
五十音順

氏名 フリガナ

1 ㈱アート不動産 弘前市大字本町34-1 0172-31-8131 椛澤 睦子 カバサワ　ムツコ http://art-fudosan.jp 宅建

2 ㈱アイディアルホームズ 弘前市大字城東中央2-1-18 0172-88-5061 中嶋　功 ナカジマ　イサオ http://www.idealhomes-co.com 宅建

3 あい不動産㈱ 弘前市大字富田1-6-5 0172-55-9420 相川 るり子 アイカワ　ルリコ http://www.ai-estate.net/ 宅建

4 ㈲青い森不動産 弘前市大字松森町114 0172-34-0355 中井 芳隆 ナカイ　ヨシタカ http://www.aoimori-f.com 宅建

5 ㈲あおぞら不動産 弘前市大字城東北3-4-16 0172-29-1701 木村 都美雄 キムラ　トミオ 宅建

6 浅原不動産 黒石市大字下目内沢目内沢堰末13 0172-52-3486 浅原 要一 アサハラ　ヨウイチ 宅建

7 ㈱あさひほうむ 弘前市大字早稲田2-2-5 0172-29-3700 中山 貴祐 ナカヤマ　タカヒロ http://www.asahihome.jp 宅建

8 アセットクルー㈱ 弘前市大字中野1-7-22 0172-88-7761 羽根川　航 ハネガワ　ワタル http://asset-crew.jp 宅建

9 ㈲池田不動産 黒石市大字寺小路6-1 0172-52-7375 池田 陸奥男 イケダ　ムツオ http://www.ikeda-h.co.jp/ 宅建

10 板柳不動産㈱
北津軽郡板柳町

　大字福野田字実田110-1
0172-72-1990 前田 富士子 マエダ　フジコ 宅建

11 猪股地所 黒石市ぐみの木１丁目240 0172-53-5467 猪股 金光 イノマタ　カネミツ https://www.inomatajisyo.com/ 宅建

12 ㈲Ｎ.Ｓ.ホールディングス 弘前市小金崎１丁目1-1 0172-44-0001 木村 由美子 キムラ　ユミコ 全日

13 ㈱大川地建 弘前市大字城東4-4-4 0172-27-7771 大川　誠 オオカワ　マコト http://www.ookawachiken.com 宅建

14 おさむ不動産 弘前市大字寒沢町１９－２７ 0172-32-8163 山下　治 ヤマシタ　オサム 宅建

15 ㈲オフィス登嶋 弘前市大字平岡町75 0172-35-5055 登嶋 友行 トシマ　トモユキ http://www.athome.co.jp/ahsd/office-toshima.html 宅建

16 ㈲カネクラホーム 弘前市大字取上3-2-28 0172-35-0657 佐藤 三紀子 サトウ　ミキコ http://www.kanekura-home.com 宅建

17 ㈲協和不動産 弘前市大字外崎2-1-3 0172-28-1166 齋藤 弘臣 サイトウ　ヒロトミ http://kyowanet.com 宅建

18 ㈲グリーン住宅 弘前市大字品川町45-4 0172-36-1071 一戸 孝俊 イチノヘ　タカトシ http://www.green-jutaku.co.jp 宅建

19 (同)くろいし不動産管理 黒石市旭町55-7 0172-53-3776 中村 留美子 ナカムラ　ルミコ 宅建

20 ㈱ケーオーハウジング 弘前市大字田町5-6-6 0120-954-041 小田桐 悠太 オダギリ　ユウタ http://www.ko-fudousan.com 宅建

21 興和不動産㈱ 弘前市大字下白銀町8 0172-33-0345 高橋 秀樹 タカハシ　ヒデキ http://kouwafudousan.com 宅建

22 ㈲小堀建設工業 弘前市大字川合字浅田52-5 0172-27-6615 小堀 正一 コボリ　ショウイチ 宅建

23 ㈱さくらエステートサービス 弘前市大字駅前町13-1 0172-35-2311 高山 明夫 タカヤマ　アキオ 宅建

24 ㈲三建工業 弘前市大字新寺町26-15 0172-33-6095 木村 岩夫 キムラ　イワオ http://sanken.natsu.gs 宅建

25 ㈱今野商事 弘前市大字安原1-1-2 0172-34-6078 後藤 和也 ゴトウ　カズヤ http://www.コンノ.com 全日

26 ㈲サンコー 弘前市大字駅前町6-15 0172-33-2452 髙橋 美江子 タカハシ　ミエコ http://www.hirosaki-sanko.com 全日

27 サンライズ建設㈱ 弘前市大字賀田1-7-1 0172-82-3316 矢野 加奈子 ヤノ　カナコ 宅建

28 ㈱シマコーポレーション
弘前市大字城東4-5-1

　ナラオカビル103
0172-88-5215 嶋田 文雄 シマダ　フミオ http://shimaltd.xyz 宅建

29 ㈱住地 弘前市大字城東5-12-3 0172-27-6204 外﨑 知恵 トノサキ　チエ http://www.jyuchi.com 宅建

30 ㈲心工務店 弘前市大字金属町5-8 0172-88-3173 佐藤 健人 サトウ　タケヒト http://www.shinkoumuten.co.jp/  宅建

31 ㈱成都地所 弘前市大字土手町211-10 0172-38-0980 古川 俊弘 コガワ　トシヒロ http://seito.net 全日

32 ㈱創和不動産 弘前市大字外崎5-2-2 0172-88-7716 柳田　創 ヤナギダ　ハジメ http://www.souwa-re.jp 宅建

33 第一商事 弘前市大字富田2-3-1 0172-32-7807 世永　一 ヨナガ　ハジメ 宅建

34 ㈱第一不動産 弘前市大字野田1-1-6 0172-32-2000 白戸 徹也 シロト　テツヤ http://www.drec.jp 宅建

35 ㈱太陽地所 弘前市大字大町3-1-2 0172-33-4456 工藤　樹 クドウ　タツキ http://www.taiyojisho.jp 宅建

36 たかち不動産 弘前市大字浜の町北1-18-1 0172-36-5646 高地　正晃 タカチ　マサアキ 全日

37 長成不動産㈱ 弘前市大字御幸町12-1 0172-32-1009 渋谷 東一 シブヤ　トウイチ 全日

38 津軽地所 弘前市大字城東中央4-13-15 0172-26-8530 工藤 栄知 クドウ　エイチ http://tugarujisyo.sakura.ne.jp 宅建

39 ㈱ツツイ不動産 弘前市大字南大町2-7-90 0172-35-9091 筒井 正雄 ツツイ　マサオ http://www.tsutsui-fudousan.com 宅建

40 ㈲東都宅建 弘前市大字早稲田4-1-8 0172-27-1500 葛西　誠 カサイ　マコト http://toto.bz 宅建
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41 東北ミサワホーム㈱弘前営業課 弘前市大字高田4-1-2 0172-27-3300 山上 健吾 ヤマガミ　ケンゴ http://www.tohoku.misawa.co.jp 宅建

42 ㈲藤和不動産 弘前市大字百石町31-1 0172-32-6613 青山 幸正 アオヤマ　ユキマサ http://www.touwa-fudousan.com 全日

43 ㈱都市計画 弘前市大字青山1-11-6 0172-33-8831 成田 照彦 ナリタ　テルヒコ http://toshi-kei.co.jp 全日

44 ㈲ともえ不動産 弘前市大字大町3-3-11 0172-38-0033 村岡 省一郎 ムラオカ　ショウイチロウ 宅建

45 中山不動産 弘前市大字富野町６－１ 0172-35-3024 中山　登 ナカヤマ　ノボル 宅建

46 ㈱ハシモトホーム弘前支店 弘前市大字神田1-7-14 0172-31-6724 佐藤 正人 サトウ　マサヒト http://www.hashimotohome.com 宅建

47 ㈲パステル 弘前市大字豊原2-10-9 0172-35-5353 工藤 正道 クドウ　マサミチ http://www.pastel-hirosaki.com 宅建

48 ハッピーハウス(同) 黒石市一番町67 0172-55-6296 種市　智 タネイチ　サトシ http://happyhouseaomori.com 宅建

49 ㈱肥後産業 弘前市大字和徳町6-9 0172-36-5566 山本 淳二 ヤマモト　ジュンジ http://www.higo-industry.jp 宅建

50 ひらか不動産 平川市柏木町藤山27-10 0172-44-1222 田中 千晴 タナカ　チハル 宅建

51 ヒラカワ土地
平川市本町平野24-1

　第2平野ビル1F
0172-55-0087 三浦　稔 ミウラ　ミノル http://hirakawatochi.aomori.jp/ 宅建

52 ㈲ひろさき地所 弘前市大字城東中央1丁目11-2 0172-27-7003 祖父尼 資久 ソフニ　モトヒサ http://www.hirojisyo.com/ 宅建

53 弘前倉庫㈱ 弘前市大字豊田3-5-1 0172-27-2121 齋藤 和広 サイトウ　カズヒロ http://daishu-hiroso.co.jp/ 宅建

54 ㈲フォーテック 黒石市西ケ丘292-3 0172-53-8697 福士 長年輪 フクシ　タケトワ http://www.fortec-re.jp 宅建

55 ㈲北翔宅建 青森市浪岡大字浪岡字若松76-27 0172-69-3513 中島 尚和 ナカジマ　ナオカズ http://www.hokushou-takken.co.jp 全日

56 ㈱本町不動産 弘前市大字本町52 0172-32-5584 阿部　寛 アベ　ヒロシ 宅建

57 ㈱マップサービス 弘前市大字三岳町6-5 0172-37-6511 大越 一幸 オオコ　カズユキ http://mapservice-web.sakura.ne.jp 宅建

58 ㈱丸勝小野商事
南津軽郡田舎館村

　大字高樋字川原田35
0172-58-2054 小野 敬之 オノ　タカユキ 宅建

59 ㈲マルナ地建 弘前市大字外崎1-9-6 0172-27-6760 奈良岡 清寿 ナラオカ　キヨカズ http://www.marunachiken.com 宅建

60 ㈲みやの不動産 弘前市大字本町69 0172-32-6067 宮野 貞明 ミヤノ　サダアキ http://www.miyano-fudousan.com 全日

61 ㈱よつば不動産 弘前市大字住吉町22-7 0172-36-6233 中村 倫人 ナカムラ　ノリト http://www.yotsubanet.com 宅建

62 ㈱リイル宅建事務所 弘前市大字八代町8-36 0172-39-7071 相馬 明彦 ソウマ　アキヒコ http://real-takken.com 全日

63 ㈱リッチモンドハウス 弘前市大字松原東4-16-27 0172-55-0641 岩根 真紀江 イワネ　マキエ http://richmondhouse.jp 全日

64 ㈱ＲＥＣＩＰＥ 青森市浪岡福田3-2-4 0172-88-7495 神　康知 ジン ヤストモ http://aoimori-recipe.com/ 全日

※団体：【宅建】公益社団法人青森県宅地建物取引業協会、【全日】公益社団法人全日本不動産協会青森県本部

http://www.yotsubanet.com/

