
研修会 懇親会

副会長 上村邦典

1000 × 03 副会長
(事務局担当)

あんしんエステート鹿児島 安田正人 10/1 ○

1000 × 02 副会長
(研修担当)

（株）鹿児島不動産バンク 是枝徹 10/1 ○

1000 ○ 35001 会長　　　　　　　　　(有)ベスト住建 山元正良 10/3 ○

懇親会 入金
備考

○× 会費 ○× 会費 振込 現金

出席

（Ｈ30.10.25 第三回研修会）出欠 平成30年10月9日

会社名 名前 日付
研修会

10 理事 (有)正栄産業 長濱雅章

9 理事 （株）小倉ホーム(霧島店) 倉橋直樹

1000 ○ 35008 理事 （株）はまだ 濱田明美　 10/9 ○

7 理事 （株）ランドハウス 上野寛

6 理事 かわくぼ住宅（株） 川窪宏一

1000 ○ 35005 理事 (有)すべ産業 須部純範 10/9 ○

4 副会長
(会計担当)

かみむら不動産コンサルタント 上村邦典

16 名誉会員/顧問
（宅建協会会長）

15 （法人会員） （株）総合開発 竹下豪

14 相談役 大津商事 大津滝

13 相談役 平和ホーム 桑畑綱男

0 × 012 監事 (有)楠陽不動産 菊永昭二郎 9/27 ×

1000 × 011 監事 (有)小西総合事務所 小西正則 10/2 ○

10 理事 (有)正栄産業 長濱雅章

23 (株)南映殖産 宮内政一

0 × 022 (株)川商ハウス 上入佐俊明 10/9 ×

21 (株)エスポワール 松本洋祐

1000 × 020 桑鶴不動産 桑鶴悟 10/2 ○

0 × 019 (有)興和不動産 晋廣和 10/2 ×

18 睦和商事 川畑睦和

17 (有)ザム 本村満彰

29 （有）鹿一商事 山下貞行

28 ほほえみネット不動産(株) 葉棚宏栄

0 × 027 外前田（ﾎｶﾏｴﾀﾞ）不動産 外前田やよい 10/3 ×

0 × 026 (有)ザビエル社 山元格 10/3 ×

1000 ○ 350025 (有)新都市ハウジング 木村安雄 10/9 ○

24 (有)益口企業 益口卓矢

23 (株)南映殖産 宮内政一

36 アットウーマン（有） 礒邉法子

1000 × 035 （株）レジェンド 北山孝信 10/1 ○

1000 ○ 350034 （株）アルファエステート 大迫直 10/1 ○

0 × 033 （株）鑑定ソリュート鹿児島 西川修一 10/4 ×

1000 ○ 350032 （株）NSレジデンス 高橋寿美夫 10/9 ○

31 (有)楠陽不動産 小松禎明

30 牧野ホーミング(株) 牧野幸男

42 (賛助会員） エム管理不動産 永田快

0 × 041 (賛助会員） ホームアドバンス 竹之下真哉 10/9 ×

40 (賛助会員） (有)窪商事 窪勇佑

1000 × 039 (賛助会員） (有)マイホーム鹿児島 伊集院啓子 10/2 ○

38 (賛助会員） ももや不動産 米増知子

0 × 037 （有）マルゼン商事 堂脇進也 10/2 ×

36 アットウーマン（有） 礒邉法子

49 (賛助会員） （株）鹿南ホーム 新田匠

48 (賛助会員） フジタ開発（株） 西倉宏

0 × 047 (賛助会員） （株）イシタケ開発 吉永孝治 10/9 ×

1000 × 046 (賛助会員） （有）綾商事 日高有見 10/9 ○

1000 × 045 (賛助会員） （有）オフィスＦＮ 永野浩一 10/2 ○

44 (賛助会員） （株）ファインテック 立根博文

43 (賛助会員） （株）新聖都市開発 大竹信子

50 (賛助会員） 三伸ホーム 佐田弘

49 (賛助会員） （株）鹿南ホーム 新田匠



55 (賛助会員） （有）岩重商事 岩重豪樹

54 (賛助会員） （株）タケシタ 竹下泰弘

1000 × 053 (賛助会員） ﾊﾟｰﾄﾅｰ鹿児島(有)前田土木技術 白井恵祐 10/9 ○

0 × 052 (賛助会員） 大久保不動産事務所（株） 大久保篤 10/6 ×

51 (賛助会員） 国分不動産センター（株） 山元正司

振込 現金

宮崎コンサル （株）ハウザーライフ 谷口和隆

宮崎コンサル会長 （株）共栄ハウス 境田良二

懇親会 入金
備考

○× 会費 ○× 会費 振込 現金

入金

宮崎コンサル会員

会社名 名前 日付
研修会

一般（コンサル協会員以外）、講師

会社名 名前 日付
研修会 懇親会

会費 会費 振込 現金
備考

入金

振込 現金○×

入金

○×

宮崎コンサル 東町不動産（株） 田中浩太郎

宮崎コンサル
代表理事 （株）ハウザーライフ 谷口和隆

会費

3000 × 0過去の参加者 （株）共和産業 弓削和明 10/6 ○

3000 × 0過去の参加者 （株）アルプス不動産 久留勝徳 10/2 ○

3000 × 0過去の参加者 （有）丸建商事 居川博孝 10/1 ○

会費 振込 現金振込 現金○× ○×


