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一般社団法人優良ストック住宅推進協議会「安心Ｒ住宅」標章使用会員リスト

会員区分 団体名 所在地 宅建業者免許番号

1 正会員 旭化成ホームズ株式会社 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 国土交通大臣(11)第002739号

2 準会員 旭化成不動産レジデンス株式会社 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 国土交通大臣(06)第005344号

3 準会員 旭化成リフォーム株式会社 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 国土交通大臣(01)第008949号

4 正会員 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2　経団連会館 国土交通大臣(14)第000687号

5 準会員 住友林業ホームサービス株式会社 東京都新宿区西新宿3-2-11　新宿三井ビルディング二号館11F 国土交通大臣(15)第000220号

6 正会員 積水化学工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号　堂島関電ビル 国土交通大臣(13)第000967号

7 準会員 東北セキスイハイム不動産株式会社 宮城県仙台市宮城野区榴岡3-4-1（アゼリアヒルズ11階） 国土交通大臣(02)第008302号

8 準会員 セキスイハイム不動産株式会社 東京都台東区上野7-12-14（住友不動産上野ビル4号館3階） 国土交通大臣(08)第003490号

9 準会員 静岡セキスイハイム不動産株式会社 静岡県浜松市中区砂山町325-20（水谷ビル3階） 静岡県知事(06)第010306号

10 準会員 中四国セキスイハイム不動産株式会社 岡山県岡山市北区今八丁目14-39 国土交通大臣(03)第007681号

11 準会員 九州セキスイハイム不動産株式会社 福岡県福岡市中央区高砂2-8-1（オヌキ高砂ビル） 国土交通大臣(03)第007534号

12 準会員 北海道セキスイハイム株式会社 北海道札幌市北区北14条西4-2-1 北海道知事(12)第002509号

13 準会員 茨城セキスイハイム株式会社 茨城県水戸市白梅1-7-11 茨城県知事(12)第001974号

14 準会員 栃木セキスイハイム株式会社 栃木県宇都宮市東宿郷5-3-4(ハーモネートビル) 栃木県知事(12)第001565号

15 準会員 群馬セキスイハイム株式会社 群馬県前橋市南町3-35-3(セキスイハイムビル) 群馬県知事(11)第002222号

16 準会員 セキスイハイム信越株式会社 長野県松本市両島6-11 国土交通大臣(04)第006275号

17 正会員 積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中一丁目1番88号 梅田スカイビル　タワーイースト 国土交通大臣(15)第000540号

18 準会員 積水ハウス不動産東北株式会社 宮城県仙台市青葉区本町2-16-10　メットライフ仙台本町ビル2F 国土交通大臣(10)第003219号

19 準会員 積水ハウス不動産東京株式会社 東京都渋谷区代々木2-1-1　新宿マインズタワー 国土交通大臣(12)第002250号

20 準会員 積水ハウス不動産中部株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅4-24-16　広小路ガーデンアベニュー 国土交通大臣(10)第002961号

21 準会員 積水ハウス不動産関西株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-30　梅田スカイビル　タワーウエスト 国土交通大臣(12)第002343号

22 準会員 積水ハウス不動産中国四国株式会社 広島県広島市中区小町1-25　タケダ広島ビル5F 国土交通大臣(10)第003122号

23 準会員 積水ハウス不動産九州株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-1　日本生命博多駅前ビル 国土交通大臣(11)第002880号

24 準会員 積水ハウスリフォーム株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-90　梅田スカイビルガーデンファイブ5F 国土交通大臣(01)第008954号

25 正会員 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 国土交通大臣(15)第000245号

26 準会員 日本住宅流通株式会社 大阪府大阪市北区梅田1-1-3-800　大阪駅前第3ビル8F 国土交通大臣(11)第002608号

27 準会員 大和ハウスリフォーム株式会社 大阪府大阪市中央区備後町1-5-2 国土交通大臣(01)第008638号

28 正会員 トヨタホーム株式会社 愛知県名古屋市区東区泉一丁目２３番２２号　トヨタホーム栄ビル３階 国土交通大臣(03)第006467号

29 準会員 トヨタホームとうほく株式会社 宮城県仙台市泉区泉中央一丁目３３番地の４ 国土交通大臣(02)第007772号

30 準会員 トヨタすまいるライフ株式会社 愛知県豊田市大林町１－８１ 愛知県知事(14)第003842号

31 準会員 トヨタホーム近畿株式会社　 大阪府大阪市西区立売堀３－１－１４　阿波座ビル４階 国土交通大臣(06)第005128号

32 準会員 トヨタホームふじ株式会社 静岡県沼津市岡宮1270番地の1 国土交通大臣（1）第009690号

33 準会員 トヨタホームちば株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3番地幕張テクノガーデンB棟２２階 千葉県知事(3）第015956号

34 正会員 パナソニック ホームズ株式会社 大阪府豊中市新千里西町1丁目1番4号 国土交通大臣(14)第000982号

35 準会員 パナソニック ホームズ不動産株式会社 大阪府豊中市新千里西町1丁目1番4号 国土交通大臣(03)第007608号

36 準会員 パナソニック ホームズ北関東株式会社 栃木県宇都宮市平出町4067-3 国土交通大臣(06)第005156号

37 準会員 パナソニック ホームズ埼玉西株式会社 埼玉県所沢市くすのき台3-17-1 埼玉県知事(12)第006475号

38 準会員 株式会社パナホーム山梨 山梨県甲府市上石田4-12-1 山梨県知事(11)第000937号

39 準会員 パナソニック ホームズ多摩株式会社 東京都立川市栄町4-13-3 東京都知事(05)第075657号

40 準会員 パナソニック ホームズ東海株式会社 長野県長野市上高田992-3 長野県知事(08)第003332号

41 準会員 京都パナホーム株式会社 京都府京都市山科区西野櫃川町50-1 京都府知事(06)第009592号

42 準会員 株式会社パナホーム兵庫 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町205-2 兵庫県知事(11)第450237号

43 準会員 株式会社パナホーム伊賀 三重県名張市美旗町池の台東6番地 三重県知事(10)第001344号

44 準会員 株式会社松栄パナホーム熊本 熊本県熊本市南区田迎1-7-14 熊本県知事(05)第003801号

45 正会員 ミサワホーム株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1　新宿NSビル 国土交通大臣(03)第007576号

46 準会員 ミサワホーム不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1-22-2　新宿サンエービル15F 国土交通大臣(03)第007517号

47 準会員 ミサワホーム北海道株式会社 北海道札幌市白石区東札幌2条6-8-1 北海道知事石狩(13)第001481号

48 準会員 東北ミサワホーム株式会社 宮城県仙台市青葉区一番町1-3-1ＴＭビル8階 国土交通大臣(08)第003827号

49 準会員 ミサワホーム北越株式会社 新潟県新潟市中央区関新2-1-53 国土交通大臣(02)第008557号

50 準会員 ミサワホーム甲信株式会社 長野県松本市双葉22-1 国土交通大臣(02)第008196号

51 準会員 株式会社ミサワホーム静岡 静岡県静岡市駿河区手越367 静岡県知事(07)第010208号

52 準会員 ミサワホーム近畿株式会社 大阪府大阪市北区堂島2-2-2近鉄堂島ビル 国土交通大臣(06)第005068号

53 準会員 ミサワホーム中国株式会社 岡山県岡山市北区野田2-13-17 国土交通大臣(06)第005154号

54 準会員 ミサワホーム四国株式会社 香川県高松市林町2217-50 国土交通大臣(05)第005677号

55 準会員 ミサワホーム九州株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-1日本生命博多駅前ビル2階 国土交通大臣(05)第005560号

56 準会員 ミサワホームＭＪ株式会社 東京都杉並区高井戸東2-4-5 国土交通大臣(03)第006485号

57 準会員 栃木ミサワホーム株式会社 栃木県宇都宮市一条2-7-24 栃木県知事(13)第001288号

58 準会員 北陸ミサワホーム株式会社 石川県金沢市堀川町23-23 国土交通大臣(13)第001597号



59 正会員 三井ホーム株式会社 東京都新宿区西新宿2-1-1　新宿三井ビル53F 国土交通大臣(11)第002531号

60 準会員 三井ホームエステート株式会社 東京都千代田区富士見2-3-11　アップルビル6F 国土交通大臣(08)第003612号

61 準会員 茨城中央ホーム株式会社 茨城県水戸市桜川1-1-25　大同生命水戸ビル5F 茨城県知事(07)第004788号

62 準会員 群馬ホーム株式会社 群馬県高崎市問屋町3-9-2 群馬県知事(07)第004089号

63 準会員 三井ホーム北新越株式会社 新潟県新潟市中央区南笹口2-6-31 国土交通大臣(03)第007902号

64 準会員 甲信アルプスホーム株式会社 長野県松本市笹部1-3-6 国土交通大臣(01)第008553号

65 準会員 姫路ホーム株式会社 兵庫県加古川市加古川町北在家2047番地 兵庫県知事(09)第400343号

66 準会員 四国ホーム株式会社 愛媛県松山市中村2-8-18 国土交通大臣(04)第005845号

67 準会員 三井ホーム北海道株式会社 北海道札幌市東区北14条東14-2-5 北海道知事石狩(04)第006484号

68 準会員 三井ホーム鹿児島株式会社 鹿児島県鹿児島市加治屋町12-7　甲南アセット鹿児島加治屋町ビル1F 鹿児島県知事(02)第005794号

69 正会員 株式会社ヤマダホームズ 群馬県高崎市栄町1-1 国土交通大臣(15)第000382号

合計 69団体


