
静岡県知事 ( 1 ) 14545 号

静岡県知事 ( 1 ) 14561 号

静岡県知事 ( 1 ) 14563 号

静岡県知事 ( 1 ) 14586 号

静岡県知事 ( 1 ) 14590 号

２０２２年度（令和４年度）　新入会員　紹介
*入会時の内容となります。

入会年月日 4月11日

免許番号

フリガナ ｴｽ.ｺﾈｸﾄ（ｶ

商号又は名称

電話番号 053-576-5123

ＨＰアドレス ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.sconnect.jp

入会年月日 5月12日

Ｓ．ＣＯＮＮＥＣＴ㈱

代表者／政令使用人 杉浦　司

専任宅地建物取引士 代表者に同じ

事務所所在地 湖西市鷲津５１２３

免許番号

フリガナ ﾌﾄﾞｳｻﾝｱｼｽﾄ（ｶ

商号又は名称 不動産アシスト㈱

代表者／政令使用人 榑林　誠

専任宅地建物取引士 代表者に同じ

フリガナ ｶ）ﾕｷﾄｼ

商号又は名称 ㈱ユキトシ

代表者／政令使用人 寺田　行利

事務所所在地 浜松市中区助信町8-62

電話番号 053-525-9220

ＨＰアドレス

専任宅地建物取引士 髙橋　義信

事務所所在地 御前崎市池新田３８４３－１１

電話番号 ０５３７－８６－９０５１

入会年月日 5月12日

免許番号

ＨＰアドレス http://www.reform-yukitoshi.co.jp/

入会年月日 6月7日

免許番号

フリガナ ｶﾈﾄﾖ(ｶ

商号又は名称 かねとよ㈱

電話番号 0538-48-6014

ＨＰアドレス

入会年月日 6月7日

代表者／政令使用人 飯田　智之

専任宅地建物取引士 永田　正義

事務所所在地 周智郡森町中川１２９４－１

免許番号

フリガナ ｼﾝｾﾂﾊｳｽ(ｶ

商号又は名称 しんせつハウス㈱

代表者／政令使用人 高橋　由典

専任宅地建物取引士 代表者に同じ

事務所所在地 磐田市中泉２４４３－１

電話番号 0538-24-8728

ＨＰアドレス

http://www.reform-yukitoshi.co.jp/
http://www.reform-yukitoshi.co.jp/
http://www.reform-yukitoshi.co.jp/
http://www.reform-yukitoshi.co.jp/
http://www.reform-yukitoshi.co.jp/
http://www.reform-yukitoshi.co.jp/


静岡県知事 ( 1 ) 14588 号

静岡県知事 ( 1 ) 14599 号

静岡県知事 ( 1 ) 14605 号

静岡県知事 ( 1 ) 14600 号

静岡県知事 ( 1 ) 14601 号

フリガナ ﾕ）ﾀｶﾀﾞｺｳﾑﾃﾝ

商号又は名称 ㈲高田工務店

代表者／政令使用人 高田　佳宏

専任宅地建物取引士 鈴木　萌

事務所所在地 浜松市西区雄踏町山崎３４００－３６２

電話番号 053-596-3900

入会年月日 6月13日

免許番号

ＨＰアドレス https://www.hidamarikoubou.jp/

入会年月日 7月7日

免許番号

フリガナ ｶ）ｴﾇｱﾝﾄﾞﾕｰ

商号又は名称 ㈱N＆U

電話番号 053-568-2216

ＨＰアドレス

入会年月日 7月7日

代表者／政令使用人 内山　康史

専任宅地建物取引士 代表者に同じ

事務所所在地 浜松市中区萩丘4-13-5

事務所所在地 浜松市中区尾張町124-6

電話番号 053-525-9710

ＨＰアドレス

免許番号

フリガナ ｴﾑﾂー

商号又は名称 ㈲エムツー

代表者／政令使用人 倉橋　俊光

専任宅地建物取引士 倉橋俊光

入会年月日 7月8日

免許番号

フリガナ ｺｲｹｿｳｹﾝ（ｶ

商号又は名称 コイケ総建㈱

代表者／政令使用人 小池　寛

ＨＰアドレス

入会年月日 7月8日

免許番号

専任宅地建物取引士 丹羽　俊介

事務所所在地 浜松市東区市野町1229-2

電話番号 053-422-3003

周智郡森町森1789-36

電話番号 0538-85-6002

ＨＰアドレス

フリガナ ﾕｳ）ｲﾝﾀｰﾅﾁｭﾗﾙ

商号又は名称 ㈲インターナショナル

代表者／政令使用人 田丸　裕史

専任宅地建物取引士 代表者に同じ

事務所所在地

https://www.hidamarikoubou.jp/
https://www.hidamarikoubou.jp/
https://www.hidamarikoubou.jp/
https://www.hidamarikoubou.jp/
https://www.hidamarikoubou.jp/
https://www.hidamarikoubou.jp/


静岡県知事 ( 1 ) 14608 号

静岡県知事 ( 1 ) 14609 号

静岡県知事 ( 1 ) 14492 号

静岡県知事 ( 1 ) 14620 号

静岡県知事 ( 1 ) 14619 号

入会年月日 7月8日

免許番号

フリガナ ｶ）ｱｻﾋﾋﾞｼﾞｮﾝ

商号又は名称 ㈱旭ビジョン

代表者／政令使用人 鈴木　義雄

専任宅地建物取引士 鈴木　規仁

フリガナ ｶ)ﾕｱｴｽﾃｰﾄ

商号又は名称 ㈱ユアエステート

代表者／政令使用人 久角　侑

事務所所在地 浜松市中区常盤町141-14

電話番号 053-458-1355

ＨＰアドレス https://www.asahivision.co.jp

専任宅地建物取引士 代表者に同じ

事務所所在地 浜松市中区高林5-1-22

電話番号 053-488-7227

入会年月日 7月8日

免許番号

ＨＰアドレス

入会年月日 7月8日

免許番号

フリガナ ｼﾏﾀﾞｶﾜｶﾞﾜﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ(ｶ　ｶｹｶﾞﾜｼｼｬ

商号又は名称 島田掛川パートナーズ㈱　掛川支社

電話番号 0537-25-7211

ＨＰアドレス https://sk-partners.co.jp/

入会年月日 8月9日

代表者／政令使用人 関村　信也

専任宅地建物取引士 政令使用人に同じ

事務所所在地 掛川市亀の甲2-203

免許番号

フリガナ ｼﾞｰﾃｨｰｼｰ

商号又は名称 ジーティーシー

代表者／政令使用人 髙品　源一

専任宅地建物取引士 代表者に同じ

フリガナ ﾄﾀﾞﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ（ｶ

商号又は名称 トダホームサービス㈱

代表者／政令使用人

事務所所在地 浜松市南区東若林町226

電話番号 053-477-5900

ＨＰアドレス

島崎　直美

専任宅地建物取引士 鈴木　武

事務所所在地 掛川市領家1250-1

電話番号 0537-26-9111

入会年月日 8月10日

免許番号

ＨＰアドレス https://www.toda-homeservice.co.jp/

https://www.asahivision.co.jp/
https://www.asahivision.co.jp/
https://www.asahivision.co.jp/
https://www.asahivision.co.jp/
https://www.asahivision.co.jp/
https://sk-partners.co.jp/
https://sk-partners.co.jp/
https://sk-partners.co.jp/
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https://sk-partners.co.jp/
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https://www.toda-homeservice.co.jp/
https://www.toda-homeservice.co.jp/
https://www.toda-homeservice.co.jp/
https://www.toda-homeservice.co.jp/
https://www.asahivision.co.jp/
https://sk-partners.co.jp/
https://www.toda-homeservice.co.jp/


静岡県知事 ( 1 ) 14613 号

国土交通大臣 ( 15 ) 382 号

静岡県知事 ( 1 ) 14547 号

静岡県知事 ( 1 ) 14547 号

静岡県知事 ( 1 ) 14628 号

入会年月日 8月18日

免許番号

フリガナ ﾘﾌﾞｽﾄｰﾘｰ

商号又は名称 LIVE　STORY

電話番号 053-526-0143

ＨＰアドレス https://live-story.net

入会年月日 8月19日

代表者／政令使用人 竹田　明文

専任宅地建物取引士 代表者に同じ

事務所所在地 浜松市北区三ヶ日町都筑49-6

免許番号

フリガナ ｶ)ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾑｽﾞ　ｼｽﾞｵｶｼﾃﾝ

商号又は名称 ㈱ヤマダホームズ　静岡支店

代表者／政令使用人 竹村　輝男

専任宅地建物取引士 鈴木　順子

フリガナ ﾄﾖﾀﾎｰﾑﾄｳｶｲ(ｶ

商号又は名称 トヨタホーム東海㈱

代表者／政令使用人 横田　純夫

事務所所在地 掛川市梅橋323-1

電話番号 0537-62-1366

ＨＰアドレス

専任宅地建物取引士 高木　保典

事務所所在地 浜松市東区西塚町303-7

電話番号 053-464-2776

入会年月日 8月22日

免許番号

ＨＰアドレス https://tokai.toyotahome.co.jp/

入会年月日 8月22日

免許番号

フリガナ ﾄﾖﾀﾎｰﾑﾄｳｶｲ(ｶ ｺｻｲﾃﾝ

商号又は名称 トヨタホーム東海㈱　湖西店

電話番号 053-573-3050

ＨＰアドレス https://tokai.toyotahome.co.jp/

入会年月日 9月8日

代表者／政令使用人 加藤　陽介

専任宅地建物取引士 政令使用人に同じ

事務所所在地 湖西市新所原3-7-52

免許番号

フリガナ ｶ）ｷｮｳﾜﾌﾄﾞｳｻﾝｾﾝﾀｰ

商号又は名称 ㈱共和不動産センター

代表者／政令使用人 鈴木　崇朗

専任宅地建物取引士 澤木　望　

事務所所在地 浜松市浜北区沼317-1　グラード103

電話番号 053-581-7730

ＨＰアドレス

https://live-story.net/
https://live-story.net/
https://live-story.net/
https://live-story.net/
https://live-story.net/
https://tokai.toyotahome.co.jp/
https://tokai.toyotahome.co.jp/
https://tokai.toyotahome.co.jp/
https://tokai.toyotahome.co.jp/
https://tokai.toyotahome.co.jp/
https://tokai.toyotahome.co.jp/
https://tokai.toyotahome.co.jp/
https://tokai.toyotahome.co.jp/
https://tokai.toyotahome.co.jp/
https://tokai.toyotahome.co.jp/
https://live-story.net/
https://tokai.toyotahome.co.jp/
https://tokai.toyotahome.co.jp/


国土交通大臣 ( 1 ) 10232 号

静岡県知事 ( 1 ) 14625 号

静岡県知事 ( 1 ) 14642 号

静岡県知事 ( 1 ) 14645 号

静岡県知事 ( 1 ) 14643 号

ＨＰアドレス

入会年月日 11月9日

免許番号

ＨＰアドレス

入会年月日 11月10日

免許番号

フリガナ ｶ）ｴﾑｹｲﾌﾟﾗﾝ

商号又は名称 ㈱エムケイプラン

代表者／政令使用人 小栗　之昌

専任宅地建物取引士 佐藤　智哉

事務所所在地 浜松市中区高丘北2-26-14ｼﾞｭﾋﾞﾛﾀｳﾝA棟A103

電話番号 053-489-3151

フリガナ ｶ）ﾘﾌﾟﾗｽ　ﾊﾏﾏﾂｼﾞﾑｼｮ

商号又は名称 ㈱リプラス　浜松事務所

代表者／政令使用人 安藤　義順

専任宅地建物取引士 政令使用人に同じ

事務所所在地 浜松市中区高丘西3-25-31　内田ﾋﾞﾙ2B

電話番号 053-489-8171

入会年月日 9月9日

免許番号

ＨＰアドレス

入会年月日 9月12日

免許番号

フリガナ ｶ）ｸﾞｯﾄﾞﾌﾄﾞｳｻﾝﾊﾞｲﾊﾞｲ

商号又は名称 ㈱グッド不動産売買

電話番号 053-488-9440

ＨＰアドレス

入会年月日 11月9日

代表者／政令使用人 市川　高政

専任宅地建物取引士 市川　高政

事務所所在地 浜松市中区富塚町1709-1

事務所所在地 浜松市中区高林5-10-18

電話番号 053-482-7733

ＨＰアドレス

免許番号

フリガナ ｶ）ﾊﾟﾄﾞﾙ

商号又は名称 ㈱Paddle

代表者／政令使用人 竹平　圭佑

専任宅地建物取引士 代表者に同じ

フリガナ ｶ）ﾆﾜｼﾞﾝ

商号又は名称 ㈱庭仁

代表者／政令使用人 渥美　仁一郎

専任宅地建物取引士 渥美　仁志

事務所所在地 磐田市西貝塚566-2

電話番号 0538-35-5528



静岡県知事 ( 1 ) 14655 号

静岡県知事 ( 1 ) 14653 号

静岡県知事 ( 1 ) 14657 号

静岡県知事 ( 1 ) 14664 号

静岡県知事 ( 1 ) 14678 号

入会年月日 12月7日

ｳﾙ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ(ｶ

入会年月日 12月8日

ｵｰｸﾌﾄﾞｳｻﾝ（ｶ

入会年月日 12月9日

免許番号

フリガナ

商号又は名称 オーク不動産㈱

代表者／政令使用人 柏木　友紀

専任宅地建物取引士 代表者に同じ

事務所所在地 浜松市東区安間町530-1

電話番号 053-422-0283

ＨＰアドレス

ｲﾅｶﾞｷﾌﾄﾞｳｻﾝ

入会年月日 令和5年１月１１日

ｶﾄｳﾄｿｳ（ｶ

入会年月日 1月13日

免許番号

フリガナ

商号又は名称 稲垣不動産

代表者／政令使用人 稲垣　教博

専任宅地建物取引士 代表者に同じ

事務所所在地 浜松市東区上西町1099　稲垣不動産ﾋﾞﾙ3

電話番号 053-544-4555

ＨＰアドレス

ユ）ｴﾌ･ﾍﾞｰｽ

免許番号

フリガナ

商号又は名称 ㈲エフ・ベース

代表者／政令使用人 丸山　勲

専任宅地建物取引士 代表者に同じ

事務所所在地 掛川市上内田400-16

電話番号 0537-21-3373

ＨＰアドレス https://fbase.jp/

免許番号

フリガナ

商号又は名称 加藤塗装㈱

代表者／政令使用人 加藤　守啓

専任宅地建物取引士 代表者に同じ

事務所所在地 浜松市中区城北1-3-16

電話番号 053-48-7766

ＨＰアドレス https://katotoso.co.jp

電話番号 053-523-8188

ＨＰアドレス

免許番号

フリガナ

商号又は名称 Ulu・コンサルティング㈱

代表者／政令使用人 倉田　杏奈

専任宅地建物取引士 平野　健太

事務所所在地 浜松市中区高丘北1-20-10

https://katotoso.co.jp/
https://katotoso.co.jp/
https://katotoso.co.jp/
https://katotoso.co.jp/
https://katotoso.co.jp/
https://fbase.jp/
https://fbase.jp/
https://fbase.jp/
https://fbase.jp/
https://fbase.jp/
https://fbase.jp/
https://katotoso.co.jp/


静岡県知事 ( 1 ) 14679 号

静岡県知事 ( 1 ) 14682 号

国土交通大臣 ( 4 ) 6857 号

国土交通大臣 ( 1 ) 10129 号

国土交通大臣 ( 1 ) 14681 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://marks-house.jp/

入会年月日 3月7日

免許番号

ＨＰアドレス

ＨＰアドレス https://www.tamahome.jp/modelhouse/tokai/shizuoka/fukuroi/

入会年月日 2月14日

免許番号

フリガナ ｶ)ﾏｰｸｽﾌﾄﾞｳｻﾝ ﾊﾏﾏﾂｼﾃﾝ

商号又は名称 ㈱マークス不動産　浜松支店

代表者／政令使用人 小松　直樹

専任宅地建物取引士 政令使用人に同じ

事務所所在地 浜松市高林5-1-22

電話番号 050-8885-0772

ＨＰアドレス

入会年月日 2月14日

免許番号

フリガナ ﾀﾏﾎｰﾑ（ｶ）ﾌｸﾛｲﾃﾝ

商号又は名称 タマホーム㈱　袋井店

代表者／政令使用人 藤下　真湖人

専任宅地建物取引士 勝又　貴幸

事務所所在地 袋井市山科3540-2

電話番号 0538-45-0777

ＨＰアドレス

入会年月日 2月13日

免許番号

フリガナ ｶ)ﾄｰﾀﾙﾒｲｷﾝｸﾞ

商号又は名称 ㈱トータルメイキング

代表者／政令使用人 谷田　広海

専任宅地建物取引士 藤浪　一博

事務所所在地 浜松市西区入野町6094-1

電話番号 053-489-6677

入会年月日 2月13日

免許番号

フリガナ ｶ）ｴｽｹｲｷｶｸ

商号又は名称 ㈱エスケイ企画

代表者／政令使用人 森田　貴博

専任宅地建物取引士 堀越　翔子

事務所所在地 磐田市中泉4-1-10

電話番号 0538-31-2321

フリガナ ﾕ）ｼｽﾞｹﾝ

商号又は名称 ㈲静建

代表者／政令使用人 田畑　淳一

専任宅地建物取引士 田畑　晴菜

事務所所在地 浜松市南区西伝寺町255

電話番号 053-461-6080

https://www.tamahome.jp/modelhouse/tokai/shizuoka/fukuroi/
https://www.tamahome.jp/modelhouse/tokai/shizuoka/fukuroi/
https://www.tamahome.jp/modelhouse/tokai/shizuoka/fukuroi/
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