会員名簿【淀川区】

令和2年6月9日現在

地区名

商 号

代表者
準会員(B)

所在地

TEL
FAX

淀川第08

㈱アークネスト不動産

小西裕介

淀川区西三国1-21-43

06-6395-7100
06-6395-7101

淀川第01

アーバンプロジェクト

小林龍弘

淀川区西中島3-19-17
西中島MDﾋﾞﾙ2F

06-6300-3000
06-6300-3003

淀川第01

アイビートラスト㈱

小野公達

淀川区西中島3-18-9
新大阪日大ﾋﾞﾙ712号

06-6100-1230
06-6100-1231

淀川第02

㈱アイリード

中村收哉

淀川区西中島4-3-4
ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ第６新大阪301

06-6304-4648
06-6390-8817

淀川第01

アイワホーム

西山 忠

淀川区西中島1-10-4
ﾊﾟｰﾙﾊｲﾂ401

06-6304-3770
06-6304-2765

淀川第06

㈱アインエステート

西野健治
池田美重子

淀川区宮原2-1-2
ﾆｭｰ大阪ﾊｲﾂ1階105

06-6350-4500
06-6350-4700

淀川第06

㈱アキュラホーム 大阪支店

青木幸雄
窪田進介

淀川区宮原5-7-43
新大阪小岸ビル

06-4807-7290
06-4807-7298

淀川第01

㈱アクシアプラス

豊崎優
大江棟春

淀川区西中島5-5-15
新大阪ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ10F

06-6889-6000
06-6889-6001

淀川第06

アクロス㈱

有本 勲
山本憲明

淀川区宮原2-14-10-3F

06-6399-3331
06-6399-3338

淀川第09

アシストホーム

前杉美伸

淀川区十三本町1-24-16

06-6476-9063
06-6476-9064

淀川第01

㈲アッシュモア

村部直英

淀川区西中島5-1-8
日研ﾋﾞﾙ4階401号

06-6770-9134
06-6770-9136

淀川第10

㈱アップハウジング

小川泰毅

淀川区三津屋中3-11-21
ﾛｲﾔﾙﾘｿﾞｰﾄｸﾞﾗｼﾞｱ1階

06-6303-2255
06-6303-2256

淀川第07

㈱アトランティスコーポレーション

堀江慶行
山根順子

淀川区西宮原3-2-1
新大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽ第2日研313号

06-6391-3800
06-6391-3806

淀川第05

㈱アペック

松尾永浩
木山裕司

淀川区東三国1-29-23

06-6395-0084
06-6395-0037

淀川第05

㈱アポック

塩田貴能
小田雄一

淀川区東三国2-32-13

06-6396-0740
06-6396-6110

淀川第08

㈱ＡＭ’Ｓ２１

寺澤和広
高口晶子

淀川区野中北1-2-33
ｱﾒﾆﾃｨｰ新大阪4番館

06-6397-2121
06-6397-2122

淀川第08

㈲ありがとう

玉川寿都香
東田理恵

淀川区新高4-1-52
三国ハイツ108号

06-6399-4433
06-6394-6384

淀川第04

㈱アルバ

田﨑友秀

淀川区木川東3-6-20
第五丸善ﾋﾞﾙ7階G号

06-4862-5928
06-4862-5929

淀川第02

㈱アルファ・ネットコンサルティング

原田春男
北尾要一

淀川区西中島4-2-21
ﾐﾂﾌ新御堂筋ﾋﾞﾙ10F

06-6100-3391
06-6100-2933

淀川第05

アローソリューション㈱

山本尚三

淀川区東三国2-7-16

06-6395-0878
06-6393-3906

淀川第04

㈱アローライフコミュニティ

中務稔也
谷口 渡

淀川区木川東3-5-15-307

06-6303-3799
06-6307-5883

淀川第01

㈱アンシン

笹沼一惠
桝 由子

淀川区西中島5-7-11
第8新大阪ﾋﾞﾙ101号

06-6304-1997
06-6309-2736

淀川第07

安心ホーム㈱

入交 拓

淀川区西宮原1-8-33
日宝新大阪第2ﾋﾞﾙ7階708

06-6152-8660
06-6152-8665

淀川第09

㈱ＥＨプランニング

倉岡まどか

淀川区新北野3-7-21
NCﾋﾞﾙ

06-6309-6288
06-6309-6289

（1）

会員名簿【淀川区】

令和2年6月9日現在

地区名

商 号

代表者
準会員(B)

所在地

TEL
FAX

淀川第09

イーグルホーム㈱

齋藤健二

淀川区十三元今里3-2-6

06-6300-1196
06-6300-1197

淀川第04

㈱イージス

北村嘉彦

淀川区十三東3-7-4
第一ﾏﾝｼｮﾝｱｻﾋ107号

06-6302-7758
06-6307-7757

淀川第08

イーハウス㈱

宮田敏行

淀川区新高5-13-12
宮田第2ﾏﾝｼｮﾝ1階102号

06-6392-7752
06-6394-0013

淀川第02

㈱生原建築事務所

生原秀晃

淀川区西中島4-7-4

06-6100-0611
06-6100-0612

淀川第04

㈲池田ハウジング

中山 進

淀川区木川東4-3-34
109号

06-6307-0039
06-6307-1011

淀川第09

㈲イケダホーム

池田 准

淀川区十三元今里1-15-2

06-6302-8881
06-6302-8889

淀川第10

石田会計事務所

石田和子

淀川区塚本2-12-15

06-6303-3525
06-6308-0527

淀川第02

いづみ総合コンサルタント

福田晋介

淀川区西中島4-3-4
チサン第６新大阪302

06-6307-5472
06-6307-5472

淀川第05

㈱ヴィクトリーハウジング

佐藤和嗣
佐藤 妙

淀川区東三国1-31-15
湊興産第5ﾋﾞﾙ102

06-6391-1300
06-6391-2747

淀川第01

㈱with YOU

上原 浩

淀川区西中島3-19-13
第2ﾕﾔﾏﾋﾞﾙ4-C号室

06-6195-3270
06-6195-3285

淀川第08

㈲ウィッシュ

中川貴夫

淀川区西三国1-7-31
ﾒｿﾞﾝ新大阪103号

06-6395-7000
06-6395-7005

淀川第01

ヴィレッジワン商会

一村邦太郎

淀川区西中島5-2-11
新大阪ｲﾁﾑﾗﾋﾞﾙ3階

06-6885-0571
06-6885-0571

淀川第01

上島興産㈱

上島貫志
長濱佳孝

淀川区西中島3-9-13
NLC新大阪8号館4階405号

06-6305-4110
06-6305-4144

淀川第09

上田土地建物

上田正男

淀川区十三本町3-6-3
レック淀川101

06-6301-8824
06-6301-6624

淀川第07

㈱ＷＡＬＫ

川口英樹

淀川区西宮原2-6-16
新大阪ｺｰﾎﾟﾋﾞｱﾈｰｽﾞ1017

06-6151-5284
06-6151-5289

淀川第04

㈱エイシーエンタープライズ

秋山健太郎

淀川区十三東2-6-26
パークハイツ3階305号

06-6101-3347
06-6101-3348

淀川第04

㈱エイダイ住宅建設

高橋暁子

淀川区十三東1-7-25-102

06-6886-9500
06-6886-9503

淀川第04

栄大ハウジング㈱

福末利弘

淀川区十三東1-7-25-101

06-6303-9009
06-6886-9503

淀川第05

㈱エイペックスコミュニティ

梶原正継
武原浩則

淀川区東三国5-15-12
ｲｰｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ東三国2階

06-6394-5850
06-6394-5851

淀川第07

㈱エイワ

河井英和
吉賀丈晴

淀川区三国本町3-35-12
ｸﾞﾗﾝﾛｰﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ１階

06-6398-1100
06-6398-1101

淀川第03

㈱エースプロパティ

佐藤由美子
佐藤沙妃

淀川区西中島6-6-11

06-6392-8082
06-6392-1085

淀川第05

エクセレント

木村 均

淀川区東三国1-33-7

06-6394-8840
06-6394-8841

淀川第03

㈱ＳＮコーポレーション

城谷重成

淀川区西中島6-2-3
ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ６階616号

06-6306-6688
06-6306-6677

淀川第02

㈱エスクローシステム

神田章太郎

淀川区西中島4-7-30
ｱﾈｯｸｽ新大阪2F

06-6304-0646
06-6304-0683
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淀川第03

㈱ＳＪライン

羽藤聡俊

淀川区西中島7-1-3
ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ第8新大阪1403号

06-6195-6423
06-6195-6424

淀川第04

㈱エスティハウス大阪

山根花武人
斉藤 豊

淀川区十三東2-6-4

06-6838-3348
06-6838-3349

淀川第03

エステート・ライン㈱

森田邦裕
浅井泰治

淀川区西中島6-2-3
ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ第7新大阪909号

06-6301-7760
06-6301-7272

淀川第02

㈱エトスコーポレーション

新井章介

淀川区西中島4-7-4
新大阪生原ﾋﾞﾙ502号

06-6308-8000
06-6308-8002

淀川第03

エヌ・イー・ディ㈱

豊田 寛
金光武司

淀川区西中島6-1-3
ｱｽﾄﾛ新大阪第2ﾋﾞﾙ7階

06-6300-1711
06-6300-1811

淀川第01

ＮＨ開発㈱

中島秀敏

淀川区西中島3-5-12
新大阪浪速ﾋﾞﾙ503号

06-6829-7673
06-6829-7674

淀川第01

㈱ＮＬＣ

山田相奇
中村俊昭

淀川区西中島5-9-5
NLC新大阪ﾋﾞﾙ

06-6305-5583
06-6305-2880

淀川第03

㈱ＮＫフィールズ

中谷 博

淀川区西中島6-3-25
北白石ﾋﾞﾙ東館ﾋﾞﾙ5階

06-6889-7580
06-6889-7811

淀川第03

Ｎスタイル㈱

野宮康典

淀川区西中島7-1-3
ﾁｻﾝ第8新大阪611号室

06-6195-2983
06-6195-2984

淀川第06

ＦＣＳ不動産鑑定㈱

米倉誠人

淀川区宮原4-4-63
新大阪千代田ﾋﾞﾙ別館3F

06-6335-7751
06-6335-7752

淀川第07

㈱エム・エステート

三浦恵治

淀川区西宮原3-3-3-208
ﾌｧﾐｰﾙﾊｲﾂ北大阪3号棟

06-6210-6163
06-6210-6165

淀川第03

㈱ＭＣＣ

前田昌秋
吉川 智

淀川区西中島6-9-27
新大阪メイコービル701号室

06-6195-2311
06-6195-2312

淀川第06

ＥＬＦテック㈱

作岡 篤

淀川区宮原3-3-11
新大阪プラザビル505号

06-6392-8877
06-6392-8889

淀川第06

㈱エルム不動産

則岡正幸
木村恵吉

淀川区宮原2-12-14-207
ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ新大阪第5ﾏﾝｼｮﾝ2階

06-4807-7676
06-4807-7677

淀川第05

㈱エンシン

原田 豊
原田豊隆

淀川区東三国5-12-10
エンシンビル3階

06-6391-3461
06-6392-0616

淀川第04

㈱オー・イー・シー

鴛田幸一

淀川区木川東4-5-3
ｵﾊﾟﾙ新大阪ﾋﾞﾙ

06-6306-2639
06-6306-4965

淀川第07

㈱Ｏ＆Ｍコーポレーション

尾ケ口泰一
青野隆介

淀川区西宮原1-8-14
新大阪ｺｰﾎﾟﾗｽ411

06-6391-1700
06-6391-1710

淀川第02

㈱大阪地所

菅沼正浩

淀川区西中島4-9-30

06-6304-0700
06-6303-3831

淀川第09

㈱大阪成斗工務店

小笠原誠二
中谷慎二

淀川区十三元今里2-6-10

06-6390-7610
06-6390-7612

淀川第01

大阪不動産販売㈱

高島雅美

淀川区西中島3-3-2

06-6303-0761
06-6303-0763

淀川第01

大幸㈱

阿部芳也
亀井和美

淀川区西中島5-13-17
OHSACHI新大阪ビル8階

06-6390-2161
06-6390-0866

淀川第10

大杉ホーム㈱

杉山智子

淀川区塚本4-16-34-103

06-6308-7599
06-6308-2569

淀川第02

㈱オーナーズ・ブレーン

清水康史

淀川区西中島4-10-26
BZ新大阪Ⅴ番館5階

06-6305-0810
06-6305-0811

淀川第02

㈱オーナーズトラスト

清水康史
桶谷正彦

淀川区西中島4-10-26
BZ新大阪Ⅴ番館6階

06-6305-0852
06-6305-0853
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淀川第01

オープンブックマネジメント㈱

草刈健太郎
西村 彩

淀川区西中島5-14-5
ﾆｯｾｲ新大阪南口ﾋﾞﾙ5階

06-6306-6321
06-6306-6322

淀川第02

㈱オーリック

松本一二三
田坂匡史

淀川区西中島4-7-2
ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ新大阪403号

06-6101-0207
06-6101-0209

淀川第01

㈲オレンジファミリー

加藤高明

淀川区西中島5-6-3
ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ第2新大阪407号

06-6195-9897
06-6195-9896

淀川第04

㈱片岡重喜工務店

片岡重裕
片岡重人

淀川区十三東1-3-4

06-6303-3021
06-6303-3028

淀川第09

㈲カトレヤ商事

藤堂正臣
服部正美

淀川区十三本町2-1-5

06-6309-2424
06-6306-0545

淀川第06

関西ﾈｯﾄ不動産㈱新大阪店

大﨑 誠
渡邊 寛

淀川区宮原5-1-28
新大阪八千代ﾋﾞﾙ別館4階A号室

06-6394-5607
06-6394-5608

淀川第03

㈱関西ビルサービス

森 光男
宇高義文

淀川区西中島6-4-8

06-6304-2745
06-6305-0190

淀川第02

キーノート㈱大阪支店

古賀 貢
横田啓孝

淀川区西中島4-1-1
日清食品ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ大阪本社ﾋﾞﾙ8階

06-7634-8255
06-7634-8256

淀川第07

㈱畿央開発

富田哲央

淀川区西宮原1-8-33
日宝新大阪第2ﾋﾞﾙ801

06-6151-4082
06-6151-4083

淀川第04

㈲木川コーポレーション

土江哲也

淀川区木川東4-17-5
ﾋﾟｱ土江ﾊﾟｰﾄⅠﾏﾝｼｮﾝ1階101号

06-6301-3872
06-6309-6118

淀川第04

㈲木川水道工業所

御舩隆造
御舩陽子

淀川区木川東2-18-14

06-6301-7289
06-6301-8225

淀川第06

北急ハウジング㈱

坂根正巳
池谷佳子

淀川区宮原5-6-3

06-6399-7777
06-6391-0077

淀川第08

㈲共栄コーポレーション

葛西清次
大西直人

淀川区十八条2-7-5
2F

06-6391-6006
06-6391-6007

淀川第07

㈱キョウシン大阪

村上将教

淀川区三国本町3-36-8

06-6150-8866
06-6150-8868

淀川第07

共和㈱

西原充大
岡本美紀夫

淀川区西宮原1-7-4
ｱｰﾊﾞﾝﾗｲﾌ612

06-6396-0544
06-6392-1633

淀川第06

㈱近畿ハイム

森崎正幸

淀川区宮原1-3-1
605

06-6393-0031
06-6872-1029

淀川第06

㈱キンキ流通ハウジング

篠原高明

淀川区宮原4-4-2
新大阪ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ419

06-6395-3275
06-6395-3349

淀川第05

近商エステート㈱

高山耕誌

淀川区東三国4-19-17
ｼｬﾄｰ高山102

06-6392-3481
06-6397-1928

淀川第04

㈱クアトロコーポレーション

三田洋嗣
吉村勇輝

淀川区十三東2-6-5
ｾﾚﾌﾞｺｰﾄ十三2F

06-6379-3021
06-6303-3302

淀川第01

㈱GoodHill Real Estate

吉岡秀治
松葉貴彦

淀川区西中島5-11-19
ｷﾑﾗﾋﾞﾙ4階

06-7777-2091
06-6195-2079

淀川第01

㈱GoodHill Real Estate
新大阪店

内本光朗

淀川区西中島5-12-15
新大阪浪速ﾋﾞﾙ 1階

06-6795-9512
06-6795-9513

淀川第04

㈱グラスロード

池田健志
西原正

淀川区木川西3-4-30

06-6305-0111
06-6305-0567

淀川第06

グリーンアップル㈱

小野裕一

淀川区宮原4-4-2
新大阪ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ401号

06-6151-9972
06-6151-9972

淀川第05

㈱ＧＬＵＣＫ

鈴木貴成
佐竹晃則

淀川区東三国5-1-1

06-6391-4146
06-6350-4146
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淀川第08

㈱ＧＬＵＣＫ ＦＣ阪急三国店

大江秀典

淀川区西三国3-4-5

06-6396-4146
06-6396-4147

淀川第02

㈱ＧＬＵＣＫ 西中島駅前店

二宮 敬
松村嘉洋

淀川区西中島4-2-26
天神第一ﾋﾞﾙ103号室

06-4806-7333
06-6885-1911

淀川第09

㈱ＧＬＵＣＫ 阪急十三駅前店

中島修平
井上 恵

淀川区十三本町1-7-34

06-6300-4146
06-6300-4811

淀川第06

㈱京阪神開発

辻 潤一

淀川区宮原2-4-8

06-6393-2000
06-6393-5123

淀川第02

㈱Ｋ．Ｉ．Ｃ

久保輝子
花谷武浩

淀川区西中島4-4-11
太陽ﾋﾞﾙ2階201号

06-6809-7130
06-6838-7037

淀川第08

㈱Ｋ３

岸本博史
岸本真弓

淀川区十八条2-4-25
ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑﾋﾞﾙ１階２号

06-6152-9874
06-6397-9164

淀川第08

㈱Ｋ２

松原宏希

淀川区新高6-8-8

06-6335-4170
06-6335-4180

淀川第08

㈱ケーティアイ建設工業

玉山 勲
槻 俊二

淀川区新高3-8-7
ﾒｲﾌﾟﾙｺｰﾄ三国ﾏﾝｼｮﾝ 2階

06-6392-3930
06-6392-3935

淀川第07

㈱ケーティアイレジデンス

玉山泰章
山本大伸

淀川区三国本町2-17-10

06-6393-1077
06-6393-1055

淀川第10

香栄建設㈱

山本清孝

淀川区加島3-中7-25
立光ﾛｲﾔﾙｽﾃｰｼﾞ1階

06-6886-8157
06-6886-8197

淀川第01

興永産業㈱大阪支店

津田 拓
田村政巳

淀川区西中島5-14-10
新大阪ﾄﾖﾀﾋﾞﾙ6階

06-6307-3031
06-6307-3113

淀川第06

㈱恒正産業

王 恒

淀川区宮原2-11-9
白鳳ﾋﾞﾙ403号

06-6396-9222
06-6396-9223

淀川第08

広和不動産管理㈱

伊藤洋和

淀川区野中南1-5-3
ｱﾑｰﾙ野中Ⅰﾏﾝｼｮﾝ2階202号

06-6304-8822
06-6304-8823

淀川第08

コーナン建設㈱

原 眞一
今井伸郎

淀川区野中北2-11-15

06-6399-0075
06-6399-0076

淀川第04

㈱コーワ

新庄広和

淀川区木川西3-3-23
ｼﾝｺｰﾊｲﾂ1F

06-6301-0841
06-7182-6711

淀川第03

㈱コスモコーポレーション

金光義和
金光雪江

淀川区西中島7-1-8
ｳｨﾝﾋﾞﾙ6階602号

06-6303-7651
06-6303-7652

淀川第03

コスモ都市開発㈱

金光義和
﨑村まやみ

淀川区西中島7-1-8

06-6303-7070
06-6303-7082

淀川第01

御殿山土地建物㈱

弓場準二

淀川区西中島5-13-12
谷ビル１０階

06-6308-6300
06-6308-6200

淀川第05

㈱コングロ 大阪事務所

尾上寛明

淀川区東三国2-34-1
ﾊｲﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ7階703室

06-4807-7101
06-4807-7102

淀川第07

㈱Z-ai

小田憲弘
塩田裕之

淀川区西宮原1-7-47
第2新大阪ﾈｵﾊｲﾂ602号

06-6151-2233
06-6151-2234

淀川第10

㈲サイシハウジング

石井誠司

淀川区塚本1-12-10

06-6838-2111
06-6838-2555

淀川第10

㈱サイラス塚本駅前店

山﨑伸一
佐々木公彦

淀川区塚本2-28-1
福助北野ﾋﾞﾙ2F 西側

06-6476-7588
06-6476-7589

淀川第05

櫻井建築事務所

櫻井俊宏

淀川区東三国4-4-15
COLUMN新大阪3F

06-6398-6920
06-6398-6919

淀川第05

SAKURA不動産

池田裕次
池田紀子

淀川区東三国5-7-7
パレブラン新御堂101号

06-6392-0009
06-6395-2226
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淀川第02

サムティ㈱

小川靖展
阿部浩亮

淀川区西中島4-3-24

06-6838-3616
06-6838-1200

淀川第02

サムティプロパティマネジメント㈱

伊與田順一
植田剛志

淀川区西中島4-3-24
ｻﾑﾃｨ新大阪ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ7階

06-6886-3626
06-6886-3434

淀川第01

三基建設㈱

山口 昇

淀川区西中島1-13-15
三基ﾋﾞﾙ

06-6304-0999
06-6304-7384

淀川第10

三輝興業㈱

前山信之

淀川区塚本2-28-20
前山ﾋﾞﾙ1F

06-6301-3547
06-6302-2628

淀川第06

サンケン管理

米澤一晃

淀川区宮原5-2-19
２階

06-6395-3573
06-6395-3572

淀川第06

㈱三幸

中谷 寛

淀川区宮原4-4-63
新大阪千代田ﾋﾞﾙ別館8F

06-6151-9512
06-6151-9513

淀川第08

サンコーグループ㈱

伊田仁司
伊田宗樹

淀川区西三国3-5-10

06-4807-7019
06-4807-7029

淀川第04

三成建設㈱

堀江武生

淀川区木川西3-4-25
堀江ﾋﾞﾙ2F

06-6309-5446
06-6309-0075

淀川第02

ＳＡＮＤＹＳ㈱

吉竹茂利

淀川区西中島4-7-30
ｱﾈｯｸｽ新大阪ﾋﾞﾙ4階Ｆ号

06-4862-7601
06-4862-7602

淀川第08

三徳商事㈱

廣瀬泰正
清水智治

淀川区新高4-4-10

06-6394-1551
06-6396-0419

淀川第09

三都住建㈱

鈴木勝利
小林充浩

淀川区新北野3-11-4-102

06-6306-6900
06-6306-6667

淀川第01

サンピアー㈱

内 義男
本山慶一

淀川区西中島5-14-22
ﾘｸﾙｰﾄ新大阪ﾋﾞﾙ4階

06-4806-0777
06-4806-0788

淀川第02

㈱サンレイ

山本博昭
上野太一

淀川区西中島4-6-30
ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ第5新大阪501

06-6307-5700
06-6885-1190

淀川第07

シード平和㈱本社

岩村崇裕
種子島日出雄

淀川区西宮原2-1-3
SORA新大阪21 9階

06-4866-5388
06-4866-6830

淀川第04

㈲ジービーエフ

金光浩之

淀川区木川西1-7-2

06-6302-6705
06-6300-0206

淀川第01

㈱ＪＰ都市開発

金峰淳平

淀川区西中島3-21-5
ﾘｱｰｽﾞﾋﾞﾙ3階

06-6195-6691
06-6195-6692

淀川第05

㈱ジェイプラン

浦濱恭子

淀川区東三国5-1-3
ｸｶﾜﾋﾞﾙ402

06-6350-3030
06-6350-3031

淀川第01

四季建設㈱

宮下弘子
桑野輝代

淀川区西中島5-8-26
竹内ﾋﾞﾙ2階22号

06-6303-4196
06-6300-3498

淀川第03

シニアメンバーズライフ㈱

細川昇一
森本啓子

淀川区西中島6-7-8
大昭ﾋﾞﾙ9階

06-6301-7711
06-6301-7712

淀川第01

㈱シノケンファシリティーズ
大阪オフィス

大野靖史
宇﨑信也

淀川区西中島5-14-5
ﾆｯｾｲ新大阪南口ﾋﾞﾙ3階

06-6308-0068
06-6308-0044

淀川第01

㈲ジャパンエステートサービス

正井芳治
田中賢一

淀川区西中島3-21-9
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴｽﾃｰﾄﾋﾞﾙ 1階

06-4806-3455
06-4806-3345

淀川第03

㈱ジャパントラスト

和知 学

淀川区西中島6-2-3
ﾁｻﾝ第7新大阪222号

06-6885-0505
06-6885-3939

淀川第08

㈲秀幸産業

中尾秀男
中尾俊介

淀川区十八条3-7-3
ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ18条ﾏﾝｼｮﾝ1階101号

06-6397-7388
06-6397-8209

淀川第02

㈱自由考動

忠津洋平
木下正己

淀川区西中島4-2-21
新御堂筋ﾋﾞﾙ707号

06-6306-6625
06-6306-6626

（6）

会員名簿【淀川区】

令和2年6月9日現在

地区名

商 号

代表者
準会員(B)

所在地

TEL
FAX

淀川第07

㈱住都

以南 力

淀川区三国本町3-36-7
B.L.D-HIRO新大阪ﾋﾞﾙ1.2階

06-4807-1115
06-4807-1313

淀川第10

松栄不動産㈱

福谷 優

淀川区加島3-4-24

06-6101-0103
06-6101-0108

淀川第06

常勝興産㈱

城内龍玄
兼本元明

淀川区宮原1-19-23
ｽﾃｭﾃﾞｨｵ新御堂915号

06-4866-6999
06-6151-2187

淀川第08

㈱ショウワコーポレーション

松村和也

淀川区新高4-1-57-411
ﾌﾟﾗﾝﾄﾞｰﾙ三国

06-6397-2616
06-6397-2617

淀川第06

新大阪ケービーシー㈱

小岸庄平

淀川区宮原1-17-36
ｸﾞﾘ-ﾝﾋﾟｱ新大阪1F

06-6399-0701
06-6396-5822

淀川第07

新大阪産業

髙嶋照子
髙嶋秀正

淀川区三国本町3-34-6

06-6391-8037
06-6391-8058

淀川第03

新大阪ビル管理㈲

築切康夫

淀川区西中島7-1-3-602

06-6303-0381
06-6305-2488

淀川第06

新光不動産㈱

竹本光佑

淀川区宮原2-1-41
新光ﾏﾝｼｮﾝ506号

06-7182-2796
06-4967-7951

淀川第05

㈲シンコー

兒玉敏郎
宮里かほる

淀川区東三国3-10-3-320

06-6393-0050
06-6394-0734

淀川第05

㈱人道

田原廣一郎

淀川区東三国4-16-9

06-6393-4981
06-4977-8075

淀川第01

ｽﾀｰﾂｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ㈱
法人事業部 大阪営業所

佐藤知央
今野賢哉

淀川区西中島5-14-5
ﾆｯｾｲ新大阪南口ﾋﾞﾙ10F

06-7662-7800
06-7662-7801

淀川第01

㈱スタープロジェクト

片山孝志

淀川区西中島5-1-8
日研ﾋﾞﾙ902号

050-5814-9076
050-5814-9076

淀川第06

セキスイハイム不動産㈱西日本支店

清水浩司
前田和正

淀川区宮原1-6-1
新大阪ﾌﾞﾘｯｸﾋﾞﾙ 11階

06-6394-8717
06-6394-8718

淀川第04

㈱ゼフィア

中務聖也

淀川区木川東3-5-15

06-6302-3231
06-6305-1371

淀川第08

㈱ＣＥＮＴＥＲ

小松原 力
内田雅子

淀川区西三国1-2-29-101

06-6151-9933
06-7635-5180

淀川第05

㈱相互企画

藤田多賀子
山崎理枝

淀川区東三国1-27-2

06-6392-7336
06-6397-0340

淀川第05

相互住宅土地

荒木浩孝

淀川区東三国1-1-1

06-6391-4990
06-6392-1340

淀川第05

㈲創新

藤井 晃

淀川区東三国2-34-4
ｺｰｹﾝﾋﾞﾙ202号

06-6393-0602
06-6393-0603

淀川第01

ダイアログ㈱

村上哲也
平 和枝

淀川区西中島3-5-9
西中島NTﾋﾞﾙ7階

06-6195-2170
06-6195-2171

淀川第01

第一交通産業㈱大阪営業所

小林光徳
吉田 智

淀川区西中島5-6-9
新大阪第一ﾋﾞﾙ6F

06-6390-8833
06-6390-8832

淀川第01

第一ホーム㈱大阪営業所

神谷優子

淀川区西中島5-6-9
新大阪第一ﾋﾞﾙ602号

06-6390-8840
06-6390-8841

淀川第08

㈱大栄エステイト

伊賀英夫

淀川区西三国3-18-3

06-6578-0001
06-6393-2508

淀川第08

タイガー計算器㈱

新 英三

淀川区野中南2-8-18
ﾀｲｶﾞｰﾏﾝｼｮﾝ1階

06-6301-5551
06-6301-5550

淀川第01

㈱大京不動産

横井敬史
壬生真人

淀川区西中島5-9-8
新大阪DTKﾋﾞﾙ9F

06-6304-0231
06-6304-1258
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淀川区東三国1-1-4

06-6395-2602
06-6395-2639

今井健二

淀川区西中島4-6-30
第5新大阪ﾋﾞﾙ 410号室

06-4862-4888
06-4862-4887

大丸建設㈱

木下雅雄

淀川区東三国1-33-7

06-6396-1230
06-6391-5100

淀川第06

㈱太陽ビルマネージメント

紙谷幸弘
前田竜一

淀川区宮原5-1-18
新大阪第27松屋ﾋﾞﾙ12階

06-6392-3980
06-6392-3988

淀川第09

タウンめいく

鈴木絹子

淀川区十三元今里2-12-16

06-6308-7437
06-6308-4282

淀川第01

㈱タカオエステート大阪支店

平光一裕

淀川区西中島5-8-3
新大阪ｻﾝｱｰﾙﾋﾞﾙ北館708号

06-6195-3972
06-6195-3976

淀川第09

㈲高木ハウジング

高木眞吾

淀川区十三元今里1-7-20

06-6301-6318
06-6308-6565

淀川第06

高千穂産業㈱

西尾壽一

淀川区宮原1-19-10

06-4867-3780
06-4867-3778

淀川第09

髙松エステート㈱

小松晋治
小林憲一郎

淀川区新北野1-1-20
高松ビルｱﾈｯｸｽ

06-6308-5105
06-6308-5102

淀川第09

髙松建設㈱

髙松孝年
石井保式

淀川区新北野1-2-3

06-6307-8110
06-6307-8138

淀川第09

㈱髙松コンストラクショングループ

吉武宣彦
北村 明

淀川区新北野1-2-3
高松建設ﾋﾞﾙ

06-6303-8101
06-6303-8167

淀川第01

㈱タカラコンステレーション
新大阪営業所

手嶋龍介
余田真紀

淀川区西中島5-14-10
新大阪ﾄﾖﾀﾋﾞﾙ7階

06-6309-6000
06-6309-6099

淀川第06

㈱タクト

村井 淳

淀川区宮原2-1-23
アーバンス新大阪204

06-6350-0688
06-6350-0689

淀川第02

㈱匠地所

楠瀬誠二

淀川区西中島4-3-21
NLCｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ404

06-6379-3811
06-6379-3166

淀川第07

竹登開発

竹中明仁
竹中いづみ

淀川区三国本町2-13-14
新大阪竹登ﾋﾞﾙ1F

06-6396-1180
06-6396-1178

淀川第10

タケヤ住建 加島駅前店

金光浩一

淀川区加島3-2-8
1階

06-6301-0550
06-6476-7279

淀川第10

田辺三菱製薬ﾌﾟﾛﾋﾞｼﾞｮﾝ㈱

後藤 啓
伏見 整

淀川区加島3-16-89

06-6300-2430
06-6300-2435

淀川第06

㈱谷崎工務店

谷崎克巳

淀川区宮原5-2-21

06-6392-3556
06-6391-2017

淀川第01

㈱ＷＷing

大羽 昇
安久津清治

淀川区西中島5-1-8
日研ﾋﾞﾙ511号

06-6195-2217
06-6306-6867

淀川第03

タマホーム㈱ 大阪分譲支店

渡壁まゆみ

淀川区西中島7-7-2
新大阪ﾀﾏﾋﾞﾙ2階

06-6305-6810
06-6305-6820

淀川第03

タマホーム㈱ 関西地区本部

平野 誠
松本圭司

淀川区西中島7-7-2
新大阪ﾀﾏﾋﾞﾙ4階

06-6305-6801
06-6305-6811

淀川第03

タマホーム㈱ 新大阪支店

根津健太

淀川区西中島7-7-2
新大阪ﾀﾏﾋﾞﾙ5階

06-6306-6144
06-6306-6145

淀川第04

㈱タメゴエンジニアリング

山本浩一
植田秀男

淀川区木川東3-1-4

06-6305-3517
06-6305-3294

淀川第01

単身赴任の賃貸㈱

田野上康高
田野上 文

淀川区西中島1-11-16
新大阪cspﾋﾞﾙ529号

06-4862-6414
06-4862-6415

地区名

商 号

淀川第05

大日土地㈱

淀川第02

㈱ダイバーシティーマネジメント

淀川第05

代表者
準会員(B)

令和2年6月9日現在
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会員名簿【淀川区】

令和2年6月9日現在

地区名

商 号

代表者
準会員(B)

所在地

TEL
FAX

淀川第08

㈱地建

朝日公一

淀川区西三国3-5-4

06-6395-6663
06-6395-8927

淀川第01

中部トラスト㈱

五十嵐泰弘
古谷光司

淀川区西中島3-10-13
物産ﾋﾞﾙ5階505号

06-6720-9700
06-6303-1415

淀川第05

㈱賃住

上原英雄
栗岡豊彦

淀川区東三国2-37-8

06-6150-3839
06-4807-7144

淀川第03

ツアーズ㈱

戸澤孝好
細川久子

淀川区西中島7-1-3-1307

06-6301-7290
06-6301-7291

淀川第05

㈱つばさ資産パートナーズ

岡原隆裕

淀川区東三国5-7-4
ｵｰｸｴｽﾄ2F

06-6398-9330
06-6398-9331

淀川第01

㈱ティー・ステーション

田村清幸

淀川区西中島3-12-15
第5新大阪ﾋﾞﾙ607号

06-6305-8287
06-6305-8288

淀川第03

Ｄ.Ｃ.Ｒeal Ｅstate

岩﨑友香

淀川区西中島6-3-32
第2新大阪ﾋﾞﾙ611

06-4805-8285
06-4805-8286

淀川第02

㈱Ｔ－ＰＬＡＮＥＴ

土江史子
土江一美

淀川区西中島4-6-19
木川ﾋﾞﾙ2F

06-6304-6954
06-6304-0870

淀川第02

㈱テクニカルラック

横田大輔

淀川区西中島4-4-11
太陽ﾋﾞﾙ503号

06-6300-0808
06-6300-3388

淀川第07

テラサキ不動産㈱

寺崎雄造
高津由香

淀川区西宮原1-8-29
ﾃﾗｻｷ第2ﾋﾞﾙ

06-6350-8487
06-6350-1151

淀川第07

テラサキ不動産販売㈱

寺崎雄造
山口 信

淀川区西宮原1-8-29
ﾃﾗｻｷ第2ﾋﾞﾙ

06-6350-1150
06-6350-1151

淀川第03

㈱テンポアップ新大阪支社

土井千里
新宅ミサ子

淀川区西中島7-1-26
ｵﾘｴﾝﾀﾙ新大阪ﾋﾞﾙ701

06-6838-6722
06-6838-6723

淀川第06

㈱テンポプランニング

峰 博之

淀川区宮原5-1-3
新大阪生島ﾋﾞﾙ401号

06-6836-9300
06-6836-9310

淀川第07

ドイ不動産㈱

土井孝夫
土井智栄子

淀川区西宮原1-8-24
新大阪第3ﾄﾞｲﾋﾞﾙ2F

06-6350-3678
06-6350-3679

淀川第02

㈱ＤＯ

森 達也

淀川区西中島4-6-30-502

06-6885-1100
06-6885-1190

淀川第05

㈱東亜プロパティ

新井隆義
谷口大征

淀川区東三国4-22-2

06-6399-5666
06-6391-1220

淀川第05

東西エステート

西村道明

淀川区東三国4-4-16
第二東渓ビル4階

06-6335-4592
06-6335-4593

淀川第01

㈱トータル・スペース

大西 徹

淀川区西中島5-7-19
第7新大阪ﾋﾞﾙ502B号

06-4805-8035
06-4805-8036

淀川第01

㈱友菱 大阪営業所

進藤 亨

淀川区西中島5-11-8-203
ｾﾝﾄｱﾈｯｸｽﾋﾞﾙ2階

06-6306-6470
06-6306-6471

淀川第05

㈱ドリームホーム

船木良二
船木孝子

淀川区東三国1-16-6

06-6391-7677
06-6180-5034

淀川第03

㈱トレジャーボックス

山内博美
大藤茂仁

淀川区西中島6-1-1
新大阪ﾌﾟﾗｲﾑﾀﾜｰ10階

06-6307-1288
06-6307-1299

淀川第03

中里建設㈱

中里方哉

淀川区西中島6-2-3
地産ﾏﾝｼｮﾝ第7新大阪2-204

06-6304-3700
06-6304-3701

淀川第10

㈲中重商店

中村万紀子
中村亜矢

淀川区三津屋南2-19-16

06-6303-0021
06-6303-0023

淀川第01

ニコニコ不動産

奥野隆市

淀川区西中島3-20-13

06-6302-1362
06-6303-6838
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会員名簿【淀川区】

令和2年6月9日現在

地区名

商 号

代表者
準会員(B)

所在地

TEL
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淀川第04

錦不動産

金森一夫

淀川区十三東4-3-2

06-6308-0257
06-6308-3250

淀川第02

西中島土地（資）

花原昭弘

淀川区西中島4-11-30
花原第2ﾋﾞﾙ

06-6305-1235
06-6304-3918

淀川第06

西日本高速道路ビジネスサポート㈱

片桐 悟
杉田康幸

淀川区宮原4-1-4
新大阪センタービル9階

06-6396-0150
06-6155-8741

淀川第07

㈱西日本総合管理

真野悠子
中西笑子

淀川区西宮原1-8-1
ﾛｲﾔﾙﾊｲﾂ新大阪907号

06-6391-4222
06-6397-4190

淀川第08

西日本建物㈱

星山元助

淀川区新高3-4-26
ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ三国1F103号

06-6350-0222
06-6350-0388

淀川第06

西日本地所㈱

戸村大介
米丸裕也

淀川区宮原4-1-46
新大阪北ﾋﾞﾙ301号

06-6397-1788
06-6397-1799

淀川第06

日昭住宅㈱

上原利彦

淀川区宮原1-8-11

06-6395-3224
06-6394-1746

淀川第03

日本彩都開発㈱

藤井啓喜
米倉悟

淀川区西中島7-9-3
ｴｽﾃｰﾄ新大阪ﾋﾞﾙ4階401号

06-6390-1122
06-6390-1155

淀川第04

㈱ネクストワイフィールド

吉田順次
余田 崇

淀川区木川東3-5-21
第3丸善ﾋﾞﾙ5階D号室

06-6829-6963
06-6829-6964

淀川第10

㈱ネルフ

木内真也

淀川区塚本3-1-21

06-6459-9220
06-6459-9221

淀川第07

ノイハウス㈱

木皿照夫
木皿敦代

淀川区西宮原1-7-50
ﾛｰｽﾞｺｰﾎﾟ新大阪第5ｰ101

06-6396-1300
06-6396-1588

淀川第10

㈲野見山建設

野見山節夫
野見山理沙

淀川区田川1-8-15

06-6309-4515
06-6309-4504

淀川第09

ハウジングスタッフ

高橋秀公

淀川区十三元今里2-7-16

06-6301-0588
06-6301-3824

淀川第02

㈱ハウスコミュニケーション西中島営業センター

立石天真

淀川区西中島2-12-8-102
ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ新大阪第3

06-6390-1778
06-6390-2359

淀川第02

柏栄建物㈱

岩﨑淑夫
吉村慎治

淀川区西中島4-6-16
新大阪NKﾋﾞﾙ3階

06-6885-0075
06-6885-0221

淀川第10

㈱ハコダ

箱田吉彦

淀川区三津屋南1-8-23

06-6301-1119
06-6308-3870

淀川第06

はじめの管理㈱大阪支店

松永孝三

淀川区宮原3-5-24
新大阪第一生命ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ9階

06-6210-6994
06-6210-6995

淀川第09

花沢不動産㈱

山本遥菜

淀川区十三本町2-6-13

06-7165-9026
06-7172-8209

淀川第05

浜不動産

濱 慶成

淀川区東三国4-4-11

06-6391-7482
06-6395-7312

淀川第02

㈱ハンシン経営

神田孝春
久保田真一

淀川区西中島4-3-22
新大阪長谷ビル7階

06-6101-0121
050-3733-2936

淀川第01

㈱Ｐ．Ｎ．Ｉ．

伊達文彦

淀川区西中島3-8-15
EPO SHINOSAKA BUILDING6階601

06-6123-7037
06-6195-4411

淀川第05

㈱ピーエムコンサルティング

大屋和弘

淀川区東三国5-13-12
ｸﾞﾚｲｽﾌﾙ第三東三国ﾏﾝｼｮﾝ1階110

06-6180-5977
06-6397-1954

淀川第01

㈱ピースフィールド

和田俊信

淀川区西中島5-1-8
日研ﾋﾞﾙ８階802号

06-6886-1712
06-6886-1713

淀川第01

㈱ビーロット大阪支社

田中久美子

淀川区西中島5-5-15
新大阪ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ南館10F

06-7651-3390
06-7635-5393
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会員名簿【淀川区】

令和2年6月9日現在

地区名

商 号

代表者
準会員(B)

所在地

TEL
FAX

淀川第02

㈲彦根エス・シー

大川二郎
石井克典

淀川区西中島4-3-24
ｻﾑﾃｨ新大阪ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ8階

06-6838-3733
06-6838-0800

淀川第04

㈱ひまわり

森田孝広
小林美紀

淀川区十三東1-12-11
栄孝ﾏﾝｼｮﾝ205号

06-6301-4353
06-6885-1130

淀川第05

平山住研㈱

平山栄一郎
寺田孝臣

淀川区東三国5-2-9

06-6150-0888
06-6150-0777

淀川第08

ファースト・リード㈱

伊藤勇孟

淀川区新高6-11-15
ｼｬﾄｰ神崎川701号

06-7708-4261
0798-39-7984

淀川第07

㈲ファイブプラン

乃木康當

淀川区三国本町3-27-16

06-7891-2510
06-7891-2510

淀川第02

フィルコ㈱

芝辻保宏

淀川区西中島2-2-19
西中島東行ﾏﾝｼｮﾝ101号

06-6459-9515
06-7635-4850

淀川第10

フェイス

田端崇大

淀川区塚本2-17-18
第10坂田ビル3F

06-6886-1221
06-6886-7418

淀川第03

㈱フェイムワン

福井健志
横井進一

淀川区西中島6-2-3
ﾁｻﾝ第7新大阪314号

06-6795-9400
06-6795-9401

淀川第08

フジ管理

岡田 清

淀川区西三国3-3-21

06-6210-6560
06-6210-6561

淀川第06

㈱ﾌｼﾞ相続不動産ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
大阪事務所

西川弘一

淀川区宮原5-1-3
NLC新大阪ｱｰｽﾋﾞﾙ607号

06-6151-3721
06-6151-3723

淀川第10

伏見ハウス

伏見邦義

淀川区塚本2-9-12

06-6304-2222
06-6301-8678

淀川第08

扶桑ハウジング㈱

石村卓郎
河島恭子

淀川区西三国1-2-35

06-6397-1061
06-6397-1939

淀川第09

船木土地建物㈱

船木 淳

淀川区十三本町2-4-10

06-6309-8039
06-6301-5584

淀川第04

㈱プライマリーエステート

岡本智男

淀川区木川東2-4-10
三共新大阪604号

06-6732-9501
06-6732-9502

淀川第05

㈱PROUD ONE

南 佑樹

淀川区東三国6-3-47
ﾒｿﾞﾝﾓﾝﾘｰﾌﾞﾙ101号

06-6151-4040
06-6151-4039

淀川第02

㈱ぷらすわん

島原宏和

淀川区西中島4-2-26
天神第一ﾋﾞﾙ10F1号

06-6829-6642
06-6829-6643

淀川第01

ブルースター㈱

板谷 篤

淀川区西中島5-12-15
新大阪浪速ﾋﾞﾙ302号

06-4862-7345
06-4862-7346

淀川第04

㈱ブルーム

橋本晋之介
西谷素子

淀川区木川東3-6-20
第五丸善ﾋﾞﾙ7階F号室

06-6889-3180
06-6889-3181

淀川第10

㈲古川商事

古川尚身

淀川区塚本5-4-1

06-6306-2350
06-6304-4322

淀川第03

古木㈱

古木哲哉
青森真美

淀川区西中島6-9-20
新大阪GHビル204号

06-6885-1700
06-6885-1717

淀川第09

㈱プレイス・フォード

林 健一
南条秀貴

淀川区十三本町2-8-1
ﾘﾝﾃﾞﾝﾋﾞﾙ501号

06-6886-3988
06-6886-3989

淀川第01

ＦＲＥＳＨ ＵＰ㈱大阪営業所

伊東 晋
宮本淑江

淀川区西中島5-13-14
共栄新大阪ﾋﾞﾙ8階

06-6306-6313
06-6306-6315

淀川第02

ブロックアンドキューブ㈲

田中博和
小川晃正

淀川区西中島4-5-8
第2浅井ビル2階

06-6303-1400
06-6303-1403

淀川第03

㈲ブロッサムエステート

花原幸一郎

淀川区西中島6-8-8
花原第8ﾋﾞﾙ802

06-6301-2955
06-6301-1910
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会員名簿【淀川区】

令和2年6月9日現在

地区名

商 号

代表者
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所在地
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淀川第10

㈱フロンティア

渡邉大祐

淀川区塚本4-16-17

06-6770-9740
06-6770-9741

淀川第09

㈱ベストコンバージョン

前原博之
山田秀明

淀川区十三本町1-23-7
1階

06-6710-9461
06-6710-9462

淀川第05

ベストライフサービス

北本善久

淀川区東三国3-2-15-408
ｸﾚ-ﾙ東三国

06-6395-5966
06-6395-5977

淀川第05

㈱豊神

石田隆裕
石田喜代子

淀川区東三国5-12-6
三国中央ﾋﾞﾙ206号

06-6152-8778
06-6152-8401

淀川第09

㈱ホームグッド

寺田友恵
向山一夫

淀川区十三本町1-10-3

06-6301-2431
06-6301-2432

淀川第01

㈱ホームコンシェル

荻野重人

淀川区西中島5-11-9
新大阪中里ビル7階

050-3776-0520
06-6838-2104

淀川第10

㈱ホームプロデュース

越智 洋
越智有佳利

淀川区田川2-4-40
ｻﾝｷｬｯｽﾙ十三ﾏﾝｼｮﾝ2階202号

06-6195-9095
06-6195-9096

淀川第05

㈱ボストンエステート

夏川日栄
西川久美

淀川区東三国5-4-1
4階

06-6392-5801
06-6392-5789

淀川第05

細川建設㈱

細川 茂
細川 忠

淀川区東三国4-14-16
大福ﾋﾞﾙ1階 102号

06-6397-2198
06-6393-4662

淀川第08

ホリウチ

堀内眞一

淀川区西三国1-1-5

06-6392-5343
06-6393-5601

淀川第04

㈲マザーホームプロデュース

鍬田健太郎

淀川区木川東2-3-20
ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ新大阪102

06-6838-5710
06-6838-5712

淀川第04

㈱丸善

西村明秀

淀川区木川東3-5-21
第3丸善ﾋﾞﾙ1F

06-6303-7201
06-6303-7202

淀川第10

マルツ商事

辻 勝英

淀川区田川北1-3-19

06-6301-2195
06-6301-6454

淀川第03

ミエキ管理㈱

平塚美恵子

淀川区西中島6-9-20
新大阪GHﾋﾞﾙ

06-6305-4882
06-6305-3527

淀川第09

㈱三木組

三木康資
濵田学

淀川区十三元今里1-2-2

06-6308-3961
06-6302-0701

淀川第09

三木商事㈱

三木哲彦
氷室道博

淀川区十三元今里1-2-2
4階

06-6302-0443
06-6302-0701

淀川第04

三富住販

兼濱宏行

淀川区木川東4-15-1

06-6390-3003
06-6390-3006

淀川第02

㈱ミムティコーポレーション

三室十志樹

淀川区西中島4-2-26
天神第一ﾋﾞﾙ2F

06-6101-1546
06-6101-1547

淀川第09

㈱三輪商会

後藤千夜子
後藤有莉

淀川区十三本町1-16-19
ｺﾞﾄｰﾋﾞﾙ3F

06-6308-1130
06-6308-1331

淀川第04

㈱明光

今西礼子
中島多嘉志

淀川区十三東1-17-16

06-6302-6791
06-6302-5810

淀川第10

明光不動産㈱

小西英樹

淀川区加島2-4-18

06-6309-6841
06-6309-7583

淀川第09

モデラ．デザインオフィス

髙岡宏光

淀川区新北野2-10-14
ナビハイム北野１Ｃ

06-6303-1588
020-4665-0231

淀川第06

㈲モトセ不動産

木村敏秀

淀川区宮原1-17-26
ｻﾝﾊﾟﾚｽ第2新大阪ﾏﾝｼｮﾝ1階

06-6391-3110
06-6391-3173

淀川第05

㈱ｍｏｂｉｌｉｔｙ

杉山正樹
加納正皓

淀川区東三国6-21-33

06-6836-9305
06-6836-9306
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淀川第04

森岡不動産商事

森岡謙一

淀川区十三東2-11-8

06-6309-0486
06-6308-3462

淀川第02

㈱安田建設工業

安田辰夫
西山厚子

淀川区西中島4-8-28
ｙ‘ｓビル6階

06-6302-8003
06-6303-2977

淀川第10

山崎住建㈱

土佐弘樹

淀川区塚本2-12-15

06-6476-7103
06-6476-7104

淀川第02

㈱山大企画

中島真一
石塚豊彦

淀川区西中島4-4-16
NLC新大阪6号館1001号室

06-6195-7559
06-6195-7560

淀川第09

㈱ヤマダ不動産

山田高義

淀川区十三本町2-9-2

06-6100-7788
06-6100-7787

淀川第5

㈱ヤマダホームズ不動産事業部大阪店

西野泰弘
布施英樹

淀川区東三国6-1-30
ｺﾎﾞﾘﾏﾝｼｮﾝ東三国2階

06-6395-3403
06-6391-0586

淀川第01

㈱山ひさ

山﨑 博
山﨑正久

淀川区西中島3-11-24

06-6307-2128
06-6307-2124

淀川第04

㈱ＵＲシステム

星野光二

淀川区木川東3-4-18
中村第2ﾋﾞﾙ501号

06-6306-6355
06-6306-6356

淀川第06

㈱ゆうエステート

比澤幸雄
池上良信

淀川区宮原5-2-14-201

06-6335-4161
06-6335-4162

淀川第07

ユウキ住宅販売

葉山博行

淀川区西宮原3-3-3
ﾌｧﾐｰﾙﾊｲﾂ北大阪3号棟３Ｆ

06-6396-5656
06-6396-5657

淀川第03

㈱ゆう経営コンサルティング

益塚友和
宮本英雄

淀川区西中島7-1-20
第1ｽｴﾋﾛﾋﾞﾙ3階

06-6300-7730
06-6300-7731

淀川第02

㈱悠建設

西林 努
万代隆幸

淀川区西中島4-9-28

06-6308-2137
06-6308-2169

淀川第06

㈱ＵＣＦ関西

末松泰信
元木秀人

淀川区西宮原2-7-15
大学生協大阪会館

06-7659-9795
06-7659-9798

淀川第09

㈱ユタカ

北村富章

淀川区十三本町2-1-13

06-6304-3383
06-6304-3383

淀川第03

㈱ユタカハウジング

豊田勝広
山口勝治

淀川区西中島7-3-1

06-6300-1675
06-6300-5173

淀川第10

吉川住建㈱

吉川千代子

淀川区三津屋南2-18-12

06-6308-8145
06-6308-6357

淀川第10

淀川商事

三岡祥二郎

淀川区塚本2-26-11

06-6301-9434
06-6308-6523

淀川第02

㈱よどホーム

神田康孝

淀川区西中島2-14-13
壷坂4階401号

06-6459-9707
06-6459-9708

淀川第02

㈱ライジング

黒澤 大

淀川区西中島4-5-8
第二浅井ﾋﾞﾙ4階

06-6306-6855
06-6306-6856

淀川第06

㈱ライフサービス

柿本陽子
窪田尚子

淀川区宮原2-12-14
ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ新大阪第5 1F・2F

06-6394-5001
06-6350-3180

淀川第07 ㈱ライフサービス ﾌｧﾐｰﾙﾊｲﾂ北大阪店

米澤順一
早田実沙紀

淀川区西宮原3-3-3
ﾌｧﾐｰﾙﾊｲﾂ北大阪3号棟109

06-6395-4730
06-6394-0445

淀川第08

㈱ライフ建物管理

元井正興志
臼谷美帆子

淀川区新高6-12-10
ﾚｼﾚﾝｽﾀﾅｶﾋﾞﾙ202号

06-6393-8815
06-6392-3344

淀川第02

㈱ライフフィールド

生原 実
金丸康治

淀川区西中島4-2-8

06-6889-2552
06-6889-2553

淀川第08

㈱ライフ不動産販売

元井正興志
本間稔明

淀川区新高6-12-10
ﾚｼﾚﾝｽﾀﾅｶﾋﾞﾙ201号

06-6392-6688
06-6392-3344
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淀川第08

ライフプラス㈱

緒方修次

淀川区西三国3-27-10
KIKI参番館102号

06-6396-9616
06-6396-9617

淀川第07

ランドクリエイト

中村繁市

淀川区三国本町1-16-27
ﾌｧﾐｰﾙ北大阪ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ818号

06-6397-6560
06-6398-7251

淀川第09

ランドスカイ㈱

岩本竜徳

淀川区十三本町2-8-2
ランド十三ビル401号

06-6251-2850
06-6251-2877

淀川第07

㈱リアリティ

佐野邦子
桑原 進

淀川区西宮原2-3-35
ﾄﾞﾙﾐ新大阪14階11号

06-6330-8107
06-6170-3074

淀川第08

リーフ・ハウス

市森千惠子

淀川区野中北1-16-3

06-6395-9615
06-6395-9616

淀川第04

㈱リブライズエステート

包 賢

淀川区十三東2-7-11
大華ﾋﾞﾙ3階BC号

06-6309-3166
06-6309-3167

淀川第06

㈱リプライス リプライス関西

孫 福基
佐々木弘基

淀川区宮原4-3-12
新大阪明幸ﾋﾞﾙ802-3

06-6151-2191
06-6151-2192

淀川第08

㈲竜紀

吉田龍太郎

淀川区西三国4-6-29
えひめﾊﾟﾝｼｮﾝ7号室

06-6836-9430
06-6836-9431

淀川第05

龍虎不動㈱

土井金二
南 恭平

淀川区東三国1-33-12

06-6394-0033
06-6395-3410

淀川第02

㈱類不動産

根木貴大
竹村誠一

淀川区西中島4-3-2
類ﾋﾞﾙ

06-6303-0400
06-6303-0499

淀川第06

ルークスター㈱RM事業部

清水美穂子

淀川区宮原1-1-1
新大阪阪急ﾋﾞﾙ3F S-08

050-5865-1845
072-344-5814

淀川第04

㈱ループ

岩越直志
原泉

淀川区十三東3-18-17
ｻﾞ･ﾍﾞｽﾄ中村ﾏﾝｼｮﾝ2階202号

06-6309-8330
06-6309-8331

淀川第01

レイセニット㈱

明神勇輝
岸本寛之

淀川区西中島5-7-14
大京ﾋﾞﾙﾏﾝｼｮﾝ新大阪908号

06-4805-7977
06-4805-7988

淀川第07

六甲産業㈱大阪店

堀口勝由
上久保 進

淀川区三国本町3-8-5
ﾗｲﾄﾊｲﾂ1階Ｒ号

06-6392-4411
06-6392-4415

淀川第06

㈱ワークジャパン

尾崎 同

淀川区宮原4-1-45
新大阪八千代ビル１０F－C

06-6393-2323
06-6393-2324

淀川第01

㈱ワークス・リアルエステート

阪本昌弘
斎藤和代

淀川区西中島5-6-13
新大阪御幸ﾋﾞﾙ2階208号

06-6305-1919
06-6305-6262

淀川第04

㈱ワイズプランニング

山内康雅
大江啓之

淀川区木川東3-5-15
WHO'SWHOAPビル801号

06-6838-8588
06-6838-8599

淀川第10

ワイズプランニング

山本浩一郎

淀川区田川北2-1-36
2階

06-6476-7563
06-6476-7564

淀川第02

Y．Ｔ．Ｒｅａｌｔｏｒ㈱

山口剛司

淀川区西中島4-3-21
NLCｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ705

06-6476-9832
06-6476-9876

淀川第01

㈱若生建設

若生 智

淀川区西中島1-6-17

06-6308-1737
06-6308-1716

淀川第02

ワンズ・スタイル合同会社

牛迫敬太

淀川区西中島4-5-24
吉岡ﾋﾞﾙ1階

06-6100-5841
06-6100-5843
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