
令和２年度 一般社団法人全国不動産協会 代議員立候補者の公示

一般社団法人 全国不動産協会 総本部代議員立候補者の氏名を次のとおり公示します。   

 令和２年度一般社団法人全国不動産協会総本部代議員立候補者の各支部届出締切日（下記参照）

までに１２３名の届出がありました。提出書類を審査した結果、全員が被選挙資格を満たしてい

ました。 

支部 届出締切日 

千 代 田 支 部 ５月 ７日（木） 

中 央 支 部 ４月２７日（月） 

城東第一支部 ４月３０日（木） 

江 戸 川 支 部 ４月３０日（木） 

城東第二支部 ４月３０日（木） 

港 支 部 ４月２７日（月） 

世 田 谷 支 部 ４月３０日（木） 

城 南 支 部 ５月 ７日（木） 

新 宿 支 部 ５月 ７日（木） 

渋 谷 支 部 ４月３０日（木） 

中野・杉並支部 ５月 ７日（木） 

豊島・文京支部 ４月３０日（木） 

城 北 支 部 ４月３０日（木） 

練 馬 支 部 ４月２７日（月） 

多 摩 北 支 部 ４月３０日（木） 

多摩中央支部 ４月２７日（月） 

多 摩 東 支 部 ５月 ７日（木） 

多 摩 西 支 部 ４月２１日（火） 

多 摩 南 支 部 ４月２７日（月） 

町 田 支 部 ５月 ７日（木） 



支部 氏名 商号

千代田 葛西　充 株式会社　グッド

川口　博士 有限会社　相信リアルエステート

佐山　知行 孝正エステート　株式会社

新永  宗三郎 株式会社  アイシンクリエーション

南雲　幸一 株式会社　ビー・エンタープライズ

古越　三男 株式会社　加門鑑定事務所

松﨑　信義 有限会社　エムズアンサーコーポレーション

丸岡　敬 株式会社　トキワ

横山　重隆 株式会社　プラスワン

中央 青山　和男 株式会社　青山エンタープライズ

小畑　正一 株式会社　ＮＥＷＳ　ＭＡＬＬ

後藤　博幸 環境ステーション　株式会社

白鳥　宏司 株式会社　イー・シー・エンタープライズ

永山　明男 株式会社　建築家合同事務所

本多　敏展 日本リアルプラン　株式会社

山口　真示 有限会社　アジュールコーポレーション

和光  隆信 株式会社  オフィストラスト

渡邊　正道 東エス　株式会社

城東第一 鮎川　博司 株式会社　マックスライフ

風祭  富夫 ランディック　株式会社

竹内　秀行 有限会社　三松商事

江戸川 駒田　悠紀男 株式会社　丸菱

田中　順一 有限会社　三田商事

矢作　憲一 松江産業　株式会社

城東第二 石島  義夫 有限会社  アイベックス

石綿  昭 有限会社  サンアイホームズ

加戸　豊則 有限会社　ケイティーハウス

關谷  美和子 株式会社  美和コミュニティ

高瀬  康明 有限会社  明立

竹林　香代 竹林総合事務所

港 石川　皓一 有限会社　エム・アイ・インターナショナル

石原　弘 株式会社　ＢＮＳ

緒方　政則 日和総業　株式会社

倉田　一義 総和建物　株式会社

塩田　喜子 有限会社　福寿不動産

正月　英明 有限会社　ケンズホーム

杉浦　公庸 株式会社　アセットアプレイザル青山

鈴木　久香 株式会社　サンレイジャパン

鈴木　勝晴 株式会社　リテール・シー

髙野　英康 株式会社 フォーエバーサンクス

一般社団法人　全国不動産協会　総本部代議員立候補者一覧
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竹内　秀樹 新橋土地建物　有限会社

中村　邦彦 日本ビルエース　株式会社

武藤　英孝 有限会社　ノルドハウス

柳沢　弘美 ミトミ　株式会社

世田谷 相場　浩 株式会社　相盛

大鎌　博 明友不動産　株式会社

木ノ内　諭 有限会社　英不動産

中村　恭子 Ｍａｒｋ　Ｖｉｌｌａｇｅ９８　株式会社

森下　寛 株式会社　日創ホーム

森山　靖治 株式会社　アドヴァンスインターナショナル

城南 岩田　和也 カズ不動産

岡野　敏雄 有限会社　日創管財

貝塚　克実 有限会社　エイムライフ

澤口　誠 株式会社　沢口電機製作所

田中　尚之 株式会社　Ｎラインズ不動産

鳥居　正勝 有限会社　鳥居商事

中西  実 株式会社　ニシダ

西間木  勝美 株式会社  コスミックジャパン

松本　太加男 株式会社　ツインシップ

宮内　哲 サントークス  株式会社

山口　裕子 有限会社　ミズ・プランニング

新宿 大久保　敦 日本プロパティ開発　株式会社

北出　光子 株式会社　アップライト

重盛　政幸 ハイネス管理  株式会社

篠　利行 有限会社　オンタケ

富田　仁美 株式会社　東輝

中切　敏雅 株式会社　ライフテック

中村　裕昌 株式会社　クックランド

野田　崇 ポスト・ライフ　株式会社

松﨑　富志夫 株式会社　バンリアルター

宮﨑　俊江 美吉商会

本嶋　重夫 有限会社　オリエンタルランド

横山　武仁 エー・アール・ビー

渋谷 浅見　保明 有限会社　日本ウォール企画

大江　信昭 株式会社　五興商事

大原　仁 Grande Plaine

小野  義光 有限会社  マインズブルー

加藤　光穂 株式会社　リブ・トラスト

上村　岩男 株式会社　三英堂商事

清水　修司 株式会社　エスデー建築企画研究所
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清水　竹三 株式会社　スペースランド

外村　廣 オフィス・アオバ　株式会社

土生　成次 株式会社　青山アセッツ

古田　宜矢 株式会社  デュオ

前田　明英 株式会社　栄明

中野・杉並 井上  正人 有限会社  万代住宅

長田　茂 株式会社　フォーチュン

鈴木　秀男 株式会社　天満屋不動産

林　直清 大幸住宅　株式会社

廣田　潔 株式会社　クレオ

本多　健幸 チサト産業　株式会社

豊島・文京 荻原　武彦 祥興ハウジング　株式会社

鎌田　隆 有限会社　ＳＡＮＫＥＩＫＡＮＲＩ

亀田  順子 株式会社  パレット　エステート

内藤　淳 ナイトウマネジメント　株式会社

端　厚 株式会社　モード・ハタ

藤本　淳 豊島不動産　株式会社

宮田　みどり 株式会社　コアシステム

八幡　信明 大八恒産　株式会社

城北 奥泉　克 株式会社　フィールド環境開発

韮澤　道代 株式会社　コバヤシ

目黒　歳章 有限会社　マイホーム

山下　大七郎 有限会社　ジー・セブン企画

練馬 阿波　康則 有限会社  菱和エステート

長尾　英俊 株式会社　ケア・ジャパン

宮部　直明 有限会社　アセットハウス

多摩北 及川　昇一 有限会社　正邦

釜谷　正夫 株式会社　カマタニ

堺　晋 しんび不動産

島田　幸夫 株式会社　レガーミハウジング

松村　純一 有限会社　松武

多摩中央 浅川　直行 株式会社　プレイス

石原  孝治 アリス  株式会社

多摩東 石川　康雄 日商ホーム　株式会社

鬼束　浩司 三共ホーム　株式会社

長崎　映人 株式会社　カフーノート

多摩西 原嶋　和利 株式会社　三愛

山本　誠一郎 奥多摩住宅供給　株式会社

多摩南 河﨑　浩三 晃榮産業　株式会社

坂本　祐人 ひのたま不動産　株式会社
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立川  忠治 有限会社  タチカワホーム

町田 大久保  広宣 株式会社  プラスアルファ

田代　雅司 朝日リビング　株式会社

以上１２３名

一般社団法人 全国不動産協会 東京都本部

代議員選挙管理委員会

委 員 長　金 子　重 雄

令和2年5月12日


