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商
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住

（ 2020/09/01現在 ）

所

（あいうえお順）

TEL

FＡX

アークエステート(有)

森山 明子

〒 780-8063
高知市朝倉丙133番地

088-840-6800

088-840-6810

(株)アースハウジング

濵田 英夫

〒 780-0929
高知市桜馬場8番19号

088-802-6600

088-802-6601

(株)アール不動産

齋藤 良浩

〒 783-0011
南国市後免町4丁目6番17号

088-855-6344

088-855-6345

アイエスホームズ

坂本 伸司

088-825-3339

088-821-8282

(株)アイ建工房

森野 保臣

〒 780-8065
高知市朝倉戊530番地5

088-850-7208

088-855-3207

アイＫＥＮホーム

川村 憲

〒 780-8088
高知市針木本町5番3号

088-843-6638

088-843-6764

あいハウスサービス

岡村 功

〒 780-0984
高知市西久万351番地11

088-824-5655

088-875-0355

アイビー不動産

川添 知子

〒 782-0033
香美市土佐山田町旭町1丁目1-10

0887-53-0211

0887-53-0212

(有)ｉＢｏｘ

山﨑 裕也

〒 781-0252
高知市瀬戸東町3丁目333番地31

088-837-5505

088-837-5506

愛夢(有)

金子 均榮

〒 780-8011
高知市梅ノ辻18番13号

088-831-5551

088-831-5574

(有)アイランド

坂本 塁

〒 785-0030
須崎市多ノ郷甲3096番地

0889-43-1458

0889-43-1459

あおぞら不動産(同)

田邊 将三

〒 780-0976
高知市みづき1丁目711番地

088-821-8565

088-821-8160

(有)青葉住宅

池澤 雅文

088-828-8677

088-844-8655

(有)安芸不動産センター

秦泉寺 始

〒 784-0027
安芸市宝永町6番13号

0887-34-1231

0887-35-8855

アクアホーム(株)

川村 京子

〒 780-0066
高知市比島町2丁目9番10号

088-821-8670

088-821-8690

アクセスホーム

谷 守

〒 780-0863
高知市与力町6-15

088-872-7060

088-872-7734

朝日住宅商事

藤井 幸雄

〒 780-8016
高知市南ノ丸町51番地7

088-831-5270

088-831-5270

(有)旭宅業

野村 進

〒 783-0004
南国市大埇甲1640番地28

088-863-5530

088-863-5531

朝日不動産

藤原 幸子

〒 781-1301
高岡郡越知町越知甲1733番地2

0889-26-2916

0889-26-2181

(株)旭町３丁目不動産

竹村 典子

〒 780-0935
高知市旭町3丁目103番地

088-872-6987

088-879-3679

〒 780-0862
高知市鷹匠町1丁目3番22号
スクエアフロント2Ｆ

〒 780-8081
高知市若草町16番46号
パープル若草103
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アシスト住宅

上森 清海

〒 780-8040
高知市神田412-12-2号

088-831-8500

088-831-8400

足摺建設(有)

畦地 賢作

〒 787-0315
土佐清水市足摺岬569-1

0880-88-0135

0880-88-0450

(有)Ａｙｕｄａｒハウス

濱﨑 孝幸

〒 780-8037
高知市城山町255番地1

088-879-0505

088-879-0506

飛鳥不動産企画

梅原 芳久

〒 781-1105
土佐市蓮池1213番地3

088-852-0763

088-852-1914

アスミーハウス

近澤 真由美

088-856-5952

088-856-5953

(株)あたごハウス

吉田 茂雄

〒 780-0051
高知市愛宕町4丁目1番23号

088-879-8782

088-879-8783

穴吹 忠嗣

〒 780-0870
高知市本町3-4-22

088-873-2882

088-824-6844

穴吹 薫

〒 780-0870
高知市本町3丁目4-22

088-871-3001

088-871-3005

穴吹不動産流通(株)高知店

近藤 敬治

〒 780-0870
高知市本町3丁目4-22

088-873-3100

088-873-3170

(有)アフェクト

岡野 二男

〒 781-5103
高知市大津乙2432番地7

088-878-5611

088-878-5612

(有)アメニティー住宅

伊藤 万

〒 780-8072
高知市曙町2丁目2番17号

088-840-0600

088-840-0509

大谷 敦史

〒 783-0004
南国市大埇甲1415-1

088-802-5300

088-802-5301

(株)アメニティーハウス高知支店

大谷 敦史

〒 780-0062
高知市新本町1丁目2-11

088-826-0027

088-826-0527

(株)彩都建設

門脇 正宏

〒 780-0071
高知市高埇3番21号

088-885-2400

088-885-2402

(有)歩不動産

植田 正

〒 780-0938
高知市旭駅前町9番地6

088-824-6681

088-855-9952

荒川電工(株)

荒川 浩一

〒 780-0071
高知市高埇6番19号

088-855-3303

088-885-1003

アリタ不動産

有田 光辰

〒 788-0004
宿毛市長田町3番32号

0880-63-2055

0880-63-9955

アルファー住宅

田中 久三

〒 780-8040
高知市神田540番地9

088-832-8920

アレンジ不動産

吉岡 浩子

〒 781-8132
高知市一宮東町1丁目13番14号

088-826-5150

088-826-5140

(株)ＥＣコーポレーション

朝比奈 泰充

〒 788-0000
宿毛市宿毛911番地1

0880-63-3680

0880-62-0877

大臣免許

穴吹興産(株)高知支店
大臣免許

(株)穴吹ハウジングサービス
大臣免許

大臣免許

(株)アメニティーハウス南国店
大臣免許

〒 780-8065
高知市朝倉戊780番地2
エバーグリーンⅡ103
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(有)イースト高知

山田 茂

〒 780-0072
高知市杉井流13番7号

088-885-9988

088-885-9988

(同)イーストハウジング

横山 晃出

〒 781-8121
高知市葛島2丁目1番44号

088-883-5758

088-883-5760

(株)Ｅ－ＨＯＵＳＥ

宮部 久美子

〒 781-8104
高知市高須2丁目15-16

088-861-2103

088-861-2104

(株)生田組

生田 政嗣

〒 786-0007
高岡郡四万十町古市町7番34号

0880-22-1225

0880-22-3678

〒 780-0870
高知市本町4丁目2番19号

088-826-0770

088-826-0771

(有)IkeConstruction&BuildingMate 池 理恵
rial
池本不動産

池本 匠

〒 781-7102
室戸市室津1747番地8

0887-23-1880

0887-23-1889

(有)石川共栄不動産

石川 泉

〒 781-5232
香南市野市町西野652番地13

0887-56-3311

0887-56-3399

(有)石村商事

武内 広貴

088-873-2313

088-873-2313

石元不動産

石元 龍之介

〒 781-1101
土佐市高岡町甲883番地4

088-852-3451

088-852-3643

イシンコーポレーション(株)

福重 忠良

〒 781-5106
高知市介良乙993番地

088-860-2900

088-860-0040

泉ホーム

田香 圭輔

〒 781-0113
高知市種崎636番地2

088-855-5535

088-855-5536

イチカワ不動産(有)

市川 重和

〒 780-8085
高知市大谷公園町17番28号

088-840-6022

088-843-6828

(同)一の宮エステート

新田 優司

〒 780-0870
高知市本町五丁目2番9号

088-800-1118

088-800-1118

(有)一の宮不動産

中尾 潔

〒 780-0082
高知市南川添14番3号

088-885-3400

088-885-3425

(株)一や

山本 真嗣

〒 780-0841
高知市帯屋町1丁目10番18号

088-823-2638

088-823-3265

稲見開発不動産

稲見 諦輔

〒 780-0024
高知市前里89番地

088-822-7748

088-822-7769

(株)猪野晃三朗塗装店

猪野 浩三郎

〒 781-8121
高知市葛島一丁目10番75号

088-856-7761

088-856-7762

(株)猪野晃三朗塗装店高知西店

猪野 浩三郎

〒 780-8074
高知市朝倉横町20-35

088-802-8351

088-802-8352

(株)いのべ不動産

伊野部 武男

〒 780-8052
高知市鴨部2丁目20番14号

088-844-0165

088-844-0176

入交グループ本社(株)

入交 太郎

〒 781-0112
高知市仁井田4563番地1

088-837-3100

088-837-3103

〒 780-0841
高知市帯屋町一丁目12番1号
石村ビル4階
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入交建設(株)

横山 厳

〒 781-0087
高知市南久保4番47号

088-885-4777

088-883-7500

入交興産(株)

前田 和人

〒 781-0112
高知市仁井田4563番地1

088-837-3102

088-837-6181

岩村建築

岩村 常男

〒 781-5213
香南市野市町東野1918番地1

0887-55-4407

0887-55-4426

ｉｎｇホーム

萩野 光伸

088-840-4077

088-840-4445

(有)インターナショナル地所

深田 喜朗

〒 780-0870
高知市本町5丁目6番48号

088-822-8200

088-822-8209

(株)上原プロジェット

上原 昭彦

〒 780-0972
高知市中万々109番地7

088-825-1158

088-823-1238

上森住宅商事

上森 信幸

〒 780-0822
高知市はりまや町3丁目1番21号

088-872-3055

088-872-3194

(有)宇賀商事

宇賀 小文

〒 780-0844
高知市永国寺町1-51

088-822-5600

088-822-5602

(有)内村不動産

内村 久子

〒 781-5213
香南市野市町東野977番地8

0887-56-0640

0887-56-3661

(株)ウッドエステート

木村 弘髙

088-803-9855

088-803-9858

(有)ウッドクラフト

岩﨑 靖

〒 780-0002
高知市重倉525番地66

088-845-6366

088-845-6377

ウッドスタイル(株)

片岡 宏彰

〒 781-1105
土佐市蓮池2028番地1

088-879-0872

088-879-3191

ウルトラハウス(同)

山本 善一

〒 780-8038
高知市石立町217番地1

088-874-6108

088-877-5678

栄光不動産

川上 二志恵

〒 780-0967
高知市福井東町20番21号

088-824-8890

088-824-8825

エイシン不動産

河﨑 隆行

〒 780-8076
高知市朝倉東町47番15号

088-840-7205

088-840-0972

(株)栄正

橋村 暁正

〒 780-8040
高知市神田831番地7

088-854-4444

088-855-6337

エイトハウジング

井上 精一

088-854-8085

088-854-8086

(株)ＡＳＣ

吉田 龍平

〒 780-0926
高知市大膳町1-24

088-823-0354

088-823-0445

エースコーポレーション

西岡 勉

〒 780-0818
高知市宝永町5番34号

088-855-8235

088-855-8263

エクセレンス

島田 悦子

〒 780-0084
高知市南御座10番3号

088-883-6999

〒 780-0952
高知市塚ノ原74-1
スカイハイツ塚ノ原1Ｆ

〒 780-0073
高知市北金田5番8号
ミニュエットビル101号

〒 780-8052
高知市鴨部2丁目3-22
鴨部ハイツ1Ｆ
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〒 781-8125
高知市五台山4563番地

TEL

FＡX

088-884-6153

088-882-8292

088-824-0812

088-842-6701

エコネット(株)

田中 克也

ＳＫホーム

森 勝之

エスティハウス(有)

岡 貞男

〒 780-0066
高知市比島町4丁目11番1号

088-824-0213

088-824-8391

(株)ＨＬＫ

檜垣 和男

〒 780-0814
高知市稲荷町3番13-101号

088-856-7730

088-856-6551

(株)エフホーム

古川 保誠

〒 780-0066
高知市比島町1丁目12番26号

088-802-5311

088-802-5312

(株)エム・エス・プラス

松浦 孝幸

〒 780-0929
高知市桜馬場7番14号

088-821-8383

088-821-8389

(株)エムコーポレーション

中谷 俊

〒 781-0112
高知市仁井田1617番地19

088-847-1868

088-847-1872

ＭＧ不動産

和田 千賀志

〒 780-0938
高知市旭駅前町44番4

088-873-9233

088-879-6464

(株)ＯＡＴ

國澤 和人

088-855-3579

088-855-3739

(同)大久保不動産おうちや．ｎｅｔ

大久保 圭

〒 780-0901
高知市上町4丁目4番3号

088-872-4800

088-872-4400

(有)大蔵不動産

氏原 明廣

〒 780-0833
高知市南はりまや町1丁目10番7号

088-882-0012

088-883-0022

(有)逢坂興産

窪添 賢二

〒 783-0049
南国市岡豊町中島1281-1

088-866-0712

088-866-7690

(有)大﨑建築

大﨑 光彦

〒 785-0044
須崎市吾井郷乙2553番地1

0889-45-0800

0889-45-0225

(有)大空不動産

川口 通洋

〒 780-0901
高知市上町2丁目8番20号

088-875-5200

088-875-5201

(有)太田建築

太田 利春

〒 780-0965
高知市福井町2187番地23

088-875-2450

088-875-2451

大塚商事

大塚 智宏

〒 787-0033
四万十市中村大橋通5丁目49番地1

0880-35-3729

0880-35-3739

(有)大津建物

泉 修正

〒 780-0824
高知市城見町5番15号

088-880-5200

088-880-5211

おおつぼ不動産

大坪 秀一

〒 780-8089
高知市針木南5番1号

088-844-1338

088-844-1395

(有)大津屋不動産

中村 有佑

088-875-7250

088-875-7285

(有)大原住宅

大原 均

088-845-2471

088-846-1096

〒 781-0244
高知市横浜南町2番2号
アビタシオン横浜2号室

〒 780-0072
高知市杉井流5番18号
三井ビル1Ｆ

〒 780-0046
高知市伊勢崎町7番22号
山崎ビル1Ｆ
〒 781-8134
高知市一宮中町3丁目9番39号
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オールワン住宅

西山 尚孝

〒 781-8134
高知市一宮中町1丁目6番23号
コーポ一宮Ⅱ105

088-855-9666

088-855-9659

(株)岡﨑不動産

岡﨑 良仁

〒 780-0073
高知市北金田11番30号
アクティオカザキ1Ｆ

088-883-5121

088-883-5122

岡﨑不動産

岡﨑 美穂子

〒 788-0009
宿毛市駅東町4丁目709番地

0880-63-2301

0880-63-2571

(株)小笠原不動産

小笠原 一雄

〒 780-0066
高知市比島町三丁目1番17号

088-825-1222

088-825-1244

(株)小笠原工務店

小笠原 昭仁

〒 780-0985
高知市南久万48-7-201

088-822-2110

088-822-1585

岡田不動産

岡田 裕美

〒 780-0055
高知市江陽町10番23号

088-883-9551

岡村不動産

岡村 厚志

〒 786-0012
高岡郡四万十町北琴平町1番24号

0880-22-2179

0880-22-2165

(有)沖田商事

沖田 清一

〒 781-0015
高知市薊野西町3丁目35番47号

088-845-5228

088-845-0140

小島不動産

小島 幸年

〒 788-0783
宿毛市平田町戸内2097

0880-66-2356

0880-66-0458

越知不動産

前田 和

〒 781-1301
高岡郡越知町越知甲1960-6

0889-26-0515

0889-26-2463

(有)帯一不動産

浜田 貴司

〒 780-0842
高知市追手筋1丁目8番1号

088-825-2530

088-825-2531

(有)オビタハウス

大﨑 二生

〒 780-8010
高知市桟橋通二丁目12番23号

088-833-0061

088-833-0137

オフィスエープラス

大前 昭浩

088-856-5808

088-856-5807

オフィスシステムハウス

中川 英子

〒 780-0976
高知市みづき3丁目1709番地

088-875-0330

088-875-0336

オリーブ住宅

枝重 盛章

〒 780-0023
高知市東秦泉寺467番地9

088-856-9154

088-854-8255

(有)カーポートあすなろ

坂本 和信

〒 781-5102
高知市大津甲520番地2

088-866-4664

088-866-4646

凱勝(株)

秋 太海

〒 780-0870
高知市本町4丁目2番31号

088-823-0004

088-873-7046

(株)開成開発

上岡 昌生

〒 780-0928
高知市越前町2丁目8番2号

088-823-7684

088-823-7686

(株)楓商店

中野 正高

〒 787-0021
四万十市中村京町3丁目10番地

0880-34-2211

0880-34-2213

(有)カゲヤマ

隂山 竹彦

〒 781-5103
高知市大津乙1015番地1

088-866-0515

088-866-0517

〒 780-0914
高知市宝町30番19号
谷脇木材ビル3階
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商

号

代表者名

大臣免許

住

所

〒 780-0072
高知市杉井流21-13
マノワール杉井流1階北

TEL

FＡX

088-885-7080

088-885-7081

(株)カチタス高知店

新井 健資

葛島不動産

森 武彦

〒 781-8121
高知市葛島2丁目3番9号

088-882-9154

088-882-9169

(有)門平工務店

門平 仁

〒 780-0002
高知市重倉578番地4

088-845-5330

088-845-6530

和建設(株)

中澤 陽一

〒 780-0056
高知市北本町4丁目3番25号

088-885-5888

088-885-6070

和建設(株)わっとプラザ

中澤 陽一

〒 780-0023
高知市東秦泉寺5-1

088-822-7100

088-822-7001

(株)和ハウジングシステム

中澤 陽一

〒 780-0056
高知市北本町4丁目3番25号

088-885-6888

088-885-6080

(株)鎌倉建設

鎌倉 誠夫

〒 780-0966
高知市福井扇町1091番地14

088-824-0730

088-824-0103

上村工務店(株)

上村 幸与

〒 780-0972
高知市中万々57番地21

088-824-2900

088-824-8545

(株)ガルシア不動産

北本 考司

〒 780-0023
高知市東秦泉寺78-2

088-824-3838

088-824-3839

神田商店不動産部

神田 嶂

〒 781-1143
土佐市波介冨満瀬3485番5

088-854-0351

088-854-0427

カントリー工房(株)

武吉 雅則

〒 781-0251
高知市瀬戸西町二丁目131番地

088-821-8575

088-821-8576

(有)キシモト住宅

岸本 和士

〒 780-8040
高知市神田816番地1

088-805-0880

088-805-0882

(株)北岡商事

北岡 守男

〒 780-0045
高知市幸町15番7号

088-824-1101

088-824-1107

(有)キットホーム

小松 隆

〒 780-0967
高知市福井東町31番10号

088-875-3577

088-875-3572

(株)キューブホーム

元吉 稔

〒 783-0022
南国市小籠70番地1

088-855-7164

088-855-7165

(有)共伸建設

尾崎 静江

〒 781-1105
土佐市蓮池457番地5

088-852-5581

088-852-5549

(有)共伸不動産

尾﨑 妃佐子

〒 781-1105
土佐市蓮池457番地5

088-852-5581

088-852-5549

(株)きれいコーポレーション

吉良 博昭

〒 780-0935
高知市旭町二丁目59番地1

088-879-2658

088-879-2659

空海土地(有)

元木 之浩

088-885-0458

088-861-3838

ぐっとほーむ

川村 莊郎

大臣免許

〒 780-0831
高知市中の島1番86号
105
〒 783-0086
南国市緑ケ丘3丁目2818番地
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商

号

代表者名

住

所

TEL

FＡX

窪田不動産

窪田 有孝

〒 780-0901
高知市上町二丁目1番22号

088-855-5558

088-855-3651

(株)公文ビル

公文 章博

〒 781-5232
香南市野市町西野2110番地1

0887-56-1454

0887-56-3464

(有)クラフトホーム

深谷 庄司郎

〒 780-0066
高知市比島町1丁目8-19

088-802-2355

088-802-2377

(株)グリーンビル

武内 雄二

〒 780-0965
高知市福井町1198番地1

088-823-0011

088-824-5339

グリーン不動産

中山 健児

〒 780-0817
高知市中宝永町6番8号

088-883-6926

088-883-6902

クリックハウジング高知(同)

山﨑 八重

〒 780-0026
高知市秦南町2丁目8番18号

088-820-6633

088-820-6634

黒岩工業(株)

野村 俊博

〒 782-0034
香美市土佐山田町宝町5丁目5番25号

0887-53-2131

0887-52-0886

(有)グローバル住宅

西川 正志

088-803-8558

088-822-8608

黒潮住宅

小川 純平

〒 781-8122
高知市高須新町4丁目4番4号

088-884-8400

088-884-8461

(株)慶光ハウス

藤本 武志

〒 780-0806
高知市知寄町1丁目6番6号

088-883-1666

088-884-9378

ケイホームズ

甲藤 憲介

088-855-5010

088-855-5020

(株)建匠

西村 龍雄

088-831-5496

088-831-5497

コア・コーポレーション

黄 基秀

088-833-0880

088-805-0203

(有)幸進商事

野々村 一之

〒 781-5103
高知市大津乙1142番地3

088-866-6535

088-866-6536

幸創建設(株)

福永 清彦

〒 780-0814
高知市稲荷町7番25号

088-855-7171

088-855-7533

(有)神田住建

岡林 茂

〒 780-8040
高知市神田722番地4

088-833-8588

088-833-8588

神田不動産

谷岡 政道

〒 781-1135
土佐市太郎丸318番地2

088-855-0758

088-855-0758

高知Ｋ不動産

上森 雅明

088-856-6552

088-856-6553

(株)高知コスモホーム

河野 生一

〒 780-0073
高知市北金田10番28号

088-883-4455

088-884-5322

高知市農業協同組合

宮脇 眞道

〒 781-8105
高知市高須東町4番8号

088-883-6800

088-861-1446

〒 780-0065
高知市塩田町15番1号
ビルド・えんⅠ 1Ｆ

〒 780-0072
高知市杉井流16-27
フレンドフォーＢ
〒 780-8011
高知市梅ノ辻3番16号
〒 780-8002
高知市役知町14番14号
コアビル

〒 780-0901
高知市上町1丁目11番3号
明神ビル2Ｆ
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商

号

代表者名

住

所
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FＡX

高知住宅

坂本 憲昭

〒 780-0051
高知市愛宕町1丁目2番9号

088-873-3700

088-873-3700

(有)高知住宅センター

山下 徳隆

〒 789-1201
高岡郡佐川町甲886番地1

0889-20-0058

0889-20-0063

(株)高知総合メンテナンス工業

山下 朝陽

〒 781-0083
高知市北御座12番13号

088-855-4200

088-855-4210

高知大学生活協同組合

濱﨑 敬三

〒 780-8072
高知市曙町2丁目5番1号

088-844-1501

088-840-8209

高知宅販商事

岡﨑 保

〒 781-8135
高知市一宮南町1丁目15番23号

088-845-3180

(株)高知中央管理センター

和田 浅吉

〒 780-0870
高知市本町5丁目3番3号

088-824-6811

088-824-6815

(株)高知中央ホーム

三谷 哲也

〒 780-0026
高知市秦南町一丁目1番16号

088-824-2828

088-802-2157

(株)高知ハウス

和田 英知

〒 780-0870
高知市本町5丁目3番3号

088-824-6811

088-824-6815

(株)高知ハウス高知インター店

和田 英知

〒 781-0015
高知市薊野西町1丁目34-20

088-856-7275

088-856-7650

(株)高知ハウス高知駅前店

和田 英知

〒 780-0056
高知市北本町2丁目2-17

088-878-1122

088-878-1160

(株)高知ハウス高知宝永店

和田 英知

〒 780-0817
高知市中宝永町4-18

088-880-1033

088-880-1088

(株)高知ハウス土佐道路店

和田 英知

088-821-7805

088-821-7806

(株)高知ハウスの売買カウンター

和田 英知

〒 780-0056
高知市北本町2丁目2-17 2F

088-855-8870

088-855-8860

(有)高知ビルハウス

松浦 孝幸

〒 780-0983
高知市中久万185番地

088-855-6111

088-855-6191

高知不動産(株)

横山 昌幸

〒 781-8121
高知市葛島3丁目2番5号

088-879-4123

088-879-4123

高知無線工業所

島本 桂生

〒 780-0926
高知市大膳町62番地

088-821-2939

088-821-2939

(株)高知リフォーム

佐野 邦男

〒 780-0026
高知市秦南町2丁目8番3号

088-873-1181

088-824-4643

(有)光洋ハウジング

森沢 袈裟美

〒 780-0965
高知市福井町697番地6

088-824-8433

088-824-8443

(株)幸立不動産

中山 浩治

〒 780-0822
高知市はりまや町3丁目14番11号

088-882-8230

088-882-8237

コーチ不動産

濱口 直也

〒 780-0021
高知市中秦泉寺129番地1

088-855-8706

088-855-8707

〒 780-8037
高知市城山町198-1
1Ｆ
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商

号

代表者名

住

所
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FＡX

(株)国際環境技研

新谷 稔

〒 781-0112
高知市仁井田4519番地

088-847-2562

088-847-2281

コスモ土地

堀川 憲幸

〒 780-8035
高知市河ノ瀬町66番地

088-833-5500

088-833-5501

寿不動産

森木 寿磨子

〒 781-8102
高知市高須本町10番16号

088-883-9145

088-883-9146

小松企画

小松 威洋

〒 781-5232
香南市野市町西野2069番地

0887-56-0544

0887-56-0544

(有)小松工務店

小松 勇美

〒 781-5101
高知市布師田2258番地8

088-820-2025

088-826-5125

コマツ住宅

小松 栄次郎

〒 780-0966
高知市福井扇町3-13

088-820-7077

088-820-7076

(有)小松進和産業

小松 一美

〒 781-8102
高知市高須本町2番40-1号

088-883-3725

こまつハウジング

小松 茂夫

小松不動産

小松 伸一朗

小松木材(株)

〒 781-8122
高知市高須新町2丁目14-7
ケイエムハウス 1Ｆ西

088-861-6120

088-861-6122

〒 784-0001
安芸市矢ノ丸1丁目1番12号

0887-35-2300

0887-35-2301

小松 操

〒 780-0843
高知市廿代町14番15号

088-826-0711

088-826-0712

サイバラ建設(株)

西原 功

〒 787-0010
四万十市古津賀4丁目108番地

0880-35-5188

0880-34-6074

(株)酒井建設

石川 啓考

〒 781-0011
高知市薊野北町1丁目8番41号

088-845-7130

088-845-7133

サカスマイル

森 卓

〒 781-5106
高知市介良乙2678番地11

088-854-7315

088-854-7323

サカモト

坂本 誠一郎

〒 780-0915
高知市小津町3番13号

088-822-3968

088-822-5761

坂本建設不動産部

坂本 光史

〒 781-1102
土佐市高岡町乙2752番地3

088-852-0925

088-852-7588

佐川住宅

佐川 誠司

〒 780-8002
高知市役知町14番16号

088-834-4440

088-834-4441

さかわソーラー(株)

田村 公範

〒 789-1233
高岡郡佐川町中組77

0889-22-1277

0889-22-1338

(有)笹岡住建

笹岡 計昭

〒 785-0022
須崎市下分甲1041番地

0889-42-2628

0889-42-2628

(有)ささおか住宅

笹岡 政夫

〒 780-0072
高知市杉井流18番27号

088-884-5060

088-884-5061

(有)佐竹産業

佐竹 佳雄

〒 780-0965
高知市福井町2269番地189

088-843-7373

088-840-7070
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(有)サニー住宅

門田 年央

〒 780-0817
高知市中宝永町4番13号

088-884-1661

088-884-1673

サポートホーム

西森 祐介

〒 780-0051
高知市愛宕町2丁目19番10号

088-802-8844

088-802-8845

サン・アリーナ住宅

濱﨑 敬一

〒 780-0964
高知市横内217-54

088-855-5366

088-855-5367

(有)三栄ホーム

瀧本 敏雄

〒 780-0981
高知市一ツ橋町2丁目165-1

088-873-8588

088-873-8088

(同)サンキュー不動産

武島 誉

〒 780-8010
高知市桟橋通5丁目3番23号

088-833-5539

088-833-5593

(株)三協住宅

濱田 益枝

〒 780-8037
高知市城山町23番地10

088-832-3331

088-832-3314

サンク住宅

山崎 秀彦

〒 781-1101
土佐市高岡町甲804番地10

088-852-1856

(有)サンケイハウジング

川井 寛政

〒 780-0048
高知市吉田町1番23号

088-872-1188

088-872-1197

(有)ＳＡＮＫＥＮ

笹岡 光国

〒 780-0914
高知市宝町30番10号

088-824-8898

088-824-8896

(有)三工社

三宮 良久

〒 780-0928
高知市越前町2丁目7番1号

088-823-1156

088-823-1158

(有)三幸ハウジング

高橋 保

088-841-5415

088-837-5031

サンシャインみづき

兵頭 晶二

088-826-1007

088-826-1008

(有)桟橋ハウス

澁谷 篤広

088-833-5400

088-833-5110

三福宅建

吉本 昭彦

〒 781-1102
土佐市高岡町乙4番地5

088-852-0691

(有)山陽工務店

山中 成也

〒 780-0984
高知市西久万24番地26

088-873-8885

088-873-7727

三洋住宅産業(株)

長崎 嘉寛

〒 780-0045
高知市幸町7番1号

088-824-1310

088-824-1316

サンライズ不動産

藤井 義久

0887-53-7053

0887-53-3314

(株)三和ホーム

西森 良文

〒 780-0021
高知市中秦泉寺96番地

088-826-2630

088-826-2631

(株)シーホーム

西森 浩幸

〒 780-0971
高知市南万々35番地8

088-802-3050

088-802-3051

(株)シエルホーム

池畠 佳子

〒 780-8077
高知市朝倉西町二丁目2番1号

088-803-5655

088-803-5658

〒 781-0251
高知市瀬戸西町1丁目228番地
プラットスクエア5号室
〒 780-0976
高知市みづき1丁目108番地2
〒 780-8019
高知市北竹島町5番20号
ハウスⅠ

〒 782-0034
香美市土佐山田町宝町1丁目2番21号
サンライズマンション101号
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(株)シオミホームイング

塩見 泰一郎

〒 780-8066
高知市朝倉己174番地12

088-843-1099

088-844-4341

詩季不動産

小野 貢

〒 788-0000
宿毛市宿毛5378番地19

0880-63-5757

0880-63-1150

(株)ｊｉｇｓａｗ

岡村 耕一

088-802-5400

088-844-9100

四国広瀬産業(株)

広瀬 雅彦

〒 780-0935
高知市旭町3丁目77番地2

088-825-2424

088-825-2651

(株)四国不動産

片岡 和男

〒 780-0957
高知市山手町94番地

088-824-6511

088-872-1568

四国文教サービス(有)

佐竹 真紀

〒 780-0051
高知市愛宕町1丁目10番6号

088-825-1116

088-820-0456

(有)シティ･クリエイト21

門田 太作

〒 781-8122
高知市高須新町2丁目1番11号

088-884-1113

088-884-1331

シティホーム

加地 裕佳

〒 780-8014
高知市塩屋崎町1丁目9番11号

088-854-7810

088-854-7815

柴田運送(株)

坂上 敬一

〒 785-0044
須崎市吾井郷字太郎乙858番地1

0889-45-0061

0889-45-0080

(有)四方不動産

松木 隆征

〒 783-0005
南国市大埇乙471番地1

088-821-6005

088-821-6006

島崎商事(株)

嶋﨑 勝昭

〒 789-1204
高岡郡佐川町加茂4361

0889-22-1124

0889-22-2987

(株)島土地

島 裕美

〒 780-8015
高知市百石町3丁目14番1号

088-834-1677

088-855-3246

(有)四万十ハウス

三宮 達也

〒 781-0804
高知市日の出町1-7

088-882-4011

088-882-4012

四万十不動産

武田 耕一

〒 787-0010
四万十市古津賀4丁目46番地

0880-35-5522

0880-35-6913

シミズ

清水 源太郎

〒 783-0083
南国市浜改田563番地

088-865-2445

088-865-2354

(有)下元住研

下元 俊也

〒 785-0201
高岡郡津野町永野89番地2

0889-55-2700

0889-55-2785

(有)下元調剤

下元 大助

〒 788-0783
宿毛市平田町戸内1747番地

0880-62-2988

0880-62-2987

(有)住環境工房ひまわりホーム

古味 佐起

〒 780-8061
高知市朝倉甲253番地3

088-828-8415

088-828-8416

シュウハウス工業(株)

岡﨑 秀悟

〒 781-5103
高知市大津乙378番地7

088-866-4009

088-866-4001

(有)秀和ホーム

岡林 秀男

〒 780-8063
高知市朝倉丙239-3
テイクプラス1階

〒 780-0862
高知市鷹匠町二丁目2番28号
ロイヤル鷹匠2Ｆ

12/27

088-820-8006

商

号

代表者名

住

所

〒 783-0086
南国市緑ケ丘2丁目1201

TEL

FＡX

088-865-6500

088-865-5101

088-884-5501

088-879-4104

正仁工務店

大利 仁視

(株)城東不動産

西村 浩史

(有)昭和不動産

野村 真也

〒 780-0833
高知市南はりまや町2丁目15番12号

088-883-6061

088-883-2510

白川不動産(株)

白川 貴久

〒 780-0821
高知市桜井町1丁目11番1号

088-882-9697

088-882-9701

新興住宅

甲藤 邵

〒 780-0834
高知市堺町11番12号

088-872-9017

088-824-7686

人力社

河添 雄輔

〒 780-8018
高知市竹島町131番地16

088-879-2228

088-832-2024

スイート住宅

髙橋 昌弘

〒 781-8133
高知市一宮徳谷1番11号

088-846-3123

088-846-3232

スウィング不動産

玉川 清寿

〒 780-0911
高知市新屋敷1丁目8番地11号

088-822-4470

088-822-4469

スカイ住宅(有)

掛水 幸一

〒 780-0064
高知市和泉町2-20

088-824-9900

088-824-9920

(株)杉本住宅産業

杉本 一博

〒 787-0019
四万十市具同5114番地

0880-37-1520

0880-37-1521

(有)須崎宅建センター

谷本 圭一郎

〒 785-0021
須崎市池ノ内287番地

0889-42-2340

0889-42-2340

(株)須崎不動産

森下 孝彦

〒 785-0011
須崎市東糺町1番28号

0889-42-0629

0889-42-0616

須﨑屋住宅

山﨑 知紀

〒 780-0056
高知市北本町4丁目6番46号

088-882-9220

088-882-9259

すずき不動産

鈴木 俊和

〒 780-0983
高知市中久万297番地11

088-855-8088

088-855-8077

Ｓｔａｒ Ｈｏｍｅ

浜口 美佐

088-802-5252

088-802-7207

住まい管理(株)

藤原 隆資

〒 780-0914
高知市宝町28番1号

088-871-6625

088-803-4777

(株)住まいるハウス高知

野﨑 耕一

〒 780-0062
高知市新本町2丁目5番38号

088-826-3750

088-826-3751

すまいる不動産

濱田 智子

〒 787-0014
四万十市駅前町12番10号

0880-35-2001

0880-35-2001

(有)西部商事

大崎 光秀

〒 780-0901
高知市上町4丁目4番16号

088-823-5033

088-823-5069

西武不動産

坂本 譲

〒 781-8104
高知市高須2丁目13番47-8号

088-856-8900

088-856-8901

〒 780-0822
高知市はりまや町三丁目20番1号
北街ビル1Ｆ

〒 781-8132
高知市一宮東町1丁目5-14
クレイン1Ｆ東

13/27

商

号

代表者名

住

所

TEL

FＡX

清流不動産

小松 三男

〒 785-0028
須崎市上分丙813番地

0889-46-0467

0889-46-0467

セキスイハイム東四国(株)

木村 勲

〒 781-8121
高知市葛島4丁目1番16号

088-882-0816

088-882-1822

積水ハウス不動産中国四国(株)
高知営業所

加藤 寛伸

〒 780-0072
高知市杉井流18番5号

088-884-9103

088-884-9113

(株)瀬戸グリーン不動産

崎岡 祐介

〒 781-0253
高知市瀬戸南町1丁目2番1号

088-842-1828

088-842-1838

(株)セブンシーズ・コーポレーション

荒川 浩一

〒 780-0071
高知市高埇6番19号

088-885-1077

088-885-1181

(株)セムハウス

戸田 朝美

〒 781-8125
高知市五台山4949-201

088-803-7888

088-883-1788

(有)セレナハウス

鈴木 康敬

〒 780-0901
高知市上町1丁目8番20号

088-821-0288

088-821-0288

(株)総合流通グループ

中西 惣一

〒 780-0818
高知市宝永町10番15号

088-882-2828

088-831-8817

(有)創住不動産

松木 昭憲

〒 780-0025
高知市愛宕山115番地10

088-825-2544

088-881-4518

創造開発(株)

佐田 末喜

〒 787-0010
四万十市古津賀2286番地15

0880-35-4883

0880-34-4624

(有)ＳＯハウジング

宇和城 民

〒 781-0270
高知市長浜1646番地1
メゾンＭＩＹＵ101号

088-842-6289

088-842-5585

ソニー住宅

島﨑 雄二郎

〒 780-8050
高知市鴨部1350番地2
アーネスト能茶山1007号

088-833-5577

088-840-0771

(株)ＳＯＲＡホーム

大﨑 和弥

〒 780-0056
高知市北本町3丁目6番11号

088-883-0080

088-883-0040

第一ハウジング

小新 八重子

〒 780-8052
高知市鴨部1丁目11番1-921

088-849-2172

088-849-2172

大栄建設(株)

田中 光雄

〒 780-0832
高知市九反田5番8号

088-884-3336

大旺新洋(株)

尾﨑 憲祐

〒 781-0112
高知市仁井田1625番地2

088-847-2112

088-837-6664

ダイキハウジング

平田 竜二

〒 780-8019
高知市北竹島町122番地12

088-831-9001

088-831-1872

(株)大京穴吹不動産高知店

落合 英治

〒 780-0822
高知市はりまや町1丁目5番5号

088-804-2626

088-804-2627

ダイコウハウジング(株)

平松 大典

〒 781-5103
高知市大津乙443番地4

088-802-7251

088-802-7252

大新不動産(株)

島田 新

〒 780-0084
高知市南御座10番3号

088-883-6880

088-883-1300

大臣免許

大臣免許
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商

号

代表者名

住

所

TEL

FＡX

大誠不動産商事(有)

矢野 利平

〒 780-0051
高知市愛宕町1丁目9番21号

088-822-3300

088-825-3488

(有)タイセイホーム

大崎 修一

〒 780-0965
高知市福井町1779番地1

088-854-3030

088-823-9100

(株)大同コーポレーション

永田 眞一

〒 783-0048
南国市岡豊町小篭459番地

088-864-1154

088-864-0516

大七不動産

大野 宏樹

〒 780-0073
高知市北金田12-15

088-874-5678

088-874-5688

(株)大二工業

有田 泉尾

〒 787-0019
四万十市具同8558番地

0880-37-0066

0880-37-1314

(株)タイヘイ

西森 憲二

〒 780-8010
高知市桟橋通6丁目8-39

088-831-1885

088-837-7710

(株)大和建設

北本 哲也

〒 780-0023
高知市東秦泉寺78番地1

088-802-2666

088-802-2667

大和ハウス工業(株)高知支店

野志 征生

〒 780-0056
高知市北本町4丁目3-16

088-882-0515

088-883-9098

高須不動産

田中 修

〒 781-8103
高知市高須新木1番1号

088-880-3215

088-880-3216

タカ・ホーム(株)

池田 高彦

〒 780-8063
高知市朝倉丙680番地7

088-854-8835

088-854-8836

高松産業

橋本 茂雄

〒 780-0031
高知市宇津野20番地175

088-821-4125

088-825-2272

(株)タカヤ高知営業所

望月 光雄

〒 780-0813
高知市青柳町34番5

088-821-6788

088-821-6789

(有)滝石建設不動産事業部

滝石 華代

〒 780-8007
高知市仲田町14番8号

088-832-6262

088-831-3173

(有)タクシン不動産

浦井 賢一

〒 780-0051
高知市愛宕町4丁目2番14号

088-822-8633

088-822-8592

(有)タクシン不動産イオン支店

浦井 賢一

〒 780-0026
高知市秦南町1丁目4-8

088-826-8093

088-826-8094

タクトホーム(株)高知営業所

小林 典雄

〒 781-0085
高知市札場4-8

088-821-8832

088-821-8892

(株)竹内不動産

竹内 孝兵

〒 781-5232
香南市野市町西野2043番地1

0887-57-8010

0887-56-3370

(有)竹内不動産業

竹内 隆廣

〒 781-5235
香南市野市町下井1198番地2

0887-55-0352

0887-55-0352

タケダ不動産

竹田 元久

〒 787-0012
四万十市右山五月町12番13号

0880-34-9805

0880-34-9805

竹村不動産

竹村 誠

〒 788-0031
宿毛市貝塚5番6号

0880-63-1388

0880-63-1388

大臣免許

大臣免許

大臣免許

15/27

商

号

代表者名

住

所

〒 780-8027
高知市高見町303-1
ハイツ・Ｎ 102号室

TEL

FＡX

088-802-7738

088-802-7739

正不動産

松村 正

立田住宅(有)

立田 大城

〒 787-0338
土佐清水市加久見1464-200

0880-82-1500

0880-82-0087

(株)起正不動産

山﨑 彩子

〒 781-5222
香南市野市町母代寺220番地

0887-56-0892

0887-56-0892

たつみ住宅

橋本 武男

〒 780-0901
高知市上町5丁目2番6号

088-872-1003

088-872-1024

(株)タニケン

谷 哲也

〒 781-0015
高知市薊野西町1丁目24-15

088-845-8311

088-845-8398

田原建設(有)

田原 なお

〒 781-0301
高知市春野町弘岡上2046番地12

088-821-8841

088-821-8840

タマホーム(株)高知支店

玉木 康裕

〒 780-0071
高知市高埇10番15号

088-882-8898

088-882-8896

(株)タムテック

田村 繁夫

〒 785-0034
須崎市大間本町13番19号

0889-42-2405

0889-42-2460

(株)田村建設工業所

田村 寿生

〒 788-0003
宿毛市幸町2番16号

0880-63-3305

0880-63-4363

(有)田村屋

苅谷 信一

〒 783-0094
南国市前浜2358番地

088-865-8359

088-865-3358

中央開発(株)

岡林 秀男

〒 780-0862
高知市鷹匠町二丁目2番28号

088-820-8008

088-820-8007

ツインズホーム

中谷 幸二

〒 781-5103
高知市大津乙440番地4

088-804-5441

088-804-5445

ツインズホーム野市店

中谷 幸二

〒 781-5232
香南市野市町西野1945番地2

0887-56-1243

0887-56-0256

(株)司不動産商事

横山 敬

〒 780-0833
高知市南はりまや町2丁目1番26号

088-882-8000

088-884-1311

(有)つなぐ

島 章夫

〒 780-0064
高知市和泉町13番17号

088-824-3353

(株)恒石建設

恒石 健臣

〒 781-0011
高知市薊野北町4丁目21番28号

088-845-3323

(有)ティ－エスエンタープライズ

関 隆

〒 780-0032
高知市加賀野井1-6-7

088-802-2144

(有)ティーエム不動産

森岡 正

〒 780-0983
高知市中久万294番地2

088-825-0505

088-825-0547

(株)Ｔ’ｓ Ｍａｒｔ

田村 章

〒 788-0001
宿毛市中央三丁目3番9号

0880-63-0071

0880-63-4411

ティファニーハウス

高橋 美知子

〒 780-8072
高知市曙町2丁目3-1

088-840-3178

088-840-3196

大臣免許
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088-846-4322

商

号

代表者名

住

所

TEL

FＡX

てまり不動産

大野 忠喜

〒 780-8010
高知市桟橋通1丁目11番15号

088-833-8011

088-833-8011

(株)土居工務店

土居 敏夫

〒 781-8102
高知市高須本町8番3号

088-884-1771

088-884-1775

東京テクニカサービス(株)

高橋 吉久

〒 780-0062
高知市新本町2丁目17番8号

088-824-6780

088-871-3112

(株)東洋興産

稲田 淳一郎

〒 784-0001
安芸市矢ノ丸四丁目1番14号

0887-35-6400

0887-35-6400

(有)東洋土地開発

武市 頼幸

〒 781-0114
高知市十津5丁目22-21-10

088-855-3068

088-855-3068

トーアクリエイト不動産部

梅原 浩司

088-834-3456

088-834-3455

トータルハウジング

宮﨑 貢一

〒 780-8073
高知市朝倉本町1丁目14番23号

088-844-0083

088-881-3184

(株)土紀住宅

森沢 英祐

〒 780-8051
高知市鴨部上町2番10号

088-844-1336

088-844-1763

(株)土佐ハイム

濱田 鋼一

〒 780-0965
高知市福井町1428番地33

088-875-8850

088-854-8851

土佐不動産

西本 隆久

〒 780-0901
高知市上町4丁目2番1号

088-825-2600

088-825-2648

土佐不動産朝倉店

西本 隆久

088-856-5662

088-856-5663

(有)土佐南商事

山本 一彦

〒 781-1161
土佐市宇佐町宇佐1936

088-856-1733

(有)土佐守

北村 元身

〒 780-8011
高知市梅ノ辻8番1号

088-833-4321

戸田ハウジング

戸田 一汪

〒 780-8037
高知市城山町283番地8

088-831-9787

088-831-9787

(株)トラスト建設

小松 信利

〒 780-0042
高知市洞ヶ島町7番15号

088-875-2100

088-875-2105

(株)ドリーム不動産

森下 雅夫

〒 780--0901
高知市上町3丁目12番15号

088-825-1700

088-825-1705

どんぐり不動産

多々良 かえで

〒 780-0983
高知市中久万173番地3

088-871-2721

088-871-2721

(有)トンボ不動産

田中 紘二

〒 787-0051
四万十市具同田黒3丁目2番14号

0880-31-1231

0880-31-1034

(有)ナカウチ

中内 光子

〒 781-1105
土佐市蓮池467番地1

088-852-6161

088-852-6411

(株)中田建設

中田 広海

〒 780-0043
高知市寿町6番15号

088-823-5737

088-823-5729

〒 780-8038
高知市石立町231番地10
1Ｆ

〒 780-8063
高知市朝倉丙331
エースワン内
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(有)中之橋住宅

山岡 悦雄

〒 780-0842
高知市追手筋1丁目9番13号

088-822-1300

088-823-8765

(一社)南国市土地開発機構

松木 剛毅

〒 783-0005
南国市大埇乙1039番地4

088-864-1777

088-864-1684

南国ハウジング

池田 一

〒 783-0011
南国市後免町2丁目1番地2

088-863-5201

088-863-5240

仁井田不動産(有)

吉田 秀雄

〒 781-0112
高知市仁井田1896番地1

088-847-3800

088-847-2918

新谷不動産

新谷 欽吏

〒 780-0843
高知市廿代町10-5

088-823-2609

088-824-7224

新山不動産

新山 一承

〒 785-0054
須崎市多ノ郷字城ケ浦乙25番地2

0889-42-0907

0889-42-2283

にしおか不動産(株)

西岡 都志恵

088-821-8266

088-821-8277

ニッサン・コンサルティング

西口 昌宏

〒 780-0843
高知市廿代町14番11号

088-821-2270

088-821-2280

ニッシン不動産

西 和彦

〒 787-0019
四万十市具同2566番4

0880-31-1788

0880-31-1788

(株)日生不動産

立石 利彦

088-883-0831

088-883-0979

(株)日本宅業

恒石 伸也

〒 780-0806
高知市知寄町2丁目3番12号

088-884-6666

088-884-6632

(有)日本ホーム

吉岡 康博

〒 780-0054
高知市相生町7番11号

088-882-0700

088-882-0685

ｎｅｗａｙ．ｊｐ／津野事務所

津野 道夫

〒 780-0901
高知市上町1丁目3番34号

088-822-7778

088-822-4243

ニューコウチビル(株)

北村 裕

088-882-4110

088-882-4616

(有)ノア企画ほそぎストア

細木 勉

088-872-3237

088-822-3277

望住宅

栁瀬 幸枝

088-856-5911

088-856-5917

(有)のむら住宅

野村 篤

〒 780-0842
高知市追手筋1丁目9番3号

088-822-6191

088-875-3335

野村不動産

野村 勉

〒 784-0001
安芸市矢ノ丸1丁目3番9号

0887-35-3035

0887-34-4972

(有)パークホーム

尾池 正幸

〒 780-0824
高知市城見町1番1号

088-821-8881

088-821-8880

ハートビート不動産

前田 裕之

〒 781-8122
高知市高須新町2丁目14番5号
レジデンス高須111号

〒 781-8104
高知市高須2丁目18番11号
ピュアコート高須1Ｆ

〒 780-0823
高知市菜園場町1-21
四国総合ビル内
〒 780-0052
高知市大川筋2丁目3番18号
〒 781-8105
高知市高須東町3番3号
高須ハイツ101号

〒 782-0032
香美市土佐山田町西本町4-1-23
西町ビル1階
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(有)ハウジングプラザ

矢野 和秋

〒 780-0024
高知市前里31番地1

088-825-2777

088-825-1227

(有)ハウジングみか

前田 康子

〒 780-0814
高知市稲荷町2番8号

088-884-1600

088-884-1555

(有)はうすｉｎ高知

増田 準

088-875-3963

088-875-3991

(株)ハウススタジアム

林 太紀

〒 780-0833
高知市南はりまや町2丁目6番1号

088-855-8855

088-855-8857

橋本不動産

橋本 冨美

〒 781-0302
高知市春野町弘岡中2611番地

088-894-2045

088-894-3127

幡多不動産

東 正吉

〒 780-0062
高知市新本町1丁目14番9号

088-825-3731

088-825-3732

(有)秦ホーム

浦井 美根子

〒 780-0935
高知市旭町1丁目16番地1

088-821-7272

088-821-7271

ハッピィ住宅(有)

山中 求

〒 780-0043
高知市寿町6番1号

088-822-8877

088-822-1226

華はうす

北野 美帆

088-881-5091

088-881-5092

(株)馬場工務店

馬場 信一

〒 780-8019
高知市北竹島町363番地

088-831-6708

088-833-6243

(有)浜田不動産

濵田 紀美

〒 781-0114
高知市十津3丁目1番16号

088-847-0231

088-847-0527

(株)葉山不動産

堅田 靖

〒 780-8037
高知市城山町201番地1

088-844-4000

088-844-4003

(株)はりまや住宅

武樋 泰臣

〒 780-0850
高知市丸ノ内2丁目8番17号

088-873-5252

088-873-5255

(株)はるが建設

池内 陽生

〒 781-5106
高知市介良乙993番地9

088-855-8755

088-855-8756

(株)ハルホーム

西内 治平

088-823-1101

088-823-1102

(有)阪神不動産

片岡 隆一

〒 780-0065
高知市塩田町12番10号

088-824-1090

088-824-1092

(株)ひなたハウス

布 千草

〒 781-5232
香南市野市町西野2122番地4

0887-56-3367

0887-56-3368

ひのき住宅

吉岡 英輝

〒 781-8134
高知市一宮中町1丁目21番20号

088-826-5156

088-846-2648

平岡不動産

平岡 美惠

〒 788-0001
宿毛市中央1丁目3番21号

0880-63-1178

0880-63-1173

(有)平松建築事務所

平松 茂男

〒 781-5103
高知市大津乙443番地4

088-866-7611

088-866-7655

〒 780-0065
高知市塩田町11-3
カスタムハイツ山下1Ｆ

〒 781-0806
高知市知寄町3丁目601-1
シャルム葛島406

〒 780-0051
高知市愛宕町1丁目6番1号
コートクレソン21 1階
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平松不動産商事

平松 昭男

〒 780-0044
高知市中水道1番25号

088-823-3411

088-823-3411

(株)ファーストエステート

武樋 泰臣

〒 780-0081
高知市北川添2番25号

088-821-8270

088-821-8181

(株)ファースト・コラボレーション

武樋 泰臣

〒 780-0082
高知市南川添8番17号

088-882-1110

088-882-1135

(株)ファースト・コラボレーション高知
大学前店

武樋 泰臣

〒 780-8063
高知市朝倉丙323番1

088-856-8080

088-856-8090

(株)ファースト・コラボレーション高知
中央店

武樋 泰臣

〒 780-0864
高知市唐人町5-1

088-803-7411

088-803-8411

(株)ファースト・コラボレーション南国
店

武樋 泰臣

088-864-1130

088-864-1125

ファーストホーム

伊野 正弘

〒 780-0985
高知市南久万82番地4

088-824-4276

088-824-4275

ファミリィー住宅

森下 只喜

〒 780-0815
高知市二葉町15番4号

088-880-1655

088-880-1840

福井住宅(株)

福井 高広

〒 780-0965
高知市福井町2253番地15

088-802-1018

088-873-6277

(株)福重設計

福重 忠良

〒 781-5106
高知市介良乙993番地

088-860-2910

088-860-0040

フクタクホーム

福井 智絵

〒 782-0047
香美市土佐山田町2658

0887-52-4675

0887-52-4742

(有)福徳建設

宇田見 修司

〒 780-0083
高知市北御座12番18号

088-883-9396

088-883-9428

福徳ホーム

福島 誠子

〒 781-8131
高知市一宮しなね1丁目15番23号

088-856-7022

088-856-7033

(有)福原ブロック

福原 敬祐

〒 787-0033
四万十市中村大橋通7丁目13番3号

0880-34-2244

0880-34-2246

フクヤ建設(株)

福家 淳也

〒 781-0015
高知市薊野西町2丁目18番19号

088-845-4618

088-845-4630

(有)福屋工務店

吉田 大介

〒 780-0816
高知市南宝永町6番2号

088-883-5044

088-883-5220

(有)藤川工務店

藤川 豊文

〒 781-3601
長岡郡本山町本山365番地

0887-76-2016

0887-76-4158

フジセイ不動産

藤本 精一

〒 780-8071
高知市鴨部高町17番1号

088-840-3333

088-840-3441

(株)フタガミ

二神 昌彦

〒 783-0055
南国市双葉台1番地

088-856-6801

088-856-9003

(株)フタガミ住宅部

二神 昌彦

〒 780-0066
高知市比島町4-1-40

088-855-6833

088-855-6844

〒 783-0005
南国市大埇乙1087番地1
オークルーム大埇 1・2・3号室
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不動産フジモト

藤本 晃浩

〒 789-1202
高岡郡佐川町乙197番地

0889-22-0480

0889-22-7009

不動産マーケット(株)

和田 学

〒 783-0093
南国市物部乙200番地4

088-856-7280

088-856-7281

(有)プラスホーム

今城 行彦

〒 780-8035
高知市河ノ瀬町34番地1

088-831-7774

088-831-5554

フレンドホーム

田岡 良男

〒 781-5108
高知市潮見台2丁目1405番地

088-881-5090

088-860-5939

フロインド不動産(株)

有澤 洋海

〒 780-0832
高知市九反田4番26号

088-884-7400

088-884-7308

(有)フローラルホーム

近藤 美香

〒 780-0084
高知市南御座2番5号

088-882-8500

088-882-4600

平和不動産(株)

岡村 憲明

〒 780-0824
高知市城見町6番1号

088-861-3331

088-861-3332

ベース・キャンプ

片岡 邦夫

〒 785-0034
須崎市大間本町8番10号

0889-40-4020

0889-40-4021

ペガサス不動産

寺岡 幸子

〒 780-0915
高知市小津町8番7号

088-825-1532

088-855-4533

(株)ホームクリエーション

山上 隆澄

088-802-6502

088-802-6503

ホームズ(株)

信清 豊浩

〒 780-0062
高知市新本町1丁目6番32号

088-802-2332

088-802-2442

ホームベース

宮﨑 勝典

〒 780-0056
高知市北本町一丁目14番11号

088-854-5501

088-854-5531

(有)北斗住宅

宗石 邦男

〒 780-0073
高知市北金田6番16号

088-880-4300

088-880-4306

ホワイト住宅

日下部 哲雄

〒 780-0066
高知市比島町3丁目19番3号

088-826-9000

088-826-8777

本町住宅

小林 由尚

〒 781-5103
高知市大津乙1738番地3

088-866-5151

088-866-5166

マーク住宅

三本 進

〒 780-0052
高知市大川筋1丁目6-21

088-875-6377

088-875-6189

毎日工機(有)

北添 勇清

〒 783-0057
南国市八京小谷口970番地1

088-862-3008

088-862-3382

(有)毎日不動産商事

矢野 清之

〒 780-0981
高知市一ツ橋町1丁目23番地

088-824-3800

088-824-3829

(株)マイム

坂東 伸政

〒 780-0056
高知市北本町4丁目1番23号

088-885-1119

088-885-1239

(有)マインドハウス

氏原 光隆

〒 781-5103
高知市大津乙1210番地1

088-866-6550

088-866-6574

〒 780-8050
高知市鴨部1476番地1
明高ビル1階3号
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(有)前里工務店

今井 淳一

〒 780-0071
高知市高埇8番14号

088-883-1044

088-883-1346

(株)ＭＡＳＡＯＫＡ

政岡 寛之

〒 785-0033
須崎市大間西町3番17号

0889-43-1850

0889-43-1391

(株)益岡工務店

益岡 博史

〒 781-8121
高知市葛島2丁目7番9号

088-883-2235

088-883-2480

マチダ不動産

町田 正盛

〒 780-0901
高知市上町4丁目4-18

088-822-7565

088-822-7565

(有)松岡ハウジング

松岡 正之

〒 781-5103
高知市大津乙51番地

088-866-1034

088-866-1036

松村不動産

松村 猛彦

〒 780-8027
高知市高見町373番地5

088-832-5464

088-832-5467

(株)まつや

松田 高明

〒 780-0822
高知市はりまや町3丁目11番22号

088-883-2115

088-883-2117

マリン住宅

森本 一宏

〒 780-0051
高知市愛宕町3丁目9番15号

088-820-7055

088-820-7056

(有)マルイ不動産

越智 真久

〒 781-2105
吾川郡いの町新町18番地

088-892-1565

088-893-3300

丸協実業(有)

森 優香

〒 780-0912
高知市八反町二丁目12番30号

088-824-6550

088-824-6553

(有)マルケイ

門田 啓二

0880-35-4674

0880-35-6110

(株)丸三建設

浜村 祥郎

〒 789-1934
幡多郡黒潮町出口735番地

0880-43-3903

0880-43-0403

(有)丸信不動産

谷岡 良一

〒 780-8040
高知市神田1193番地8

088-832-7849

088-832-7828

(有)まるなか住宅

中越 裕一

〒 780-0066
高知市比島町3丁目19番15号

088-824-6666

088-824-9911

(株)丸善建設

小松 信

〒 782-0009
香美市土佐山田町神母ノ木288番地1

0887-53-3312

0887-53-3370

丸和建設(株)

佃 久幸

〒 780-0971
高知市南万々59-2

088-875-7400

088-875-7947

(株)マンデリン

西村 重善

〒 780-0056
高知市北本町1丁目7番22号

088-825-1000

088-825-1016

(有)みか不動産

前田 康子

〒 780-0814
高知市稲荷町2番8号

088-884-1600

088-884-1555

みさき住宅

大﨑 正美

〒 783-0005
南国市大埇乙2313-3

088-864-1270

088-864-1316

(有)みさとハウジング

加藤 久志

〒 781-0113
高知市種崎78番地

088-847-6201

088-847-3346

〒 787-0033
四万十市中村大橋通6丁目7番30号
エメロードＢＬＤ 1Ｆ
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小松 順哉

〒 781-0112
高知市仁井田691番地6

088-847-0005

088-847-0466

ミサワホーム四国(株)高知支店

谷本 尚之

〒 780-0056
高知市北本町4丁目5-35

088-888-8330

088-888-8331

(有)三谷工務店

三谷 寿信

〒 780-0983
高知市中久万509番地2

088-824-2002

088-824-2882

ミツバ商事

矢野 義尚

〒 780-0901
高知市上町2丁目5番27号

088-823-3601

088-823-3662

(有)ミツワコンサルティング

窪田 光恵

〒 782-0051
香美市土佐山田町楠目3374番地1

0887-52-5980

0887-57-1274

(有)みつわ住宅

松本 祐一

〒 780-8011
高知市梅ノ辻1番1号

088-832-2001

088-832-2386

美土里ホーム

山﨑 寛義

〒 780-8066
高知市朝倉己51番地10

088-843-8186

088-877-5624

(有)南の住まい提供社

小谷 三男

〒 780-0949
高知市鳥越24番地3

088-828-8068

088-840-9049

(有)都不動産

横矢 貢

〒 781-5103
高知市大津乙1411番地

088-866-0008

088-866-0007

宮本建設(株)

森下 虎男

〒 787-0000
四万十市中村1756番地

0880-34-4823

0880-34-4833

明神不動産

明神 文男

〒 785-0034
須崎市大間本町15番20号

0889-42-4496

0889-42-4496

百足屋(株)

松田 高明

〒 780-0822
高知市はりまや町3丁目11番22号

088-883-2115

088-883-2117

(有)メイクハウジング

池田 眞也

〒 780-0964
高知市横内116番地1

088-843-6868

088-843-6555

メイジ住宅

末久 雅一

〒 780-0912
高知市八反町1丁目6番6号

088-823-4165

088-823-4166

(有)メイン住宅

小松 透

〒 780-8010
高知市桟橋通3丁目2番地16

088-834-2626

088-834-2627

メモリーハウス

中澤 司郎

〒 780-0965
高知市福井町2072番地41

088-871-2700

088-871-2706

(株)毛利土地

毛利 公昭

〒 780-8015
高知市百石町3丁目14番1号

088-834-0009

088-855-3246

(有)モリタ

森田 芳弘

〒 781-8104
高知市高須3丁目1番43-2号

088-884-0002

088-884-0018

(株)ＭＯＲＩ宅建

森 和久

088-879-1440

088-879-1440

(株)森田不動産事務所

森田 正輝

088-854-3666

088-866-2094

ミサト不動産
大臣免許

〒 780-0822
高知市はりまや町一丁目12番15号
清流第一ビル401号室
〒 783-0049
南国市岡豊町中島1414-2
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高知市六泉寺町5番地
松本ビル
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088-831-9382

088-831-1421

(有)やいろ住宅

松本 誠心

(株)ヤイロ商事

三谷 勝水

〒 780-8086
高知市針木東町27番28号

088-828-8822

088-828-8821

やえもんエステート

山口 道穂

〒 780-0929
高知市桜馬場7番3-203号

088-819-2346

088-819-2346

合資会社 安岡企画

安岡 真佐子

〒 781-8122
高知市高須新町2丁目12番14号

088-880-5370

088-880-5371

(有)矢野工務店

矢野 久幸

〒 785-0006
須崎市浜町2丁目3番5号

0889-42-2062

0889-42-2052

ヤマサキハウジング(株)

山﨑 幸子

〒 781-8122
高知市高須新町4丁目5番4号

088-884-6917

088-882-7537

ヤマサキ不動産

山崎 淳二

〒 780-0066
高知市比島町3丁目11番18号

088-822-4396

088-822-4396

山﨑不動産

山﨑 孝明

〒 781-0323
高知市春野町仁ノ1822番地1

088-894-2947

088-894-2947

山下開発(株)

矢間 慎一

〒 780-0026
高知市秦南町2丁目7番14号

088-823-2110

088-823-2108

山下不動産

山下 聖一

〒 788-0783
宿毛市平田町戸内1858-3

0880-66-2081

0880-66-2081

(株)日日陽建設

森 達雄

〒 781-0015
高知市薊野西町2丁目23番5号

088-855-5218

088-855-5248

ヤマト住宅

川竹 辰喜

〒 781-8103
高知市高須新木5番25号

088-882-7720

088-882-7759

(有)山中

山中 陳正

〒 783-0004
南国市大埇甲1316番地の5

088-863-4744

088-863-4744

(有)山二

山本 由子

〒 781-0011
高知市薊野北町2丁目1番31号

088-846-1234

088-846-6789

やまね不動産

青木 長司

〒 780-8014
高知市塩屋崎町1丁目8番14号

088-834-5222

088-834-5222

(有)山福不動産

福留 豊

〒 782-0035
香美市土佐山田町百石町1丁目10番5

0887-53-2218

0887-52-2215

(有)山傍

山本 まさ子

〒 780-8023
高知市六泉寺町221番地

088-832-7414

088-834-1073

(有)山村木材

山村 一正

〒 780-0971
高知市南万々33番地

088-875-6226

088-875-6227

(有)ヤマモト地所

山本 祐司

〒 787-0025
四万十市中村一条通3丁目4番10号

0880-34-2305

0880-34-2302

山本木材商店住宅部

山本 義郎

〒 781-7103
室戸市浮津783番地

0887-22-0033

0887-22-0088
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商

号

代表者名

住

所

〒 784-0043
安芸市川北甲1767番地2

TEL

FＡX

0887-35-3138

0887-34-1828

088-821-8697

088-821-8698

山和木材(株)

貞廣 圭一郎

結ハウス

熊 昭雄

ユウキ不動産

二神 勇

〒 780-0973
高知市万々920番地

088-877-5747

088-877-5747

ユーケイハウジング

岡林 道雄

〒 780-8063
高知市朝倉丙514番地1

088-803-8325

088-803-8326

(株)有恒社

川﨑 真二

088-822-5550

088-875-8639

有正宅業

宮地 有世

〒 780-0981
高知市一ツ橋町1丁目28

088-824-7209

088-824-7287

(有)ゆとり建設

味元 洋

〒 780-0981
高知市一ツ橋町1丁目84番地1

088-871-1188

088-871-1166

(株)ゆとりホーム

吉本 聡

〒 780-8010
高知市桟橋通6丁目7番32号

088-821-9588

088-821-9577

(有)横田不動産

横田 秀樹

〒 780-0023
高知市東秦泉寺96番地1

088-820-2322

088-820-2321

横浜不動産(同)

髙橋 政博

088-880-9922

088-880-9933

(有)よさこいフェイス

坂本 紀子

〒 780-0833
高知市南はりまや町2丁目3番14号

088-878-8366

088-878-8377

(株)よさこい不動産

溝渕 博正

〒 780-0821
高知市桜井町1丁目9-29

088-802-8476

088-802-8477

(有)吉川ハウス

吉川 儀市

〒 780-8001
高知市土居町6番10号

088-831-7218

088-831-7232

吉村不動産

吉村 栄子

〒 781-5232
香南市野市町西野330番地

0887-56-0575

0887-57-1238

四電ビジネス(株)高知支店

木村 公明

〒 780-0870
高知市本町4丁目1番16号

088-875-9271

088-873-4167

(株)ライト岡田設計

岡田 良嗣

〒 780-0088
高知市北久保5番7号

088-884-0050

088-884-0053

ライブ

門脇 憲一

088-855-6166

088-855-6170

(株)ライフ・カラーズ

福家 淳也

〒 780-0821
高知市桜井町1丁目4番5号

088-821-8200

088-855-6650

(有)ライフプラン

中屋 喬

〒 780-0915
高知市小津町2-9

088-822-8455

088-822-8435

(有)ラックホーム

岡本 丈弘

〒 780-8072
高知市曙町1丁目4番25号

088-828-8526

088-828-8528

大臣免許

〒 780-0072
高知市杉井流1-23
コーポ泉川1階東

〒 780-0834
高知市堺町2番26号
高知中央ビジネススクエア3階

〒 780-0833
高知市南はりまや町一丁目7番19号
メイエイビル5Ｆ

〒 780-0025
高知市愛宕山7-26
コーポ並村1Ｆ 11号
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商

号

代表者名

住

所

TEL

FＡX

(株)ラニホーム

武市 明美

〒 783-0006
南国市篠原203番地1

088-863-0567

088-863-0568

(株)ランド・オーナーシップ

深瀬 ひさ

〒 780-0870
高知市本町5丁目2番19号

088-826-7614

088-873-3283

(有)ランドニジュウイチ

山下 健二

〒 780-0965
高知市福井町2092-12

088-825-2200

088-825-2201

(株)らんどめいど

西村 紋子

〒 780-0073
高知市北金田10番28号

088-883-6400

088-884-5322

リアルホーム(有)

武吉 紀彰

〒 781-8121
高知市葛島1丁目10番75号

088-882-1990

088-882-1994

(有)リード住宅

傍士 卓二

〒 780-0033
高知市西秦泉寺86番地2

088-825-2800

088-825-2780

(有)リードハウスシステムズ

石川 邦治

〒 781-5103
高知市大津乙193番地1

088-878-5558

088-878-5559

陸不動産

脇坂 浩二

〒 786-0003
高岡郡四万十町金上野213番地

0880-22-2175

0880-22-2175

(有)リトルカンパニーオブ・ジェイケイ

久保 喜造

〒 780-0056
高知市北本町2丁目3番11号

088-882-5080

088-884-1095

リプラス(株)

小野 明彦

〒 780-0066
高知市比島町1丁目6番27号

088-855-6271

088-855-6278

(有)両国不動産

寺村 千恵子

〒 780-0901
高知市上町3丁目3番2号

088-823-7746

漁師明事務所

漁師 明

〒 781-0245
高知市長浜蒔絵台1丁目20番地1

088-879-1191

088-837-5778

竜馬不動産

木村 美恵子

〒 780-0901
高知市上町3丁目7番33号

088-875-7001

088-875-7050

ルテナホーム(株)

卜部 美紀

088-855-9122

088-855-9132

(株)ＲＥＶＩＥＨＯＭＥ

小原 めぐみ

〒 780-0832
高知市九反田8番1号

088-821-6325

088-821-6326

(有)六甲

国沢 大樹

〒 787-0022
四万十市中村新町4丁目12番地2

0880-35-5822

0880-35-2678

Ｙ’ｚホーム

山本 政和

〒 781-5232
香南市野市町西野553番地13

0887-57-8090

0887-57-8091

和光不動産

橋本 千草

〒 780-0833
高知市南はりまや町1丁目10番3号

088-882-7880

088-882-7881

(株)和田建設

和田 正広

〒 781-8002
高知市役知町26番4号

088-831-9811

088-834-0801

ワダ住宅

和田 英昭

〒 789-1201
高岡郡佐川町甲1831番地2

0889-22-3036

0889-22-4231

〒 780-0822
高知市はりまや町3丁目1番18号
こうち橋ビル1階

26/27

商
(有)渡辺建設

号

代表者名
渡辺 弘

住
〒 780-0081
高知市北川添3番2号

27/27

所

TEL

FＡX

088-880-3300

088-880-3301

