
一般社団法人宮崎県宅地建物取引業協会

正会員(団体)

(順不同・敬称略)

独立行政法人住宅金融支援機構 一般財団法人住宅産業研修財団

独立行政法人都市再生機構 一般財団法人住宅生産振興財団

群馬県住宅供給公社 一般社団法人セメント協会

埼玉県住宅供給公社 公益社団法人全国市街地再開発協会

千葉県住宅供給公社 一般社団法人全国建設業協会

宮城県住宅供給公社 一般財団法人住宅保証支援機構

山形県住宅供給公社 一般社団法人住宅リフォーム推進協議会

栃木県住宅供給公社 公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター

川崎市住宅供給公社 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会

新潟県住宅供給公社 一般社団法人全国中小建築工事業団体連合会

山梨県住宅供給公社 一般社団法人全日本建築士会

東京都住宅供給公社 公益社団法人全国公営住宅火災共済機構

神奈川県住宅供給公社 一般社団法人全国住宅供給公社等連合会

横浜市住宅供給公社 一般社団法人全国浄化槽団体連合会

京都市住宅供給公社 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会

大阪府住宅供給公社 公益財団法人都市計画協会

大阪市住宅供給公社 公益財団法人名古屋まちづくり公社

長野県住宅供給公社 公益社団法人全日本不動産協会

岐阜県住宅供給公社 公益財団法人仙台市建設公社

愛知県住宅供給公社 公益財団法人東京都防災･建築まちづくりセンター

徳島県住宅供給公社 一般社団法人日本ガス協会

高知県住宅供給公社 一般社団法人日本建設業経営協会

福岡県住宅供給公社 一般社団法人日本建設業連合会

兵庫県住宅供給公社 一般財団法人習志野市開発公社

和歌山県住宅供給公社 一般社団法人日本エレベーター協会

島根県住宅供給公社 一般財団法人日本開発構想研究所

沖縄県住宅供給公社 一般社団法人日本建築士事務所協会連合会

公益財団法人アーバンハウジング 日本室内装飾事業協同組合連合会

一般財団法人秋田県建築住宅センタ－ 一般社団法人日本シヤッター・ドア協会

北九州市住宅供給公社 一般財団法人日本建築センター

福岡市住宅供給公社 一般社団法人日本建築学会

長崎県住宅供給公社 公益社団法人日本建築士会連合会

一般社団法人かながわ土地建物保全協会 一般社団法人日本ツーバイフォー建築協会

一般財団法人熊本県建築住宅センター 一般社団法人日本鉄鋼連盟

一般社団法人建築環境・省エネルギー機構 一般財団法人日本不動産研究所

一般財団法人茨城県建築センター 公益社団法人日本しろあり対策協会

一般財団法人岩手県建築住宅センター 公益財団法人日本住宅総合センター

公益財団法人鹿児島県住宅・建築総合センター 公益財団法人日本住宅・木材技術センター

一般社団法人再開発コーディネーター協会 一般社団法人プレハブ建築協会

一般財団法人島根県建築住宅センター 一般財団法人ベターリビング

一般財団法人首都圏不燃建築公社 公益財団法人マンション管理センター

公益財団法人建築技術教育普及センター 一般社団法人日本木造住宅産業協会

一般財団法人高齢者住宅財団 一般財団法人福岡県建築住宅センター

一般財団法人国土技術研究センター 一般社団法人不動産協会

一般財団法人住総研

一般財団法人住宅改良開発公社 一般社団法人リビングアメニティ協会

一般財団法人住宅金融普及協会 労働者福祉中央協議会



都道府県名 　会 員

北海道 北海道 札幌市 旭川市 釧路市 滝川市 羅臼町

青森県 青森県 青森市 八戸市

岩手県 岩手県 盛岡市 遠野市 九戸村

宮城県 宮城県 仙台市

秋田県 秋田市 横手市 大館市 男鹿市 鹿角市 由利本荘市 大仙市

北秋田市 にかほ市 五城目町

山形県 山形県 山形市 米沢市 鶴岡市 酒田市 大石田町

福島県 福島市 会津若松市 郡山市 いわき市 白河市 喜多方市 二本松市

田村市 伊達市 桑折町 川俣町 猪苗代町 会津美里町 棚倉町 北塩原村

湯川村

茨城県 水戸市 日立市 土浦市 古河市 北茨城市 つくば市 ひたちなか市

常陸大宮市 　

栃木県 宇都宮市 足利市 栃木市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市

大田原市 矢板市

群馬県 前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 渋川市 富岡市

安中市 吉岡町 大泉町

埼玉県 埼玉県 さいたま市 川越市 川口市 草加市 戸田市

千葉県 千葉県 千葉市 松戸市

東京都 千代田区 新宿区 文京区 江東区 目黒区 世田谷区 中野区

荒川区 足立区 八王子市 武蔵野市 小笠原村

神奈川県　 横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市 藤沢市 小田原市 茅ヶ崎市

厚木市 海老名市

新潟県 新潟県 新潟市 長岡市 柏崎市 上越市 湯沢町

富山県 富山県 富山市 滑川市

石川県 石川県 金沢市 七尾市 珠洲市 加賀市 白山市 穴水町

福井県 福井県 福井市

山梨県 山梨県 甲府市 笛吹市

長野県 長野県 長野市 松本市

岐阜県 岐阜市 大垣市 高山市 多治見市 関市 中津川市 瑞浪市

恵那市 瑞穂市 飛騨市 本巣市 下呂市 海津市 養老町 垂井町

安八町 揖斐川町 大野町 池田町 川辺町 八百津町 白川町 御嵩町

東白川村 白川村       

静岡県 静岡市 浜松市 沼津市 熱海市 三島市 富士宮市 島田市

富士市 磐田市 焼津市 掛川市 藤枝市 御殿場市 袋井市 下田市

裾野市 湖西市 御前崎市 牧之原市 松崎町 函南町 小山町 川根本町

愛知県 名古屋市 豊橋市 一宮市 瀬戸市 半田市 春日井市 豊川市

刈谷市 安城市 西尾市 蒲郡市 常滑市 小牧市 稲沢市 東海市

田原市 みよし市 美浜町

三重県 三重県 津市 四日市市 伊勢市 桑名市 南伊勢町

滋賀県 滋賀県 大津市

京都府 京都府 京都市 亀岡市

大阪府 堺市 門真市 東大阪市

兵庫県 兵庫県 神戸市 姫路市 明石市 西宮市 洲本市 芦屋市 宝塚市

奈良県 奈良県 奈良市 橿原市 三宅町

和歌山県 和歌山県 和歌山市

鳥取県 鳥取県 鳥取市 倉吉市

島根県 浜田市 出雲市 大田市 安来市 江津市 奥出雲町 飯南町

美郷町 津和野町 海士町 西ノ島町 隠岐の島町

秋田県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

東京都

.地方公共団体

神奈川県

岐阜県

静岡県

愛知県

島根県



岡山県 岡山市 倉敷市 津山市 玉野市 笠岡市 井原市 総社市

高梁市 新見市 備前市 瀬戸内市 赤磐市 真庭市 和気町 早島町

矢掛町 鏡野町 奈義町 久米南町 美咲町 吉備中央町

広島県 広島市 呉市 竹原市 三原市 尾道市 福山市 府中市

三次市 庄原市 大竹市 東広島市 廿日市市 安芸高田市 江田島市 府中町

海田町 熊野町 坂町 北広島町 大崎上島町 神石高原町

山口県 下関市 山口市 防府市 下松市 岩国市 長門市 美祢市

周南市 和木町 阿武町

徳島県 徳島県 徳島市 小松島市 阿南市 阿波市 美馬市

香川県 香川県 高松市 坂出市 観音寺市

愛媛県 愛媛県 新居浜市

高知県 高知県 高知市 南国市 佐川町 三原村

福岡県 北九州市 福岡市 大牟田市 久留米市 飯塚市 小郡市 嘉麻市

香春町 川崎町

佐賀県 佐賀市

長崎県 長崎市 佐世保市 大村市 西海市 長与町 川棚町 小値賀町

佐々町

熊本県 熊本市 人吉市 玉名市 菊池市 宇土市 阿蘇市 合志市

玉東町 大津町 菊陽町 南小国町 小国町 高森町 甲佐町 錦町

あさぎり町 南阿蘇村 産山村 球磨村

大分県 大分市 別府市 中津市 佐伯市 臼杵市 津久見市 杵築市

国東市 日出町 玖珠町

宮崎県 宮崎県 宮崎市 都城市 延岡市 日向市 高鍋町 川南町

鹿児島県 鹿児島県 鹿児島市 曽於市 奄美市 知名町

沖縄県 沖縄県 那覇市 沖縄市 北谷町

広島県

山口県

福岡県

長崎県

熊本県

大分県

岡山県


