
平成28年度鳥取県指定人権研修受講済業者一覧(順不同)
名　　称 所　在　地

1 株式会社アートテクノス 鳥取市幸町101
2 株式会社アライアンス 鳥取市雲山115-36
3 株式会社アイホームズ 鳥取市叶142-5
4 株式会社アテンドプラス 鳥取市賀露町121-2
5 アーサー企画株式会社 鳥取市川端1-206
6 いなばハウジング株式会社 鳥取市青谷町養郷211
7 株式会社一条工務店山陰 鳥取市東品治121-9
8 株式会社エヌケーシー 鳥取市戎町471
9 株式会社英和 鳥取市徳尾189-1

10 株式会社エステートセンター 鳥取市南吉方1-114-3
11 株式会社エステートセンター鳥取駅南店 鳥取市富安2-107
12 株式会社エステートセンター鳥取行徳店 鳥取市行徳1-405-1
13 株式会社エステートセンター鳥取湖山店 鳥取市湖山町東2-167-1
14 株式会社エステートセンター鳥取大学前店 鳥取市湖山町北2-201
15 株式会社エステートセンター鳥取田園町店 鳥取市田園町4-367-2
16 有限会社エービーシープラザ 鳥取市吉成2-15-14
17 株式会社海南開発 鳥取市富安2-161-6
18 有限会社カーム 岩美郡岩美町浦富653-4
19 株式会社カチタス鳥取店 鳥取市湖山町東3-101
20 株式会社金田建設ラクラス鳥取店 鳥取市南吉方2-8
21 株式会社北村木材ハウス 鳥取市相生町1-607
22 共進ホーム 鳥取市美萩野3-182
23 有限会社江南管理 鳥取市的場136-1
24 コスモ開発株式会社 鳥取市賀露町4045-1
25 こまつハウス不動産 鳥取市湖山町南5-352
26 株式会社砂丘園芸 鳥取市片原1-106
27 有限会社住宅センター 鳥取市川端1-103
28 株式会社ジューケン 鳥取市賀露町113-2
29 株式会社ジャストライフ 鳥取市吉方温泉1-509-5
30 有限会社杉内すまラボ千代水店 鳥取市千代水1-30
31 積和不動産中国株式会社鳥取営業所 鳥取市富安1-123 ｸﾞﾗﾝﾏｽﾄ富安2F
32 第一産業株式会社 鳥取市南隈255
33 田澤産業株式会社 鳥取市材木町381
34 有限会社第一不動産 鳥取市西町3-121
35 株式会社玉川 鳥取市商栄町251-8
36 有限会社タジマ商事 鳥取市千代水2-100
37 田中工業株式会社 鳥取市秋里1247
38 株式会社鳥取県農協共済福祉事業団 鳥取市南吉方1-63-1
39 有限会社トットリ尾崎 鳥取市末広温泉町157
40 鳥取瓦斯産業株式会社 鳥取市五反田町6
41 鳥取いなば農業協同組合 鳥取市行徳1-103
42 有限会社夏目不動産 鳥取市富安1-106
43 ナントエンタープライズ 鳥取市行徳1-313-2　サザンメトロ313-202号
44 有限会社日本住宅 鳥取市永楽温泉町359
45 株式会社ハウス大昭和 鳥取市安長175-2
46 有限会社ハウスセンター山陰 鳥取市湖山町北1-638
47 ハピネスホーム鳥取株式会社 鳥取市南安長1-3-9-1
48 扶桑工業株式会社 鳥取市永楽温泉町161　鳥取駅前扶桑ビル
49 有限会社不動鳥取 鳥取市今町2-278
50 有限会社プロテクト 鳥取市吉成南町1-24-2
51 平和開発有限会社 鳥取市桂見665-8
52 松永商事有限会社 鳥取市瓦町313-1
53 マキタホーム株式会社 鳥取市富安1-143
54 株式会社マイホーム社 鳥取市湖山町北1-443-1
55 株式会社マツワ 鳥取市杉崎大政476
56 みつい開発株式会社 岩美郡岩美町白地24-3
57 ミサワホーム中国株式会社山陰支店 鳥取市南吉方1-87
58 株式会社もっこくや 鳥取市大覚寺154-19
59 森本興産株式会社 鳥取市南吉方1-52
60 有限会社山富商事 鳥取市南吉方2-31
61 有限会社ヤマタホームハウスドゥ鳥取北店 鳥取市千代水2-146
62 安田開発鳥取事務所 鳥取市上魚町45　日本興亜損害保険株式会社ビ
63 有限会社美峰 鳥取市田園町4-205-1
64 株式会社ラビックス 岩美郡岩美町岩井520
65 株式会社Ｒｅｍｉｃａ 鳥取市田園町4-116 3F
66 株式会社リアルトラスト鳥取店 鳥取市栄町711
67 株式会社アオキ建設 倉吉市関金町郡家721-1
68 株式会社井木組 東伯郡琴浦町赤碕2000-1
69 馬野建設株式会社 東伯郡琴浦町赤碕1840-1
70 株式会社クラエー 倉吉市鴨川町32-1
71 寿ホームズ株式会社 倉吉市駄経寺町2-61-3
72 株式会社サンホーム 倉吉市伊木282-2
73 株式会社杉本地所 倉吉市山根637-5
74 有限会社セイントホームコーポレーション 倉吉市上井364-12
75 株式会社セントラル 倉吉市山根622-1
76 田中住研 倉吉市住吉町114-3
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77 タクユウ 倉吉市見日町308-1
78 有限会社ツインズ 倉吉市葵町725-1
79 東伯ガス産業株式会社 東伯郡琴浦町徳万731
80 有限会社ニーズ 東伯郡琴浦町逢束873
81 ニッセキ不動産 倉吉市上井263-3
82 野島住研 倉吉市東町357-17
83 有限会社橋谷工務店 東伯郡琴浦町笠見336-3
84 ハレル株式会社 倉吉市海田西町1-162
85 有限会社パルス建設 東伯郡湯梨浜町大字中興寺236-2
86 有限会社藤原工務店 倉吉市伊木195-1
87 福山建築 東伯郡三朝町大瀬886-1
88 株式会社へいわ 倉吉市八屋226-6
89 株式会社北和 東伯郡北栄町由良宿2031
90 有限会社ホーリーランド 倉吉市伊木408-1
91 有限会社向井組 倉吉市上井265-5
92 有限会社吉村地所 東伯郡北栄町西園857-7
93 あさひ興産 米子市灘町3-148-43
94 青葉商事有限会社 米子市角盤町4-157-2
95 有限会社アイエステート 米子市夜見町2921-62
96 生田不動産 米子市角盤町1-153
97 株式会社ウチダレック 米子市米原5-5-17
98 オフィスＴＡＫＥ 米子市福市461-10
99 オグラ不動産コンサルタント株式会社 米子市長砂町491

100 皆生温泉土地株式会社 米子市皆生温泉1-18-1
101 カナートプロダクツ株式会社 米子市道笑町4-138
102 Ｑ’ｓＣｏｍｐａｎｙ株式会社 米子市淀江町西原1162-1
103 有限会社倉光 米子市加茂町2-113
104 株式会社ケンズホーム 境港市元町25
105 株式会社Ｋ＆Ｓコーポレーション 米子市二本木947　長田ビル202号室
106 金剛住建商事株式会社 米子市両三柳2296-9
107 株式会社高力 米子市車尾4-3-31
108 コバックエステート有限会社 米子市米原9-7-30
109 三光商事有限会社 米子市角盤町3-174
110 山陰信販株式会社 米子市東福原2-1-1
111 サンスイ土地建物株式会社 境港市元町4
112 三協建設株式会社 境港市元町108
113 株式会社松和建設 米子市車尾5-4-19
114 株式会社西米商事 米子市車尾南1-15-54
115 田中興産有限会社 米子市昭和町15
116 有限会社髙田基礎工業 米子市兼久1
117 株式会社大協組 米子市蚊屋235-2
118 大松建設株式会社 米子市彦名町1847-1
119 東光産業有限会社 米子市皆生温泉1-1-64
120 株式会社東和サービス企画 米子市西福原3-7-32　ホンムラビル101
121 有限会社トッケン開発 米子市永江501
122 ﾅﾜﾀ不動産株式会社ｱﾊﾟﾏﾝｼｮｯﾌﾟ米子米原 米子市米原9-1-40
123 株式会社ハウスプランニング 米子市東町327
124 有限会社プラスワン 米子市皆生温泉3-1-41
125 有限会社松本組 米子市富益町69-5
126 株式会社ミヨシ産業 米子市両三柳2360-8
127 美保エステート株式会社 米子市中町116
128 リオカ 境港市竹内町1028-6
129 渡辺不動産 境港市渡町1442-1
130 有限会社松澤組 米子市淀江町西原1162-1
131 株式会社ウェーブ 倉吉市馬場町139
132 アーバンネットワーク株式会社 米子市旗ヶ崎7-1-1
133 株式会社クリックエステート 米子市西福原6-7-34
134 株式会社ＴＳＫ 米子市淀江町佐陀2128
135 株式会社アークス 東伯郡北栄町東園316-3
136 有限会社和プランニング 米子市観音寺143-1
137 ハッピーオート株式会社 岩美町河崎294-2
138 国太建設株式会社 鳥取市大杙220-2
139 アイ・クリエート 鳥取市扇町133-2
140 株式会社ニッコン 米子市安倍200-1
141 株式会社リード開発 鳥取市湖山町北4-702
142 有限会社扇屋興産 米子市花園町101-1
143 東建コーポレーション株式会社 鳥取市青葉町1-104
144 中国電力株式会社 鳥取市新品治町1-2
145 中国企業株式会社倉吉不動産管理事務所 倉吉市福庭町1-217
146 ＪＲ西日本不動産開発株式会社 米子市弥生町22 JR米子駅NKﾋﾞﾙ1F

- 2 -


