
静岡県知事 ( 1 ) 14501 号

静岡県知事 ( 1 ) 14523 号

静岡県知事 ( 1 ) 14413 号

静岡県知事 ( 2 ) 12848 号

静岡県知事 ( 1 ) 14521 号

※ 2月1日以降の入会者の正式承認は、後日開催される理事会になりますので、ご了承ください。（入会審査基準第７条）

ＨＰアドレス https://gotenbagumizawa-housedo.com

入会年月日 2月1日

免許番号

ＨＰアドレス https://www.tfkinc.co.jp

２０２１年度（令和３年度）　新入会員　紹介

写真

フリガナ カブシキガイシャトウブフドウサンカイハツ　ミシマテン

商号又は名称 株式会社東部不動産開発　三島店

代表者／政令使用人 小田島　良弘

専任宅地建物取引士 小田島　良弘

事務所所在地 三島市矢田２５８－４　ナベビル２Ｆ

電話番号 ０５５－９４１－５５７７

入会年月日 1月18日

免許番号

０５５－９４１－９００６３

http://www.kai-koumu.cp.jp

０５４４－２２－３２１３電話番号

有限会社　櫂工務店

ユウゲンガイシャ　カイコウムテン

代表者／政令使用人

フリガナ ユウゲンガイシャミワケンセツ　ハウスドゥゴテンバグミザワ

商号又は名称 有限会社三輪建設　　ハウスドゥ御殿場ぐみ沢

代表者／政令使用人 松﨑　路昭

専任宅地建物取引士 松﨑　路昭

事務所所在地 御殿場市茱萸沢11-22　芹澤マンション1F南

電話番号 0550-88-0222

ＨＰアドレス

商号又は名称

フリガナ

ALL　CLIMB　株式会社

免許番号

入会年月日

免許番号

事務所所在地

電話番号

入会年月日 11月2日

事務所所在地

専任宅地建物取引士

富士宮市野中１００３－５

佐野　友喜子

佐野　郁男

http://all-climb.co.jp

1月4日

ＨＰアドレス

フリガナ

商号又は名称

代表者／政令使用人

専任宅地建物取引士

オールクライム　カブシキガイシャ

大木　博史

落合　寛士

写真

写真

沼津市東熊堂４１１－７　文化図書ビル１F

商号又は名称 不動産創研　株式会社

代表者／政令使用人 森川　正夫

専任宅地建物取引士 森川　正夫

事務所所在地 伊豆の国市奈古谷字河原洞２２１３－３２２

電話番号 ０５５－９４４－２９７３

入会年月日 2月8日

ＨＰアドレス http://www.fudosansoken.co.jp

免許番号

写真

フリガナ フドウサンソウケン　カブシキガイシャ
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静岡県知事 ( 1 ) 14526 号

静岡県知事 ( 1 ) 14531 号

静岡県知事 ( 1 ) 14541 号

静岡県知事 ( 3 ) 13144 号

静岡県知事 ( 3 ) 13144 号

※ 2月1日以降の入会者の正式承認は、後日開催される理事会になりますので、ご了承ください。（入会審査基準第７条）

２０２１年度（令和３年度）　新入会員　紹介

ＨＰアドレス info@handsworks2015.com

入会年月日 2月9日

入会年月日 2月8日

免許番号

写真

フリガナ カブシキガイシャ　アオイケンチク

商号又は名称 株式会社　アオイ建築

代表者／政令使用人 渡邉　計彦

専任宅地建物取引士 後藤　純一

事務所所在地 富士宮市富士見ヶ丘１５７

電話番号 ０５４４－６６－３５５０

ＨＰアドレス https://onedesign-architect.jp

入会年月日 3月1日

免許番号

写真

フリガナ カブシキガイシャ　ワンデザイン

商号又は名称 株式会社　ｏｎｅｄｅｓｉｇｎ

代表者／政令使用人 武本　博徳

専任宅地建物取引士 武本　博徳

事務所所在地 富士市吉原３－３－１６　ベルモビル４階Ａ

電話番号 ０５４５－５３－１１１２

免許番号

ＨＰアドレス ０５４５－５７－７００２

写真

フリガナ デグチホールディングス　カブシキガイシャ

商号又は名称 デグチホールディングス　株式会社

代表者／政令使用人 出口　公章

専任宅地建物取引士 片岡　維吹

事務所所在地 富士市中央町１－１０－１７　３Ｆ

電話番号 ０５４５－５７－７００１

入会年月日 3月8日

免許番号

写真

フリガナ カブシキガイシャ　フィールドエステート　ミシマテン

商号又は名称 ㈱フィールドエステート　三島店

代表者／政令使用人 竹田　浩一

専任宅地建物取引士 竹田　浩一

事務所所在地 駿東郡清水町玉川１１３－１１

電話番号 ０５５－９５７－６５６２

ＨＰアドレス

ＨＰアドレス http://www.field-fuji.jp

入会年月日 3月18日

免許番号

写真

フリガナ ユウゲンガイシャ　ゴウケンエンタープライズ　アールフドウサン

商号又は名称 ㈲剛健エンタープライズ　Ｒ不動産

代表者／政令使用人 後藤　力哉

専任宅地建物取引士 海野　哲也

事務所所在地 沼津市大岡２０４３－１　202号

電話番号 ０５５－９２９－２５５５
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静岡県知事 ( 1 ) 14548 号

※ 4月26日以降の入会者の正式承認は、後日開催される理事会になりますので、ご了承ください。（入会審査基準第７条）

ＨＰアドレス

ＨＰアドレス

入会年月日

免許番号

写真

フリガナ

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

電話番号

ＨＰアドレス

入会年月日

免許番号

写真

フリガナ

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

電話番号

ＨＰアドレス

入会年月日

免許番号

写真

フリガナ

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

電話番号

ＨＰアドレス

入会年月日

免許番号

写真

フリガナ

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

電話番号

２０２１年度（令和３年度）　新入会員　紹介

入会年月日 3月23日

免許番号

写真

フリガナ カブシキガイシャ　プレミアムリゾート

商号又は名称 株式会社　プレミアムリゾート

代表者／政令使用人 荒井　靖

専任宅地建物取引士 野村　昌史

事務所所在地 熱海市渚町１５－１０　ＡＲＩＳＥビル３階

電話番号 ０５５７－８２－６７７７


