
所属支部 事業者名 代表者名 所在地 電話番号 FAX番号 E-Mailアドレス 定休日

1 四日市 (株)アイエムトラスト 三谷　正弘 四日市市鵜の森１丁目２番１６号 三重 （2）第３１３９ 059-359-0500 059-359-0501 info@atnavi-ekimae.com 水

2 四日市 (株)アプラス 文田　幹根 四日市市沖の島町２－８ 三重 （2）第３１４５ 059-325-6657 059-325-6647 info@aplus-re.com 水

3 四日市 石岡不動産(株) 石岡　　 裕 三重郡菰野町大字田光２７８７－１９２ 三重 （2）第３１２３ 059-396-2737 059-396-2747 ishiokahudousann@yahoo.co.jp 水

4 四日市 Ｍ＆Ｄ建材(株) 和田山久司 四日市市生桑町９６１番地 三重 （1）第３４４３ 059-331-1234 059-331-1235 mieslate@cty-net.com 日・土隔日

5 四日市 (株)グリーンピアチトセ 千歳　秀利 四日市市波木町１０９７－１０ 三重 （7）第２１９９ 059-321-5669 059-321-7332 gchitose@abelia.ocn.ne.jp 日

6 四日市 ティーズプラス(株) 髙橋　隆寿 四日市市富田栄町２５－７ 三重 （1）第３４５１ 059-366-7766 059-366-7767 t-s.p.1205@galaxy.ocn.ne.jp 不定休

7 四日市 (有)東海不動商事 後藤　明德 四日市市赤堀新町６番１５号 三重 （5）第２４８７ 059-352-4534 059-352-5029 toukai@cty-net.ne.jp 日

8 四日市 ときわ不動産(株) 土性　正光 四日市市南松本町１３番地７ 三重 （3）第２９８１ 059-322-4043 059-325-7371 tokiwa@woody.ocn.ne.jp 日・祝

9 四日市 (株)中村不動産 南山　昭彦 四日市市芝田一丁目１０番１０号 三重 （11）第１２２１ 059-354-1616 059-351-1717 fudousan@narec.co.jp 日・祝

10 四日市 ナショナル不動産(株) 田村　誠治 四日市市松原町１９番１６号 三重 （11）第１０４５ 059-361-5656 059-361-5657 n-fudoh@sk2.so-net.ne.jp

11 四日市 (株)フジケンホーム 藤原　英雄 四日市市ときわ２丁目８番９号 三重 （5）第２５５９ 059-350-3030 059-350-3031 taniguchi@fujikenhome.jp なし

12 四日市 (株)ブレイナー 近藤　英雄 四日市市ときわ１丁目１－３ 三重 （3）第２９２２ 059-356-3701 059-356-3702 brainer@cty-net.ne.jp 水・日・祝

13 四日市 (株)モリトシ不動産 森　　 敏夫 四日市市大宮西町２０－９ 三重 （7）第１９０２ 059-331-0087 059-333-1949 mori-t@cty-net.ne.jp 日

14 桑名 (有)かさぎ 渡邉　義郎 桑名市中央町１丁目１１番地 三重 （15）第３７ 0594-21-5151 0594-22-8113 info@kasagi-re.com 祝日

15 桑名 (株)カネカ 産屋敷康生 桑名市大字江場４９４－５ 三重 （2）第３２０６ 0594-22-2050 0594-22-6703 kaneka@sky.bbexcite.jp 無し

16 桑名 川瀬開発不動産(株) 川瀬　　 浩 桑名市大字大福４１４番地 三重 （1）第３３７０ 0594-84-7118 0594-84-7085 daifuku@kawase-kf.co.jp 水

17 桑名 小竹不動産(有) 小竹　哲史 桑名市長島町押付５２７番地３ 三重 （4）第２７０４ 0594-42-3533 0594-41-0306 ｋｏｔａｋｅ213＠nifty.com 無し

18 桑名 (株)大宝コンサルタント 蛭川　直人 桑名市大字西方１５４５番地１ 三重 （11）第１１６３ 0594-23-1390 0594-22-5344 daiho@chive.ocn.ne.jp 日・祝

19 桑名 ナンショー(株) 谷口　　 剛 桑名市長島町小島６６８番地２ 三重 （2）第３２２４ 0594-42-1117 0594-42-1160 nagashima_town@yahoo.co.jp 無し

20 桑名 毎日住宅 水谷　義武 員弁郡東員町大字中上５１１－１ 三重 （13）第５３８ 0594-76-3051 0594-82-7171 mainichiju@gmail.com 無し

21 鈴鹿亀山 (株)のぞみ不動産 森　　正行 鈴鹿市住吉二丁目７番１８号 三重 （1）第３４７４ 059-379-3330 059-379-3943 nozomi2103suzuka@gmail.com 日・祝

22 伊賀 都不動産 森川美和子 伊賀市比土東賀柳２６１３－４ 三重 （7）第２０２３ 0595-37-0532 0595-37-0427 miyako370532@yahoo.co.jp 不定休

23 伊勢志摩 (株)三重不動産 濱口　明美 伊勢市二俣一丁目１番２２号伊勢二俣ビル５F 三重 （1）第３３５６ 0596-65-6528 0596-65-6529 hamaguchi@miefudosan-inc.com 日

24 四日市 ひまわり不動産 村上美千子 四日市市幸町２－１８ 三重 （1）第３３６２ 059-340-3689 059-340-3428 himawari.525@friend.ocn.ne.jp

25 四日市 伊勢不動産販売(株) 小柴　圭司 四日市市堀木２丁目２番１号 三重 （２）第３１７９ 059-351-4600 059-354-5123 info@isefudousan.co.jp 木

2019/2/25

免許番号

川越町空家バンク協力者リスト（4/1～受付）

mailto:t-s.p.1205@galaxy.ocn.ne.jp
mailto:brainer@cty-net.ne.jp
mailto:info@kasagi-re.com
mailto:kaneka@sky.bbexcite.jp
mailto:daifuku@kawase-kf.co.jp
mailto:daifuku@kawase-kf.co.jp
mailto:daiho@chive.ocn.ne.jp
mailto:nagashima_town@yahoo.co.jp
mailto:mainichiju@gmail.com
mailto:nozomi2103suzuka@gmail.com
mailto:miyako370532@yahoo.co.jp
mailto:hamaguchi@miefudosan-inc.com
mailto:info@isefudousan.co.jp

