
No.３

受付日

10月18日

10月18日

10月14日

9月9日

9月9日

8月31日

8月31日

8月24日

8月10日

7月30日

7月30日

7月28日

7月21日

7月2日

6月25日

伊東 岩﨑建設㈱ 筆頭専任 岩﨑　智之 岩　瀬　　滋　美

三島 星忠㈱ 代表者 星谷　敬夫 星　谷　　恵　理

長泉町納米里８０－１ 沼津市大岡２６５４－３ 三島→沼津へ

三島 鶴よし建設㈱ 筆頭専任 菅尾　基弘 市　川　　由貴子

野　本　　明　弘

富士 ㈱スルガ 筆頭専任 山田　曜子 日　野　　綾　子

田口　　誠 土　江　　　　 誠

承継入会商　号 ㈱菅谷総合企画 株式会社クリーン静岡

ＴＥＬ 0545-62-0558 ０５４５－６３－７７７５

三島 ㈱アーネスト 筆頭専任 土屋　昭次 杉　山　　正　男

6月29日

地区 商　　号

三島 ㈱ＭＩＳＨ 筆頭専任

三島 ㈱アセットマネジメント 筆頭専任

富士

熱海 ㈱エム・オー・エー商事 代表者

富士 横瀬産業㈱ 筆頭専任

伊東 ㈱伊豆急コミュニティー 代表者

三島 ㈱栄久建設 所在地

変更一覧
備　考変更事項 変更前（旧） 変　更　後

㈱ザ・ゴールデン 筆頭専任 望月　和人

三島 ㈱フィールズ・コーポレーション 筆頭専任 䅏田　綴喜 五十嵐　　裕　行

勝　俣　　明　彦

富士 ㈱クリーン静岡

免許番号 知事（8)第6826号 知事（１）第１４４５９号

長野　重美 佐　野　　正　典

天野　文子 福　田　　純　也

彦山　和利

土屋　隆一 臼　井　　康　晴

富士 ㈱石井組 筆頭専任 佐藤　清人 渡　邉　　尚　也

10月29日 駿東 ㈱米山モータース
商号 ㈲米山モータース ㈱米山モータース

代表者変更 鈴木　教男 米　山　　智　詞

宮﨑　泰行 鈴　木　　宏　幸

駿東 臼幸産業㈱ 代表者変更



No．２

受付日

6月22日

6月21日

5月26日

5月18日

5月17日

5月6日

6月1日 伊東 イズケン㈱
代表者 田代　太郎 田　代　　和　也

筆頭専任 田代　太郎 田　村　　全　子

井出　　晃 星　野　　祐　輝

5月21日
遠　藤　　　　優

富士 富士宮農業協同組合不動産センター 筆頭専任 塩川　貴之 牧　野　　　　淳

筆頭専任 小池　かよ子 矢　辺　　成　伸

タマホーム㈱富士店 筆頭専任

5月6日

沼津

富士 ㈱ハウシード 事務所所在地

5月11日

筆頭専任 石金　廣生 土　谷　　幸　一

免許番号 知事（2)第13448号 知事（１）第１４４３３号

承継入会商　号 ㈱イワサキ経営 株式会社ファーストライト

筆頭専任 山田　克彦 日　宇　　功　太

富士

駿東 ㈱ポプランド

伊東

富士 ㈱パパまるハウス富士支社 事務所所在地 富士市川名成島48-2 富士市中丸８７－３

下田 東伊豆土地㈱ 事務所所在地 下田市敷根12-21 下田市大賀茂２４７－１

富士 東海技術開発㈱
筆頭専任 遠藤　米子

富士市伝法２５２０－５

伊豆高原開発㈱
代表者 石金　廣生 片　山　　　　劼

代表者 遠藤　　元 遠　藤　　米　子

富士市永田町2-33

5月24日 三島 ㈲サチヒコ・サポートサービス
事務所所在地 清水長八幡139 伊豆市松ケ瀬３７－１

ＴＥＬ 055-972-1760 ０５５８－８７－１３５１

㈱ファーストライト

6月1日 富士 ㈱ミサワホーム静岡富士営業オフィス
政令使用人 梶　祐一郎 宅　見　　祥　司

筆頭専任 梶　祐一郎 宅　見　　祥　司

変更一覧
地区 商　　号 変更事項 変更前（旧） 変　更　後 備　考



No．１

受付日

5月6日

4月30日

4月28日

4月28日

4月28日

4月16日

4月6日

4月6日

4月2日

変更一覧

伊東 ヨシダ装建㈱ 筆頭専任 清水　則子 三　枝　　和　義

三島 ㈱オルビス 筆頭専任 髙松　尚美 中　山　　直　士

三島 ㈱イズケン 事務所所在地 伊豆市柏久保679-5 伊豆市柏久保６８２－１

4月1日 駿東 ㈲三島駅前賃貸センター御殿場駅前店
大津　義彦

㈱白橋工務店 株式会社　アクリ

白橋　達也 江　口　　善　行

白橋　圭子 江　口　　善　行

筆頭専任

大津　義彦

高　橋　　友里恵

政令使用人 高　橋　　友里恵

4月12日 伊東 ㈱アクリ

商　号

代表者

筆頭専任

4月14日 沼津 静岡鉄道㈱不動産住まい事業部沼津店

商　号 不動産流通事業部沼津店 不動産住まい事業部沼津店

川　村　　浩　雅

政令使用人 村上　直隆 川　村　　浩　雅

筆頭専任 村上　直隆

三島 ㈱ジョイプラン 事務所所在地 長泉町竹原350-7 駿東郡清水町玉川２２０－５

地区 商　　号 変更事項 変更前（旧） 変　更　後 備　考

富士 ㈲技建 事務所所在地 富士市石坂180-38 富士市浅間上町１８－３１

三島 ㈲イワタ産商 代表者 岩田　脩二 平　田　　千代子

三島 ㈱カチタス沼津店 政令使用人 川倉　祥子 望　月　　拓　哉

富士 ㈲アフターホーム 筆頭専任 杉山　　裕 秋　山　　貴　利

伊東 あいら伊豆農業協同組合不動産センター 政令使用人 石井　靖久 太　田　　将　司

5月6日 富士 セキスイハイム東海㈱富士支社
ＴＥＬ 0545-31-0138 ０５４５－３１－０１２８

ＦＡＸ 0545-30-8415 ０５４５－３１－０１２９


