
★清須市阿原　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市西枇杷島町　　　　　　　　　　土地

★清須市萩野　　　　　　　　　　　　　土地 ★名古屋市西区　　　　　　　　　　　　倉庫

★藤和シティコープ新川　　　　　　　　中古マンション ★清須市鍋片　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市西堀江　　　　　　　　　　　　土地 ★江南市赤童子町　　　　　　　　　　　土地

★清須市新清洲　　　　　　　　　　　　中古戸建 ★清須市阿原　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市春日　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市西市場　　　　　　　　　　　　新築戸建

★清須市西枇杷島町地領　　　　　　　　土地 ★清須市清洲　　　　　　　　　　　　　アパート

★清須市春日　　　　　　　　　　　　　中古戸建 ★清須市西堀江　　　　　　　　　　　　土地

★江南市赤童子町　　　　　　　　　　　土地 ★清須市土田　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市西枇杷島町　　　　　　　　　　中古戸建 ★清須市阿原　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市一場　　　　　　　　　　　　　新築戸建 ★清須市上条　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市鍋片　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市新清洲　　　　　　　　　　　　土地

★清須市清洲　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市清洲　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市西枇杷島町下新　　　　　　　　新築戸建 ★清須市清洲　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市須ヶ口　　　　　　　　　　　　中古戸建 ★知多郡美浜町　　　　　　　　　　　　土地

★清須市一場　　　　　　　　　　　　　土地 ★藤和シティコープ新川　　　　　　　　中古マンション

★コンセール中小田井　　　　　　　　　中古マンション ★清須市土器野　　　　　　　　　　　　新築戸建

★清須市土器野　　　　　　　　　　　　新築戸建 ★清須市西田中　　　　　　　　　　　　土地

★清須市西枇杷島町下新　　　　　　　　新築戸建 ★清須市新清洲　　　　　　　　　　　　土地

★あま市甚目寺　　　　　　　　　　　　中古戸建 ★清須市須ヶ口　　　　　　　　　　　　土地

★清須市助七　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市助七　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市助七　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市西田中　　　　　　　　　　　　土地



★清須市西田中　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市清洲　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市中河原　　　　　　　　　　　　新築戸建 ★清須市西田中　　　　　　　　　　　　土地

★清須市春日　　　　　　　　　　　　　中古戸建 ★名古屋市東区　　　　　　　　　　　　土地

★清須市朝日　　　　　　　　　　　　　新築戸建 ★清須市上条　　　　　　　　　　　　　土地

★名古屋市中川区　　　　　　　　　　　土地 ★清須市上条　           　　　　　　　 　 土地

★コンセール金山南 　　　　　　　　     中古マンション ★清須市西田中　　　　　　　　　　　　新築戸建

★あま市篠田　　　　　　　　　　　　　新築戸建 ★清須市助七　　　　　　　　　　　　　土地

★あま市西今宿　　　　　　　　　　　　土地 ★あま市西今宿　　　　　　　　　　　　土地

★清須市新清洲　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市春日　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市寺野　　　　　　　　　　　　　新築戸建 ★清須市須ヶ口　　　　　　　　　　　　土地

★清須市春日　　　　　　　　　　　　　中古戸建 ★清須市土器野　　　　　　　　　　　　新築戸建

★北名古屋市弥勒寺東　　　　　　　　　アパート ★清須市土器野　　　　　　　　　　　　新築戸建

★清須市西枇杷島町小田井　　　　　　　土地 ★清須市上条　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市西田中　　　　　　　　　　　　新築戸建 ★清須市清洲御船頭　　　　　　　　　　土地

★清須市西枇杷島町城並　　　　　　　　土地 ★清須市上条　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市西枇杷島町城並　　　　　　　　土地 ★清須市阿原　　　　　　　　　　　　　収益アパート

★清須市廻間　　　　　　　　　　　　　中古戸建 ★清須市西枇杷島町地領　　　　　　　　中古事務所

★清須市西枇杷島町泉　　　　　　　　　土地 ★清須市清洲古城　　　　　　　　　　　収益戸建

★清須市助七　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市東須ヶ口　　　　　　　　　　　土地

★清須市土器野　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市西枇杷島町下新　　　　　　　　土地

★清須市須ヶ口　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市寺野　           　　　　　　 　　 新築戸建

★名古屋市守山区　　　　　　　　　　　収益戸建 ★清須市西田中　　　　　　　　　　　　土地



★清須市桃栄　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市廻間　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市西田中　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市助七　　　　　　　　　　　　　新築戸建

★藤和シティコープ新川　　　　　　　　中古マンション ★清須市朝日　　　　　　　　　　　　　新築戸建

★清須市春日　　　　　　　　　　　　　中古戸建 ★清須市土器野　　　　　　　　　　　　土地

★あま市本郷　　　　　　　　　　　　　土地 ★あま市七宝町　　　　　　　　　　　　土地

★あま市七宝町　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市助七　　　　　　　　　　　　　新築戸建

★清須市朝日　　　　　　　　　　　　　新築戸建 ★清須市桃栄　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市一場　　　　　　　　　　　　　収益アパート ★清須市西枇杷島町芳野　　　　　　　　新築戸建

★清須市阿原　　　　　　　　　　　　　収益アパート ★清須市西田中　　　　　　　　　　　　土地

★清須市春日振形　　　　　　　　　　　土地 ★清須市西市場　　　　　　　　　　　　土地

★清須市上条　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市廻間　　　　　　　　　　　　　新築戸建

★清須市朝日　　　　　　　　　　　　　新築戸建 ★清須市西田中　　　　　　　　　　　　土地

★清須市助七　　　　　　　　　　　　　新築戸建 ★清須市朝日　　　　　　　　　　　　　新築戸建

★スペクトル須ヶ口　　　　　　　　　　中古マンション ★清須市清洲　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市朝日　　　　　　　　　　　　　新築戸建 ★名古屋市西区児玉　　　　　　　　　　土地

★名古屋市緑区漆山　　　　　　　　　　土地 ★清須市阿原　　　　　　　　　　　　　土地

★宝・新川ハイツ　　　　　　　　　　　中古マンション ★名古屋市東区新出来　　　　　　　　　中古戸建

★清須市鍋片　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市西田中　　　　　　　　　　　　土地

★清須市西田中　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市上条　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市西枇杷島町城並　　　　　　　　土地 ★清須市西田中　　　　　　　　　　　　土地

★清須市阿原神門　　　　　　　　　　　土地 ★清須市阿原神門　　　　　　　　　　　土地

★清須市萩野　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市上条　　　　　　　　　　　　　土地



★稲沢市日下部松野　　　　　　　　　　土地 ★清須市西枇杷島町城並　　　　　　　　土地

★清須市西田中　　　　　　　　　　　　新築戸建 ★清須市西田中　　　　　　　　　　　　土地

★清須市助七　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市西枇杷島町旭　　　　　　　　　中古戸建

★あま市下萱津　　　　　　　　　　　　新築戸建 ★あま市下萱津　　　　　　　　　　　　新築戸建

★清須市土器野　　　　　　　　　　　　中古戸建 ★清須市西枇杷島町日の出　　　　　　　中古戸建

★清須市西田中　　　　　　　　　　　　新築戸建 ★津島市宇治町　　　　　　　　　　　　中古戸建

★清須市西田中　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市上条　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市西田中　　　　　　　　　　　　新築戸建 ★清須市東須ヶ口　　　　　　　　　　　土地

★清須市清洲　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市清洲　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市鍋片　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市土器野　　　　　　　　　　　　中古戸建

★清須市阿原池之表　　　　　　　　　　土地 ★清須市西田中　　　　　　　　　　　　土地

★パレスあし原　　　　　　　　　　　　中古マンション ★清須市清洲町町東　　　　　　　　　　土地

★清須市花水木　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市桃栄　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市須ヶ口　　　　　　　　　　　　中古戸建 ★宝・新川ハイツ　　　　　　　　　　　中古マンション

★清須市土田　　　　　　　　　　　　　新築戸建 ★清須市西枇杷島町十軒裏　　　　　　　新築戸建

★清須市東須ヶ口　　　　　　　　　　　土地 ★清須市東須ヶ口　　　　　　　　　　　中古戸建

★ユニーブル清須　　　　　　　　　　　中古マンション ★清須市阿原神門　　　　　　　　　　　土地

★清須市上条　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市桃栄　　　　　　　　　　　　　中古戸建

★清須市阿原宮前　　　　　　　　　　　土地 ★清須市上条　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市上条　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市土田　　　　　　　　　　　　　新築戸建

★清須市鍋片　　　　　　　　　　　　　土地 ★北名古屋市弥勒寺　　　　　　　　　　土地

★清須市萩野　　　　　　　　　　　　　中古戸建 ★清須市鍋片　　　　　　　　　　　　　土地



★清須市一場福島　　　　　　　　　　　中古戸建 ★北名古屋市弥勒寺　　　　　　　　　　中古アパート

★清須市上条　　　　　　　　　　　　　新築戸建 ★清須市新清洲　　　　　　　　　　　　土地

★清須市西枇杷島町小田井　　　　　　　土地 ★清須市桃栄　　　　　　　　　　　　　中古戸建

★清須市西枇杷島町末広　　　　　　　　新築戸建 ★清須市西枇杷島町地領　　　　　　　　新築戸建

★清須市西枇杷島町地領　　　　　　　　新築戸建 ★清須市寺野花園　　　　　　　　　　　中古戸建

★清須市助七　　　　　　　　　　　　　中古戸建 ★清須市西枇杷島町小田井　　　　　　　土地

★ネオハイツびわじま　　　　　　　　　中古マンション ★鍋片一丁目　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市西枇杷島町辰新田　　　　　　　土地 ★一宮市今伊勢町　　　　　　　　　　　土地

★鍋片一丁目　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市西枇杷島町南大和　　　　　　　土地

★稲沢市大矢　　　　　　　　　　　　　中古戸建 ★清須市助七　　　　　　　　　　　　　倉庫

★清須市寺野　　　　　　　　　　　　　中古戸建 ★清須市鍋片　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市新清洲　　　　　　　　　　　　新築戸建 ★清須市西田中　　　　　　　　　　　　新築戸建

★清須市西枇杷島町上新　　　　　　　　土地 ★清須市西田中　　　　　　　　　　　　土地

★清須市鍋片　　　　　　　　　　　　　新築戸建 ★清須市新清洲　　　　　　　　　　　　土地

★清須市新清洲　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市土器野　　　　　　　　　　　　新築戸建

★清須市西田中　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市土田　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市土器野　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市西枇杷島町地領　　　　　　　　土地

★清須市鍋片　　　　　　　　　　　　　新築戸建 ★清須市桃栄　　　　　　　　　　　　　中古戸建

★清須市春日　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市鍋片　　　　　　　　　　　　　中古戸建

★清須市土田　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市寺野　　　　　　　　　　　　  土地

★あま市甚目寺　　　　　　　　　　　　土地 ★あま市上萱津　　　　　　　　　　　　土地

★清須市新清洲　　　　　　　　　　　　新築戸建 ★清須市西枇杷島町花咲　　　　　　　　土地



★清須市東須ヶ口　　　　　　　　　　　土地 ★清須市西枇杷島町川口　　　　　　　　中古戸建

★あま市篠田陰島　　　　　　　　　　　中古戸建 ★清須市春日振形　　　　　　　　　　　土地

★あま市西今宿　　　　　　　　　　　　中古戸建 ★清須市西枇杷島町花咲　　　　　　　　土地

★清須市新清洲　　　　　　　　　　　　新築戸建 ★清須市一場福島　　　　　　　　　　　中古戸建

★清須市西枇杷島町地領　　　　　　　　土地 ★グランドメゾン小田井　　　　　　　　中古マンション

★清須市新清洲　　　　　　　　　　　　新築戸建 ★清須市土器野　　　　　　　　　　　　新築戸建

★清須市上河原　　　　　　　　　　　　中古戸建 ★清須市寺野　　　　　　　　　　　　　新築戸建

★清須市新清洲 　　　　　　　　　　   　新築戸建 ★清須市朝日　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市西田中　        　　　　　　　　　土地 ★清須市西田中　　　　　　　　　　　　土地

★清須市東須ヶ口　　　　　　　　    　土地 ★清須市西枇杷島町北二ツ杁　　　　　　土地

★清須市上条　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市寺野花園　　　　　　　　　　　新築戸建

★清須市上条　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市西田中　　　　　　　　　　　　土地

★清須市上条　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市西須ヶ口　　　　　　　　　　　中古戸建

★清須市萩野　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市西市場　　　　　　　　　　　　土地

★清須市寺野　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市西田中　　　　　　　　　　　　土地

★清須市西田中　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市西枇杷島町宮前　　　　　　　　土地

★清須市新清洲　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市阿原　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市桃栄　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市西枇杷島町古城　　　　　　　　新築戸建

★清須市阿原　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市阿原　　　　　　　　　　　　　新築戸建

★清須市土器野　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市阿原　　　　　　　　　　　　　新築戸建

★清須市西田中　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市阿原　　　　　　　　　　　　　新築戸建

★清須市新清洲　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市寺野　　　　　　　　　　　　　新築戸建



★清須市新清洲　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市春日焼田　　　　　　　　　　　新築戸建

★清須市西枇杷島町古城　　　　　　　　土地 ★名古屋市西区こも原町　　　　　　　　新築戸建

★清須市清洲　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市寺野　　　　 　 　　　　　  　　新築戸建

★清須市土器野　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市寺野　　　　 　 　　　　　  　　新築戸建

★あま市上萱津　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市寺野　　　　　　　　　　　　　新築戸建

★清須市廻間　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市新清洲　　　　　　　　　　　　新築戸建

★清須市鍋片　　　　　　　　　　　　　土地 ★名古屋市西区こも原町　　　　　　　　新築戸建

★大治町長牧　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市阿原　　　　　　　　　　　　　新築戸建

★清須市春日西須ヶ畑　　　　　　　　　土地 ★清須市西田中　　　　　　　　　　　　新築戸建

★清須市新清洲　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市土器野　　　　　　　　　　　　新築戸建

★清須市清洲　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市桃栄　　　　　　　　　　　　　新築戸建

★清須市西田中　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市土田　　　　　　　　　　　　　新築戸建

★清須市西田中　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市土器野　　　　　　　　　　　　新築戸建

★名古屋市中村区中村町　　　　　　　　土地 ★清須市阿原　　　　　　　　　　　　　新築戸建

★清須市西枇杷島町上新　　　　　　　　土地 ★清須市桃栄　　　　　　　　　　　　　新築戸建

★清須市土田　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市桃栄　　　　　　　　　　　　　新築戸建

★清須市清洲　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市新清洲　　　　　　　　　　　　中古戸建

★清須市寺野　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市西枇杷島町末広　　　　　　　　中古戸建

★清須市花水木　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市廻間　　　　　　　　　　　　　中古戸建

★清須市西枇杷島町十軒裏　　　　　　　土地 ★名古屋市西区こも原町　　　　　　　　中古戸建

★清須市西枇杷島町十軒裏　　　　　　　土地 ★清須市新清洲　　　　　　　　　　　　中古戸建

★清須市東須ヶ口　　　　　　　　　　　土地 ★清須市朝日　　　　　　　　　　　　　中古戸建



★清須市桃栄　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市西枇杷島町上新　　　　　　　　中古戸建

★清須市新清洲　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市廻間　　　　　　　　　　　　　中古戸建

★清須市土田　　　　　　　　　　　　　土地 ★宝新川ハイツ　　　　　　　　　　　　中古マンション

★清須市西田中　　　　　　　　　　　　土地 ★あま市下萱津　　　　　　　　　　　　収益アパート

★清須市西枇杷島町宮前　　　　　　　　土地 ★清須市鍋片　　　　　　          　　戸建

★あま市上萱津　　　　                      　　  土地 ★清須市花水木　　　　　          　　土地

★清須市寺野　　　　　　          　　戸建 ★清須市西枇杷島町泉　                     　　　戸建

★清須市清洲　　　　　          　　　土地 ★清須市阿原　　　　　　          　　戸建

★清須市清洲　　　　　          　　　土地 ★名古屋市西区こも原町　　　　　　　　戸建

★清須市清洲　　　　　          　　　土地 ★清須市西田中　　　　　　　　　　　　戸建

★清須市鍋片　　　　　          　　　土地 ★清須市鍋片　　　　　　　　　　　　　戸建

★清須市新清洲　　　　　          　　戸建 ★清須市寺野　　　　　　　　　　　　　戸建

★清須市西枇杷島町城並　          　　戸建 ★清須市花水木　　　　　　　　　　　　土地

★清須市桃栄　　　　　　　          　戸建 ★清須市桃栄　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市西枇杷島町北大和　          　土地 ★清須市西枇杷島町宮前　　　　　　　　土地

★清須市桃栄　　　　　　　          　戸建 ★清須市西田中　　　　　　　　　　　　戸建

★清須市西田中　　　　　　          　土地 ★清須市西田中　　　　　　　　　　　　土地

★グランコート中小田井　　          　ﾏﾝｼｮﾝ ★清須市桃栄　　　　　　　　　　　　　戸建

★清須市西枇杷島町城並　　          　戸建 ★清須市助七　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市鍋片　　　　　　          　　土地 ★清須市鍋片　　　　　　　　　　　　　戸建

★清須市西枇杷島町古城　          　　土地 ★名古屋市西区あし原町　　　　　　　　土地

★清須市西枇杷島町泉　　　　          土地 ★名古屋市中川区戸田　　　　　　　　　土地



★清須市花水木　　　　　          　　土地 ★清須市清洲　　　　　　　　　　　　　戸建

★清須市助七　　　　　　          　　土地 ★清須市土田　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市花水木　　　　　          　　土地 ★清須市西田中　　　　　　　　　　　　戸建

★清須市中河原　　　　　　          　戸建 ★清須市西田中　　　　　　　　　　　　土地

★清須市花水木　　　　　　          　土地 ★清須市西田中　　　　　　　　　　　　土地

★清須市桃栄　　　　　          　　　戸建 ★清須市土器野　　　　　　　　　　　　戸建

★清須市西枇杷島町古城　          　　戸建 ★あま市上萱津　　　　　　　　　　　　土地

★清須市阿原　　　　　　　          　戸建 ★清須市鍋片　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市新清洲　　　　　　          　店舗 ★清須市桃栄　　　　　　　　　　　　　戸建

★愛西市勝幡町　　　　　          　　戸建 ★清須市清洲　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市花水木　　　　　          　　戸建 ★北名古屋市中之郷　　　　　　　　　　戸建

★清須市新清洲　　　　　　          　土地 ★清須市助七　　　　　　　　　　　　　戸建

★清須市花水木　　　　　          　　戸建 ★清須市西須ヶ口　　　　　　　　　　　土地

★清須市萩野　　　　　　          　　土地 ★清須市西枇杷島町古城　          　　土地

★清須市花水木　　　　　          　　土地 ★清須市西枇杷島町西六軒　          　土地

★清須市西枇杷島町日の出　　　　　　　土地 ★清須市土田　　　　　          　　　土地

★清須市西市場　　　　　　　　　　　　戸建 ★清須市西市場　　　　　　          　戸建

★清須市新清洲　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市新清洲　　　　　　          　土地

★北名古屋市中之郷　　　　　　　　　　戸建 ★清須市西枇杷島町下新　　          　土地

★清須市西市場　　　　　　　　　　　　戸建 ★清須市花水木　　　　　          　　土地

★清須市助七　　　　　　　　　　　　　戸建 ★清須市助七　　　　　　          　　土地

★清須市助七　　　　　　　　　　　　　戸建 ★清須市桃栄　　　　　　　          　戸建



★清須市西枇杷島町古城　　　　　　　　土地 ★清須市西枇杷島町地領　　          　土地

★清須市西枇杷島町泉　　　　　　　　　土地 ★ユーハウス新川　　　　          　　マンション

★清須市土田　　　　　　　　　　　　　戸建 ★清須市土田　　　　　　           　　土地

★津島市高畑町　　　　　　　　　　　　戸建 ★清須市寺野　　　　　　           　　土地

★清須市新清洲　　　　　　　　　　　　戸建 ★清須市清洲　　　　　           　　　戸建

★清須市西市場　　　　　　　　　　　　戸建 ★清須市寺野　　　　　           　　　土地

★清須市新清洲　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市清洲　　　　　           　　　戸建

★清須市須ヶ口　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市西須ヶ口　　　　　           　土地

★清須市西枇杷島町城並　　　　　　　　土地 ★藤和シティコープ新川　　           　マンション

★清須市花水木　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市西市場　　　　　           　　戸建

★清須市新清洲　　　　　　　　　　　　戸建 ★清須市阿原　　　　　　　           　戸建

★清須市土田　　　　　　　　　　　　　戸建 ★清須市寺野　　　　　　           　　土地

★清須市土田　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市須ヶ口　　　　　           　　土地

★清須市花水木　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市須ヶ口　　　　　           　　土地

★清須市西市場　　　　　　　　　　　　戸建 ★清須市寺野　　　　　　           　　土地

★清須市西枇杷島町地領　　　　　　　　土地 ★清須市寺野　　　　　           　　　土地

★清須市西市場　　　　　　　　　　　　戸建 ★清須市新清須　　　　           　　　土地

★清須市西市場　　　　　　　　　　　　戸建 ★清須市清洲　　　　　           　　　戸建

★チサンマンション小田井　　　　　　　マンション ★清須市寺野　　　　           　　　　土地

★清須市土田　　　　　　　　　　　　　戸建 ★清須市桃栄　　　　           　　　　土地

★あま市上萱津　　　　　　　　　　　　戸建 ★清須市新清洲　　　　　　           　土地

★清須市土器野　　　　　　　　　　　　戸建 ★あま市新居屋　　　　           　　　戸建



★清須市土器野　　　　　　　　　　　　戸建 ★レスタージュ清洲　　　          　　マンション

★清須市清洲　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市寺野　　　　　　           　　土地

★清須市西枇杷島町古城　　　　　　　　土地 ★清須市寺野　　　           　　　　　土地

★清須市阿原　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市土田　　　　　　           　　戸建

★清須市一場　　　　　　　　　　　　　戸建 ★清須市鍋片　　　　　　           　　戸建

★清須市寺野　　　　　　　　　　　　　土地 ★笠松町清住　　　　　　           　　収益アパート

★清須市阿原　　　　　　　　　　　　　戸建 ★清須市寺野　　　　　　           　　戸建

★清須市朝日　　　　　　　　　　　　　戸建 ★清須市阿原　　　　　　           　　戸建

★清須市清洲　　　　　　　　　　　　　戸建 ★清須市花水木　　　　　           　　土地

★清須市西枇杷島町城並　　　　　　　　土地 ★清須市花水木　　　　　           　　土地

★清須市土田　　　　　　　　　　　　　土地 ★清須市清洲　　　　　　           　　土地

★清須市西枇杷島町泉　　　　　　　　　土地 ★清須市寺野　　　　　　           　　土地

★清須市清洲　　　　　　　　　　　　　戸建 ★清須市西田中　　　　　           　　戸建

★清須市中河原　      　　　　　　　　 　土地 ★清須市西田中　　　　           　　　土地

★清須市西枇杷島町押花　　　　　　　　土地 ★清須市土田　　　　           　　　　土地

★清須市土田　　　　　　          　　土地 ★清須市清洲　　　　           　　　　戸建

★清須市助七　　　　　　　          　戸建 ★宝・新川ﾊｲﾂ　　　 　                         　　 マンション

★清須市中河原　　　　          　　　戸建 ★清須市廻間　　　　　           　　　戸建

★清須市寺野　　　　　          　　　戸建 ★清須市土田　　　　　           　　　戸建

★清須市助七　　　　　          　　　土地 ★清須市西市場　　　　           　　　土地

★清須市土器野　　　          　　　　戸建 ★清須市西市場　　           　　　　　戸建

★清須市廻間　　　　　　　          　土地 ★海津市南濃町　　　　           　　　戸建



★清須市西枇杷島町北二ツ杁          　戸建 ★清須市土田　　　　　           　　　戸建

★清須市清洲　　　　　　　          　土地 ★清須市桃栄　　　　　           　　　戸建

★清須市土田　　　　　　          　　土地 ★清須市土田　　　　　           　　　戸建

★清須市寺野　　　　　　          　　土地 ★ｽﾍﾟﾘｱ甚目寺Ⅱ南館　            　　　マンション

★清須市清洲　　　　　          　　　戸建 ★清須市土田　　　　　　           　　戸建

★名古屋市緑区黒沢台　          　　　土地 ★清須市新清洲　　　　　　           　戸建

★名古屋市西区こも原町　          　　戸建 ★清須市鍋片　　　　　　　           　戸建

★清須市桃栄　　　　　　          　　土地 ★あま市甚目寺　　　　　           　　戸建

★清須市清洲　　　　　　          　　戸建 ★清須市助七　　　　　　           　　土地

★清須市清洲　　　　　　　          　戸建 ★清須市阿原　　　　　　           　　戸建

★清須市阿原　　　　　　          　　土地 ★清須市阿原　　　　　　           　　土地

★名古屋市西区あし原町　          　　土地 ★名古屋市西区枇杷島　　           　　戸建

★清須市新清洲　　　　　          　　土地 ★清須市西枇杷島町　　           　　　土地

★清須市西枇杷島町古城　          　　戸建 ★清須市新清洲　　　　　　           　土地

★清須市清洲　　　　　　　          　戸建 ★清須市土田　　　　　           　　　戸建

★清須市寺野　　　　　　　          　戸建 ★海部郡大治町長牧　　　           　　土地

★小牧市下末　　　　          　　　　工場 ★清須市助七　　　　　           　　　土地

★清須市寺野　　　　　　          　　土地 ★清須市清洲　　　　　　　           　戸建

★あま市上萱津　　　　            　　土地 ★清須市西市場　　　　　　　　　　 　　戸建

★清須市西枇杷島町南六軒　          　土地 ★清須市西市場　　　　         　　　　戸建

★清須市西田中　　　                　戸建 ★清須市廻間　　　　　　　         　　戸建

★西区こも原町　　　                　工場 ★清須市西枇杷島町橋詰　　　         　戸建



★清須市清洲　　　                　　土地 ★清須市春日川中　　　　         　　　土地

★レインボー新川　                　　中古マンション ★清須市阿原　　　　　　         　　　土地

★清須市阿原　　　　                　戸建 ★清須市西枇杷島町押花　         　　　戸建

★清須市鍋片　　　                　　土地 ★清須市土田区画整理地　　         　　土地

★清須市西枇杷島町砂入　            　戸建 ★清須市土器野　　　　　　         　　戸建

★清須市寺野　　　　　　            　土地 ★稲沢市田代　　　　　　　　         　土地

★清須市寺野　　　　　            　　土地 ★清須市土器野　　　　　　         　　土地

★七宝町川部　　　　            　　　戸建 ★清須市土田区画整理地　　　         　土地

★清須市西田中　　　              　　戸建 ★清須市助七　　　　　　　　　　   　　土地

★津島市青塚町　　　　　            　戸建 ★藤和シティコープ新川　　　　　　    　中古マンション

★西区丸野　　　　　　　            　戸建 ★中村区松原市　　　　　　　　　　    　戸建

★七宝町沖之島　　　　            　　土地 ★清須市中河原　　　　　　　　　　    　戸建

★清須市清洲　　　　　            　　土地 ★清須市中河原　　　　　　　　　　    　土地

★清須市土器野　　　　　            　土地 ★清須市土田区画整理地　　　　　    　　土地

★清須市西枇杷島町北二ツ杁　        　戸建 ★清須市助七　　　　　　　　　    　　　戸建

★清須市廻間　　　　　　　　　        戸建 ★清須市土田区画整理地　　　　　  　　　土地

★清須市西枇杷島町北二ツ杁　　        戸建 ★清須市西枇杷島町押花　　　　　　　　　戸建

★清須市廻間　　　　　　　        　　戸建 ★清須市須ヶ口　　　　　　　　　　　　　土地

★西区こも原町　　　　　　        　　戸建 ★清須市助七　　　　　　　　　　　　　　土地

★中村区十王町　　　　　　        　　戸建 ★清須市土田区画整理地　　　　　　　　　土地

★清須市西枇杷島町城並　　        　　土地 ★清須市寺野　　　　　　　　　　　　　　土地

★清須市中河原　　　　　　        　　土地
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