりダウンロード出来ます。 

 

新規入会 

会員 地区 免許番号 
代表者 

（政令使用人） 

事務所所在地 

TEL／FAX 

（株）ｍ－ｆｉｔｓ不動産 葛西 (1) 105581 保科 俊輔 
中葛西 5-19-29 エミネンス 101 

      6808-3733／FAX6808-3744 

不 動 産 の 窓 口 （ 株 ）       

イオンハウジング イオン葛西店 
葛西 (8)54389 渡邊 貴大 

西葛西 3-9-19 イオン葛西店 4F 

      3680-2311／FAX3680-2312 

（株）綾乃 葛西 (1) 105712 綾 鏡子 
西瑞江 5-7-46 

      6808-1991／FAX6808-1992 

（株）フラッグアップ 葛西 (1) 105724 森田 祥代 
東葛西 5-21-11 はーとらんど東葛西 103 

      6661-3700／FAX6661-3700 

（株）ＶＩＳＩＯリアルエステート 瑞江 (1) 105878 佐藤 俊介 
瑞江 2-16-5-1F 

      5879-8505／FAX5879-8506 

（株）トータルプランエージェント 平井 (1) 105963 井川 竜輝 
小松川 3-4-1 エクセルビル 501 

      5875-1516／FAX5875-1517 

（株）ＣＯＲＥ 新小岩支店 松江 (1)102689 佐藤 貴子 
松島 3-40-4 ロイヤル第一マンション 1F 

      5879-4766／FAX5879-4786 

（株）東和 葛西 (1)106278 叶 涛 
西葛西 6-5-12 MLD 西葛西ビル 1F 

      6808-9580／FAX 6808-9581 

(株)Ｌｉｖｉｎｇ Ａｇｅｎｔ 小岩南 (1)106283 伊藤 芳樹 
南小岩 7-26-21 ペガサスステーションプラザ小岩 1004 

      5876-7883／FAX 5876-7884 

転入 

会員 地区 免許番号 代表者 
事務所所在地 

TEL／FAX 

ＫＡコンティニュー（株） 瑞江 大臣(3)8066 本庄 純 
東瑞江 1-27-6 小島ビル 8F 

      5879-8830／FAX 5542-0790 

（有）ノーブル企画 瑞江 (4)83024 礼沢博正 
南篠崎町 2-54-5  

       5879-7493／FAX 5879-7497 

 


