
（宅建板橋区支部
　2022/10/1現在)

No. 地区 店名 所在地 電話

1 成増赤塚 ㈲越路商会不動産部　 赤塚1-7-3　 3930-0761

2 成増赤塚 山彦建設㈱　 赤塚1-8-6　 3975-4188

3 成増赤塚 ㈱クラケン　 赤塚1-9-11　 3977-0111

4 成増赤塚 ㈱滝之上不動産　 赤塚5-16-26　 3939-9040

5 成増赤塚 ㈱ライフ･パル 赤塚6-1-24 5383-6022

6 成増赤塚 ㈱鈴商開発　 赤塚6-40-2　 5997-2221

7 成増赤塚 ㈲安立ホーム　 赤塚新町1-25-17　 5998-3135

8 成増赤塚 ㈱アークマネージメント　 高島平8-13-8　 5922-5455

9 成増赤塚 藤ホーム地所㈱　 高島平8-14-1　 3935-0024

10 成増赤塚 日新開発㈱　 高島平8-18-3　ｻﾝｽｲﾋﾞﾙ1階 3935-8851

11 成増赤塚 ㈲稲本土地建物　 高島平8-5-8　ﾙﾈｻﾝｽ高島平1階 3559-3785

12 成増赤塚 高島平ビルディング㈱　 高島平8-6-6　高島平ﾊｲﾗﾝﾄﾞｺｰﾎﾟ1F 3934-0007

13 成増赤塚 ㈲タカスミコーポレーション　 成増1-1-11　 3930-2514

14 成増赤塚 ㈱東京Ｍデザインラボ 成増1-18-10-2F 6909-6126

15 成増赤塚 ㈱アシスタント･ホーム　 成増2-10-29　 3977-1131

16 成増赤塚 ㈱リゾン　成増支店 成増2-11-5　加藤ﾋﾞﾙ1階 5968-7511

17 成増赤塚 飯田恒産㈲　 成増2-11-7　 3938-2103

18 成増赤塚 成増不動産　 成増2-18-2　 3930-0502

19 成増赤塚 豊明建設㈱　 成増2-22-3　 3975-2327

20 成増赤塚 ㈲スターハウジング　 成増2-22-9　ﾊﾔﾌﾞｻ304号 3976-2187

21 成増赤塚 ㈱ナミキ　 成増3-12-1　 3975-6222

22 成増赤塚 ㈱長太郎不動産　 成増3-23-5　 3930-0002

23 成増赤塚 聖和不動産　 練馬区旭町2-21-20　 3930-8873

24 成増赤塚 ㈲東興商事　 練馬区北町8-35-10　東興ﾋﾞﾙ2階 6761-7033

25 成増赤塚 まる菊不動産 三園1-44-4 3939-5505

26 上板東練 青木建設㈲　 赤塚1-2-9　 3938-6789

27 上板東練 ㈱長濱不動産　 上板橋1-16-8　ｻﾛﾝﾄﾞｳﾒｸﾞ101 5399-0738

28 上板東練 ㈱日本通商　 上板橋2-37-9　 3931-5371

29 上板東練 ㈲細川商事　 上板橋2-8-18　 3934-3919

30 上板東練 アート住宅流通㈲　 上板橋2-8-19　杉山ﾋﾞﾙ 3932-6859

31 上板東練 タウン不動産㈱ 上板橋3-14-16 ｺｰﾎﾟ古川1階 6909-7545

32 上板東練 ㈲青木建築研究所　 桜川3-2-5　 3932-2009

33 上板東練 ㈱北八　 桜川3-21-7　 3931-9911

34 上板東練 ㈱三橋建設　 桜川3-22-13　 3931-5343

35 上板東練 ㈱ミキハウジング　 常盤台4-22-11　 5922-6331

36 上板東練 ㈲タイセイ　 常盤台4-25-2　大生ﾋﾞﾙ 3935-4122

37 上板東練 ㈱徳丸住宅販売　 徳丸2-14-6 3550-3666

38 上板東練 オオダテハウジング㈱　 徳丸1-8-19　 3935-0021

39 上板東練 ㈲東武大建　 徳丸2-11-7　 3934-3831

40 上板東練 ハウスブリッジ㈱　 徳丸2-27-18　 3935-1631

41 上板東練 とびた商事㈱　 徳丸2-3-11　 5875-8521

42 上板東練 林商会不動産㈱　 徳丸3-1-1　 3931-0880

43 上板東練 日伸建設㈱　 徳丸3-1-4　 3933-1432

44 上板東練 荒井商事㈱　東武練馬店 徳丸3-17-1　ｻｰｸﾙﾎﾟｰﾁﾋﾞﾙ102 3934-1190

45 上板東練 ㈲高峯　 中台1-34-3　 3934-1857

46 上板東練 ㈲南雲商店　 中台3-3-8　 3933-1531

47 中板常盤台 ㈲藤巻不動産　 大谷口1-15-7　 3974-2103

48 中板常盤台 安田商事　 大谷口1-53-10　 3974-4912

板橋区高齢者等世帯住宅情報ネットワーク事業　協力店

1／3



（宅建板橋区支部
　2022/10/1現在)

No. 地区 店名 所在地 電話

板橋区高齢者等世帯住宅情報ネットワーク事業　協力店

49 中板常盤台 ㈱美鈴エステート　 大谷口上町36-2　 3956-1117

50 中板常盤台 ㈲イッセイ　 大谷口上町84-5　 3972-1348

51 中板常盤台 ㈲日産商事不動産　 大谷口北町45-1　 3958-0246

52 中板常盤台 ㈱タカキコミュニティ　 常盤台1-5-7　 3969-2491

53 中板常盤台 ㈱ベスト・ホームズ　 常盤台1-7-8　 3960-0033

54 中板常盤台 ㈱大商 常盤台1-8-3 3967-1818

55 中板常盤台 十和田建設㈱　 常盤台2-1-16　 3965-3611

56 中板常盤台 ㈱アドバンス　 常盤台3-14-3　ひまわり館Bﾋﾞﾙ1階 3967-9562

57 中板常盤台 ㈲中板商事　 中板橋20-9　 3961-5959

58 中板常盤台 ㈱むさし商事駅前店　 中板橋20番1-102号　 3961-6611

59 中板常盤台 ㈱正明商事　 中板橋22-2　ｽﾃｰｼｮﾝｻｲﾄﾞK1F 5375-6305

60 中板常盤台 ㈱中板工務店　 中板橋29-7　 3964-5401

61 中板常盤台 ㈱むさし商事　 中板橋7-2　 5375-5555

62 中板常盤台 ㈱トナミ商事　 仲町34-3　 3530-1073

63 中板常盤台 ㈱池田事務所　 仲町37-1　 3956-4434

64 中板常盤台 ㈲ワイケイ今井　 仲町40-3　 3956-4316

65 中板常盤台 阿部商事㈱　 仲町40-6　 3974-0941

66 中板常盤台 メディア・ホーム㈱　 東山町13-15 3974-6250

67 中板常盤台 森住商事㈱　 双葉町5-9　 3964-0111

68 中板常盤台 保坂商事不動産　 前野町4-26-7　 3960-5871

69 中板常盤台 ㈱山秀商事　 南常盤台1-22-7-202 3973-1231

70 中板常盤台 藤城建設㈱　 南常盤台1-33-1　 3554-1181

71 中板常盤台 ㈱江洋　 南常盤台1-37-16　江洋ﾋﾞﾙ1階 5964-7400

72 中板常盤台 ㈲武蔵野不動産　 南常盤台1-37-3　 3958-4723

73 中板常盤台 ㈱リビング・ユース　 南常盤台1-38-2　 6780-7200

74 中板常盤台 美鈴不動産　 向原3-7-16　 3530-5511

75 大山 ㈱あっぷる　 大山金井町37-5　 5966-1221

76 大山 ㈱アメニシティ　 大山金井町47-6　ｸﾞﾘｰﾝ大山西館102号 5917-4533

77 大山 ㈲アートファイブ　 大山金井町50-6　三祐ﾋﾞﾙ102 5964-6181

78 大山 ㈲サンエス不動産　 大山金井町51-10　 3955-8172

79 大山 大幸開発㈱　 大山金井町52-5　 3955-1151

80 大山 ㈱伊志多　 大山西町29-1-2F　 5917-8701

81 大山 ㈱林商会大東ハウス　 大山西町54-12　 3956-0188

82 大山 ㈲ローロ企画　 大山町27-11　 5917-2600

83 大山 大栄建設㈱　 大山町39-5　 3973-0707

84 大山 ㈲小山不動産　 大山町55-2　 3956-5121

85 大山 ㈱岡部商事　 大山町8-7　 3956-5246

86 大山 ㈱不動産センター　 大山東町20-9　 3961-2840

87 大山 ㈱今田ハウジングー 大山東町22-8 5944-4501

88 大山 オオミハウジング㈱　 大山東町24-10　 3964-8031

89 大山 不動産白石　 大山東町39-1　 3961-9080

90 大山 ㈱くみん不動産　大山駅前支店 大山東町59-2 5944-4005

91 大山 ㈱エステート松屋　 大山東町60-14　 3961-3591

92 大山 ㈱東洋エンタープライズ　 南町16-1　 3530-6113

93 大山 服部不動産　 南町62-6　 3955-8003

94 板橋中仙道 ㈲山勢不動産　 板橋1-16-9　 3961-9646

95 板橋中仙道 ㈱エステートマネージャー 板橋1-35-10 YIKﾋﾞﾙ302 6909-6845

96 板橋中仙道 ㈲安原商店　 板橋1-42-6　 3963-1411
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97 板橋中仙道 ㈱ブンゲツ不動産　 板橋1-48-15　ｸﾞﾝﾔﾋﾞﾙ1階 3961-4978

98 板橋中仙道 ㈲阿部不動産　 板橋1-48-2　 3962-5667

99 板橋中仙道 ㈲協立ハウジング　 板橋1-49-7　 3961-7074

100 板橋中仙道 ㈱グリーンエステート　 板橋1-50-5　 3579-1118

101 板橋中仙道 ㈱協立コーポレーション　 板橋1-48-17 3961-7773

102 板橋中仙道 三和不動産㈱　新板橋駅前支店 板橋1-52-6　 3964-3030

103 板橋中仙道 高栄地所㈱　 板橋2-41-9　 3963-8114

104 板橋中仙道 芳沢商事不動産㈲　 仲宿55-2　 3961-9417

105 板橋中仙道 ㈲神谷不動産　 仲宿64-6　 3963-5281

106 板橋中仙道 ㈱アーバン・ハウス　 大和町20-5　 3579-1226

107 板橋中仙道 ㈱中央宅建不動産　 大和町28-10　 3964-0070

108 志村 新栄商事㈱　 小豆沢2-32-12　 3967-7070

109 志村 マイハウス三栄㈱　 泉町4-1　 5392-1291

110 志村 ㈱長太郎不動産　本蓮沼駅前店 泉町7-5　 5392-0002

111 志村 羽賀不動産　 坂下1-12-4　 3966-0595

112 志村 ㈱丸川不動産　 坂下2-1-40　 3967-1233

113 志村 ㈲ハウジングプラザ　 坂下2-15-2　 5392-6667

114 志村 ㈲タマキ企画　 坂下2-15-28　城北ハイランズ108 3967-8191

115 志村 ㈲マチノ不動産設計 坂下1-1-12-201 田中ビル 5916-0577

116 志村 ㈲寺本不動産　 坂下2-32-21　 3966-1883

117 志村 大山不動産　 坂下2-33-19　 3968-0561

118 志村 髙松不動産㈱　 坂下3-3-13　 3965-3333

119 志村 山一建設㈱　 志村1-14-10　 3968-0210

120 志村 アップル旅建㈱　 志村2-20-24　 3969-9037

121 志村 ㈱メイプル　 志村2-2-1　 6781-5508

122 志村 ㈱アーバントレンド　志村三丁目駅前店 志村3-7-12　 5970-2301

123 志村 ㈱等憲　 高島平1-42-1　 3935-9686

124 志村 ㈱ケン・トータルコンサルティング 高島平1-42-1-107 6906-7431

125 志村 ㈱すまいる情報高島平　 高島平2-23-3　ｽｶｲﾌﾟﾗｻﾞ3階 3937-4011

126 志村 青建住宅㈱　 高島平4-4-3 6753-2708

127 志村 このむら不動産　 蓮沼町20-12　 3965-1199

128 志村 ㈱野口住建　 蓮沼町56-7　 5392-6555

129 志村 ㈲蓮根商事　 蓮根1-17-2　 3967-5110

130 志村 ㈲住吉不動産商事　 蓮根2-20-7　 3966-6559

131 志村 須田商事不動産　 蓮根2-3-6　 3966-5223

132 志村 ㈱くみん不動産　 蓮根3-9-6　ｻﾝﾋﾞｽﾀ西台1階 3967-2005

133 志村 ㈲タイチ　 宮本町2-10　　ﾘﾌｧｲﾝM101 5915-5700

134 志村 ㈲山上不動産　 宮本町18-5　 3960-4351
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