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岐阜中 堀部　明良 長住不動産㈱ 西濃 山田　直久 ㈱真永不動産

可児　　猛 ㈱大日不動産 桑原　康直 宅伸不動産

髙橋慶太郎 ㈲高橋地所 福本　大作 ㈱ライズワン

村井　　均 ㈱和不動産 北村　亮一 大北土地興業㈱

林　　孝行 ㈲パティオ企画 平野　博己 東新土地㈱

後藤　暢之 ㈱五輪 赤尾　鋭和 新幸ホーム㈱

不破　規夫 不破ビル 林　　直道 ヨシキ不動産

矢口　一弘 ㈲ヤグチ不動産 小森　美穂 ㈱小森不動産

吉田　　勤 吉田不動産 桑原　　宏 桑原実業開発㈱

森嵜　愼二 ㈲アルファープランニング 髙木　隆彦 髙木建設㈱

岡田　幹生 ㈱リアルエステート岐阜 飯沼　　満 ㈲アイケン

河合  　健 ㈱イーハウス 篠田　伸司 篠田不動産

谷本眞由美 谷本建設㈱ 古川　正和 南濃不動産

岐阜南 足立　雅哉 ㈱足立工務店 中濃 山本　武久 清水不動産

今尾　拓史 幸永不動産 土屋幸四郎 和幸住宅

内山　英人 アサカ開発㈱ 臼井　博幸 ㈱ドリームホーム

大橋憲一郎 ㈲住吉工務店 大野　博文 アール・イー・オオノ㈲

川出　　勉 サンブロス㈱ 酒向　德享 ㈱はるさと不動産

杉山　浩一 杉山不動産 安田　雅喜 安田不動産

髙井　　聡 ㈲オークス 木全　直介 ㈱永健不動産

田口　元美 タグチホーム㈱ 蒲　　秀夫 小野不動産

田中　秀明 ㈱アース不動産 竹山　時敏 竹山不動産

田中　義夫 丸旺 新井　  茂 アール開発㈱

中尾　博司 中尾不動産 猪島　正司 ㈱アシスト

広瀬進一郎 ㈲広瀬工務店 川合　英範 ㈱アトリックリアルティー

箕浦　茂幸 　大成不動産 鷲見　真宏 ヤマカ不動産事務所

宮崎　　晃 ㈲宮崎不動産 立花　昌浩 ㈱建地開発

村岡　秀志 ㈲スタート 松田　一浩 土地松

吉田真知夫 ㈱吉田不動産 石原　利春 石原不動産㈱

吉村　昌洋 吉村不動産販売㈱ 西村　喜文 ㈱ヤマニ不動産

伊藤　覚志 エステートプラス㈱ 平田　行安 関不動産

岩塚　健治 ㈲ディベロップメントブレーン 若宮　　篤 若宮不動産

加納　勝美 ㈱早川不動産中央店 永田　真隆 ㈱アスナロｅｓｔ８

小林　育郎 中央不動産 東濃 東　　俊之 ㈱アヅマ

豊島栄次郎 ㈲ワールドホーム 糸魚川公司 付知川不動産㈱

岐阜北 栗野  　淳 ㈲オハナ 角皆進一郎 ㈱ツノガイ不動産

栗本　利信 グリーン不動産販売 横田　隆一 ひかりハウジング㈱

近松　慶孝 ＴｉｍｂｅｒＬｉｆｅ㈱ 石田　善也 ㈱プライズ

齋藤幸二郎 ㈱サイトウ 大嵜　浩誉 ㈲コーワ不動産

棚橋　敏幸 ㈲エコ・ハウス 佐口　　悟 ㈱サグチ不動産

坪井　雅基 はうす長良 土本　浩義 ㈱三共不動産

松藤　浩充 寿住建㈱ 早川　和男 早川建築㈱

玉井　健治 ㈱玉井産業 林　　昌和 ㈲愛岐不動産

林    仁美 ㈱ハヤシハウジング 保母　龍興 ㈱アイギハウジング

今木慶一郎 今木杞柳㈱ 飛騨 瀬上　直樹 山和不動産㈱

白木　裕輔 白木建設㈱ 今井　勝則 ㈲アプラ

上野  　敦 ㈱ウエノ 桂川　確郎 桂川不動産

梅本　善廣 ㈲丸善 岩垣津　亘 ㈲岩垣津工務店

西濃 菱田大次郎 ㈱地伸 渡辺　修治 渡辺不動産㈲

大野　哲嗣 日光不動産 池田　昭二 ㈲池田不動産

大川　久人 三興開発㈱

代 議 員 名 簿
（令和４年５月25日現在）
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				岐阜中 ギフ ナカ		堀部　明良		長住不動産㈱				西濃 ニシ ノウ		山田　直久		㈱真永不動産

						可児　　猛 カニ タケシ		㈱大日不動産 ダイニチ フドウサン						桑原　康直		宅伸不動産

						髙橋慶太郎 タカ		㈲高橋地所						福本　大作		㈱ライズワン

						村井　　均 ムライ キン		㈱和不動産 ナゴ フドウサン						北村　亮一		大北土地興業㈱

						林　　孝行 ハヤシ タカユキ		㈲パティオ企画 キカク						平野　博己		東新土地㈱

						後藤　暢之		㈱五輪						赤尾　鋭和		新幸ホーム㈱

						不破　規夫 フワ ノリオ		不破ビル フワ						林　　直道		ヨシキ不動産

						矢口　一弘		㈲ヤグチ不動産						小森　美穂		㈱小森不動産

						吉田　　勤		吉田不動産						桑原　　宏 ヒロシ		桑原実業開発㈱

						森嵜　愼二		㈲アルファープランニング						髙木　隆彦		髙木建設㈱

						岡田　幹生		㈱リアルエステート岐阜						飯沼　　満		㈲アイケン

						河合  　健		㈱イーハウス						篠田　伸司		篠田不動産

						谷本眞由美		谷本建設㈱						古川　正和		南濃不動産

				岐阜南 ギフ ミナミ		足立　雅哉		㈱足立工務店				中濃 チュウ ノウ		山本　武久		清水不動産

						今尾　拓史		幸永不動産						土屋幸四郎		和幸住宅

						内山　英人		アサカ開発㈱						臼井　博幸		㈱ドリームホーム

						大橋憲一郎		㈲住吉工務店						大野　博文		アール・イー・オオノ㈲

						川出　　勉		サンブロス㈱						酒向　德享		㈱はるさと不動産

						杉山　浩一		杉山不動産						安田　雅喜		安田不動産

						髙井　　聡		㈲オークス						木全　直介		㈱永健不動産

						田口　元美		タグチホーム㈱						蒲　　秀夫		小野不動産

						田中　秀明		㈱アース不動産						竹山　時敏		竹山不動産

						田中　義夫		丸旺						新井　  茂		アール開発㈱

						中尾　博司		中尾不動産						猪島　正司		㈱アシスト

						広瀬進一郎		㈲広瀬工務店						川合　英範		㈱アトリックリアルティー

						箕浦　茂幸		　大成不動産						鷲見　真宏		ヤマカ不動産事務所

						宮崎　　晃		㈲宮崎不動産						立花　昌浩		㈱建地開発

						村岡　秀志		㈲スタート						松田　一浩		土地松

						吉田真知夫		㈱吉田不動産						石原　利春		石原不動産㈱

						吉村　昌洋		吉村不動産販売㈱						西村　喜文		㈱ヤマニ不動産

						伊藤　覚志		エステートプラス㈱						平田　行安		関不動産

						岩塚　健治		㈲ディベロップメントブレーン						若宮　　篤 ワカミヤ		若宮不動産

						加納　勝美		㈱早川不動産中央店						永田　真隆		㈱アスナロｅｓｔ８

						小林　育郎 イクロウ		中央不動産 チュウオウ フドウサン				東濃 ヒガシ ノウ		東　　俊之		㈱アヅマ

						豊島栄次郎		㈲ワールドホーム						糸魚川公司		付知川不動産㈱

				岐阜北 ギフ キタ		栗野  　淳		㈲オハナ						角皆進一郎		㈱ツノガイ不動産

						栗本　利信		グリーン不動産販売						横田　隆一		ひかりハウジング㈱

						近松　慶孝		ＴｉｍｂｅｒＬｉｆｅ㈱						石田　善也		㈱プライズ

						齋藤幸二郎		㈱サイトウ						大嵜　浩誉		㈲コーワ不動産

						棚橋　敏幸		㈲エコ・ハウス						佐口　　悟		㈱サグチ不動産

						坪井　雅基		はうす長良						土本　浩義		㈱三共不動産

						松藤　浩充		寿住建㈱						早川　和男		早川建築㈱

						玉井　健治		㈱玉井産業						林　　昌和		㈲愛岐不動産

						林    仁美		㈱ハヤシハウジング						保母　龍興		㈱アイギハウジング

						今木慶一郎		今木杞柳㈱				飛騨 トビ タ		瀬上　直樹		山和不動産㈱

						白木　裕輔		白木建設㈱						今井　勝則		㈲アプラ

						上野  　敦		㈱ウエノ						桂川　確郎		桂川不動産

						梅本　善廣		㈲丸善						岩垣津　亘		㈲岩垣津工務店

				西濃 ニシ ノウ		菱田大次郎		㈱地伸						渡辺　修治		渡辺不動産㈲

						大野　哲嗣		日光不動産						池田　昭二		㈲池田不動産

						大川　久人		三興開発㈱
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