
　　　　　　　　平成25年度鳥取県指定人権研修受講済証交付店一覧

名　　称 所在地

1 株式会社アートテクノス 鳥取市大覚寺13番地1

2 有限会社アートホームズ 鳥取市桜谷648番地

3 株式会社ＲＥＭ 鳥取市湖山西一丁目721番地

4 株式会社アイホームズ 鳥取市叶142番地5

5 アーサー企画株式会社 烏取市川端1丁目206番地

6 有限会社因幡不動産 鳥取市滝山371番地1

7 株式会社一京不動産 鳥取市西町二丁目204番地

8 株式会社一条工務店山陰 鳥取市東品冶町121-9

9 株式会社英和 鳥取市徳尾189番地1

10 株式会社エール 鳥取市湖山町東四丁目24番地

11 株式会社エステートセンター 鳥取市南吉方一丁目114番地3

12 有限会社エービーシープラザ 鳥取市吉成二丁目15番地14

13 株式会社　eft.hara 鳥取市浜坂二丁目5番79号

14 有限会社尾崎設計 鳥取市湖山西三丁目132番地51

15 株式会社オオヒロ 鳥取市松並町1-168-24

16 株式会社海南開発 鳥取市富安二丁目161番地6

17 角輪工業有限会社 鳥取市行徳二丁目431番地

18 有限会社カーム 岩美郡岩美町浦富653番地4

19 株式会社金田建設ラクラス鳥取店 鳥取市南吉方2-8

20 株式会社北村木材ハウス 鳥取市相生町1-607

21 共進ホーム 鳥取市美萩野三丁目182番地

22 株式会社湖東商事 鳥取市瓦町351番地

23 有限会社江南管理 鳥取市的場136番地1

24 コスモ開発株式会社 鳥取市賀露町4045番地1

25 有限会社　さんいん住建 鳥取市富安一丁目205番地

26 株式会社　山陰不動産センター 鳥取市末広温泉町606番地

27 株式会社砂丘園芸 鳥取市片原一丁目106番地

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 鳥取市瓦町180番地

30 勢川開発 鳥取市吉成南町一丁目30番地27号

31 積水ハウス株式会社山陰支店鳥取オフィス 鳥取市宮長17-6

32 積和不動産中国株式会社鳥取営業所 鳥取市富安1-123　グランマスト富安2Ｆ

33 総合管理不動産 鳥取市今町１丁目５０４

34 第一産業株式会社 鳥取市南隈255番地

35 田澤産業株式会社 鳥取市材木町381番地

36 第一ハウス株式会社 鳥取市西町四丁目309

37 有限会社第一不動産 鳥取市西町三丁目121番地

38 有限会社大功 鳥取市南町101-1

39 有限会社タジマ商事 鳥取市千代水二丁目100番地

40 田中工業株式会社 鳥取市秋里1247番地

41 有限会社ちけん 鳥取市吉方温泉一丁目455番地

42 株式会社千代田工務店 鳥取市二階町三丁目210

43 株式会社　ＴＫＭ 鳥取市千代水三丁目10番地

44 株式会社鳥取県農協共済福祉事業団 鳥取市南吉方一丁目63番地1

45 鳥取商事株式会社 鳥取市吉方温泉1-223-2

46 有限会社トットリ尾崎 鳥取市末広温泉町157番地

47 鳥取瓦斯産業株式会社 鳥取市五反田町6番地

48 鳥取いなば農業協同組合 鳥取市行徳一丁目103番地

49 有限会社トライ 鳥取市美萩野三丁目20番地

50 有限会社夏目不動産 鳥取市富安1-106

51 株式会社ながお 鳥取市鹿野町鹿野2338番地12

52 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

53 日興土地観光有限会社 鳥取市末広温泉町659番地

54 日本海信販株式会社 鳥取市戎町471番地

55 株式会社日栄住宅 鳥取市杉崎558番地
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56 有限会社日本住宅 鳥取市永楽温泉町359

57 日本海産業株式会社 鳥取市吉成779番地40

58 有限会社橋本商事 鳥取市西町二丁目418番地

59 有限会社ハウスセンター山陰 鳥取市湖山町北一丁目638番地

60 ハヤシホーム株式会社 鳥取市南吉方一丁目112番地1

61 ハピネスホーム鳥取株式会社 鳥取市南安長一丁目3番9号-1

62 扶桑興業株式会社 鳥取市永楽温泉町161番地　鳥取駅前扶桑ビル

63 有限会社不動鳥取 鳥取市今町二丁目278番地

64 平和開発有限会社 鳥取市桂見665番地8

65 ほくしん株式会社 鳥取市湖山町北2-303-1

66 松永商事有限会社 鳥取市瓦町313番地1

67 マキタホーム株式会社 鳥取市富安一丁目143番地

68 株式会社マイホーム社 鳥取市湖山町北一丁目443番地1

69 有限会社南住宅 鳥取市南町518番地

70 みつい開発株式会社 岩美郡岩美町大字白地24番地3

71 株式会社都企画 鳥取市桂見573

72 ミサワホーム中国株式会社山陰支店 鳥取市南吉方1-87

73 株式会社もっこくや 鳥取市大覚寺154番地19

74 有限会社山本ハウス工業 鳥取市大覚寺198番地8

75 有限会社山富商事 鳥取市南吉方二丁目31番地

76 有限会社　ヤマタホーム 鳥取市千代水二丁目130番地

77 安田開発鳥取事務所 鳥取市上魚町45　日本興亜損害保険ビル4Ｆ

78 ユーボックス 鳥取市卯垣154-9-12

79 有限会社美峰 鳥取市田園町四丁目205番地1

80 ランドポート有限会社 鳥取市吉成南町1丁目1番11号

81 株式会社　Ｒｅｍｉｃａ 鳥取市田園町四丁目116番地3階

82 有限会社レディス・グランドハウス 鳥取市南吉方二丁目22番地3

83 株式会社　和架 鳥取市賀露町4045番地2

84 株式会社井木組 東伯郡琴浦町大字赤碕2000番地1

85 馬野建設株式会社 東伯郡琴浦町大字赤碕1840番地1

86 金光商店 東伯郡琴浦町大字逢束199番地

87 加藤住建 東伯郡琴浦町八橋1100-19

88 有限会社カッサマ企画 倉吉市関金町郡家721番地1

89 株式会社グリンコープ 倉吉市越殿町1408番地

90 株式会社クラエー 倉吉市鴨川町32番地1

91 有限会社高野組 東伯郡琴浦町大字赤碕817番地7

92 J・ハワイ不動産センター株式会社 東伯郡湯梨浜町大字田後字二ノ内河原366番地4

93 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番地12

94 株式会社セントラル 倉吉市山根622-1

95 田中住研 倉吉市住吉町114番地3

96 タクユウ 倉吉市見日町308番地1

97 株式会社中部興産 東伯郡琴浦町大字逢束958番地1

98 有限会社ツインズ 倉吉市葵町725-1

99 東伯ガス産業株式会社 東伯郡琴浦町大字徳万731番地

100 有限会社ニーズ 東伯郡琴浦町大字逢束873番地

101 ニッセキ不動産 倉吉市上井263番地3

102 野島住研 倉吉市東町357-17

103 有限会社橋谷工務店 東伯郡琴浦町大字笠見336-3

104 ハレル有限会社 倉吉市海田西町一丁目162番地

105 有限会社　パルス建設 東伯郡湯梨浜町大字中興寺236番地2

106 有限会社藤原工務店 倉吉市伊木195番地1

107 株式会社へいわ 倉吉市八屋226-6

108 株式会社北和 東伯郡北栄町由良宿2031番地

109 有限会社ホーリーランド 倉吉市伊木408番地1

110 有限会社牧不動産センター 倉吉市西倉吉町22番地14
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111 有限会社吉村地所 東伯郡北栄町西園857番地7

112 有限会社アイエステート 米子市夜見町2921番地62

113 アーサー企画株式会社米子店 米子市両三柳27

114 株式会社ウチダレック 米子市米原五丁目5番17号

115 栄代建設有限会社 米子市旗ケ崎3丁目2番25号

116 オフィスＴＡＫＥ 米子市福市461-10

117 株式会社大上建築 米子市尾高872番地1

118 皆生温泉土地株式会社 米子市皆生温泉一丁目18番1号

119 神田興産 米子市旗ヶ崎7-16-17

120 カナートプロダクツ株式会社 米子市道笑町四丁目138番地

121 グリーン・エステート 米子市彦名町1847番地1

122 有限会社　倉光 米子市加茂町二丁目113番地

123 株式会社ケンズホーム 境港市元町25番地

124 株式会社　Ｋ＆Ｓコーポレーション 米子市二本木947番地　長田ビル202号室

125 金剛住建商事株式会社 米子市両三柳2296番地9

126 コスモ興産 米子市万能町168番地　大島ビル1階

127 株式会社高力 米子市車尾四丁目3番31号

128 三光商事有限会社 米子市角盤町三丁目174番地

129 山陰信販株式会社 米子市東福原二丁目1番1号

130 サンスイ土地建物株式会社 境港市元町4

131 三協建設株式会社 境港市元町108番地

132 山陰酸素工業株式会社 米子市旗ケ崎2201番地1

133 有限会社シー・アール・エス 米子市二本木947

134 昌和不動産 米子市角盤町三丁目79番地

135 有限会社島津組 米子市上福原235番地1

136 株式会社西米商事 米子市車尾南一丁目15番54号

137 有限会社セイデン 米子市米原四丁目3番28号

138 田中興産有限会社 米子市昭和町15番地

139 株式会社大山ハウジング 米子市二本木1111番地1

140 有限会社高下不動建設 米子市両三柳942番地3

141 株式会社タニシ 米子市大篠津町688番地10

142 株式会社大脇組 米子市蚊屋235番地2

143 タマホーム株式会社米子店 米子市新開６丁目4-39

144 東光産業有限会社 米子市皆生温泉一丁目1番64号

145 株式会社東和サービス企画 米子市西福原三丁目7番32号　ホンムラビル101

146 日南振興株式会社 日野郡日南町下石見199番地2

147 西日本ホーム株式会社ハウスドゥ米子店 米子市米原7-15-27

148 株式会社ハウスプランニング 米子市東町327番地

149 株式会社平田組 米子市西福原三丁目11番25号

150 有限会社不動産情報マイホーム 米子市末広町219番地1

151 有限会社プラスワン 米子市皆生温泉三丁目1番41号

152 まつだ不動産 米子市灘町三丁目148番地43

153 マインド地所 境港市渡町1952番地1

154 株式会社　マツトウ 米子市二本木1009-7

155 有限会社　松本組 米子市富益町69番地5

156 株式会社ミヨシ産業 米子市両三柳2360番地8

157 美保テクノス株式会社 米子市昭和町25番地

158 美保エステート株式会社 米子市中町116番地

159 株式会社向井 米子市彦名町4171番地

160 有限会社リーオフィス 米子市角盤町一丁目168番地やよい米子店内

161 リオカ 境港市竹内町1028番地6

162 渡辺不動産 境港市渡町1442-1

163 東建コーポレーション株式会社鳥取店 鳥取市青葉町一丁目１０４

164 株式会社ウェーブ 倉吉市馬場町139番地

165 有限会社勝建 米子市奈喜良186番地4
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166 株式会社ニッコン 米子市安倍200番地1

167 有限会社ラポールエステート 米子市加茂町二丁目113番地

168 有限会社　松澤組 米子市淀江町西原1162番地1

169 株式会社石田コーポレーション 米子市米原八丁目1番32号

170 新生不動株式会社 米子市三本松二丁目6番41号

171 アーバンネットワーク株式会社 米子市旗ヶ崎七丁目1番1号

172 有限会社扇屋興産 米子市花園町101番地1

173 有限会社和プランニング 米子市観音寺143番地1

174 ランド開発有限会社 西伯郡大山町御来屋936番地

175 有限会社山川総合不動産 米子市皆生温泉一丁目2番8号
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