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1 ｓ000177 青木　智雄 あおき ともお 563-0014 大阪府池田市木部町1-2 大阪北 営業中 直近 072-752-1111 080-7894-5612

aoki.123@dokomo.

ne.jp

吉本　澄夫 ＤＭ ○

2 ｓ000176 青山　孝則 あおやま たかのり553-0001 大阪府大阪市福島区海老江1-2 大阪北 見積 ６ヶ月 06-1236-9874 090-7894-5612 石原　和夫 展示会来場 ○

3 ○ ｓ000235 赤井　利一 あかい としかず 535-0013 大阪府大阪市旭区森小路 大阪市内 建築中 ６ヶ月 06-6354-9965 080-6665-6548

akai01@dokomo.n

e.jp

吉本　澄夫 広告 ○

4 ○ s000178 浅野　光男 あさの みつお 595-0001 大阪府泉大津市綾井3-8 大阪南 建築中 ご契約済 0725-33-1131 080-4592-3589 大久保　敏子 完成見学会 ○

5 ○ s000179 石井　浩二 いしい こうじ 597-0021 大阪府貝塚市小瀬4-12 大阪南 建築中 直近 072-423-1234 090-7539-5836

ishii@host.ocn.ne.j

p

伊藤　和也 インターネット ○ ○

6 s000155 石井　博一 いしい ひろかず 597-0031 大阪府貝塚市久保３４９－３２ 大阪南 営業中 072-423-2580 090-8691-9651

ishii.h@ezweb.ne.j

p

伊藤　和也 構造見学会 ○ ○

7 s000180 稲垣　智弘 いながき ともひろ 530-0012 大阪府大阪市北区芝田4-2 大阪市内 見積 ６ヶ月 06-4581-3851 090-6548-3217 06-4581-2584

inagaki.t@dokomo.

ne.jp

inagaki.t@host.ocn

.ne.jp

伊藤　和也 広告 ○

8 ｓ000244 梅宮　宏 うめみや ひろし 536-0016 大阪府大阪市城東区蒲生2-33 大阪市内 見積 ６ヶ月 06-6399-1114 080-9594-4400

umemiya123@zaq.

ne.jp

伊藤　和也 インターネット ○

9 ｓ000237 大久保　利満 おおくぼ としみつ 651-2107 兵庫県神戸市西区伊川谷町小寺3-11 神戸 見積 ６ヶ月 078-929-3358 080-2471-9811

okubo1043@doko

mo.ne.jp

吉本　澄夫 広告

10 ｓ000199 大河内　わかな おおこうち わかな 639-2111 奈良県葛城市柿本2-2 奈良 見積 ６ヶ月 0745-69-2251 080-5638-1112

okochi.w@ezweb.n

e.jp

石原　和夫 広告 ○

11 ｓ000193 大芝　留美子 おおしば るみこ 630-0232 奈良県生駒市小倉寺町5-2 奈良 見積 ６ヶ月 0743-74-9513 080-7759-9335

ooshi@i.softbank.n

e.jp

中澤　一郎 広告 ○

12 ｓ000189 大山　信子 おおやま のぶこ 550-0026 大阪府大阪市西区安治川 大阪市内 見積 ６ヶ月 06-6587-2235 090-4584-4455 06-6587-2236

oyama.nobuko@ez

web.ne.jp

大久保　敏子 展示会来場 ○ ○

13 ｓ000238 片岡　誠 かたおか まこと 651-0092 兵庫県神戸市中央区生田町1-20 神戸 営業中 １ヶ月 078-333-0589 080-5569-0017

makoto.1111@ezw

eb.ne.jp

伊藤　和也 広告

14 ○ ｓ000201 川本　信二 かわもと しんじ 570-0077 大阪府守口市寿町2-20 大阪北 建築中 ３ヶ月 06-6584-2277 090-3652-4445

kawashin@dokom

o.ne.jp

大久保　敏子 完成見学会 ○ ○

15 ｓ000154 岸田　手巣人 きしだ てすと 544-0011 大阪府大阪市生野区田島1-2 大阪市内 建築中 ３ヶ月 06-6789-1478 090-5874-1236

tesuto.k@ezweb.n

e.jp

吉本　澄夫 インターネット ○ ○

16 ｓ000205 河本　正志 こうもと まさし 535-0005 大阪府大阪市旭区赤川1-5 大阪市内 見積 ３ヶ月 06-6638-5236 080-9874-3699

komoto.masa@do

komo.ne.jp

山内　佳代子 広告

17 ｓ000185 向山　涼子 こうやま りょうこ 560-0056 大阪府豊中市宮山町2-1 大阪北 営業中 ６ヶ月 06-6858-0258 080-2569-7615

ryoko.m@dokomo.

ne.jp

山内　佳代子 広告 ○

18 ○ ｓ000195 小平　松子 こだいら まつこ 660-0075 兵庫県尼崎市大庄中通1-20 神戸 建築中 ３ヶ月 06-6375-6641 080-5692-3335

matsuko@host.oc

n.ne.jp

吉本　澄夫 展示会来場 ○ ○

19 ○ ｓ000209 小見山　園子 こみやま そのこ 551-0001 大阪府大阪市大正区三軒家西5-22 大阪市内 建築中 ３ヶ月 06-7581-6648 080-6589-1438

sonoko.komi@dok

omo.ne.jp

大久保　敏子 展示会来場 ○

20 ｓ000219 米麹　美薗 こめこうじ みその 543-0037 大阪府大阪市天王寺区上之宮町20-5 大阪市内 見積 ６ヶ月 06-6359-4568 090-8559-6544 06-6359-5569

komemiso@zaq.ne

.jp

大久保　敏子 広告

21 ○ ｓ000204 近藤　明 こんどう あきら 640-0101 和歌山県和歌山市大川2-3 和歌山 建築中 ３ヶ月 073-432-0023 090-5841-3337

kondo.aaa@dokom

o.ne.jp

伊藤　和也 展示会来場 ○ ○

22 ｓ000223 斉藤　厳 さいとう いわお 596-0103 大阪府岸和田市稲葉町4-33 大阪南 営業中 ３ヶ月 072-422-5695 080-7855-4561

iwao.s@ezweb.ne.j

p

石原　和夫 展示会来場 ○

23 ｓ000232 斉藤　五郎 さいとう ごろう 596-0077 大阪府岸和田市上町1-24 大阪南 見積 ６ヶ月 072-423-5677 080-5783-1157

saito5ro@ezweb.n

e.jp

大久保　敏子 展示会来場 斉藤　学 ○

24 ｓ000216 坂口　恭子 さかぐち きょうこ 596-0056 大阪府岸和田市北町4-12 大阪南 見積 ６ヶ月 072-423-8456 080-9544-2538

sakaguchi.k@host.

ocn.ne.jp

山内　佳代子 展示会来場 ○ ○

25 ｓ000207 坂根　俊充 さかね としみつ 643-0854 和歌山県有田郡有田川町長田3-1 和歌山 見積 ６ヶ月 073-432-6694 080-9542-3551 伊藤　和也 インターネット ○ ○

26 ○ s000124 桜井　寿和 さくらい　としかず 573-1105 大阪府枚方市南楠葉１－１６－〇△△マンション２０３号室 営業中 ご契約済 072-856-8853 080-3697-4511 072-856-8855

sakurai@hotmail.c

om

知人紹介 田村健二 京阪寝屋川市駅周辺を希望

27 ｓ000225 佐藤　時雄 さとう ときお 630-0203 奈良県生駒市生駒台北4-3 奈良 営業中 ３ヶ月 0743-74-6911 090-8557-3611

tokio111@e.softba

nk.ne.jp

吉本　澄夫 広告

28 ｓ000240 鹿内　薫 しかない かおる 653-0822 兵庫県神戸市長田区池田寺町4-23 神戸 見積 ３ヶ月 078-330-3648 080-9540-6300

kaoru.shikanai@e.

softbank.ne.jp

山内　佳代子 広告

29 ○ ｓ000230 設楽　慶司 したら けいじ 597-0083 大阪府貝塚市海塚3-1 大阪南 見積 １ヶ月 072-423-6548 090-5637-5522

shitara.f@dokomo.

ne.jp

shitara.f@zaq.ne.j

p

伊藤　和也 広告 玉本　健二

30 ｓ000174 実行　予 じっこう よ 545-0011 大阪府大阪市阿倍野区昭和町1-2-1 建築中 ３ヶ月 06-6894-5318 090-7458-3652 06-6894-5621

jikoyosan@dokom

o.jp

jikoyosan@sam.so

-net.ne.jp

石原　和夫 展示会来場 ○ ○

31 ｓ000211 篠田　五郎 しのだ ごろう 630-0233 奈良県生駒市有里町1-22 奈良 見積 ３ヶ月 0743-74-4577 090-8451-3379 吉本　澄夫 広告

32 ○ ｓ000217 東雲　和夫 しののめ かずお 596-0056 大阪府岸和田市北町22-3 大阪南 建築中 ３ヶ月 072-423-5336 080-5625-5581

eastcloud@dokom

o.ne.jp

石原　和夫 構造見学会 ○

33 ｓ000228 新開地　元 しんかいち はじめ 551-0031 大阪府大阪市大正区泉尾3-1 大阪市内 営業中 ３ヶ月 06-6398-6541 080-3561-8492

shinkaichi@dokom

o.ne.jp

石原　和夫 広告

34 ｓ000165 田中　三郎 たなか さぶろう 545-0011 大阪府大阪市阿倍野区昭和町1-2-3 大阪市内 営業中 直近 06-6000-0000 090-0000-0000

sample@ezweb.ne

.jp

中澤　一郎 大久保　敏子 展示会来場 ○ ○

35 ○ s000152 田中　太郎(サンプル施主) たなか　たろう(さんぷるせしゅ)595-0001 大阪府泉大津市綾井１２３－４５６大津マンション　４５５号室 大阪南 直近 0725-45-6789 080-1234-5678 0725-45-6780

tanaka_tarou@doc

oco.ne.jp

homemail@sample

owner.net

石原　和夫 構造見学会 ○ ○ 備考

36 ｓ000183 田村　陽一 たむら よういち 544-0025 大阪府大阪市生野区生野東2-3 大阪市内 建築中 ３ヶ月 06-6770-5247 090-5612-1436

yoichi@ezweb.ne.j

p

石原　和夫

37 ○ s000188 塚本　弘一 つかもと ひろかず 600-8473 京都府京都市下京区芦刈山町400-5 京都 建築中 ３ヶ月 075-371-4863 080-7853-2846

tsukamoto51@dok

omo.ne.jp

石原　和夫 インターネット ○

38 ｓ000234 時田　守男 ときた もりお 570-0036 大阪府守口市大枝東町 大阪北 見積 ３ヶ月 06-6992-5444 080-3569-1117

morimori@ezweb.

ne.jp

大久保　敏子 完成見学会 ○ ○

39 ○ ｓ000227 時任　次郎 ときとう じろう 630-0261 奈良県生駒市西旭ケ丘4-61 奈良 建築中 ３ヶ月 0745-70-2258 090-2323-7898

tokito2@tap.so-

net.ne.jp

山内　佳代子 インターネット

40 ｓ000192 中村　幸一 なかむら こういち 637-0405 奈良県五條市大塔町宇井3-1 奈良 営業中 ３ヶ月 0747-22-1128 090-5666-8854

nakamu00@ezweb

.ne.jp

石原　和夫 展示会来場 ○ ○

41 ○ ｓ000221 平山　綾美 ひらやま あやみ 596-0004 大阪府岸和田市荒木町11-2 大阪北 建築中 ３ヶ月 072-423-8466 080-4457-3657

ayami1156@doko

mo.ne.jp

伊藤　和也 完成見学会 ○

42 ○ ｓ000187 藤川　延彦 ふじかわ のぶひこ570-0012 大阪府守口市大久保町2-3 大阪北 建築中 ３ヶ月 06-6992-1144 080-5864-2851 06-6992-1145

fujirever@dokomo.

ne.jp

吉本　澄夫 構造見学会 ○ ○

43 ｓ000191 古林　洋子 ふるばやし ようこ 600-8040 京都府京都市下京区安土町215-2 京都 営業中 ６ヶ月 075-371-6000 080-4489-3357 山内　佳代子 展示会来場 ○ ○

44 ○ ｓ000190 松下　幸次郎 まつした こうじろう 570-0022 大阪府守口市暁町4-1 大阪北 建築中 ３ヶ月 06-6992-7755 090-1255-8544 06-6992-7756

matsupana@doko

mo.ne.jp

吉本　澄夫 広告 ○

45 ｓ000194 松本　和光 まつもと かずみつ 660-0063 兵庫県尼崎市大庄北3-1 神戸 営業中 ３ヶ月 06-6375-4588 080-5366-1222

matsu2000@doko

mo.ne.jp

伊藤　和也 展示会来場 ○ ○

46 ○ ｓ000202 恵　俊夫 めぐみ としお 660-0843 兵庫県尼崎市東海岸町1-3 神戸 建築中 ６ヶ月 06-6635-8523 080-6555-6588

toshi.m@ezweb.ne

.jp

石原　和夫 構造見学会 ○ ○

47 ○ s000214 山崎　正英 やまざき まさひで 596-0004 大阪府岸和田市荒木町22-5 大阪南 建築中 ３ヶ月 072-423-5597 080-8551-3354 072-423-5598

yamamasa@ezwe

b.ne.jp

石原　和夫 展示会来場 ○

48 ○ ｓ000181 山田　真一 やまだ しんいち 577-0843 大阪府東大阪市荒川4-4 大阪北 建築中 ６ヶ月 06-4309-0012 080-1258-8561 06-4309-0013

yayaya.shin@doko

mo.ne.jp

石原　和夫 完成見学会 ○ ○

49 ｓ000182 山本　一成 やまもと かずなり 573-0036 大阪府枚方市伊加賀北町3-2 大阪北 営業中 直近 072-841-6549 080-5628-1486

yamato1@e.softba

nk.ne.jp

大久保　敏子 広告 ○

50 ｓ000172 山本　義男 やまもと よしお 545-0011 大阪府大阪市阿倍野区昭和町5-1-3 大阪市内 営業中 未定 06-6622-7200 090-9874-1236 06-6622-7290

yamamotoke@hos

t.ocn.ne.jp

yamayosi1024@do

como.ne.jp

石井 インターネット ○
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