
静岡県知事 ( 1 ) 14546 号

静岡県知事 ( 4 ) 12519 号

静岡県知事 ( 7 ) 10427 号

静岡県知事 ( 7 ) 10427 号

静岡県知事 ( 1 ) 14381 号

※ 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://www.ja-fujiizu.or.jp

２０２２年度（令和４年度）　新入会員　紹介

写真

フリガナ フジイズノウギョウキョウドウクミアイ　シモダシテン

商号又は名称 富士伊豆農業協同組合　下田支店

代表者／政令使用人 澤路　孝

専任宅地建物取引士 鈴木　浩次

事務所所在地 下田市東本郷１－１２－８

電話番号 ０５５８－２２－０８１４

ＨＰアドレス https://www.ja-fujiizu.or.jp

入会年月日 4月18日

免許番号

入会年月日 4月18日

免許番号

写真

フリガナ ﾌｼﾞｲｽﾞﾉｳｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ　ﾌﾄﾞｳｻﾝｿｳﾀﾞﾝｾﾝﾀｰｺﾞﾃﾝﾊﾞﾃﾝ

商号又は名称 富士伊豆農業協同組合　不動産相談ｾﾝﾀｰ御殿場店

代表者／政令使用人 田代　幸男

専任宅地建物取引士 浦野　嵩生

事務所所在地 御殿場市茱萸沢５

電話番号 ０５５０－８４－４８１１

写真

写真

富士市石坂４５３－６

ＨＰアドレス

商号又は名称

フリガナ

免許番号

入会年月日

免許番号

事務所所在地

電話番号 ０５４５－３０－８９９８

０５４５－３２－７６９６電話番号

事務所所在地

専任宅地建物取引士

富士市伝法９９６－１

渡邉　郁子

渡邉　郁子

ヴィオラ事務所

ヴィオラジムショ

代表者／政令使用人

入会年月日 4月1日

4月13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

カブシキガイシャ　デグチホームズ　ヒロミテン

株式会社　デグチホームズ　広見店

遠藤　智洋

遠藤　智洋

ＨＰアドレス ｈｔｔｐｓ：//www.atomo.life/

入会年月日 5月17日

免許番号

写真

フリガナ カブシキガイシャ　アトモ　ヌマヅシテン

商号又は名称 株式会社　アトモ　沼津支店

代表者／政令使用人 西尾　薫

専任宅地建物取引士 刀祢　周斗

事務所所在地 沼津市御幸町7-16　1F

電話番号 055-957-1900



静岡県知事 ( 1 ) 14591 号

静岡県知事 ( 1 ) 14584 号

静岡県知事 ( 1 ) 14602 号

静岡県知事 ( 1 ) 14610 号

国土交通大臣 ( # ) 3284 号

※ 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://www.hajime-kensetsu.co.jp/

写真

フリガナ ハジメケンセツ　カブシキガイシャ　ミシマエイギョウショ

商号又は名称 一建設　株式会社　三島営業所

代表者／政令使用人 神谷　哲生

専任宅地建物取引士 神谷　哲生

事務所所在地 駿東郡長泉町下土狩７４８－１　グランチェルト・Ｋ　１Ｆ

電話番号 ０５５－９８０－５６１４

ＨＰアドレス

入会年月日 7月13日

免許番号

写真

フリガナ カブシキガイシャ　スルガジムショ

商号又は名称 株式会社　駿河事務所

代表者／政令使用人 三澤　五朗

専任宅地建物取引士 三澤　五朗

事務所所在地 御殿場市川島田３２９－４　菊水第二ビル１階

電話番号 ０５５０－８３－８６８３

ＨＰアドレス

入会年月日 7月7日

免許番号

写真

フリガナ カブシキガイシャ　テイクランド

商号又は名称 株式会社　テイクランド

代表者／政令使用人 竹内　雅二

専任宅地建物取引士 竹内　あづさ

事務所所在地 沼津市下香貫汐入２１８６－１

電話番号 ０５５－９２８－７０１１

ＨＰアドレス https://www.uemura-ka.jp

入会年月日 6月20日

免許番号

入会年月日 6月12日

免許番号

写真

フリガナ カブシキガイシャ　ウエムラケンセツ

商号又は名称 株式会社　上村建設

代表者／政令使用人 上村　尊要

専任宅地建物取引士 米山　かおる

事務所所在地 伊東市十足６０１－６８

電話番号 ０５５７－４４－１０１５

電話番号 ０５５－９５７－５７１３

ＨＰアドレス

２０２２年度（令和４年度）　新入会員　紹介

入会年月日 6月1日

免許番号

写真

フリガナ カブシキガイシャ　モリタ

商号又は名称 株式会社　モリタ

代表者／政令使用人 森田　敏宏

専任宅地建物取引士 細川　美貴

事務所所在地 沼津市上土３



静岡県知事 ( 1 ) 14616 号

静岡県知事 ( 1 ) 14626 号

静岡県知事 ( 1 ) 14618 号

静岡県知事 ( 1 ) 14630 号

静岡県知事 ( 1 ) 14641 号

※ 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 yusho-reform.com

入会年月日 10月24日

免許番号

写真

フリガナ セイワ

商号又は名称 ＳＥＩＷＡ

代表者／政令使用人 井澤　さやか

専任宅地建物取引士 井澤　さやか

事務所所在地 裾野市茶畑１０５３－４

電話番号 ０５５－９１６－７８５５

ＨＰアドレス

入会年月日 9月12日

免許番号

写真

フリガナ カブシキガイシャ　ユウショウ

商号又は名称 株式会社　悠翔

代表者／政令使用人 内田　克彦

専任宅地建物取引士 内田　克彦

事務所所在地 沼津市北高島町４－３６

電話番号 ０５５－９２２－９９０３

ＨＰアドレス

入会年月日 9月8日

免許番号

写真

フリガナ カブシキガイシャ　スズキグミ

商号又は名称 株式会社　鈴木組

代表者／政令使用人 鈴木　統太

専任宅地建物取引士 鈴木　加耶子

事務所所在地 富士宮市小泉３６２－６

電話番号 0544-23-2245

ＨＰアドレス https://www.elegancehome.co.jp

入会年月日 8月25日

免許番号

写真

フリガナ カラーズビルド　カブシキガイシャ

商号又は名称 COLORS BUILD　株式会社

代表者／政令使用人 磯貝　隆一

専任宅地建物取引士 彦坂　貢

事務所所在地 富士宮市黒田310

電話番号 0544-22-0255

２０２２年度（令和４年度）　新入会員　紹介

入会年月日 7月13日

免許番号

写真

フリガナ エレガンスホーム　カブシキガイシャ

商号又は名称 エレガンスホーム　株式会社

代表者／政令使用人 眞野　かおる

専任宅地建物取引士 眞野　かおる

事務所所在地 沼津市高島本町１６－８

電話番号 ０５５－９２９－７１５０



国土交通大臣 ( 1 ) 9848 号

静岡県知事 ( 1 ) 14627 号

静岡県知事 ( 1 ) 14635 号

静岡県知事 ( 1 ) 14277 号

静岡県知事 ( 6 ) 11073 号

※ 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）

https://www.apaman.net/ＨＰアドレス

写真

０５４５－６０－６６８８電話番号

富士市中島３４１－１　ラピタB号事務所所在地

関　まり子専任宅地建物取引士

関　まり子代表者／政令使用人

株式会社　アパマン　富士店商号又は名称

カブシキガイシャ　アパマン　フジテンフリガナ

免許番号

11月1日入会年月日

ＨＰアドレス

写真

０５５７－３５－９１２０電話番号

賀茂郡東伊豆町稲取４７１－１８事務所所在地

目黒　航太専任宅地建物取引士

目黒　航太代表者／政令使用人

プラスライン　株式会社　東伊豆店商号又は名称

プラスライン　カブシキガイシャ　ヒガシイズテンフリガナ

免許番号

11月1日入会年月日

ＨＰアドレス

写真

０５５７－８３－５５０１電話番号

熱海市上多賀１０３４－３８事務所所在地

若林　　豪専任宅地建物取引士

山﨑　勇輝代表者／政令使用人

ＡＣＡＯ　ＰＲＯＰＥＲＴＹ　株式会社商号又は名称

アカオ　プロパティ　カブシキガイシャフリガナ

免許番号

11月1日入会年月日

ＨＰアドレス

写真

０５５－９２２－９９１９電話番号

沼津市宮本２５－１事務所所在地

根本　太一専任宅地建物取引士

下田　裕人代表者／政令使用人

インステイト　株式会社商号又は名称

インステイト　カブシキガイシャフリガナ

免許番号

10月24日入会年月日

２０２２年度（令和４年度）　新入会員　紹介

10月25日入会年月日

http://cocoro-k.jp/ＨＰアドレス

写真

０５４５－３２－８８３３電話番号

富士市中柏原新田２１３－１事務所所在地

稲葉　秀久専任宅地建物取引士

稲葉　秀久代表者／政令使用人

株式会社　不動産のおおさわ　富士支店商号又は名称

カブシキガイシャ　フドウサンノオオサワ　フジシテンフリガナ

免許番号



静岡県知事 ( 1 ) 14659 号

静岡県知事 ( 1 ) 14665 号

国土交通大臣 ( 3 ) 7622 号

静岡県知事 ( 1 ) 14634 号

政令使用人

静岡県知事 ( 1 ) 14634 号

代表者

※ 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）

２０２２年度（令和４年度）　新入会員　紹介

入会年月日 12月19日

免許番号

写真

フリガナ マツモトコウギョウ　カブシキガイシャ

商号又は名称 松本工業　株式会社

代表者／政令使用人 佐藤　義幸

専任宅地建物取引士 佐藤　義幸

事務所所在地 富士市吉原１－１１－８

電話番号 ０５４５－５２－３０３０

ＨＰアドレス https://www.matsumoto-kogyo.co.jp

入会年月日 12月27日

免許番号

写真

フリガナ アイサス　ゴウドウカイシャ

商号又は名称 アイサス　合同会社

代表者／政令使用人 菅沼　大介

専任宅地建物取引士 菅沼　大介

事務所所在地 富士宮市万野原新田３１８５－４

電話番号 ０５４４－６６－３０７１

ＨＰアドレス https://aisas-llc.com/

入会年月日 12月30日

免許番号

写真

フリガナ カブシキガイシャ　アップスタートジュウタクカンリサービス　ｲﾄｳﾃﾝ

商号又は名称 株式会社アップスタート住宅管理サービス　伊東店

代表者／政令使用人 北澤　敏明

専任宅地建物取引士 北澤　敏明

事務所所在地 伊東市宇佐美1813-13　鈴木アパート1階107号

電話番号 0557-47-1710

ＨＰアドレス

入会年月日 1月13日

免許番号

写真

フリガナ ユウゲンガイシャ　アヴァンス

商号又は名称 有限会社　アヴァンス

代表者／政令使用人 　代表者　山田　浩慶　/　政令使用人　大嶽　真一

専任宅地建物取引士 大嶽　真一

事務所所在地 田方郡函南町新田３２－１

電話番号 ０５５－９５７－２１０５

ＨＰアドレス

ＨＰアドレス

入会年月日 1月13日

免許番号

写真

フリガナ ユウゲンガイシャ　アヴァンス　シミズチョウテン

商号又は名称 有限会社　アヴァンス　清水町店

代表者／政令使用人 山田　浩慶

専任宅地建物取引士 山田　浩慶

事務所所在地 駿東郡清水町堂庭２４１－２２

電話番号 ０５５－９５７－２１０３



静岡県知事 ( 1 ) 14662 号

静岡県知事 ( 1 ) 14666 号

静岡県知事 ( 1 ) 14677 号

国土交通大臣 ( 1 ) 10183 号

国土交通大臣 ( 1 ) 10360 号

※ 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 info@fukukobo-shizuoka.net

ＨＰアドレス

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　フクコウボウ　ミシマテン

商号又は名称 株式会社　福工房　三島店

代表者／政令使用人 阿部　　正

専任宅地建物取引士 阿部　　正

事務所所在地 三島市松本２７－１

電話番号 ０５５－９５７－６２２９

ＨＰアドレス https://kameyabooks.stores.jp/

入会年月日 2月20日

免許番号

写真

フリガナ カブシキガイシャ　トウセイプランニング　フジテン

商号又は名称 株式会社　東静プランニング　富士店

代表者／政令使用人 髙﨑　　潤

専任宅地建物取引士 高原　雄基

事務所所在地 富士市厚原８３８－１　アストーレ富士１階南

電話番号 ０５４５－７２－１０３１

ＨＰアドレス https://izu-harada.co.jp/

入会年月日 1月24日

免許番号

写真

フリガナ ユウゲンガイシャ　カメヤショテン

商号又は名称 有限会社　亀屋書店

代表者／政令使用人 勝亦　敦志

専任宅地建物取引士 勝亦　敦志

事務所所在地 御殿場市川島田６５４－４

電話番号 ０５５０－８２－０３７４

ＨＰアドレス

入会年月日 1月20日

免許番号

写真

フリガナ ハラダケンセツ　カブシキガイシャ

商号又は名称 原田建設　株式会社

代表者／政令使用人 原田　精治

専任宅地建物取引士 服部　保江

事務所所在地 伊豆市持越６９８

電話番号 ０５５８－８５－０３３１

２０２２年度（令和４年度）　新入会員　紹介

入会年月日 1月19日

免許番号

写真

フリガナ バケーションリゾート　カブシキガイシャ

商号又は名称 バケーションリゾート　株式会社

代表者／政令使用人 谷口　英二

専任宅地建物取引士 谷口　英二

事務所所在地 下田市田牛７１８－２１７

電話番号 ０５５８－３６－３６４６



静岡県知事 ( 1 ) 14676 号

※ 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

２０２２年度（令和４年度）　新入会員　紹介

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　フィルド　ウィズ

商号又は名称 株式会社　Filled with

代表者／政令使用人 植田　充彦

専任宅地建物取引士 植田　充彦

事務所所在地 富士市松岡１０６９

電話番号 ０５４５－６７－４１５０


