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No. １３ 登録日 H22.5.27 電話番号 059-356-1114 

名称ふりがな あいてぃーおー 

名称 アイティーオー(株) 

郵便番号 510-0091 

 

所在地ふりがな きたはまちょう 2-17 あいてぃーお

ーびる１F 

所在地 四日市市北浜町 2-17 アイティーオー

ビル１F 

宅建業免許証番号 三重(3)第 3160 所属団体 全日 

URL http://www.zennichi.net/m/ito/ 

E-mail ito_jjjjj＠hotmail.co.jp 

No. ２４ 登録日 H24.9.25 電話番号 059-348-3131 

名称ふりがな ちんたいめいと ほんてんぎゃらりー 

［えいぶるねっとわーくほんてんぎゃらりー］ 

名称 (株)賃貸メイト本店ギャラリー 

[エイブルネットワーク本店ギャラリー] 

郵便番号 510-0885 

 

所在地ふりがな ひなが４ちょうめ 2ばん 41ごう 

所在地 四日市市日永 4丁目 2番 41号 

宅建業免許証番号 三重(6)第 2522 所属団体 全日 

URL http://www.chintai-m.net 

E-mail c-mate01@chintai-m.net 

北部拡大地図 

R1 

中心部拡大地図 

JR四日市駅 

中心部拡大地図 

四日市市  

広域地図 
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No. 30 登録日 H25.2.4 電話番号 059-356-1515 

名称ふりがな あぱまんしょっぷ よっかいちてん［あぱーとめんとたてものかんり］ 

名称 アパマンショップ 四日市店[アパートメント建物管理(株)] 

郵便番号 510-0064 

 

所在地ふりがな しんしょう 2ちょうめ 7-17 

所在地 四日市市新正 2丁目 7-17 

宅建業免許証番号 三重(2)第 3352 所属団体 宅建 

URL http://www.apamanshop.com/shop/24

058801/ 

E-mail yokkaichiten@apamanshop-fc.com 

No. ３２ 登録日 H25.2.20 電話番号 059-351-2228 

名称ふりがな くしもとこうぎょう 

名称 久志本工業(株) 

郵便番号 510-0098 

 

所在地ふりがな きたじょうまち 4-12 

所在地 四日市市北条町 4-12 

宅建業免許証番号 三重(12)第 1003 所属団体 宅建 

URL http://www.kushimoto-k.co.jp 

E-mail chintai@kushimoto-k.co.jp 

No. ６０ 登録日 H28.1.21 電話番号 059-340-7680 

名称ふりがな びー とらすと 

名称 (株)ＢＥＥ ＴＲＵＳＴ 

郵便番号 510-0832  

所在地ふりがな いぐら 2ちょうめ 7-23  

所在地 四日市市伊倉 2丁目 7-23  

宅建業免許証番号 三重(2)第 3369 
  

所属団体 全日 

URL http://bee-trust.com/  

E-mail bee.trust.date@gmail.com  
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中心部拡大 

 

No. 20 登録日 H24.9.25 電話番号 059-359-6888 

名称ふりがな まみーふどうさん 

名称 (有)マミー不動産 

郵便番号 510-0074 

 

所在地ふりがな すわさかえまち 5ばん 17ごう MAM

びる 3F 

所在地 四日市市諏訪栄町 5 番 17 号 ＭＡＭ

ビル 3Ｆ 

宅建業免許証番号 大臣(1)第 9908 所属団体 全日 

URL http://www.mamy.jp 

E-mail info@mamy.jp 

No. 22 登録日 H24.9.25 電話番号 059-359-5959 

名称ふりがな ちんたいめいと よっかいちてん［えいぶるねっとわーくよっかいちてん］ 

名称 (株)賃貸メイト四日市店[エイブルネットワーク四日市店] 

郵便番号 510-0085 

 

所在地ふりがな すわちょう 5-9 

所在地 四日市市諏訪町 5-9 

宅建業免許証番号 三重(6)第 2522 所属団体 全日 

URL http://www.chintai-m.net 

E-mail c-mate08@chintai-m.net 

 

中央通り 

近鉄湯山線 

R1 

近鉄四日市駅 

四日市市役所 
松本街道 

四日市市消防本部 
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No. 23 登録日 H24.9.25 電話番号 059-356-0505 

名称ふりがな ちんたいめいと よっかいちちゅうおうてん 

[えいぶるねっとわーく よっかいちちゅうおうてん] 

名称 (株)賃貸メイト四日市中央店 

[エイブルネットワーク四日市中央店] 

郵便番号 510-0824 

 

所在地ふりがな しろひがしまち 22-9 

所在地 四日市市城東町 22-9 

宅建業免許証番号 三重(6)第 2522 所属団体 全日 

URL http://www.chintai-m.net 

E-mail c-mate03@chintai-m.net 

No. 25 登録日 H24.12.27 電話番号 059-359-0500 

名称ふりがな あっとなび よっかいちえきまえてん[あいえむとらすと] 

名称 アットナビ 四日市駅前店[(株)アイエムトラスト] 

郵便番号 510-0074 

 

所在地ふりがな うのもり 1ちょうめ 2-16 

所在地 四日市市鵜の森 1丁目 2-16 

宅建業免許証番号 三重(3)第 3139 所属団体 宅建 

URL http://www.atnavi-ekimae.com 

E-mail horiuchi.s@atnavi-ekimae.com 

No. 26 登録日 H24.12.27 電話番号 059-354-5155 

名称ふりがな やまいちふどうさん 

名称 山一不動産(株) 

郵便番号 510-0822 

 

所在地ふりがな しばた 1ちょうめ 6-3 

所在地 四日市市芝田 1丁目 6-3 

宅建業免許証番号 三重(8)第 1758 所属団体 宅建 

URL http://www.yamaichi-f.com 

E-mail info@yamaichi-f.com 

No. 27 登録日 H24.12.27 電話番号 059-352-4534 

名称ふりがな とうかいふどうしょうじ 

名称 (有)東海不動商事 

郵便番号 510-0825 

 

所在地ふりがな あかほりしんまち 6-15 

所在地 四日市市赤堀新町 6-15 

宅建業免許証番号 三重(6)第 2487 所属団体 宅建 

URL http://www.tokaifudo.com 

E-mail y.g.tokai@gmail.com 
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No. 28 登録日 H25.1.25 電話番号 059-329-7385 

名称ふりがな ぴたっとはうす よっかいちえきまえてん［りょーけん］ 

名称 ピタットハウス 四日市駅前店[(株)リョーケン] 

郵便番号 510-0067 

 

所在地ふりがな はまだちょう 1-15 

所在地 四日市市浜田町 1-15 

宅建業免許証番号 三重(2)第 3215 所属団体 宅建 

URL http://www.pitat.com/shopDetail/ 

yokkaichiekimae.html 

E-mail ph.y-ekimae@ryoken.jp 

No. 29 登録日 H25.1.25 電話番号 059-350-0118 

名称ふりがな たうんえすてーと 

名称 (有)タウンエステート 

郵便番号 510-0071 

 

所在地ふりがな にしうら 2ちょうめ 2-4 

所在地 四日市市西浦 2丁目 2-4 

宅建業免許証番号 三重(5)第 2638 所属団体 宅建 

URL http://www.cty-net.ne.jp/~estate 

E-mail estate@cty-net.ne.jp 

No. 31 登録日 H25.2.20 電話番号 059-354-5160 

名称ふりがな せいわふどうさん 

名称 生和不動産(株) 

郵便番号 510-0062 

 

所在地ふりがな きたはまだちょう 1-22 

所在地 四日市市北浜田町 1-22 

宅建業免許証番号 三重(13)第 591 所属団体 宅建 

URL http://www4.cty-net.ne.jp/~seiwa/ 

E-mail seiwa@m4.cty-net.ne.jp 

No. 56 登録日 H27.8.21 電話番号 059-353-1201 

名称ふりがな にっしょー よっかいちしてん 

名称 (株)ニッショー 四日市支店 

郵便番号 510-0067  

所在地ふりがな はまだちょう 2ばん 14ごう はまだまるきびる 1F 

所在地 四日市市浜田町 2番 14号 浜田マルキビル 1F 

宅建業免許証番号 大臣(13)第 2018 
  

所属団体 宅建 

URL http://www.nissho-apn.co.jp/  

E-mail b00010@nissho-apn.co.jp  
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北部拡大 

 
No. ２１ 登録日 H24.9.25 電話番号 059-366-1212 

名称ふりがな ちんたいめいと よっかいちきたてん 

［えいぶるねっとわーくよっかいちきたてん］ 

名称 (株)賃貸メイト四日市北店 

[エイブルネットワーク四日市北店] 

郵便番号 510-8022 

 

所在地ふりがな まきた 2ちょうめ 14ばん 7ごう 

所在地 四日市市蒔田 2丁目 14番 7号 

宅建業免許証番号 三重(6)第 2522 所属団体 全日 

URL http://www.chintai-m.net 

E-mail c-mate02@chintai-m.net 

No. ３３ 登録日 H25.2.20 電話番号 059-364-0378 

名称ふりがな たいほうふどうさん 

名称 大豊不動産 

郵便番号 510-8007 

 

所在地ふりがな とみだはまもとちょう 4-12 

所在地 四日市市富田浜元町 4-12 

宅建業免許証番号 三重(12)第 1026 所属団体 宅建 

URL http://taihou.main.jp 

E-mail taihou510@yahoo.co.jp 

 

R２３ 

R１ 

四日市港ポートビル 

北勢バイパス 

富田駅 
県道６４号線 
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No. ５５ 登録日 H27.8.21 電話番号 059-366-0801 

名称ふりがな にっしょー よっかいちきたしてん 

名称 (株)ニッショー 四日市北支店 

郵便番号 510-8014  

所在地ふりがな とみだ にちょうめ 12ばん 5ごう  

所在地 四日市市富田二丁目 12番 5号  

宅建業免許証番号 大臣(13)第 2018 
  

所属団体 宅建 

URL http://www.nissho-apn.co.jp/  

E-mail b00010@nissho-apn.co.jp  

No. ７０ 登録日 H29.8.9 電話番号 059-334-3303 

名称ふりがな ぼすこ 

名称 (有)BOSCO 

郵便番号 510-0007 

 

所在地ふりがな べつめい 5ちょうめ 4-28 

所在地 四日市市別名 5丁目 4-28 

宅建業免許証番号 三重（2）第 3280 所属団体 宅建 

URL http://www.bosco-at.com/ 

E-mail info@bosco-at.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


