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所在地

TEL

FAX

東淀第01 ㈱旭住宅 貴志侑司 東淀川区瑞光2-11-14
06-6328-6000 

06-6320-6400

東淀第01 ㈱いほり建設 菴田　廣 東淀川区瑞光1-11-22
06-6329-0430 

06-6326-9176

東淀第01 ㈲Ａ・Ｓコーポレーション
松本三枝子 

東田　強
東淀川区相川2-9-3

06-6349-8715 

06-6349-8738

東淀第01 ㈱エステートエサカ 渡辺克裕 東淀川区北江口4-6-11
06-6340-0802 

06-6340-0812

東淀第01 ㈱オーバーテイク
井田雅彦

井田香織
東淀川区井高野1-1-26

06-6827-2086

06-6827-3086

東淀第01 ㈱ＯＺホーム 石東　淳
東淀川区瑞光1-2-11 

坂口ﾋﾞﾙ１階角

06-6320-1200 

06-6320-3500

東淀第01 ㈱オックス上新庄はうす
安部知顯 

小又梨加

東淀川区瑞光1-3-12 

明徳ﾋﾞﾙ1F

06-6321-0333 

06-6321-0023

東淀第01 ㈱ガイアエステート 向　佳代 東淀川区小松1-10-40
06-6379-2661 

06-6328-2077

東淀第01 ㈱ＧＲＡＮＤＩＲ 上新庄店 岡本香織 東淀川区瑞光1-11-25
06-6326-4146

06-6326-4455

東淀第01 ㈱コムレイド
川先英生 

川先尚子
東淀川区小松1-10-16

06-6326-8010 

06-6328-6325

東淀第01 上新住研㈱ 岡田宏也 東淀川区小松2-4-34
06-6328-3033 

06-6325-9950

東淀第01 ㈱上新住販 岡田健吾 東淀川区小松2-4-34
06-6328-3034

06-6195-7115

東淀第01 ㈱ＮＡＧＯＭＩ　ＨＯＵＳＥ 伊藤　崇
東淀川区瑞光4-7-11

本多ﾋﾞﾙ1階Ａ号室

06-6323-7531

06-6323-7533

東淀第01 ニッコウHOME㈱ 筒井誠治
東淀川区小松5-6-41

ｻﾝｳｴｽﾄ106号

06-6329-8700

06-6329-8711

東淀第01 ㈱日昌ホーム
中辻誠士

中辻裕美子

東淀川区小松1-1-3

江口ﾋﾞﾙ1階

06-6379-1600

06-6379-2828

東淀第01 ㈲パークス 外島光義
東淀川区小松3-1-2 

ｺｽﾓｻﾞﾊﾟｰｸｽ1212

06-6320-1666 

06-6320-1766

東淀第01 ハウジング・ナビ
市原　悟 

高崎昭彦

東淀川区相川2-17-13 

ｼｬﾄﾚ相川ﾏﾝｼｮﾝ1-103

06-6829-3312 

06-6829-3315

東淀第01 ハウス住建㈱
西原　太 

鈴川利佳
東淀川区瑞光1-4-2

06-6370-3300 

06-6370-3003

東淀第01 ハウス不動産 金田立男 東淀川区小松1-2-7
06-6329-1551 

06-6327-0327

東淀第01 日隆産業㈱
谷　康司 

谷　恵子
東淀川区小松2-7-14

06-6329-4424 

06-6329-7774

東淀第01 ㈲牧野
牧野峰日

本多雄二
東淀川区井高野3-2-46

06-6340-7174

06-6340-7180

東淀第01 ㈱茉莉花 南　茉耶
東淀川区南江口2-7-19

1階

06-6195-5955

06-6195-5956

東淀第01 ㈱丸中不動産 中川照章 東淀川区瑞光1-9-19
06-6328-6171 

06-6328-1125

東淀第01 明青住宅 瀧川義征 東淀川区北江口1-8-2
06-6349-7828 

06-6349-7828

会員商号
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東淀第01 ランドクリエイト 中村繁市 東淀川区小松1-9-12
06-6105-7252

06-6105-7253

東淀第01 ㈱ワン・ステップ不動産
假屋香世子

假屋真吾
東淀川区瑞光1-8-11

06-6322-3003

06-6322-3004

東淀第02 井上工務店 井上敏行 東淀川区大桐2-18-39
06-6329-4005 

06-6329-4345

東淀第02 イレブンエステート㈱ 林　栄作 東淀川区大桐2-5-6
06-6324-1171 

06-6324-1195

東淀第02 ㈱エイチ・エム住建 田部井　聡
東淀川区菅原3-1-3

淡路第2ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾊｲﾑ102

06-6476-9371

06-6476-9372

東淀第02 ㈲エム・エム産業 前田惠子 東淀川区豊里5-26-7
06-6370-8451 

06-6370-8452

東淀第02 エリアエステート㈱
河井亜紀子 

塩見美音子

東淀川区豊里5-20-21 

ﾌﾟﾛｽﾊﾟｰﾋﾞﾚｯｼﾞ　１Ｆ

06-6990-5045 

06-6321-0877

東淀第02 北建設㈱淀川営業所 那須公一 東淀川区大桐2-5-11
06-6326-1231 

06-6326-1213

東淀第02 北興産㈱淀川営業所 高原弘一 東淀川区大桐2-5-11
06-6329-3999 

06-6326-0026

東淀第02 ㈱グラントホーム
大町祐貴

小林茂夫

東淀川区豊里2-7-18

豊里ｺﾄﾌﾞｷﾋﾞﾙ1F

06-6323-8111

06-6323-0888

東淀第02 ㈱クリエーション 中村　徹 東淀川区菅原5-1-2
06-6226-8091

06-6226-8091

東淀第02 小林技建 小林研一 東淀川区豊里2-18-12
06-6327-5969 

06-6327-3803

東淀第02 ㈱三祐不動産 山口正樹 東淀川区菅原7-11-17
06-6329-2210 

06-6325-7360

東淀第02 ㈱ジェイホーム
林　順子

林　大輝
東淀川区大桐4-2-25

06-6326-4310

06-6326-4310

東淀第02 住プランニング㈱ 栗岡豊彦 東淀川区菅原4-1-22
06-6795-9057

06-6795-9058

東淀第02 ㈱成和プランニング 徳田啓二 東淀川区大桐1-12-13
06-6160-3636

06-6160-3637

東淀第02 ㈲高橋建設　大阪支店 藤田将行
東淀川区大道南2-4-23

なかよしﾏﾝｼｮﾝ103号

06-6322-3010

06-6322-3011

東淀第02 ㈱タカラコンステレーション
宮野　純

加茂正樹

東淀川区豊里1-11-28 

北淀宝ﾊｲﾂｶﾄﾚｱ

06-6325-6444 

06-6325-6448

東淀第02 ㈲谷垣工務店
谷垣健治

穴風多恵
東淀川区大隅2-7-35

06-6195-6408

06-6195-6418

東淀第02 東洋建設㈱
音頭克郎 

岩佐善雄
東淀川区豊里2-24-9

06-6327-4100 

06-6327-4111

東淀第02 ドーン㈱ 乾　孝亮
東淀川区大桐3-15-3

童夢1F

06-6990-1020

06-4303-5290

東淀第02 ㈱ハウスメッセージ 田中昌彦
東淀川区菅原3-1-3

淡路第2ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾊｲﾑ106

06-6324-2222

06-6324-2221

東淀第02 ピュアハウジング 石川洪基 東淀川区大道南2-21-4
06-7500-5670

06-6325-2098

東淀第02 芙蓉産業㈱
田村朝嗣 

田村由起恵
東淀川区豊里7-19-21

06-6329-1141 

06-6328-0870
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東淀第02 ㈱ホーメストホーム 蔵所敬造 東淀川区大道南3-6-2
06-6990-4080

06-6990-4081

東淀第02 ㈲マサトミ住建
道山雅英 

木島徳男

東淀川区菅原3-2-15 

道山ﾏﾝｼｮﾝ1F

06-6990-3220 

06-6990-0282

東淀第02 マックスハーベスト㈲ 山口一夫
東淀川区豊里5-9-3 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾟｱ豊里1-103

06-6322-8546 

06-6322-8621

東淀第02 ㈱マツミライフサービス
松本悟志

松永理沙
東淀川区大道南3-7-6

06-6323-5503

06-6323-5504

東淀第02 ㈱レンタックス
宮野　純 

安田一仁

東淀川区豊里2-25-8 

北淀宝アカシアビル２階

06-6990-7023 

06-6326-3015

東淀第02 ㈲和拓不動産 杉本拓哉 東淀川区大桐2-1-5
06-6327-2951 

06-6327-2952

東淀第03 ㈱アスカホーム
福田哲文 

呉山基浩
東淀川区豊新5-12-23

06-6323-6300

06-6323-8080

東淀第03 ㈲アハト開発
前田正子

前田みつ子
東淀川区豊新5-14-11

06-6320-3113

06-6325-3139

東淀第03 ａｒｇｏ㈱
名村浩行

篠原裕夫
東淀川区豊新3-13-17

06-6990-4951

06-6990-4952

東淀第03 兼松興商㈱ 坂本和徳
東淀川区下新庄4-20-10 

ｻﾝﾊｲﾂﾏﾝｼｮﾝ１階

06-6324-1925 

06-6326-0506

東淀第03 ㈱カワクボ 川久保広宣 東淀川区下新庄6-1-16
06-6324-2593

06-6324-2590

東淀第03 関西ハウジング㈱ 金本弘治 東淀川区下新庄5-10-15
06-6320-5555 

06-6320-4529

東淀第03 関西ハウジングサービス㈱
金本鈴子

金本正枝
東淀川区下新庄5-10-15

06-6320-5888

06-6320-4529

東淀第03 共栄商事 土屋香織 東淀川区豊新1-13-6
06-6327-0600 

06-6327-6022

東淀第03 ㈲近畿プラント
中田廣一 

中田峰雄
東淀川区上新庄3-11-25

06-6328-0016 

06-6328-0036

東淀第03 ㈱サンセイホーム 松倉誠治
東淀川区豊新5-10-14

植原ﾕｳﾊｲﾂ1階

06-6476-9990

06-6476-9998

東淀第03 大英興産㈱ 丸橋俊夫 東淀川区上新庄2-22-8
06-6327-4381 

06-6321-3684

東淀第03 ㈱ダイキチ 上新庄店
平野晃司

衣川和希

東淀川区豊新5-19-18

ｺｺﾁﾌｫﾚｽﾄgn201号室

06-6326-6151

06-6326-6152

東淀第03 ㈲高岡不動産 塚原昌弘 東淀川区下新庄5-7-19
06-6329-1491 

06-6326-2722

東淀第03 宝住販桜田商会 桜田好洋 東淀川区豊新3-20-7
06-6328-0206 

06-6327-2868

東淀第03 ㈱ＤＣＲ 玉木壽遠
東淀川区豊新3-24-5

ｸﾘｽﾀﾙﾋﾞﾙ1F

06-6990-1280

06-6990-1285

東淀第03 ㈱トモエステート 朝長敦夫 東淀川区上新庄1-2-49
06-6328-3331 

06-6328-5692

東淀第03 豊里興産㈱
辻中　隆 

辻中隆宏
東淀川区豊新1-4-29

06-6328-1100 

06-6328-1144

東淀第03 ｂ Stream 田畑栄子
東淀川区下新庄5-6-16

ﾒﾛﾃﾞｨﾊｲﾑ北大阪505号

06-6326-8269

06-6326-8269

（3）



地区名 商　号
代表者

準会員(B)
所在地

TEL

FAX

会員商号

東淀第03 ㈱福屋不動産販売 上新庄店
中出大成

髙岸邦尚
東淀川区豊新1-21-27

06-6990-6298 

06-6320-7298

東淀第03 ㈱北富不動産
北山義国 

北山晴美
東淀川区豊新4-7-18

06-6326-2998

06-6326-2990

東淀第03 ㈱Ｂｏｌｄ 榎本美和子 東淀川区豊新4-8-3
06-6795-9331

06-6795-9332

東淀第03 ㈱Ｍakana Ｈouse
庄田克大

満田　仁
東淀川区豊新3-26-7

06-6320-2600

06-6320-3600

東淀第03 丸富産業㈱ 中林浩三 東淀川区豊新5-13-15
06-6815-1000 

06-6320-2055

東淀第03 吉通不動産㈱ 坂本吉道 東淀川区上新庄3-20-7
06-6195-5935

06-6195-5985

東淀第03 ㈱淀川アクテス
池田幸義 

宮脇晴美
東淀川区豊新3-25-18

06-6325-7002 

06-6328-8030

東淀第03 淀川ビル㈱
福角弥生 

福角行雄
東淀川区豊新5-20-9

06-6327-1595 

06-6324-0189

東淀第03 ワールド住販㈱ 藤本　譲 東淀川区豊新5-19-10
06-6323-3118 

06-6323-3128

東淀第04 ㈱アイリンクエステート
小阪哲哉

片山隆一
東淀川区東淡路4-33-36

06-6770-9087

06-6770-9088

東淀第04 ㈱エクセルエステート 岡田茂
東淀川区淡路1-4-17 

ｴｸｾﾙ新大阪１階

06-6195-1720 

06-6195-1702

東淀第04 ㈱近畿クリエイト大阪営業所 水野晴司
東淀川区淡路3-2-20 

ｼｬｲﾝﾋﾞｭｰ淡路203

06-6322-8001 

06-6322-8029

東淀第04 ㈱ＧＲＡＮＤＩＲ
辻本晃男

木村美香
東淀川区淡路4-2-11

06-6324-4146

06-6326-4334

東淀第04 河野工務店 河野裕明 東淀川区東淡路4-11-5-1F
06-6324-0730

06-6324-0726

東淀第04 ㈱Ｃozy
石原幸二

数瀬久修

東淀川区淡路4-14-13

難波ﾋﾞﾙ1F

06-6323-2501

06-6323-2502

東淀第04 ㈱Ｃozy ＪＲ淡路店
長澤祐太

鍵田憲司
東淀川区東淡路4-33-9

06-6195-9025

06-6195-9035

東淀第04 ㈱ジャパンケルモ
石津　勉 

坂本明子
東淀川区東淡路2-17-4

06-6326-4600 

06-6326-4450

東淀第04 スギハウジング
杉田暢之 

髙坂洋子
東淀川区東淡路4-2-23

06-6321-1122 

06-6321-1125

東淀第04 セイワハウジング 大升　清 東淀川区淡路4-8-3
06-6320-7777 

06-6320-7778

東淀第04 第一不動産㈱ 佐藤勝久 東淀川区淡路4-8-17
06-6323-0233 

06-6323-1212

東淀第04 ㈱ダイバーシティーマネジメント 今井健二 東淀川区淡路5-20-5
06-6195-2665

06-6195-2664

東淀第04 ㈱高杉総合事務所 高杉直秀 東淀川区淡路5-9-13
06-6322-0033 

06-6322-0944

東淀第04 東栄開発㈱ 吉田　守 東淀川区東淡路2-13-7
06-6323-0919 

06-6326-7238

東淀第04 ながいけ建築設計事務所 長池尚之
東淀川区東淡路1-5-2 

613号

06-6329-9966 

06-6329-9966
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東淀第04 にしもと管理 西本雄一郎
東淀川区淡路4-6-43

清明ﾊｲﾂⅡ101号

06-6195-3390

06-6195-3391

東淀第04 馬場建設㈱
馬場宏造 

馬場裕代
東淀川区東淡路4-14-12

06-6322-6368 

06-6322-6219

東淀第04 ㈱ブレスＪＡＰＡＮ
宮脇道子

石井　哲
東淀川区淡路4-7-24

06-4862-5344

06-4862-5344

東淀第04 穂積アンドプロパティ㈱ 藤村光男
東淀川区淡路4-1-36

ｻﾝｼｬｲﾝ淡路1F

06-4809-2200

06-4809-2211

東淀第04 ㈱ミムプラス 野村寿親
東淀川区淡路5-3-20

ESPRIME新大阪Ⅱ501号

06-6325-5166

06-4963-2870

東淀第04 モリホーム㈱ 盛　英樹 東淀川区淡路4-12-1
06-6320-3821 

06-6320-3819

東淀第04 ㈱ランディス
豊島　徹

賀嶋　悠

東淀川区東淡路4-24-8

桂ﾊｲﾑ301号

06-6325-0580

06-7174-6676

東淀第05 ㈱ｱｰﾈｽﾄﾜﾝ大阪営業所 西川雅敏
東淀川区東中島1-6-14 

新大阪第2日大ﾋﾞﾙ1階

06-6990-5286 

06-6990-5288

東淀第05 ㈱アクロスコーポレーション 正岡　司
東淀川区東中島2-8-6

新大阪ｻﾑﾃｨﾋﾞﾙ401号

06-6379-0021

06-6379-0041

東淀第05 ㈱アップターン
大嶋雅人 

宮本正弘

東淀川区東中島1-20-12 

ﾕﾆｿﾞｰﾝ新大阪6階623号

06-6990-5677 

06-6990-5668

東淀第05 ㈱インブレイス 澤田優也
東淀川区東中島1-6-14 

新大阪第2日大ﾋﾞﾙ908号

06-4862-7941

06-4862-7961

東淀第05 ㈲ウィンズ
末次一美

寺田昌弘

東淀川区東中島1-20-12

ﾕﾆｿﾞｰﾝ新大阪521号

06-6990-6067

06-6990-6068

東淀第05 Xceed Style㈱ 田中佑樹
東淀川区東中島1-6-14 

新大阪第2日大ﾋﾞﾙ401号

06-6300-7108

06-6300-7158

東淀第05 ㈱SKプランニング
木保　晶

谷村　誠

東淀川区東中島1-17-5

ｽﾃｭﾃﾞｨｵ新大阪1119号

06-6770-9466

06-6195-9289

東淀第05 エルスイッチ㈱
金森嘉隆

野田哲平

東淀川区東中島4-11-6

ﾈｵﾗｲﾌ新大阪西棟702号室

06-6320-9099

06-6320-9091

東淀第05 ㈱ＥＬプランニング 苗村　晃 東淀川区西淡路1-2-64
06-6990-2300 

06-6990-2400

東淀第05 ㈱えんぱ地所
北口豊史

黒田卓也

東淀川区東中島1-17-5

ｽﾃｭﾃﾞｨｵ新大阪217号室

06-6732-9992

06-6732-9081

東淀第05 太州実業
足立晴鴻 

桒原俊雄

東淀川区東中島1-20-19 

ﾋｶﾘﾋﾞﾙ10階1010号

06-6323-8845 

06-6323-8840

東淀第05 ㈱カナモリコーポレーション大阪支店 武居昌子
東淀川区東中島4-11-6

ﾈｵﾗｲﾌ新大阪 西棟701号室

06-6370-7155

06-6370-7156

東淀第05 ㈱岸本不動産建設 岸本恵美子
東淀川区西淡路1-13-3 

302

06-6397-9160 

06-6397-9164

東淀第05 ㈲ＫＩコンサルタント 植田博啓
東淀川区東中島2-8-6

新大阪ｻﾑﾃｨﾋﾞﾙ302号

06-6195-5880

06-7220-3075

東淀第05 ㈱コアエステート
松岡彰宏 

杉田京子

東淀川区東中島2-8-6 

新大阪ｻﾑﾃｨﾋﾞﾙ4階

06-6990-7558 

06-6990-7559

東淀第05 ㈱光輪
福本幸司

竹内利治

東淀川区東中島1-20-12

ﾕﾆｿﾞｰﾝ新大阪905号

06-6770-9907

06-6770-9908

東淀第05 ㈱ココログ 足立雅浩
東淀川区東中島1-11-6

ｼﾃｨｱｰｸ新大阪1A号室

06-6370-2225

06-6370-2226
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東淀第05 シティ不動産㈱ 井上裕次郎
東淀川区東中島2-8-8 

ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ新大阪401号

06-6300-7426

06-6300-7427

東淀第05 ㈱ジャパンリンク
橘　真澄

荒河信善

東淀川区東中島1-17-5

ｽﾃｭﾃﾞｨｵ新大阪646号

06-6990-3600

06-6990-3601

東淀第05 ㈱シュトウ 首藤秀美
東淀川区柴島2-12-6 

ｻﾝﾛｲﾔﾙ柴島ﾊﾟｰﾄ3　1階1B号

06-6323-0886 

06-6320-5582

東淀第05 首藤商店 首藤雄弘 東淀川区柴島2-12-6
06-6323-0396 

06-6320-5582

東淀第05 ㈱巡市 藤田昴哉
東淀川区東中島1-17-1

ステュディオ新大阪1018号

06-7878-8920

06-7732-3810

東淀第05 成和不動産㈲
大野佳和 

大野美知

東淀川区東中島3-15-9 

成和ﾊｲﾂ1F

06-6325-5939 

06-6325-5929

東淀第05 相互施設㈱ 八乙女真弘
東淀川区東中島4-1-31

新大阪KIDﾋﾞﾙ

06-6323-6671

06-6323-6675

東淀第05 ㈱テクノス
藤岡康治

福間千絵
東淀川区東中島3-2-22

06-6990-7215 

06-6990-7315

東淀第05 ㈱トラストコーポレーション 井上和義
東淀川区西淡路1-1-9 

ﾋﾞｼﾞﾈｽ新大阪502

06-6320-9326 

06-6320-9326

東淀第05 ㈱日興開発
福井由樹

村上文也

東淀川区東中島2-8-8

ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ新大阪606

06-6324-0001

06-6324-0110

東淀第05 ㈱ネクストステイズ
橋中　輝

橋中宣子

東淀川区東中島1-17-5

ｽﾃｭﾃﾞｨｵ新大阪428号

06-6195-2684

06-6195-2685

東淀第05 プレシャスハウス㈱ 粕谷剛
東淀川区東中島1-17-5 

ｽﾃｭﾃﾞｨｵ新大阪338号

06-6770-9701 

06-6770-9702

東淀第05 ㈱吉屋不動産
二瓶文隆

武田眞佐緒

東淀川区東中島1-17-5

ｽﾃｭﾃﾞｨｵ新大阪939号

06-6795-9735

06-6795-9734

東淀第05 リアットホーム 国本相大
東淀川区東中島5-2-2

第2国本ｴﾚｶﾞﾝｽ207号

06-6326-6188

06-6326-6188

東淀第05 リアルス㈱ 山口隆志
東淀川区東中島1-17-5 

ステュディオ新大阪218号

06-6379-3100 

06-6379-3101

東淀第05 ㈲ル・シェル 若柳みどり
東淀川区西淡路1-15-3 

ﾙ･ｼｪﾙ新大阪ﾋﾞﾙ801号

06-6322-5480 

06-6323-4688

東淀第05 聯宝総合サービス㈱ 曾　凡武
東淀川区東中島1-17-5

ステュディオ新大阪239号

06-6459-9407

06-6459-9428
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