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1 4月30日 下田 相馬木材㈱ 相馬　幾哉 相馬　正治 河津町河津筏場１１４４－１ 期間満了

2 5月7日 沼津 西和不動産 西島　和則 西島　和則 沼津市神田町１０－１０ 廃業

3 5月25日 下田 ㈱南伊豆造園土木 木下　康一 濱口　末夫 賀茂郡南伊豆町手石８６１ 廃業

4 6月10日 三島 レモンホーム静岡㈱ 植田　勇輝 植田　勇輝 三島市徳倉４－２４－１６ 廃業

5 6月14日 三島 ㈱三靜 久保田　俊春 芝田　加代子 三島市北田町6-19 期間満了

6 6月17日 沼津 
積水ハウス不動産中部㈱
沼津賃貸営業所

犬飼　久雄 吉川　直樹 沼津市新宿町1-7 支店廃止

7 6月17日 富士
積水ハウス不動産中部㈱
富士賃貸営業所

竹嶋　公志 川添　慎也 富士市緑町６－３２ 支店廃止

8 6月30日 富士 古谷工務所 古谷　輔範 古谷　輔範 富士市伝法1-6-47 廃業

9 7月19日 三島 ㈱神尾不動産 神尾　栄一 神尾　栄一 駿東郡清水町八幡１８１－２ 期間満了

10 7月20日 沼津 駿河木材㈱ 塩崎　享一 塩崎　享一 沼津市新宿町９－６ 廃業

11 7月29日 沼津 ㈱大東開発 小池　秀二 清　洋子 沼津市大岡１０４３－１ 廃業

12 7月31日 伊東 ㈲御影造園 山添　影巳 鈴木　誠 伊東市池８８９－７２ 廃業

13 8月1日 富士 ㈱ニチハク 前島　多喜子 石部　裕美 富士宮市万野原新田３２２４－１ 期間満了

14 8月15日 三島 ㈱神山組 神山　將士 神山　將士 三島市中１６４－６ 期間満了
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15 8月27日 沼津 ㈲レコス 原　俊治 原　俊治 沼津市足高３１９－５３４ 廃業

16 9月15日 伊東 伊豆高原開発㈱ 片山　劼 土屋　幸一 伊東市富戸１３１７－２５５０ 廃業

17 9月20日 沼津 大橋土地㈱ 大橋　英司 大橋　英司 沼津市添地町１２０ 廃業

18 9月22日 熱海 栄駿産業㈱ 山田　浩士 山本　翠 熱海市田原本町９－１　２F 廃業

19 9月30日 富士 ランドシティ不動産 八牧　美沙子 坂本　敬幸 富士市伝法２７８９－１４ 廃業

20 10月1日 富士 三越コーポレーション 鈴木　勝彦 伊東　雅実 富士宮市三園平２３６ 廃業

21 10月2日 駿東 ㈱時之栖 庄司　清和 庄司　一夫 御殿場市神山７１９ 期間満了

22 10月14日 富士 ㈱清友不動産 鈴木　千一 中根　喜美枝 富士市吉原４－４－１０ 期間満了

23 10月15日 三島 ㈱東静プランニング三島店 岩田　哲也 白澤　幸 三島市大宮町３－１４－１１ 支店廃止

24 11月1日 富士 菊池不動産 菊池　光之 菊池　光之 富士市増川４６５－７ 廃業

25 11月15日 伊東 イズケン㈱ 田代　和也 田村　全子 伊東市渚町３－２０ 廃業

26 11月30日 富士 ㈱ザ・トーカイ富士営業所 石川　雄一郎 石川　雄一郎 富士市中島７４－１ 支店廃止

27 12月17日 沼津 ㈱愛鷹 加藤　浩裕 加藤　浩裕 沼津市東原３１７－１４ 廃業

28 12月24日 駿東 ㈲一文字屋興産 勝又　大策 山本　重之 御殿場市新橋２０５３－３２ 廃業

令和３年度（２０２１年度）　退会会員



退会日 地区 商号又は名称
代表者／
政令使用人

専任宅地建
物

取引士

事務所所在地 事由

29 1月16日 駿東 ㈱日本電気管理者協会 杉山　冬子 杉山　福一 裾野市茶畑１５９５ 期間満了

30 1月20日 駿東 宝実業 堀口　敏治 堀口　敏治 御殿場市新橋２００８－１１ 廃業

31 1月20日 富士 ㈱エムエム・コーポレーション 松永　靖広 松永　靖広 富士市横割本町３－１０ 廃業

32 1月31日 富士 ㈱蒼企画 赤池　和蒼 赤池　和蒼 富士宮市中島町３１４－７ 廃業

33 2月2日 伊東 ㈲鈴孝 鈴木　孝基 鈴木　孝基 伊東市吉田３１８－１ 廃業

34 2月15日 富士 登山道開友社 武田　繁也 武田　繁也 富士宮市北町６－１７ 期間満了

35 2月22日 富士 愛美㈱ 山口　克己 佐藤　愛美 富士市依田橋町１０－７ 廃業

36 2月25日 富士 大石工建㈱ 大石　輝宏 大石　輝宏 富士市鮫島４４５－１ 期間満了

37 3月10日 富士 駿河建設㈱ 佐野　守信 伊藤　暢通 富士市大中里１００７ 廃業

38 3月15日 三島 立花管理㈱ 鳥居徹太郎 小林　信男 伊豆の国市立花１－１ 廃業
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