
不 動 産 売 却 結 果 情 報

整理 物件名 契約締結日
契約業者名
役職名及び氏名

住所
入札形態 備考

1 熊本旧支部長宿舎 平成23年7月8日
㈲クリエイト
代表取締役　原本　英興
熊本県熊本市保田窪本町4番32号

14,400,000 円 一般

2 岐阜支部穂積住宅 平成23年7月22日
美濃善不動産㈱
代表取締役　浅野　勝史
岐阜県岐阜市西荘2丁目8番5号

6,830,000 円 一般

3 福井支部春江町住宅 平成23年8月23日
宮本地所㈱
代表取締役　宮本　巖
福井県福井市成和一丁目407番地

1,932,975 円 一般

4 和歌山支部貴志川住宅 平成23年8月25日

㈲カワグチ
代表取締役　川口　禎男
和歌山県有田郡有田川町大字金屋882番地
2

2,300,000 円 一般

5
大阪旧支部長宿舎（マリンハイツ）
大阪旧支部長宿舎（寝屋川住宅）

平成23年8月26日
㈱エヌ・ケイ興産
代表取締役　中尾　清行
大阪府寝屋川市東香里園町11番27号

27,590,250 円 一般

6 新潟旧支部長宿舎 平成23年8月29日
㈱日産住研
代表取締役　小嶋　春雄
新潟県新潟市西区鳥原633番地8

19,000,000 円 一般

7 青森旧支部長宿舎 平成23年9月22日
㈱住まいUPタッケン
代表取締役　寺林　栄一
青森県青森市中央一丁目1番20号

6,980,000 円 一般

8 山梨中村町住宅 平成23年9月27日
㈱エスティケイ
代表取締役　輿水　修
山梨県甲府市飯田2丁目4番1号

4,700,000 円 一般

9 香川旧支部長宿舎 平成23年9月27日
㈱アーバンプロパティーズ
代表取締役　河野　守邦
香川県高松市磨屋町5-9

2,820,000 円 一般

10
千葉旧支部長宿舎（スカイラークハイツ1108号
室）
千葉旧支部長宿舎（星久喜住宅）

平成23年9月29日
㈲福源
代表取締役　阿久津　俊一
東京都西東京市谷戸町1-25-8

8,370,000 円 一般

11
ニューハイツ大森（515・711.718号室）
田町スカイハイツ（606・607号室）

平成23年9月30日
㈱コスモアセット
代表取締役　下川　肇
東京都港区三田3-2-3　万代三田ビル5F

106,554,002 円 一般

12 富山旧支部長宿舎 平成23年10月25日
余川塗装工業㈱
代表取締役　余川　甚治
富山県富山市西山王町7番16号

10,233,150 円 一般
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13
広島旧支部長宿舎
（己斐上パークマンション305号室）

平成23年10月27日
ライトハウス㈲
代表取締役　池廣　善幸
広島県広島市佐伯区八幡4丁目16番8号

3,840,000 円 一般

14
広島住吉住宅
（ホワイトコーポラス502号室）

平成23年10月27日

サンクルー㈱
代表取締役　吉崎　英治
広島県広島市安佐北区口田南4丁目48番16
号

534,500 円 一般

15 広島宮島口住宅 平成23年10月28日

塚本電建㈲
代表取締役　室尾　秀樹
広島県広島市佐伯区五日市町石内3424番
地

4,505,000 円 一般

16 広島前空住宅 平成23年10月28日
㈲三建ホーム
代表取締役　川上　邦樹
広島県安芸郡府中町千代7番16号

5,310,000 円 一般

17 岐阜旧支部長宿舎 平成23年10月31日
美濃善不動産㈱
代表取締役　浅野　勝史
岐阜県岐阜市西荘2丁目8番5号

6,700,000 円 一般

18 神奈川旧支部長宿舎 平成23年11月18日

スター・マイカ㈱
代表取締役　水永　政志
東京都港区赤坂2-17-22　赤坂ツインタワー
本館2階

5,353,000 円 一般

19 青森桜川住宅 平成23年11月22日
㈱住まいUPタッケン
代表取締役　寺林　栄一
青森県青森市中央一丁目1番20号

5,200,000 円 一般

20 大分平尾住宅 平成23年11月22日
大分ベスト不動産㈱
代表取締役　坂井　史明
大分県大分市庄境4番12号

5,310,000 円 一般

21 奈良旧支部長宿舎 平成23年11月25日
日本住宅流通㈱
代表取締役　藤田　実
大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3-800号

17,081,000 円 一般

22 香川牟礼住宅 平成23年11月25日
㈱プロサイド
代表取締役　瀧口　清之
東京都中央区日本橋小網町18-11

3,720,000 円 一般

23
秋田若葉町住宅
秋田八橋住宅
秋田楢山住宅

平成23年11月29日
㈱財産コンサルティング
代表取締役　白畑　保
秋田県秋田市茨島4丁目19番52

14,100,000 円 一般

24
兵庫メゾン門戸住宅
（201・402・501・601・703号室）

平成23年11月29日
㈱ハウジングスタッフ
代表取締役　高沢　秀志
兵庫県西宮市上大市1丁目6番39号

25,100,000 円 一般
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25 広島庚午住宅 平成24年1月13日

塚本電建㈲
代表取締役　室尾　秀樹
広島県広島市佐伯区五日市町大字石内
3424番地

23,980,000 円 一般

26
大分光吉住宅
大分舞鶴住宅

平成24年1月13日

㈱サン・タナカ
代表取締役　田中　俊一
大分県別府市大字鶴見字新別府3051番地
の1

32,050,000 円 一般

27 岐阜日野住宅 平成24年1月17日
㈱テアケ
代表取締役　塚原　保哉
愛知県名古屋市千種区丘上町2-49-4

14,000,000 円 一般

28 京都旧支部長宿舎 平成24年1月20日
㈱東住販
代表取締役　東　勉
京都府京都市西京区御陵溝浦町8番地4

28,640,000 円 一般

29 鹿児島千年住宅 平成24年1月20日
㈱三越ホーム
代表取締役　中村　綾美
鹿児島県鹿児島市鴨池一丁目9番8

6,410,000 円 一般

30 新潟坂井住宅 平成24年1月23日
㈲相沢企業
代表取締役　相澤　裕吉
新潟県新潟市中央区川岸町1丁目48番地7

15,150,000 円 一般

31
茨城旧支部長宿舎
茨城堀町A住宅

平成24年1月24日
㈱プロサイド
代表取締役　瀧口　清之
東京都中央区日本橋小網町18-11

13,863,000 円 一般

32
群馬旧支部長宿舎
群馬昭和町住宅

平成24年1月24日
㈱群馬総合土地販売
代表取締役　川本　裕明
群馬県高崎市通町76番地

13,340,000 円 一般

33
長野旧支部長宿舎
長野高田住宅

平成24年1月24日
㈱プロサイド
代表取締役　瀧口　清之
東京都中央区日本橋小網町18-11

21,210,000 円 一般

34 山梨旧支部長宿舎 平成24年1月27日
㈱Ｂ‘ｓクリエイト
代表取締役　保坂　貞仁
山梨県甲府市下石田2-15-7

4,625,000 円 一般

35 佐賀旧支部長宿舎 平成24年1月27日
㈱地産開発
代表取締役　藤崎　文也
佐賀県佐賀市駅南本町3番3号

8,500,000 円 一般

36 山形千歳住宅 平成24年1月31日
㈱須藤不動産
代表取締役　須藤　芳男
山形県天童市東久野本一丁目1番12号

13,410,000 円 一般



不 動 産 売 却 結 果 情 報

整理 物件名 契約締結日
契約業者名
役職名及び氏名

住所
入札形態 備考契約金額（円）

37
岡山関住宅
岡山中島住宅

平成24年1月31日
㈱日興不動産
代表取締役　大塚　昌宏
岡山県岡山市北区磨屋町2番1号

25,520,000 円 一般

38 富山南富山住宅 平成24年2月21日
㈱プロサイド
代表取締役　瀧口　清之
東京都中央区日本橋小網町18-11

9,140,500 円 一般

39
石川旧支部長宿舎
石川八日市住宅

平成24年2月21日
富商不動産㈱
代表取締役　木村　良平
石川県金沢市増泉1丁目19番5-3

14,050,000 円 一般

40 愛媛旧支部長宿舎 平成24年2月23日
ABC開発㈱
代表取締役　西口　泰宏
愛媛県松山市来住町530番地3

10,455,000 円 一般

41 愛媛富久住宅 平成24年2月23日
たくみ不動産㈱
代表取締役　安永　幸広
愛媛県松山市土居田町421番地3

15,420,000 円 一般

42 福井旧支部長宿舎 平成24年2月24日
㈱エーシン
代表取締役　永森　芳信
福井県福井市上北野1丁目7番7号

12,120,000 円 一般

43
香川浅野第2住宅
香川浅野住宅

平成24年2月24日
㈱アーバンプロパティーズ
代表取締役　河野　守邦
香川県高松市磨屋町5-9

6,990,000 円 一般

44
鳥取旧支部長宿舎
鳥取面影住宅

平成24年2月28日
㈱海南開発
代表取締役　森岡　健一郎
鳥取県鳥取市富安2丁目161番地6

12,075,000 円 一般

45
山口旧支部長宿舎
山口黒川住宅
山口大内住宅

平成24年2月28日
㈱モリモト
代表取締役　森本　耕介
山口県山口市吉敷下東一丁目2番1号

14,132,000 円 一般

46 島根旧支部長宿舎 平成24年2月29日
㈲ライフハウス
代表取締役　菅田　茂
広島県広島市安佐南区安東四丁目27番6号

10,000,000 円 一般

47 徳島旧支部長宿舎 平成24年3月22日
㈱渡辺不動産
代表取締役　渡辺　浩幸
徳島県板野郡北島町江尻字妙蛇池32番地1

12,100,000 円 一般

48 福島北沢又住宅 平成24年3月26日
㈲愛
代表取締役　平山　健二
宮城県仙台市宮城野区松岡町81番地3

5,639,000 円 一般
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49 栃木旧支部長宿舎 平成24年3月27日
㈱アカデミー
代表取締役　河内　宏之
栃木県宇都宮市新町一丁目2番9号

22,075,000 円 一般

50 沖縄旧支部長宿舎 平成24年3月27日
㈱松樹
代表取締役　島田　義徳
沖縄県宜野湾市普天間2丁目1番6号

2,678,207 円 一般

51
高知旧支部長宿舎
高知神田住宅

平成24年3月29日
エスティハウス㈲
代表取締役　岡　貞男
高知県高知市比島町四丁目11番1号

14,000,000 円 一般


