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公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 賛助会員 

平成 30年 9月 14日現在 

会   社   名 代表者 所  在  地 電話番号 

(株)アイアンドエス・ビービーディオー 加藤 和豊 中央区晴海１-８-１０ 晴海トリトンスクエア 03（6221）8585 

(株)アイクリック 高橋 克之 立川市錦町１-４-２０ ＴＳＣビル 042（548）2381 

(株)アクセスプログレス 中野 博昭 渋谷区渋谷２-１５-１ 渋谷クロスタワー 03（5774）2310 

(株)朝日エージェンシー 寺田 徹哉 中央区八丁堀４-３-３ Ｄａｉｗａ京橋ビル 03（6280）2100 

(株)アサヒクリエイション 緒方 光行 町田市原町田６-３-２０ ＴＫ町田ビル 042（732）0550 

(株)朝日広告社 上田  周 中央区銀座７-１６-１２ Ｇ７ビル 03（3547）5400 

(株)朝日ＰＲセンター 矢田貝幸廣 板橋区大山町２０-４ スクウェアビル 03（3956）1237 

(株)アスティ 三本松裕興 千代田区内神田２-１４-６ 神田アネックスビル 03（6683）3231 

アットホーム(株) 鶴森 康史 大田区西六郷４-３４-１２ 03（3730）6400 

(株)アド・スピリッツ 長谷川 隆 江戸川区西小岩５-１１-１７ 03（3650）7775 

(株)アドパークコミュニケーションズ 平田  実 
中央区日本橋馬喰町２-３-３ 

ファッションフェイスビル 
03（6264）8835 

Ａｐａｍａｎ Ｎｅｔｗｏｒｋ(株) 川森 敬史 千代田区大手町２-６-１ 朝日生命大手町ビル 03（3231）8024 

(株)アマネク コミュニケーションズ 小菅 義和 
東京都中央区日本橋堀留町１-１-１１ 

日本橋ＡＭＡＮＥＫビル 
03（3665）5070 

(株)アルケ通信社 成田 時信 
目黒区上目黒３-３-１４ 

アサヒ電機朝日生命中目黒ビル 
03（5721）3961 

(株)アルセス 和田 欣也 渋谷区恵比寿西１-７-１５ エビスＫＡＴＯＨビル 03（3462）2933 

(株)イー・ステート・オンライン 堀内 英史 千代田区神田神保町２-４東京建物神保町ビル 03（3288）9700 

(株)いい生活 中村 清高 港区南麻布５-２-３２ 興和広尾ビル 03（5423）7830 

(株)いえらぶＧＲＯＵＰ 岩名 泰介 新宿区西新宿２-６-１ 新宿住友ビル 03（6911）3955 

(株)イーライフ 清水 俊彦 相模原市中央区横山３-２８-１５ イーライフビル 042（758）6771 

(株)石田大成社 喜田 眞司 千代田区外神田２-１８-２ 03（3255）8911 

(株)イングブレインズ 斉藤 章治 川崎市高津区二子２-４-１０ 二子相原ビル 044（844）2033 

(株)ヴィアックス 林  秀和 中野区弥生町２-８-１５ 03（3299）6011 

(株)ヴィープランニング 安藤 義則 宇都宮市瑞穂２-１７-５ 028（656）8017 

(株)ウェイブコミュニケーションズ 八所 和己 渋谷区千駄ヶ谷５-８-６ エスポワール千駄ヶ谷 03（3341）1242 

エクシム(株) 西本 和生 北区中里２－１９－８ 03（5944）5062 

(株)エス・ピー・サービス 天田 太郎 中央区京橋３-６-１２ 正栄ビル 03（3567）5100 

(株)エスピー東京 田中  寛 北区滝野川５-４１-３ ＴＫビル 03（5980）7671 

(株)エス・プロモーション 前川 修治 高崎市大橋町４８-１２ スミセイビル 027（370）1477 

(株)オウチーノ 堀口 育代 港区西新橋３-２３-５ 御成門郵船ビル 03（5402）6887 

(株)小田急エージェンシー 高成田 潔 新宿区西新宿１-８-３ 小田急明治安田生命ビル 03（3346）0664 

(株)カイケツ 野﨑 美夫 中央区銀座３-１３-１９ 03（3547）3111 

(株)カオルデザイン 香取 敏之 立川市栄町４-１３-４ 042（595）8807 
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(株)カカクコム 畑 彰之介 渋谷区恵比寿南３-１-１ 恵比寿グリーングラス 03（5725）4554 

(有)キュービックワン 久保登志之 杉並区高円寺南３-５６-１ 03（5305）7573 

(株)協同エージェンシー 松田   力 港区南青山６-１２-１ 03（3409）1851 

業プロ(株) 椎谷 範一 江東区木場２-１５-１２ ＭＡビル 03（5639）2690 

(株)クオラス 大沼  渉 品川区大崎２-１-１ Ｔｈｉｎｋ Ｐａｒｋ Ｔｏｗｅｒ 03（5487）5001 

クーバル(株) 鍋谷 尚威 渋谷区神南１-１０-６ サクセス渋谷ビル 03（5456）6030 

(株)クラシファイド 入山 史隆 千代田区四番町６ 東急番町ビル 03（5745）3955 

健美家(株) 倉内 敬一 港区南青山３-１-７ 青山コンパルビル 03（6804）5312 

(株)工業市場研究所 日暮 琢也 港区西新橋３-６-１０ マストライフ西新橋ビル 03（6459）0150 

(株)広和 齋藤 康大 新宿区北新宿１-１-１９ ダイヤフゲンビル 03（3369）2115 

(株)ココロマチ 吉山日出樹 港区西新橋３-１５-１２ 西新橋ＪＫビル 03（6432）4185 

(株)サクシード 秋本 匡俊 中央区京橋３-１４-６ 斎藤ビルヂング 03（3538）7351 

(株)ジェイ・アンド・エフ 德田真奈美 中央区八重洲２-５-９ 八重洲共同ビル 03（6262）3442 

(株)じげん 平尾   丈 
新宿区新宿６-２７-３０ 

新宿イーストサイドスクエア 
03（6432）0350 

(株)ＣＩＳＣ （シスク） 南雲 一幸 新宿区舟町１-１２ ＭＫビル３階 03（3358）5937 

(株)ジャパン・アート・オリジン 柏木 克之 小田原市南板橋２-２３５ 0465（22）2955 

ジューシィ出版(株) 近藤 正祐 港区港南２-１６-１ 03（6717）6922 

(株)住宅新報 中野 孝仁 港区虎ノ門３-１１-１５ SVAX TT ビル 03（6403）7800 

(株)シー・レップ 北田 浩之 大阪市中央区南本町１-８-１４ 堺筋本町ビル 06（6262）0999 

(株)新生・エージェンシー 進藤 大介 豊島区池袋２-５１-１３ 佐久間製菓ビル 03（3590）7081 

新日本工業(株) 九門  明 三重県松阪市広陽町４１-１ 0598（20）2880 

(株)伸和エージェンシー 大辻 伸幸 大阪市北区堂島浜２-１-２９ 古河大阪ビル 06(6536)6230 

(株)すまいる住新 藤井 栄一 所沢市美原町２-２９３１-６ 稲福ビル 042（943）4745 

全管協ポータルサイト(株) 高橋 誠一 
中央区八重洲１-３-７ 

八重洲ファーストフィナンシャルビル 
03（3272）7755 

(株)千修 下谷 友康 千代田区九段北４-２-４ 03（3261）8411 

(株)センチュリー２１・ジャパン 長田 邦裕 港区北青山２-１２-１６ 北青山吉川ビル 03（3497）0021 

(株)綜合印刷 丸山   斉 塩尻市広丘吉田６５９-１ 0263（57）4556 

(株)大広 落合 寛司 港区赤坂５-２-２０ 赤坂パークビル 03（6364）8111 

(株)大廣広告社 植田   肇 新宿区西新宿７-１６-３ 第１８フジビル 03（3371）2991 

第三企画(株) 久米 信廣 
千代田区丸の内１-６-５ 

丸の内北口ビルディング 
03（6259）1800 

(株)ダイトクコーポレーション 小畠 寛祐 金沢市大野町４丁目レ４０-１６９ 076（238）7333 

タマ・アド(株) 八谷 信彦 港区高輪３-１９-２６ ＳＯＣ高輪ビル 03（5475）6652 

(株)仲介王 志村桂司郎 高崎市芝塚町１９５８ 027（325）5068 

(株)ＣＨＩＮＴＡＩ 上平 尚芳 港区元赤坂１-２-７ ＡＫＡＳＡＫＡ Ｋ-ＴＯＷＥＲ 03（5771）4600 
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(株)ＤＧコミュニケーションズ 鈴木 浩一 港区三田３-１３-１２ 三田ＭＴビル 03（6858）5055 

Ｄ．Ｐ．Ｐ．(株) 東野 眞輔 我孫子市中峠１９４６-１ 04（7188）8883 

(株)テレビウィークリー企画 山本 孝洋 国立市東１-１５-２１ ドマーニ国立ビル 042（575）4110 

(株)電通 山本 敏博 港区東新橋１-８-１ 03（6216）5111 

(株)東急エージェンシー 澁谷 尚幸 港区赤坂４-８-１８ 03（3404）5321 

(株)東邦プラン 本多   修 川崎市幸区新塚越２０１ ルリエ新川崎 044（549）0772 

凸版印刷(株) 金子 眞吾 千代田区神田和泉町１番地 03（3835）5111 

(有)ドリームポート 吉田 勝也 千葉市若葉区都賀４-１-３ 千葉ＮＴビル 043（232）7290 

(株)新潟読売ＩＳ 渡邊 幸彦 新潟市中央区鳥屋野中沼３４４-２ 025（285）4569 

(株)西埼玉ぱど 田形 幸満 所沢市上新井４-７８-２４ 0120（810）466 

(株)日広社 佐藤 寛知 中央区銀座１-１４-１０ 松楠ビル 03（3567）7111 

日本アート印刷(株) 後藤 幸彦 台東区東上野１-２８-１２ 新御徒町ＫＭビル 03（5812）3601 

(株)日本経済広告社 丹羽  信一 千代田区神田小川町２-１０ 03（5282）8000 

(株)日本経済社 冨田   賢 中央区銀座７-１３-２０ 中村ビル 03（5550）6501 

日本情報クリエイト(株) 米津 健一 宮崎県都城市上町１３街区１８号 0986（25）2212 

(株)ネスパ 安   弘隆 港区芝４-７-７ ビラ・アペックス田町 03（3456）2741 

(株)ハウスドゥ （ＦＣ事業部） 安藤 正弘 
千代田区丸の内１-８-１ 

丸の内トラストタワーＮ館 （東京本社） 
03（5220）5090 

(株)ハートクリエイト 秋山 秀徳 熊谷市上江袋８５５-６ 048（598）5986 

ハーバーハウス(株) 石村 良明 新潟市中央区明石２-３-３０ 025（240）3838 

(株)博士．ｃｏｍ 水上あきら 武蔵野市吉祥寺東町１-１７-１８ 0422（28）2211 

(株)博報堂プロダクツ 江花 昭彦 江東区豊洲５-６-１５ NBF 豊洲ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾛﾝﾄ 03（5144）7200 

(株)ピーアンドディーヒロサワ 谷口  太 北区浮間５-１５-１４ 03（3965）8451 

(株)ビジュアルリサーチ 中川 一彦 品川区大崎５-６-２ 都五反田ビル西館 03（6826）1120 

ピタットハウスネットワーク(株) 宮北 英治 中央区日本橋３-４-１０ スターツ八重洲中央ビル 03（3510）0010 

(株)フォーデジット 蛭田 正司 港区赤坂８-５-３２ 田中駒ビル 03（5770）8711 

(株)プライムクロス 松岡 弘芳 新宿区西新宿６-２２-１ 新宿スクエアタワー 03（3348）0711 

(株)ベストル 野口 太義 新宿区早稲田鶴巻町５４３-７ ＮＳビル 03（3267）1412 

(株)北斗企画 牛島   聡 千代田区内神田２-２-５ 光正ビル 03（5207）6681 

(株)マイソク 大石 清貴 武蔵野市桜堤３-１-１ 0422（60）5858 

(株)マイナビ 中川 信行 千代田区一ツ橋１-１-１ パレスサイドビル 03（6267）4000 

(株)マーキュリー 陣  隆浩 新宿区西新宿２-６-１ 新宿住友ビル 03（5339）0960 

(株)ミカ／ファンクション 三科 啓児 新宿区富久町８－２１ 03（5312）0777 

メディアエムジー(株) 久保  浩 新宿区西新宿２-４-１ 新宿ＮＳビル 03（5339）8500 

(株)ユープラン 佐藤 祐樹 相模原市中央区矢部３-２１-１５ 042（704）3483 

(株)有朋社 宮地 和亀 中央区銀座１-１５-４ 銀座１丁目ビル 03（6228）7868 
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(株)ユニバーサル広告社 榎本 祐介 豊島区南池袋３-９-８ Ｈ２ビルディング 03（6907）1520 

(株)ユニフィット 丸山   智 新宿区新宿５-１３-９ ２階 03（5362）7451 

(株)横浜メディアアド 三浦 彰久 
横浜市神奈川区栄町５-１ 

横浜クリエーションスクエア 
045（450）1815 

(株)読売ＩＳ 工藤 博幸 中央区日本橋人形町３-９-１ 03（5847）1500 

(株)読売広告社 藤沼 大輔 港区赤坂５-２-２０ 赤坂パークビル 03（3589）8111 

(株)ライズエージェンシー 松下 裕城 港区三田３-７-１８ ザ・イトヤマタワー 03（5336）8157 

(株)ＬIFULL 井上 高志 千代田区麹町１-４-４ 03（6774）1600 

(株)LIFULL Marketing Partners 山田 貴士 千代田区麹町１-３ ニッセイ半蔵門ビル 03（6825）8572 

(株)リクルート住まいカンパニー 淺野  健 港区芝浦３-１２-７ 住友不動産田町ビル 03（6835）2000 

(株)リクルート北関東マーケティング 中島 淳二 高崎市栄町１４-１ 高崎イーストセンタービル 027（328）7820 

(株)リブセンス 村上 太一 品川区上大崎２-２５-２ 新目黒東急ビル 03（5962）3554 

リングアンドリンク(株) 金丸 信一 所沢市松郷１５１-５１ 04（2946）5173 

(株)ループリンクス 伊藤 幸司 さいたま市緑区大門３６５５-２ 0120（966）606 

(株)レックアイ 鈴木 德之 豊島区南池袋２-３０-１７ 朝日生命南池袋ビル 03（5949）5681 

(株)ロクヨンデザイン 青木 隆介 前橋市六供町１-１-１ 027（226）1502 

 


