沿革
1995 年(平成 7 年)

2月

住和不動産株式会社 設立

1996 年(平成 8 年)

1月

メディア事業部 設置

1997 年(平成 9 年)

4月

コンサルタント事業部 設置

1998 年(平成 10 年)

1月

建築事業部 設置

4月

住和建設設計事務所 開設

4月

賃貸専門店 リフレッシュ館 開設

5月

本社建物 竣工

7月

有限会社 住和建設 設立

2001 年(平成 13 年)

1月

逗子・桜山４丁目 分譲

2002 年(平成 14 年)

1月

逗子・池子１丁目 分譲

7月

資本増加(1,000 万円→1,300 万円)

12 月

逗子・桜山５丁目 分譲

2月

コミュニティ事業部 設置

11 月

逗子・逗子４丁目 分譲

4月

リフレッシュ館 リニューアルオープン

6月

葉山町・一色 分譲

7月

逗子・沼間 分譲

2月

逗子・沼間 Part2 分譲

12 月

グループ企業 株式会社トップタウン 開設

1月

逗子・沼間 Part3 分譲

2月

葉山・堀内 竣工

2000 年(平成 12 年)

2003 年(平成 15 年)

2004 年(平成 16 年)

2005 年(平成 17 年)

2006 年(平成 18 年)

2007 年(平成 19 年)

2008 年(平成 20 年)

2009 年(平成 21 年)

5月

鎌倉・北鎌倉 竣工

3月

逗子・逗子４丁目 Part1 分譲

7月

逗子・逗子４丁目 Part2 分譲

8月

逗子・沼間 分譲

7月

逗子・桜山９丁目 分譲

12 月

横須賀・大津 分譲

4月

横須賀・大津 Part2 分譲

12 月

資本増加(1,300 万円→1,800 万円)

2010 年(平成 22 年) 10 月

2011 年(平成 23 年)

2012 年(平成 24 年)

2013 年（平成 25 年）

横須賀・大津 Part3 分譲

12 月

横須賀・大矢部 竣工

3月

横須賀・芦名(調整区域)事業用地 開発

7月

逗子・沼間 2 丁目 7 区画 開発

8月

葉山町・長柄 分譲

9月

逗子・沼間 竣工

3月

企画広報戦略会議・プロジェクトＣ・トップ
セクションミーティングチーム設立

2014 年(平成 26 年)

2015 年(平成 27 年)

2016 年(平成 28 年)

7月

葉山町・堀内 竣工

8月

逗子マリーナ本館 リノベーション

8月

逗子・沼間 1 丁目 竣工

11 月

葉山町・長柄 土地分譲

2月

逗子・小坪 7 丁目 リノベーション

3月

資本増加(1,800 万円→2,000 万円)

12 月

東逗子“朝市”スタート

2月

ポローニアタウン東逗子 ５区画 開発協力

2017 年（平成 29 年）

2018 年（平成 30 年）

2019 年（令和１年）

10 月

第一回ありがとう“東ズシ”まつり（ありとん祭）開催

12 月

東逗子“朝市”年１２回開催

2月

沼間１丁目トランクルーム事業用地 販売

10 月

第２期ポローニアタウン東逗子 分譲協力

10 月

第二回ありがとう“東ズシ”まつり（ありとん祭）開催

12 月

小坪５丁目 代理入札

12 月

東逗子“朝市”年１２回開催

3月

小坪５丁目 販売

6月

ホームページリニューアル

10 月

第三回ありがとう“東ズシ”まつり（ありとん祭）開催

12 月

東逗子“朝市”年１２回開催

2月

沖縄リゾート施設（今帰仁村） 販売

5月

逗子５丁目医療施設 開業協力

10 月

逗子／銀座通り商業地 販売

10 月

第四回ありがとう“東ズシ”まつり（ありとん祭）開催

11 月

沼間２丁目教育施設用地 販売

11 月

ライフコンサルティング株式会社との業務提携
（逗子市への移住促進事業開始）

2020 年（令和２年）

12 月

東逗子“朝市”年１２回開催

2月

住和不動産株式会社 設立２５周年

2月

沼間４丁目 ６区画販売

3月

沼間２丁目教育施設用地 販売

