
都道府県 氏名 勤務先商号 都道府県 氏名 勤務先商号

岩手県 櫻井　竜三 （株）アート不動産 太田　雅男 （株）石川商事
伊勢　泰昌 （株）Ｉ・Ｓ・Ｅ 越　匠平 （株）エヌアセットＢｅｒｒｙ
粟野　文隆 日本不動産（株） 芳村　崇志 （株）エヌアセットＢｅｒｒｙ
栗田　静司 日本不動産（株） 飯嶋　実 （株）小菅不動産
千葉　徳夫 （株）バレンタイン・コンサル 小野　克哲 （株）小菅不動産
奥山　俊一 （株）平和住宅情報センター 小菅　貴春 （株）小菅不動産
奥山　裕樹 （株）平和住宅情報センター 温泉川　栄 （株）小菅不動産
歌川　勇樹 （株）山一地所 猿田　雅己 住友林業レジデンシャル（株）
小原　正利 （株）山一地所 笹谷　彰 セキスイハイム不動産（株）
菅野　浩 （株）山一地所 長岡　孝浩 セキスイハイム不動産（株）

黒瀧　則洋 （株）山一地所 米口　正敏 セキスイハイム不動産（株）
佐藤　顕 （株）山一地所 蝦名　勝明 ナイス賃貸情報サービス（株）

千葉　伸也 （株）山一地所 中平　丈信 ナイス賃貸情報サービス（株）
渡部　洋平 （株）山一地所 福田　幸博 ナイス賃貸情報サービス（株）
澤　正人 朝日綜合（株） 椙﨑　有紗 （株）西田コーポレーション

佐藤　稔一 朝日建物マネジメント（株） 中里　友和 （株）西田コーポレーション
佐藤　康宏 （株）むつみワールド 本間　たける （株）西田コーポレーション
新関　信公 （株）寿不動産 八木　直樹 （株）西田コーポレーション
横山　和広 阿部多不動産（株） 新潟県 田中　正人 信濃土地（株）

今泉　登代子 （株）泉ハウジング 小林　紀美雄 （株）苗加不動産
樋口　司 香陵住販（株） 関　大輔 （有）若草ホーム産業
渡邊　宏 （株）サンエイハウス 福井県 平田　稔 （株）平田不動産
安田　孝 セキスイハイム不動産（株） 大森　正広 （有）ライフポート

永田　将己 （株）天極 大森　里代 （有）ライフポート
田中　利昌 丸岩産業（株） 静岡県 鈴木　勇次 （株）丸八アセットマネージメント
藤咲　稔代 （株）埼玉ハウス 渡邊　健太郎 （株）ウィズコーポレーション

竹之内　明人 三巧商事（株） 岡田　寛治 （株）サポート・ユア・ライフ
坂本　央 （株）シンコーハウス 箕浦　徹也 （株）箕浦不動産

木幡　昌広 セキスイハイム不動産（株） 滋賀県 安村　幸雄 安村税理士事務所
伴　学 セキスイハイム不動産（株） 山本　光伸 （株）長栄

村上　勇 セキスイハイム不動産（株） 村井　厚介 （株）長栄
小山　哲央 （株）マルヨシ 山田　昌史 住友林業レジデンシャル（株）
中村　春仁 セキスイハイム不動産（株） 塚本　純司 （株）宅都プロパティ
眞田　具樹 セキスイハイム不動産（株） 深澤　成嘉 （株）トラストエージェント

五十嵐　康司 （株）アミックス 大谷　拓洋 セーヨー産業（株）
加園　忍 （株）アミックス 越野　芳明 （株）ハウスプロメイン

末永　照雄 （株）アミックス 田中　隆司 （株）ハウスプロメイン
髙須　等 （株）アミックス 松本　智 （株）ハウスプロメイン
竹内　修 （株）アミックス 松谷　隆幸 （株）ハウスプロメイン
星　浩次 （株）アミックス 井本　衣代 （株）エステートセンター

澤田　喜幸 （株）エクセル・コミュニティー 前田　真教 （株）エステートセンター
小林　正宣 （株）クオリスコミュニティ 島根県 小林　孝文 （株）アセット
齋藤　浩之 （株）シティ・ハウジング 有木　志津加 （株）ありき
林　雄一郎 （株）シティ・ハウジング 有木　聖人 （株）ありき
石井　力 税理士法人 東京シティ税理士事務所 奥村　真一 （有）Ｙ・Ｋマネジメント

辛島　正史 税理士法人 東京シティ税理士事務所 松木　泰樹 （株）アクセス
菊地　則夫 税理士法人 東京シティ税理士事務所 髙山　伸介 島根不動産（株）
石井　幸夫 セキスイハイム不動産（株） 杉野　高弘 （株）タカハシ
北澤　裕 セキスイハイム不動産（株） 柚木　智 （株）タカハシ

倉兼　勇一 セキスイハイム不動産（株） 前場　俊輔 （株）不動産プラザ
小堀　悟史 セキスイハイム不動産（株） 德海　匡亮 （株）徳海
澤村　久幸 セキスイハイム不動産（株） 齊藤　和也 （株）原弘産
杉浦　重雄 セキスイハイム不動産（株） 松田　昂也 シティ・ハウジング（株）
土岐　勝哉 セキスイハイム不動産（株） 平　忠彰 （株）セイコーハウジング
中村　昌彦 セキスイハイム不動産（株） 愛媛県 白石　亜紀子 （株）トミナガ不動産商事
水田　憲司 セキスイハイム不動産（株） 岩城　智子 （株）高知ハウス
山本　宏伸 セキスイハイム不動産（株） 武樋　泰臣 （株）ファースト・コラボレーション
吉澤　康子 セキスイハイム不動産（株） 中田　貴久 （株）ファースト・コラボレーション
武藤　啓 東京セキスイハイム（株） 江頭　寛 （株）福岡相続サポートセンター

大槻　修一 （株）東都 本林　正生 （株）不動産中央情報センター
高地　健太郎 （株）東都 山中　順二 （株）不動産中央情報センター
雨海　幸恵 （株）日本財託 伊瀬知　晃 （株）三好不動産

千代田　晃一 （株）日本財託 三好　修 （株）三好不動産
谷　尚子 （株）ハウスメイトパートナーズ 高橋　大貴 （株）三好不動産

谷内　広昭 （株）船井総合研究所 武本　真由美 （株）三好不動産
石橋　克好 （株）松屋 長谷　武 （株）三好不動産
横内　秀彰 ミサワホーム東京（株） 吉住　裕之 （株）三好不動産
岡田　京三 （株）ムーヴアップ 飯田　秀範 （株）ミヨシアセットマネジメント
梅木　隆宏 （株）明豊プロパティーズ 佐賀県 渕上　寛 （株）福徳不動産
林　昭孝 （株）六耀 長崎県 小森　淳 （株）福徳不動産

大久保　始代 （有）ユマニテ 熊本県 中村　大樹 （株）中村不動産開発
下地　健治 （有）新地開発

島田　みつ子 （有）すまいの大進
上原　睦人 （有）拓実住宅
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都道府県 氏名 勤務先商号 都道府県 氏名 勤務先商号
廣岡　延博 朝日産業（株） 小島　優一 （株）アズ企画設計
塩見　文映 アサヒ住宅（株） 外崎　矢摩斗 （株）アズ企画設計
山崎　良一 アサヒ住宅（株） 浪川　賢治 （株）川島屋不動産
山下　正純 （株）イースト住宅情報 山本　勇一郎 （株）キュービック
木村　卓洋 （株）エーワンホーム 飯塚　厚志 （株）埼玉丸山工務所
中村　洋 （株）オール 日向　弘薫 （株）末広不動産

谷奥　雄気 （株）三光不動産 櫻井　智隆 セキスイハイム不動産（株）
近江　朝美 （株）セクト 武井　篤信 セキスイハイム不動産（株）

近江　陵太郎 （株）セクト 林　浩史 セキスイハイム不動産（株）
浜口　雅之 （株）セクト 長谷部　陽彦 （株）東上不動産
石田　康人 （株）ちえん 前田　伸也 （株）東上不動産
外山　晃次 （株）外山ホーム 宮村　明彦 （株）東上不動産
外山　敏行 （株）外山ホーム 吉岡　征明 （株）東上不動産
稲垣　哲也 日本ハウズイング（株）札幌支店 野村　喜功 （株）ハウスメイトパートナーズ
清水　克也 プルデンシャル生命保険（株） 中川　潤 （株）フロンティアホーム
高松　敏行 （株）ライフ企画 小田切　一仁 （株）平和不動産
小川　恭平 （株）リアルターアップル 久住　祥央 （株）平和不動産
島口　浩明 （株）リアルターアップル 朝倉　利文 （株）マルヨシ
竹下　猛 （株）緑地 下田　亜希子 （株）マルヨシ

和泉　俊彦 （株）リロケーションサービス 下田　和弘 （株）マルヨシ
櫻田　忠春 アップルハウジング（株） 山崎　せつ子 （株）マルヨシ

和田　貴美子 アップルハウジング（株） 金田　隆臣 （株）渡辺住研
大川　誠 （株）大川地建 鈴木　宏秀 （株）渡辺住研

櫻井　大介 （株）アート不動産 石﨑　俊之 （株）アーバンホーム
千葉　真人 （有）越後屋不動産 加藤　泰寛 （株）アービック
中村　康彦 （株）牡鹿観光 在間　康晴 （株）アービック

佐藤　あゆみ （株）郡中本店 鎌田　達弥 ｅｐｍ不動産（株）
大道　靖志 今野不動産（株） 髙橋　正浩 ｅｐｍ不動産（株）
近藤　祐幸 今野不動産（株） 藤村　啓介 エース（株）
鈴木　和嘉 今野不動産（株） 佐藤　晶 佐藤商業（株）
本田　勝祥 今野不動産（株） 鈴木　真之 佐藤商業（株）

佐々木　正人 第一建物（株） 堤　清司 三幸商事（株）
富脇　孝道 （株）ハウスメイトパートナーズ 小倉　弘司 セキスイハイム不動産(株）

中村　健一郎 （株）ハウスメイトパートナーズ 石川　翼 （株）ダイニチ
駒木根　充祥 （株）ハウスメイトパートナーズ仙台支店 村井　純 （株）高品ハウジング
進藤　俊明 （株）ハウスメイトパートナーズ 半田　淳一 賃貸スマイル（株）
相澤　拓也 （株）平和住宅情報センター 髙澤　和枝 （株）豊和
石垣　裕章 （株）平和住宅情報センター 鵜澤　正巳 丸長ハウス（株）
佐藤　伸 （株）平和住宅情報センター 鵜澤　美世 丸長ハウス（株）

佐藤　淑秋 （株）平和住宅情報センター 小森　康雄 （株）リビング＆ルーム
結城　光高 （株）平和住宅情報センター 井上　和重 （株）アミコム
菅原　正克 （株）平和住宅情報センター 菊池　清美 （株）アミコム
菅野　浩 （株）山一地所 越湖　裕之 （株）アミコム
山平　亮 朝日綜合（株） 佐藤　泰道 （株）アミコム

天野　厚助 （株）むつみワールド 篠田　和子 （株）アミコム
佐々木　克巳 （株）むつみワールド 石崎　紀男 （株）アミックス
菅原　暢浩 （株）むつみワールド 板倉　誠 （株）アミックス

小笠原　秀和 （株）モリ不動産 井上　祐一 （株）アミックス
信太　由紀美 （株）モリ不動産 今関　英俊 （株）アミックス
三澤　友幸 （株）モリ不動産 榎　和志 （株）アミックス

山形　めぐみ （株）モリ不動産 鎌田　隆 （株）アミックス
阿部　俊夫 阿部多不動産（株） 神林　尚幸 （株）アミックス
片桐　正貴 千歳不動産（株） 菊地　秀一 （株）アミックス
水戸　靖宏 千歳不動産（株） 佐々木　豊 （株）アミックス
鈴木　慎一 （株）いわき土地建物 高橋　明彦 （株）アミックス
関場　淳介 （株）いわき土地建物 田中　一孝 （株）アミックス
蛭田　紀子 （株）いわき土地建物 鶴山　泰隆 （株）アミックス
岩瀬　悦子 （株）極東不動産 寺中　勝美 （株）アミックス

鎌田　孝太郎 （株）郡中本店 中町　厚 （株）アミックス
吉間　純子 （株）郡中本店 野上　卓也 （株）アミックス
小山　茂樹 (株）シゲキ 松尾　信吾 （株）アミックス
興野　博明 共和エステート（株） 山口　武明 （株）アミックス

古和田　泰彦 （株）郡中本店 梅津　貴敏 アルプス住宅サービス（株）
鈴木　利昭 （株）郡中本店 斉木　一久 アルプス住宅サービス（株）
竹内　正晃 （株）郡中本店 下倉　哲也 アルプス住宅サービス（株）
阿部　雄二 （株）ハウスメイトパートナーズ 瀧本　勘樹 アルプス住宅サービス（株）
瀬戸　信輔 （株）マーケッティングセンター 富岡　岳彦 アルプス住宅サービス（株）
名村　考太 （株）マーケッティングセンター 枷場　一哉 アルプス住宅サービス（株）
加藤　信行 一誠商事（株） 金子　祐勝 （株）エステートトーワ
橘　英太郎 大みか不動産（株） 栗野　和城 エリアリンク（株）
南波　淳郎 （株）オガワ 菖蒲　卓 （株）加功ビル
菊本　真透 香陵住販（株） 北澤　敏博 北澤商事（株）
小林　康弘 香陵住販（株） 坂東　輝章 （株）クリエイト西武
前嶋　公夫 香陵住販（株） 反町　隆 （株）クリエイト西武
武笠　結香 香陵住販（株） 中丸　康男 （株）クリエイト西武
菊池　秀一 香陵住販（株） 村上　真望 京王不動産（株）

栃木県 野村　紳路 （株）三和住宅 山形　進 京王不動産（株）
赤尾　貴之 （株）三幸 後関　征史 後関税務会計事務所
新田　智成 （株）三幸
鈴木　一輝 （株）ステップ

東京都

北海道

相続支援コンサルタント登録者
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都道府県 氏名 勤務先商号 都道府県 氏名 勤務先商号
須能　享 香陵住販（株） 藤原　望 （株）西田コーポレーション

山廣　雅志 香陵住販（株） 大串　敦士 日本トルビン（株）
大谷　泰徳 三幸ハウス（株） 岡﨑　政則 ハウジングセンター（株）
冨永　高司 三幸ハウス（株） 青木　健二 ハウジングセンター（株）
宇津木　誠 シマダハウス（株） 真道　陽一 （有）豊栄ハウジング
今井　淳 住友林業レジデンシャル（株） 藤田　章人 （株）三春情報センター

角田　夏彦 セキスイハイム不動産（株） 米山　和成 （株）ワイズアークスコンサルタンツ
富樫　秀也 セキスイハイム不動産（株） 新潟県 小栗　紀義 （株）岩波不動産
岩垣　顕 セキスイユニディア（株） 富山県 門島　信也 大信不動産（株）

益子　佳久 （株）ソナーレ 四辻　孝信 タカラ不動産（株）
丸山　和明 （株）ソナーレ 絹川　忠宏 （株）絹川商事
西川　宏和 （株）大京穴吹不動産 山本　真子 （有）若草ホーム産業
石井　敦司 （株）東都 坂井　誠司 アパートセンター（株）
磯谷　彰洋 （株）東都 坪井　雅基 アパートセンター（株）
金子　伸二 （株）東都 校條　友紀子 （株）すまいるコンシェル
小室　明彦 （株）東都 中村　紘平 （株）中村不動産
松﨑　友彦 （株）トータスホーム 中村　隆男 （株）中村不動産

藤之原　健一 都市住宅サービス（株） 中村　弘子 （株）中村不動産
猪熊　元気 （株）日本財託管理サービス 鈴木　清人 （株）丸八アセットマネージメント
米田　聖平 （株）日本財託 松浦　功浩 （株）丸八アセットマネージメント
岡本　保 （株）日本システム管理 山田　英嗣 （株）丸八アセットマネージメント

石川　和寿 （有）ハウスコレクション 横井　剛 （株）ＲＩＡプランニング
石鍋　克俊 （株）ハウスメイトパートナーズ 吉村　英樹 （株）ＲＩＡプランニング
大野　真宏 （株）ハウスメイトパートナーズ 伊藤　明宏 （株）ウィズコーポレーション

小野寺　達哉 （株）ハウスメイトパートナーズ 八木　裕児 Ｈ．Ｐ．Ｍ（株）
東　義和 羽加美不動産（株） 前田　優太 エリアリンク（株）

小野本　昌宏 羽加美不動産（株） 廣瀬　智実 （株）大橋不動産
羽村　信義 羽加美不動産（株） 中島　志朗 （株）クルーズ

松田　光太朗 羽加美不動産（株） 鈴木　晶博 （株）鈴木不動産
大室　貢 フジミ（株） 野田　直希 （株）東海会館

谷内　広昭 （株）船井総合研究所 山下　秀司 （株）ナイスコーポレーション
一之瀬　圭太 （株）船井総合研究所 田代　泰成 （株）ハウスメイトパートナーズ
松井　哲也 （株）船井総合研究所 持主　孝次 （株）ハウスメイトパートナーズ
岡崎　純 （株）プリズミック 服部　憲勇 服部地所（株）

笠松　理依子 （株）プリズミック 穴井　洋介 （株）ライフサポート
清水　沙也加 （株）プリズミック 田代　辰哉 （株）ライフサポート
山内　孝智 （株）プリズミック 那須　稔生 （株）ライフサポート
宮下　克己 （株）プレニーズ 森　英治 （株）ライフサポート
山下　英明 （株）マルイホームサービス 中村　龍彦 リアルインベストメント・アドバイザーズ（株）

秋　健太郎 三井不動産住宅リース（株） 稲田　理絵 （株）ワンダーライフ
大和田　真 三井不動産住宅リース（株） 土屋　克己 （株）ワンダーライフ
小谷　徹 三井不動産住宅リース（株） 中村　孝浩 （株）エルアイシー
柴　豪 三井不動産住宅リース（株） 西村　啓一郎 大阪セキスイハイム不動産（株）

大野　寛之 （株）ムーヴアップ 佐々木　茂喜 （株）エリッツホールディングス
赤沢　伸吾 （株）メイショウエステート 石本　浩治 （株）学生ハウジング
石川　英嗣 （株）メイショウエステート 町野　剛 （株）グッドハウジング
落合　進 （株）メイショウエステート 岸本　健一 （株）クライフ

重住　健太 （株）メイショウエステート 山田　豊 （株）クライフ
太田　孝 （株）明豊プロパティーズ 藤掛　正嗣 （株）長栄
秋元　勝 （株）明和住販流通センター 山川　大喜 （株）長栄

小松﨑　祐一 （株）明和住販流通センター 柴田　剛 （株）フラットエージェンシー
和泉　純一 （株）ロイヤルエンタープライズ 前田　行敏 （株）フラットエージェンシー
大井　隆 （株）ロイヤルエンタープライズ 岡本　秀巳 （株）都ハウジング

山岡　一也 （株）ロイヤルエンタープライズ 若林　基道 （株）和敬
宮坂　玲子 （株）六耀 大阪府 樋口　次郎 アパルトマンエージェント（株）
石原　直仁 （株）石原興業 大野　勲 （株）エコホームズ

勝間田　智子 エス・ケーホーム（株） 平井　克典 江坂リアルティ（株）
鈴木　敏文 エス・ケーホーム（株） 山邉　進 江坂リアルティ（株）
深見　麻衣 （株）エヌアセット 今井　良造 大阪セキスイハイム不動産（株）
松本　慎二 （株）エヌアセット 清水　浩司 大阪セキスイハイム不動産（株）
荒木　工 （株）オリバー 中谷　徳夫 大阪セキスイハイム不動産（株）

板井　克憲 （株）オリバー 前田　和正 大阪セキスイハイム不動産（株）
森藤　健志 グリーン開発（株） 山本　雅仁 （株）関西建設
板倉　友司 （株）小菅不動産 西田　輝幸 （株）近畿住宅流通
大石　昭夫 （株）小菅不動産 曽我部　伸 （株）シーエフネッツ
熊澤　伸幸 （株）小菅不動産 木村　雄太 （株）住宅サービス
晝間　元樹 （株）小菅不動産 佐々井　隆 （株）住宅サービス
阿部　典子 （株）小浜土地建物 長田　耕一郎 （株）ダイワホームズ

大八木　信義 （株）小浜土地建物 小笠　康平 （株）宝住宅
小山　正明 （株）相模ダイワ 髙橋　敏嗣 （株）宝住宅
中川　裕介 新都市総合管理（株） 伊藤　伸泰 （有）トラスティーサービス
岩本　英樹 セキスイハイム不動産（株） 甲斐　久章 （株）ハウスメイトパートナーズ
前川　剛 セキスイハイム不動産（株） 後藤　公紀 （株）ハウスメイトパートナーズ
宍戸　晋 （株）全力不動産 中越　寿行 （株）ハウスメイトパートナーズ

山本　典良 ナイス（株） 矢富　絵理 （株）ハウスメイトパートナーズ大阪支店

秋本　康男 ナイス賃貸情報サービス（株） 髙山　雄大 三井不動産住宅リース（株）
黒髪　芳彦 ナイス賃貸情報サービス（株） 松尾　充泰 （株）リプロス
黒田　晋一 ナイス賃貸情報サービス（株） 石田　英之 （株）レンタックス
櫻井　正勝 ナイス賃貸情報サービス（株） 小島　信浩 （株）レンタルハウス南大阪
須田　維男 ナイス賃貸情報サービス（株） 祝　明士 大阪セキスイハイム不動産（株）
丹野　真 ナイス賃貸情報サービス（株） 後藤　英之 大阪セキスイハイム不動産（株）

前田　亮祐 日光建設（株）

神奈川県

兵庫県

東京都

神奈川県

石川県

愛知県

滋賀県

京都府

岐阜県

静岡県



都道府県 氏名 勤務先商号 都道府県 氏名 勤務先商号
藤堂　高光 (株）オフィス24 田所　敬規 青山地建（株）
大谷　洋二 セーヨー産業(株) 松尾　昭仁 青山地建（株）
鍋島　継介 シティネット（株） 今井　卓 （株）アスノ信拓
幣　明信 シティネット（株） 佐護　文昭 （株）アスノ信拓

豊岡　和樹 （株）ハウスプロメイン 河野　巧 （株）オクゼン不動産
小山　敬一 （株）マルサ不動産 高瀬　一寿 （株）オクゼン不動産
坂部　叔子 （株）マルサライフサービス 稗田　洋士 （株）オクゼン不動産
稲垣　慶人 （株）ライフィット 吉房　一郎 （株）オクゼン不動産
与田　稔 （株）ライフィット 中嶋　教博 （株）オクゼン不動産

山形　祐里 （有）レインボー不動産 篠原　隆盛 粕屋殖産（株）
奈良県 小西　克美 （株）丸和不動産 永芳　信彦 粕屋殖産（株）
鳥取県 菅原　伸育 （株）へいわ 菰原　陸 （株）コモハラ不動産

赤名　大輔 （株）アセット 山﨑　浩一 （株）ダイナサービス
古藤　孝行 藤谷産業 辛川　公一郎 （株）トーマスＲＤ
片寄　英治 不動産システム（株） 平川　憲 （株）トーマスＲＤ
西本　昇一 （有）アトム 関　健太郎 （株）ハウスメイトパートナーズ
瀬戸　満 （株）穴吹ハウジングサービス 西　秀生 （株）ハウスメイトパートナーズ
清水　勉 （株）ありき 吉水　雄二 （株）ハウスメイトパートナーズ

久保　勝美 （株）ありき真庭支店 重松　倫明 ハッピーハウス（株）
松下　浩仁 （株）ケイアイホーム 篠原　一孝 ハッピーハウス（株）
田中　大輔 （株）さくらコーポレーション 徳島　寛之 ハッピーハウス（株）
横浦　貴之 西日本開発（株） 高山　慎一 ハッピーハウス（株）
福光　智 （株）ワイ・ケイ興産 松尾　裕二 ハッピーハウス（株）

蒔田　智恵 （有）Ｙ・Ｋマネジメント 松廣　貴司 ハッピーハウス（株）
三村　豪 阿蘓　哲也 （株）福住

前田　健之 （株）穴吹ハウジングサービス 清田　炭治 （株）福徳不動産
髙山　裕子 島根不動産（株） 岡部　隆博 （株）不動産中央情報センター

寺田　誠一朗 島根不動産（株） 岸本　圭祐 （株）不動産中央情報センター
泉　慶太 島根不動産（株） 白石　亮太 （株）不動産中央情報センター

志々田　和典 （株）千力 但馬　智和 （株）不動産中央情報センター
志々田　幸治 （株）千力 本林　正生 （株）不動産中央情報センター
関戸　雅和 （株）タカハシ 杉山　真一 （株）不動産のデパートひろた
高橋　建太 （株）タカハシ 廣田　豊 （株）不動産のデパートひろた
山下　真吾 （株）タカハシ 彌重　文朗 （株）みずほ不動産
平田　和英 （有）平田不動産 御池　智哉 （株）三好不動産
田中　健一 広島ハウザー（株） 小濱　博之 （株）三好不動産
福原　博康 （株）不動産プラザ 瀬戸　貴浩 （株）三好不動産
大石　孝治 （株）プランニングサプライ 田ノ上　彰 （株）三好不動産
黒川　直樹 （株）プランニングサプライ 堂脇　善裕 （株）三好不動産

土細工　裕治 （株）プランニングサプライ 中村　健三 （株）三好不動産
問芝　法雪 （株）良和ハウス 石川　浩之 （株）リファレンス

冨士井　靖之 （株）良和ハウス 大原　隆正 （株）リファレンス
君川　和美 （株）エミアス 鈴山　直樹 （株）リファレンス
德海　愛子 （株）徳海 佐賀県 渕上　寛 （株）福徳不動産
岩崎　俊輔 （株）原弘産 森田　龍三 （株）ハウジングロビー
石川　史也 ありがとうございます（株） 小森　淳 （株）福徳不動産
島勝　崇公 ありがとうございます（株） 岡本　政洋 （株）福徳不動産
松田　結花 シティ・ハウジング（株） 早瀬　大二 （株）福徳不動産
元木　康浩 （株）セイコーハウジング 井上　治朗 アイティ・ナイス宅建（株）
宮浦　武夫 （有）バーニーズハウジング 山本　ゆかり アイティ・ナイス宅建（株）
藤本　昌宣 （株）藤本ハウジング 三船　恵子 （有）牛丸不動産
髙野　充 （株）穴吹ハウジングサービス 荒木　誠一郎 （株）コスギ不動産

武内　栄二 （株）穴吹ハウジングサービス 中尾　由香 （株）コスギ不動産
藤川　展行 （株）穴吹ハウジングサービス 浦田　敏秀 （株）明和不動産
宮本　憲人 （株）穴吹ハウジングサービス 川口　英之介 （株）明和不動産
大谷　秀樹 （株）グローバルセンター 西本　純一郎 （株）明和不動産
中村　憲生 （株）グローバルセンター 野田　博敬 （株）明和不動産

合田　恵梨子 （株）合田不動産 平川　好美 （株）明和不動産
西村　政高 （株）合田不動産 森野　優 （株）明和不動産
野津　靖生 （株）コスモ不動産 浦田　圭史 （株）豊不動産
原田　洋一 松野不動産（株） 奈須　敬司 （株）ＡＩＣ
松野　誠寛 松野不動産（株） 岩澤　幸一 プロパティワコー（株）
三好　徹 （株）穴吹ハウジングサービス 齋藤　正浩 プロパティワコー(株)

秋山　弥一 一宮興産（株） 佐藤　洋 （株）豊後企画集団
西田　信一 （株）三福綜合不動産 大久保　寿人 べっぷ大分不動産販売（株）
星川　俊一 （株）三福管理センター 大野　将憲 べっぷ大分不動産販売（株）
渡部　潤 （株）三福管理センター 久保田　嘉人 (株)クボタ住宅
星川　勉 ジャストホーム（株） 宮本　圭 (株)宮崎南不動産

母家　一道 （株）トミナガ不動産商事 鹿児島県 新村　立志 ＭＢＣ開発（株）
上田　政義 （株）ハウスメイトパートナーズ
清水　実 （株）ハウスメイトパートナーズ

長谷　直哉 （株）ハウスメイトパートナーズ
平沼　恵士 （株）ハウスメイトパートナーズ
平山　博彦 （株）ハウスメイトパートナーズ
中本　憲吾
池澤　雅文 （有）青葉住宅
山本　基也 （株）高知ハウス
山谷　一世 （株）高知ハウス
栗林　弘幸 （株）ファースト・コラボレーション
髙波　孝哲 （株）ファースト・コラボレーション
山本　富貴 （有）ヤマモト地所

兵庫県 福岡県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

宮崎県

長崎県

熊本県

大分県



都道府県 氏名 勤務先商号
嘉陽　進 （有）イッセイ住宅

島袋　常由 （有）イッセイ住宅
上田　明弘 （有）上田不動産
宇栄原　覚 （有）上田不動産
富原　敦 （有）上田不動産

屋宜　盛夫 （株）オキナ開発
田中　真治 （株）共和ホーム
比嘉　克也 志真志ほーむ。

仲宗根　守英 （有）住宅管理社
嶺井　克昭 （有）住宅管理社
佐和田　功 住宅情報センター（株）

佐和田　健二 住宅情報センター（株）
下田　隆史 住宅情報センター（株）
前里　幸彦 住宅情報センター（株）
上原　一彦 （有）ジョウゲン開発
上原　恵子 （有）ジョウゲン開発
松原　誠 （有）ジョウゲン開発

川端　友和 （有）新地開発
玉城　盛吉 （有）新地開発
嘉手納　工 （有）スマイル商事

嘉手納　充宇 （有）スマイル商事
中村　全志 ソラシド不動産
前盛　邦男 （株）大央ハウジング
伊波　満 大鏡建設（株）

仲間　径祐 大鏡建設（株）
髙良　達実 （有）高蔵住宅
伊禮　喜孝 （有）拓実住宅
上原　幹士 （有）拓実住宅
上原　桂子 （有）拓実住宅

新里　紗弥子 （有）拓実住宅
粟國　直義 （有）拓実住宅
池原　秀敬 （有）中央住研
新垣　守 中部興産（株）

大城　重人 中部興産（株）
具志堅　剛 中部興産（株）
布施　和彦 中部興産（株）

安慶名　美千代 （有）照正興産
仲与根　節子 （有）とみや不動産
八木　幸子 （有）とみや不動産
八木　政徳 （有）とみや不動産
新城　英仁 南新物産
宮城　博明 南新物産
仁開　一夫 （有）仁開商事
粟津　孝二 （株）ハウスメイトパートナーズ
國仲　塁 （株）ひろし不動産

砂川　幸男 （株）ひろし不動産
山口　幸一 （株）ひろし不動産
前里　喬史 （有）フォーラム環
當眞　勇 （株）マルユウハウジー

當眞　嗣史 （株）マルユウハウジー
當眞　貴代 （株）マルユウハウジー

金城　源治郎 （株）マルユウハウジー
瑞慶覧　博喜 （株）瑞翔
黒島　栄作 八重山住宅サービス（株）
佐久川　剛 （有）八重山ホーム
伊覇　英美

沖縄県


