日管連様式１０・１１（定款第１０条第２項、第１６条第２項関係）

愛知県マンション管理士会 会員名簿
H 30.1.17
名前

マンション
管理士
登録番号

浅野 岩生

0014040048

足立 三郎

0002040238

荒尾 良雄

0002040298

伊藤 修臣

事務所・所属団体

連絡先

オフィイス後方支援

http://w w w .kohoshien.com

0003040084

ｱ ﾄﾘｴ ｼﾝ一級建築士事務所

http://w w w .yam am oco.com

稲葉 和哉

0013040011

たません不動産有限会社

http://tam asen.com /apartm ent.htm l

入山 太郎

0002040027

内田 真生

0014040003

N P O 法人ﾏ ﾝｼｮﾝｻ ﾎ ﾟｰ ﾄあいち

http://w w w .nagoya-m ankansupport.jp/

大脇 智徳

0013040012

ﾏ ﾝｼｮﾝ管理士事務所みらいG roup http://aichi-m ansion.com /

奥山 和史

0006040033

N P O 法人ﾏ ﾝｼｮﾝｻ ﾎ ﾟｰ ﾄあいち

http://w w w .nagoya-m ankansupport.jp/

小倉 良之

0007040064

尾崎 玄千

0012040057

柿原 清章

0004040012

加藤 恵三

0002040298

加藤 淳一郎

0005040143

加藤 真澄

0002040253

N P O 法人ﾏ ﾝｼｮﾝ管理者管理方式推進機構

http://w w w .kanshinkun.com /

加納 信博

0006040008

川村 一成

0002040111

北沖 重也

0008040037

楠瀬 眞司

0016030351

倉田 雅弘

0015040005

倉永 光輝

0013040033

栗原 邁

0011040051

栗本 孝司

0004040036

紅林 健一

0016040040

N P O 法人ﾏ ﾝｼｮﾝｻ ﾎ ﾟｰ ﾄあいち

http://w w w .nagoya-m ankansupport.jp/

ﾏ ﾝｼｮﾝ管理士佐野総合事務所

http://m ansion.solicitor-sanooffice.com /

小鹿 竜二

0011040012

小林 幸雄

0004040004

斉藤 朗

0009040001

坂井 秀樹

0006040020

酒井 由美子

0013040048

﨑 広典

0004040036

佐々木 順加

0006040053

佐藤 有美

0016040038

佐野 実哉

0011040002

澤田 法人

0002040038

杉村 修一

0007040022

鈴木 康則

0014050161
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愛知県マンション管理士会 会員名簿
H 30.1.17
名前

マンション
管理士
登録番号

高橋 正良

0007040075

高松 英二

0012040006

立野 勇

0002040120

田中 幸治

0002040250

田中 豊

0010040048

辻井 浩二

0003040004

都築武志

0015040016

寺部 健

0015040017

鳥居 誠

0009040044

中石 光治

0004040079

夏目 俊春

0005040026

畑 一記

0011040022

服部 勝彦

0002040184

姫野 正良

0006040005

平野 伸夫

0015040042

平松 久典

0003040039

平山 晶士

事務所・所属団体

連絡先

（有）ﾊ ｳ ｼﾞﾝｸﾞｵ ﾌｨｽ

http://m ansion-kanrishi.net/

0014040044

マンション管理士平山事務所

hirayam aseiji.jim do.com

本渡 孝一

0014040003

ｱ ｿﾙ ﾃ ｨﾏ ﾝｼｮﾝ管理士事務所

052-243-0880

増川 次雄

0010040036

ﾏ ﾝｼｮﾝ管理士増川事務所

090－4867－2519

松田 昭三

0005040027

松平 信行

0017040003

N P O 法人ﾏ ﾝｼｮﾝｻ ﾎ ﾟｰ ﾄあいち

http://w w w .nagoya-m ankansupport.jp/

三浦 忠誠

0005040028

三品 宏二

0017040007

三宅 真光

0014040013

豊田マンション管理事務所株式会社 http://toyota-m ankanzim .velvet.jp/index.htm l

校條 友紀子

0007040046

株式会社すまいるコンシェル

森 正隆

0013040008

東山の森不動産（補償）ｺﾝｻ ﾙ ﾀﾝﾄ http://w w w 1.m 1.m ediacat.ne.jp/higashiyam anom ori/

八巻 幸弘

0004040111

司法書士ヤマキリーガルオフィス

0120-596-430 http://w w w .iy-office.com /

山下 秀司

0002040285

株式会社ナイスコーポレーション

http://w w w .nais-co.com

山田 牧人

0004040017

山本 喜義

0004070065

N P O 法人ﾏ ﾝｼｮﾝｻ ﾎ ﾟｰ ﾄあいち

http://w w w .nagoya-m ankansupport.jp/

山本 荘太郎

0004040045

山本 吉正

0002040017

横井 繁範

0006040061

吉武 正成

0009040022

若山 統彦

0017040017

渡邊 良則

0008040057

株式会社吉正（052-263-1313）

http://sm ile-concier.com /

yam am oto-m ankan@ ace.ocn.ne.jp
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