
（様式４−１） 
代議員立候補者の公示様式（立候補者が定数を満たしていた場合、規程第１１条） 

 
代議員立候補者の公示 

 
   公益社団法人全日本不動産協会代議員立候補者の氏名を次のとおり公示します。 
 
  令和３年度公益社団法人全日本不動産協会代議員立候補者の届出締切日（3月22日）までに64名の届出がありました。提出書類を審査した結果、以下のとおり、全

員が被選挙権の資格を満たしていました。 
 

No1 No2    支部   氏  名         商   号 推薦者 1 推薦者 2 
1 1 市川浦安 保坂 栄作 ホサカホーミング 株式会社 光安 一壽 富沢 佐代子 
2 2 市川浦安 光安 一壽 江北商事 株式会社 中台 朝子 内田 貴之 
3 3 市川浦安 内田 貴之 株式会社 ランド 代田 明 富沢 佐代子 
4 4 市川浦安 森 幸一 有限会社 共進住販 保坂 栄作 光安 一壽 
5 5 市川浦安 富沢 佐代子 株式会社 セレス・キャピタル 中台 朝子 望月 薫 
6 6 市川浦安 中台 朝子 株式会社 Ｐｒａｉａ ａｓａｋｏ 代田 明 内田 貴之 
7 7 市川浦安 望月 薫 薫リビング 保坂 栄作 森 幸一 
8 8 市川浦安 代田 明 有限会社 エーオーク 望月 薫 森 幸一 
9 1 内房 古泉 武昭 有限会社 ティーケーコーポレーション 高橋 正敏 石﨑 俊之 
10 2 内房 石﨑 俊之 株式会社 アーバンホーム 高橋 正敏 川名 正美 
11 3 内房 山下 和紀 合同会社 WAKIZ 古泉 武昭 川名 正美 
12 4 内房 菅原 政男 有限会社 かずさ賃貸管理サービス 古泉 武昭 石﨑 俊之 
13 5 内房 横尾 敦 株式会社 東創プランニングサービス 菅原 政男 山下 和紀 
14 6 内房 高橋 正敏 あいおい開発 株式会社 山下 和紀 横尾 敦 
15 7 内房 川名 正美 株式会社 ケーライフパートナーズ 菅原 政男 横尾 敦 
16 1 京葉 太田 力 株式会社 山王建設 皆川 義昭 野辺 博士 
17 2 京葉 大谷 利康 有限会社 オオタニ 塩沢 良和 皆川 義昭 
18 3 京葉 金山 留雄 有限会社 ホクサン住宅 皆川 義昭 塩沢 良和 
19 4 京葉 皆川 義昭 株式会社 ベストランド 金山 留雄 大谷 利康 
20 5 京葉 野辺 博士 株式会社 京葉リビング 皆川 義昭 太田 力 
21 6 京葉 寺下 睦美 株式会社 アート住宅販売 皆川 義昭 金山 留雄 
22 7 京葉 中村 進 株式会社 リヴィアル 皆川 義昭 金山 留雄 
23 8 京葉 石川 貴敏 株式会社 ジョイフルホーム 皆川 義昭 野辺 博士 
24 9 京葉 川上 勇 有限会社 キクワホーム建設 太田 力 皆川 義昭 
25 10 京葉 塩沢 良和 有限会社 光和住宅 大谷 利康 皆川 義昭 
26 1  外房 石橋 好江 ⻘葉ハウジング ⼩高 照光 渡邊 ⺠夫 
27 2 外房 鈴木 克美 株式会社 ベルジャパン ⼩高 照光 渡邊 ⺠夫 
28 3 外房 関野 美紀男 有限会社 サンイーグル ⼩高 照光 渡邊 ⺠夫 
29 4 外房 村井 正久 五八不動産 株式会社 ⼩高 照光 渡邊 ⺠夫 
30 5 外房 鈴木 薫 株式会社 ユニオンキャピタル ⼩高 照光 渡邊 ⺠夫 
31 1 千葉 髙木 春美 アクティブ住まいる 有限会社 福田 辰男 大沼 唱司 
32 2 千葉 原口 正子 有限会社 ミリオントラスト 松元 勝彦 金盛 一正 
33 3 千葉 奥村 弘 有限会社 アーバンホーム 林 良和 原口 正子 
34 4 千葉 佐久間 秀一 株式会社 佐久間工務店 石倉 よし江 原口 正子 
35 5 千葉 細見 直樹 株式会社 エニシング 池田 銀藏 山口 重太 
36 6 千葉 石倉 よし江 有限会社 ファミリー住宅サービス 髙木 春美 松元 勝彦 
37 7 千葉 金盛 一正 株式会社 オリエント企画 ⻄澤 温 髙木 春美 
38 8 千葉 ⻄澤 温 株式会社 山盛 山口 重太 大沼 唱司 
39 9 千葉 池田 銀藏 有限会社 新都市不動産コンサルタント 佐久間 秀一 林 良和 
40 10 千葉 林 良和 株式会社 kiki 金盛 一正 石倉 よし江 
41 11 千葉 松元 勝彦 有限会社 総武測量 福田 辰男 ⻄澤 温 
42 12 千葉 山口 重太 有限会社 なのはな住宅 奥村 弘 佐久間 秀一 
43 13 千葉 大沼 唱司 スマート 株式会社 奥村 弘 池田 銀藏 
44 1 東葛 猪股 正 株式会社 アイキュウプランニング 佐藤 千絵美 奈良 かおり 
45 2 東葛 伊藤 一秀 有限会社 フォローアップ 三上 紘由 森田 修 
46 3 東葛 龍﨑 正人 有限会社 ランドクリエイト 井上 尊王 枝本 哲也 
47 4 東葛 加藤 ⻯児 株式会社 ハウスワン 羽田 晴久 志見 壮一 
48 5 東葛 志見 壮一 アーキッツホーム 株式会社 加藤 ⻯児 龍﨑 正人 



49 6 東葛 羽田 晴久 有限会社 愛和住宅 猪股 正 伊藤 一秀 
50 7 東葛 枝本 哲也 株式会社 コンプレス 猪股 正 奈良 かおり 
51 8 東葛 井上 尊王 株式会社 大聖 伊藤 一秀 佐藤 千絵美 
52 9 東葛 三上 紘由 ピーロネット 株式会社 加藤 ⻯児 森田 修 
53 10 東葛 森田 修 有限会社 わかば事務所 龍﨑 正人 三上 紘由 
54 11 東葛 奈良 かおり 株式会社 ネクステップ 枝本 哲也 羽田 晴久 
55 12 東葛 佐藤 千絵美 株式会社 アイラブホーム 井上 尊王 志見 壮一 
56 1 北総 鈴木 正尚 株式会社 スズショウ 齊藤 仁 大野 勝美 
57 2 北総 國分 静江 株式会社 エン住まいる 吉田 重雄 鈴木 正尚 
58 3 北総 水口 愛子 株式会社 マーガレットの家 吉田 重雄 鈴木 正尚 
59 4 北総 齊藤 仁 株式会社 トラスト 吉田 重雄 鈴木 正尚 
60 5 北総 砂田 正稔 勝田造園 株式会社 荻原 勇 吉田 重雄 
61 6 北総 川上 順 株式会社 第一ホーム佐倉 吉田 重雄 鈴木 正尚 
62 7 北総 荻原 勇 有限会社 協和商事 砂田 正稔 吉田 重雄 
63 8 北総 綱島 清司 有限会社 ホームリサーチ 吉田 重雄 鈴木 正尚 
64 9 北総 ⼩藪 和美 総武建設 株式会社 吉田 重雄 鈴木 正尚 

以上 64 名（届出順） 
 
 
令和３年 3 月 29 日 
                           公益社団法人全日本不動産協会 
                 千葉県本部代議員選挙管理委員会委員⻑ 
                                                    中山 浩一 
 
※地方本部代議員を設置する地方本部の地方本部代議員立候補者の公示（代議員選出規程 第２９条）は、代議員立候補者の公示に準じて作成するものとする。 
 


