
　一般社団法人静岡県マンション管理士会　会員名簿 平成２９年５月１０日現在

番号 ふりがな 氏名 郵便番号 住所1 住所2 住所3 優先電話 携帯 ＦＡＸ Ｅ－ｍａｉｌ
入会年月

(一般社団)
当初入会年月

(NPO)

0001 あおしま　ゆたか 青島　豊 426-0072 藤枝市 南新屋３６１－４ 054-641-2848 090-4860-4527 054-641-2848 yutaka-a@tg8.so-net.ne.jp 平成26年4月 平成16年4月

0003 ながい　かつのり 永井　克典 430-0911 浜松市中区 新津町１７６ ネオステージ新津３０６ 090-8475-8017 090-8475-8017 053-463-7628 info@nagai-gyousei.com 平成26年4月 平成16年4月

0004 のりづき　ひであき 法月　英明 420-0046 静岡市葵区 常磐町１丁目８番地の６ 常磐町アイワビル 090-8670-0972 090-8670-0972 054-253-3912 nori@aiwasan.com 平成26年4月 平成16年4月

0006 よこみぞ　としお 横溝　俊夫 411-0945 駿東郡長泉町 本宿３５３－３ 090-9191-7466 090-9191-7466 055-987-9613 t_yokomizo@ny.tokai.or.jp 平成26年4月 平成16年4月

0007 さかき　さとし 榊　　聡 411-0943 駿東郡長泉町 下土狩７０２－２１ 055-988-5589 sakaki_3104@lilac.plala.or.jp 平成26年4月 平成16年4月

0008 みやざき　だい 宮﨑　大 434-0015 浜松市浜北区 於呂3771-7 090-4237-7144 090-4237-7144 053-592-2740 md1010_jp@yahoo.co.jp 平成26年4月 平成16年12月

0009 こいずみ　けんじ 小泉　健司 422-8005 静岡市駿河区 池田９０２－２ 090-7679-7117 090-7679-7117 052-252-4522 mansion-sp@nifty.com 平成26年4月 平成17年4月

0010 よねざわ　しゅういち 米澤　修一 433-8117 浜松市中区 高丘東五丁目5番11号 090-2572-0237 090-2572-0237 053-414-0678 CBF08306@nifty.com 平成26年4月 平成18年3月

0011 たはら　ただひろ 田原　忠裕 420-0813 静岡市葵区 長沼二丁目３－２２－６０７ 090-3855-5796 090-3855-5796 054-208-5954 lilys_maman@yahoo.co.jp 平成26年4月 平成18年4月

0012 すずき　あきのり 鈴木  章伯 435-0001 浜松市東区 上石田町２３５５－１ 090-8952-5882 090-8952-5882 053-545-6500 a.suzuki@ma.tnc.ne.jp 平成26年4月 平成18年5月

0014 おおかわ　しょうじ 大川  松司 414-0035 伊東市 南町二丁目３番３５号 090-2680-2279 090-2680-2279 0557-37-4306 okawa@mansion-pro.com 平成26年4月 平成19年4月

0016 いけや　しんいちろう 池谷  進一郎 434-0044 浜松市浜北区 内野５００２番地の１３ 053-587-1313 053-587-1313 ikeya03302001@yahoo.co.jp 平成26年4月 平成19年6月

0018 うえまつ　ゆうじ 植松　佑次 419-0201 富士市 厚原1355-3 080-1621-5985 080-1621-5985 0545-64-4749会社 uematu-y@ny.tokai.or.jp 平成26年4月 平成21年1月

0019 こばやし　かずのり 小林　和典 421-3306 富士市 中之郷3662-4 090-6645-4153 090-6645-4153 Kazunori_Kobayashi@haseko.co.jp 平成26年4月 平成21年7月

0020 しだ　まさと 志田  磨佐人 420-0927 静岡市葵区 音羽町20-2 090-5874-2395 090-5874-2395 ms2000520@ybb.ne.jp 平成26年4月 平成21年11月

0021 まさか　あきお 真坂　昭夫 413-0234 伊東市 池628-72 伊豆建物研究所 0557-33-1280 090-7824-6848 0557-33-1281 izutate-k@office.tnc.ne.jp 平成26年4月 平成23年6月

0022 よしだ　みつお 吉田　三男 422-8057 静岡市駿河区 見瀬51-2 054-281-4685　 054-281-4685　 054-286-6985 mymise521@yahoo.co.jp 平成26年4月 平成23年12月

0023 きむら　けんじ 木村　賢治 424-0814 静岡市清水区 本郷町5-8-1103 054-367-3130 090-5618-1618 054-367-3130 kimura.kenji@mdlife.co.jp 平成26年4月 平成24年4月

0024 ごとう　ただお 後藤　唯夫 418-0023 富士宮市 山本260番地 唯設計工房一級建築士事務所 0544-27-6532 090-4199-6631 0544-27-6561 t_gotoh@tx.thn.ne.jp 平成26年4月 平成24年4月

0025 よねやま　のりお 米山　則夫 410-2141 伊豆の国市 韮山山木668-2 (有)ワイイーエム 090-8862-3671
事務所055-949-6935
自宅055-949-2836

055-949-6926 yem.1999@mx3.ttcn.ne.jp 平成26年4月 平成24年8月

0026 すぎやま　まなぶ 杉山　学 424-0829 静岡市清水区 巴町9-19 行政書士すぎやま綜合事務所　所長 054-368-6400 090-3156-4922 054-351-0067 office@ms-jimusho.com 平成26年4月 平成25年5月

0027 いで　あゆみ 井出　あゆみ 430-0906 浜松市中区 住吉五丁目10-14-301 080-3283-5994 080-3283-5994 053-472-9882 ide_ayumi@yahoo.co.jp 平成26年4月 平成25年5月

0028 はぎわら　しげゆき 萩原　繁之 410-0836 沼津市 吉田町31-3アンジュール202 みどり合同法律事務所　代表弁護士 055-931-4471 090-3954-6539 055-931-4473 shaki@midorigodo.com 平成26年4月 平成25年5月

0030 まき　ひろし 牧　博史 433-8122 浜松市中区 上島3-10-20 株式会社ミツヨシ　代表取締役 080-3696-1358 045-903-1436 045-903-1436 himaki@g01.itscom.net 平成27年1月 ***

0031 きむら　みきお 木村　幹雄 411-0046 三島市 芙蓉台1-12-7 MICマンション総合管理事務所 055-986-9057 055-986-9057 055-986-9057 mickey-k@thn.ne.jp 平成27年2月 ***

0032 ささじま　ひろし 笹嶋　洋 413-0101 熱海市 上多賀803 笹嶋マンション管理事務所 090-1984-0415 0557-67-1077 0557-68-0463 sasajima@cello.ocn.ne.jp 平成27年3月 ***

0033 げんま　けんじ 源間健二 434-0034 浜松市浜北区 高畑521番地 (株)源商事 090-9918-9183
事務所053-545-6644
自宅053-586-9180

053-545-6633 info@mirai.eek.jp 平成27年4月 ***

0034 よねくら　のりお 米倉紀男 432-8061 浜松市浜西区 入野町4924-10佐鳴台ﾊﾟｰｸﾎｰﾑｽﾞ1207 行政書士よねくら法務事務所 090-2521-3179 090-2521-3179 053-528-7121 norio@swan.ocn.ne.jp 平成27年4月 ***
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