
役職 所属 氏名 商号 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号

会長 相模北 坂本　久 ㈱山久建設不動産 252-0239 神奈川県相模原市中央区中央３－１４－１２ 042-756-3939 042-758-3838

副会長 横須賀三浦 草間　時彦 ㈲セントラル・ホームズ 239-0842 神奈川県横須賀市長沢２－８－１４ 046-847-2828 046-847-2888

副会長 川崎北 中尾　健治 ㈲宮崎不動産 216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎２－８－２ 044-877-5652 044-865-7921

副会長 横浜南部 山野井　正郎 ㈱山野井 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－１３－２３　タウンサイト４１１Ｆ 045-843-5700 045-845-0550

副会長 横浜鶴見 横山　智司 ㈱マウンテン 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央１－４－１　坂口屋ビル２Ｆ 045-506-4189 045-506-4190

副会長 相模南 大塚　亮一 ㈲システムブレイン 252-0311 神奈川県相模原市南区東林間５－１４－１ 042-748-3245 042-765-8112

副会長・
専務理事

横浜北 岡田　日出則 ㈱おかだハウジング 224-0014 神奈川県横浜市都筑区牛久保東１－２１－１４ 045-592-5565 045-592-5563

常務理事 横浜中央 迫田　稔 ㈱日本セルバン 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸２－８－４　横浜西口ＫＮビル　１２Ｆ 045-317-5670 045-317-5671

常務理事 横浜東部 桐ヶ谷　修幸 ㈱桐ヶ谷工業所 221-0044 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川２－４９－１６ 045-461-0471 045-441-7437

常務理事 横浜西部 岩城　孝子 ひだち屋不動産 245-0014 神奈川県横浜市泉区中田南５－１－１６　葛の湯１号室 045-861-4854 045-801-5539

常務理事 川崎南 加藤　義治 ㈲寿不動産 210-0804 神奈川県川崎市川崎区藤崎４－１６－５ 044-244-2033 044-244-2585

常務理事 川崎中 中村　公則 ㈱エイト中村 211-0006 神奈川県川崎市中原区丸子通２－７０７－１ 044-722-2104 044-733-7574

常務理事 鎌倉 德増　源七 德増不動産㈱ 247-0056 神奈川県鎌倉市大船１－１１－２２ 0467-46-4529 0467-46-0088

常務理事 湘南 水落　雄一 ㈱水落建設 251-0015 神奈川県藤沢市川名８０１ 0466-26-1601 0466-23-6019

常務理事 湘南中 松本　茂 ㈱松本企画 259-1114 神奈川県伊勢原市高森２－１７－６ 0463-95-8668 0463-95-8670

常務理事 県央 三橋　義人 三橋ビル㈲ 243-0016 神奈川県厚木市田村町２－２０　三橋ビル　アネックス３Ｆ 046-223-3914 046-223-3915

常務理事 県央東 相原　京子 ㈱アイ・エステート 243-0405 神奈川県海老名市国分南２－９－３５ 046-234-1188 046-233-6009

常務理事 相模北 山田　隆 ㈲山田不動産 252-0238 神奈川県相模原市中央区星が丘１－６－１６ 042-752-7009 042-753-5686

常務理事 小田原 髙杉　尚男 ㈱エス・シーリビング 259-0303 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥５－３－７ 0465-62-1616 0465-64-1902

理事 横浜中央 大西　洋子 ㈱アトランティック 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸２－２０－８　タイヨウビル６Ｆ 045-317-7155 045-317-7156

理事 横浜中央 小勝　太郎 勝総合開発㈱ 220-0023 神奈川県横浜市西区平沼１－３－１３ 045-326-3399 045-326-3398

理事 横浜中央 佐藤　俊介 ㈱スマートコンパス 231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町３－３０－１ 045-222-8378 045-222-8379

理事 横浜中央 羽根田　仁 ㈱西部地所 231-0028 神奈川県横浜市中区翁町２－７－３　松井ビル２０２ 045-264-9941 045-264-9940

理事 横浜中央 村岡　一豊 ㈱池田 231-0824 神奈川県横浜市中区本牧三之谷１６－１２ 045-623-5550 045-625-1799

理事 横浜中央 米山　満 ヨネミツ不動産 231-0064 神奈川県横浜市中区野毛町３－１２３ 045-242-5336 045-261-2967

理事 横浜東部 伊藤　寿一 ㈱山木屋 221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町４－３７－１ 045-312-4540 045-312-4551

理事 横浜東部 梨本　幹彦 ㈲冨士商事不動産部 221-0002 神奈川県横浜市神奈川区大口通１２２－４０ 045-401-1285 045-401-1286

理事 横浜南部 安齋　誠一 ㈲池上商事 236-0016 神奈川県横浜市金沢区谷津町３４１ 045-784-3711 045-701-7546

理事 横浜南部 齋藤　公治 ㈲ケービーホーム 236-0016 神奈川県横浜市金沢区谷津町１４７－１ 045-785-8853 045-785-8874

理事 横浜南部 大西　祥史 大成商事㈱ 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西２－９－２８　ホワイトプラザ１Ｆ 045-842-6543 045-842-6544

理事 横浜西部 栗原　恵司 ㈱横浜不動産コンサルティング 241-0804 神奈川県横浜市旭区川井宿町９－１ 045-959-0121 045-959-0122

理事 横浜西部 小泉　毅 ㈲トレンドホーム 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町３２７４ 045-881-5071 045-881-2491

理事 横浜西部 米田　宗充 ㈲エムワイハウジング 246-0014 神奈川県横浜市瀬谷区中央２－２９ミドルレジデンスオオエ１Ｆ 045-304-1908 045-304-4462

理事 横浜西部 菅原　稔 日本フロンティア㈱ 240-0003 神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町１－１８－２ 045-331-4468 045-337-0367

理事 横浜北 松本　茂 セントラル産業㈱ 225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘２－１５－７ 045-901-1541 045-901-5157

理事 横浜北 嶋村　悟 ㈱しまむら企画 222-0001 神奈川県横浜市港北区樽町２－１３－２５ 045-531-9300 045-531-9300

理事 横浜北 横田　雅之 ㈲中川不動産 224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川７－１－２８ 045-913-7892 045-913-7894

理事 横浜北 吉村　なお子 ㈱五洋計画 225-0004 神奈川県横浜市青葉区元石川町３７１５－５　サウスアベニュー１９－１０５ 045-904-4801 045-904-4801

理事 横浜北 蕪木　貴宏 ㈲イサミ商事 225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町１１５３－４ 045-972-1031 045-972-0686

理事 横浜鶴見 横溝　徹 マルセビル管理㈱ 230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町１９－２３－２０４ 045-582-9391 045-582-5206

理事 横浜鶴見 浅川　満裕 ㈱広栄商事 230-0011 神奈川県横浜市鶴見区上末吉５－１３－５ 045-572-1967 045-572-1962

理事 川崎南 渡邉　武人 ㈱アイホーム 210-0853 神奈川県川崎市川崎区田島町１３－１７ 044-344-6666 044-366-5530

理事 川崎南 武市　章秀 ㈱リアルエステート秀建 210-0806 神奈川県川崎市川崎区中島３－５－１１ 044-589-4163 044-589-4167

理事 川崎中 志村　京一 ㈱ウィルハウス 211-0044 神奈川県川崎市中原区新城３－１－４　Ｋ＆Ｔウィルハウスビル 044-753-2727 044-753-2728

理事 川崎中 大谷　昌広 ㈱はたや商事 211-0065 神奈川県川崎市中原区今井仲町１－２ 044-733-5455 044-733-2215

理事 川崎北 伊藤　俊美 東亜商事㈱ 214-0037 神奈川県川崎市多摩区西生田３－９－２４ 044-955-1715 044-955-1719

理事 川崎北 和栗　順子 リアルトーヨー㈱ 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口２－７－１ 044-850-1121 044-850-1127

理事 横須賀三浦 野村　收 ㈱相和地所 238-0042 神奈川県横須賀市汐入町２－３９ 046-821-3311 046-821-3316

理事 横須賀三浦 小野寺　伸次 ㈱神奈川住宅 238-0221 神奈川県三浦市三崎町六合３０３－７ 046-881-0252 046-881-0594

理事 鎌倉 榎本　博史 ㈲榎本不動産 248-0003 神奈川県鎌倉市浄明寺５－４－１４ 0467-23-9000 0467-23-9040

理事 鎌倉 遠藤　幸子 葉山不動産㈱ 240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内７４１－６ 046-875-1558 046-875-9447

理事 湘南 永松　秀行 富士リアルティ㈱ 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢１０５１－５－４Ｆ　ＴＡＩＫＩ３ＢＬＤＧ． 0466-50-7000 0466-50-1005

理事 湘南 芝　直也 神奈川地所㈱ 251-0045 神奈川県藤沢市辻堂東海岸３－７－１９　ＫＪスクエア湘南辻堂 0466-31-1150 0466-31-1151

理事 湘南 鈴木　修 ㈱シーブリーズ 253-0055 神奈川県茅ヶ崎市中海岸３－１２９８６－１６０ 0467-89-0316 0467-88-0032

理事 湘南 浅場　真澄 ㈲ステイ湘南 251-0046 神奈川県藤沢市辻堂西海岸１－８－１３ 0466-35-5529 0466-35-5516

理事 湘南中 北村　久史 だるま商事㈲ 257-0011 神奈川県秦野市尾尻９４４－１ 0463-81-0036 0463-83-1602

理事 湘南中 百々　淳 ㈱アサノ 259-1132 神奈川県伊勢原市桜台１－１５－１８ 0463-94-6141 0463-94-6144

理事 湘南中 奥山　誠 ㈲ミナミハウジング 254-0811 神奈川県平塚市八重咲町１２－２８ 0463-20-8819 0463-20-8821

理事 県央 古澤　告夫 ㈱レイメイコンサルティンク゛ 243-0034 神奈川県厚木市船子１１４０ 046-250-1177 046-250-1166

理事 県央 荒井　征次 ㈱あらい不動産管理 243-0018 神奈川県厚木市中町４－９－１７ 046-224-2222 046-224-1496

理事 県央東 小笠原　純 ㈱厚木地所　海老名支店 243-0405 神奈川県海老名市国分南１－２２－１ 046-232-4141 046-232-3233

理事 県央東 栗山　隆太 ㈲臼井不動産 242-0006 神奈川県大和市南林間２－１１－４ 046-274-0533 046-274-0534

理事 相模南 松元　定示 ㈲第一住宅社 252-0334 神奈川県相模原市南区若松３－４８－２ 042-747-1111 042-747-1124

理事 相模南 池田　健博 ㈱東翔 252-0324 神奈川県相模原市南区相武台３－２１－１１　キャッスルマンション相武台２０８ 046-244-3743 046-244-3744

理事 相模北 加藤　修 ㈲マルゼンカンパニー 252-0229 神奈川県相模原市中央区弥栄２－９－９　２Ｆ 042-756-1818 042-755-4420

理事 相模北 金子　英樹 金子建設㈱ 252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝１２９９ 042-757-0001 042-755-7988

理事 小田原 藤井　香大 ㈲小田原不動産 250-0011 神奈川県小田原市栄町２－１１－８ 0465-22-8333 0465-24-1058

理事 小田原 鈴木　達之 司建設㈱ 250-0051 神奈川県小田原市北ノ窪４５２ 0465-32-3232 0465-34-5591

監事 川崎中 松中　秀司 ㈲松中一級建築士事務所 210-0834 神奈川県川崎市川崎区大島４－１２－１２ 044-233-4151 044-233-4247

監事 県央東 深澤　勝利 ㈲関東工務店 243-0401 神奈川県海老名市東柏ヶ谷２－１７－２４　舘田ビル１０２ 046-234-3113 046-234-3114

監事 紙野　愛健 青山アクセス税理士法人 107-0052 東京都港区赤坂８－２－１６　ゼフィロス青山４Ｆ 03-6434-7280 03-6434-7286

監事 前田　康行 MAEDA YASUYUKI法律事務所 231-0011 横浜市中区太田町４－５５　横浜馬車道ビル８Ｆ 045-640-4710 045-640-4730
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