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広域地図 

 

No. ６ 登録日 H22.2.3 電話番号 059-382-1640 

名称ふりがな いいだしょうじ 

名称 (株)飯田商事 

郵便番号 513-0802 

 

所在地ふりがな いいのじけちょう 296－1 

所在地 鈴鹿市飯野寺家町 296-1 

宅建業免許証番号 三重(13)第 559 所属団体 宅建 

URL http://www.iida-grp.co.jp/ 

E-mail kawase@iida-grp.co.jp 

No. １１ 登録日 H22.3.2 電話番号 059-386-2221 

名称ふりがな さんしょう 

名称 (株)三商 

郵便番号 510-0218 

 

所在地ふりがな のまちにし 3ちょうめ 1ばん 3ごう 

所在地 鈴鹿市野町西 3丁目 1番 3号 

宅建業免許証番号 三重(7)第 1987 所属団体 宅建 

URL http://www.sansho-re.com 

E-mail real_estate_div@sansho.info 

 

 

 

平田町駅周辺拡大地図 

白子駅周辺拡大地図 

鈴鹿社協 

鈴鹿市役所 

中勢バイパス 

R23 

中央道路 

鈴鹿市 
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No. １４ 登録日 H22.6.8 電話番号 059-368-0100 

名称ふりがな ぶらうんかいはつ 

名称 ブラウン開発(株) 

郵便番号 510-0212 

 

所在地ふりがな なかあさひがおか さんちょうめ 11

ばん 39 ごう 

所在地 鈴鹿市中旭が丘三丁目 11番 39号 

宅建業免許証番号 三重(5)第 2536 所属団体 宅建 

URL http://www.brown-kaihatsu.com/ 

E-mail info@brown-kaihatsu.com 

平田町駅周辺拡大 

 

No. １ 登録日 H21.12.11 電話番号 059-367-1313 

名称ふりがな ちんたい めいと すずかちゅうおうてん 

名称 (株)賃貸メイト 鈴鹿中央店 

郵便番号 513-0834 

 

所在地ふりがな しょうのはやま いっちょうめ 1ばん 2

ごう 

所在地 鈴鹿市庄野羽山一丁目 1番 2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-mate04@chintai-m.net 

 

イオン鈴鹿 

中央道路 

平田町駅 

アクロス 
プラザ 
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No. 3 登録日 H21.12.14 電話番号 059-392-5222 

名称ふりがな ちんたいや 

名称 (株)賃貸や 

郵便番号 513-0805 

 

所在地ふりがな どうはく にちょうめ 7ばん 27ごう 

所在地 鈴鹿市道伯二丁目 7番 27号 

宅建業免許証番号 三重(3)第 3096 所属団体 全日 

URL http://www.chintai-ya.com 

E-mail yukiji-i@chintai-ya.com 

No. 5 登録日 H22.1.15 電話番号 059-375-2103 

名称ふりがな ぴたっとはうす すずかてん[ふらっと] 

名称 ピタットハウス 鈴鹿店[(株)フラット] 

郵便番号 513-0845 

 

所在地ふりがな ひらたしんまち 1ばん 8ごう 

所在地 鈴鹿市平田新町 1番 8号 

宅建業免許証番号 三重(3)第 3086 所属団体 宅建 

URL http://www.ph-suzuka.com/ 

E-mail info@ph-suzuka.com 

No. ７ 登録日 H22.2.3 電話番号 059-369-1000 

名称ふりがな あぱまんしょっぷ すずかてん[とーたるはうじんぐ] 

名称 アパマンショップ 鈴鹿店[(株)トータルハウジング] 

郵便番号 513-0803 

 

所在地ふりがな みっかいちちょう 1042-1 

所在地 鈴鹿市三日市町 1042-1 

宅建業免許証番号 三重(2)第 2740 所属団体 宅建 

URL http://www.total-h.jp/ 

E-mail morooka@total-h.jp 

No. １０ 登録日 H22.2.5 電話番号 059-378-7001 

名称ふりがな かわだふどうさん 

名称 (有)河田不動産 

郵便番号 513-0845 

 

所在地ふりがな ひらたしんまち 5ばん 1ごう 

所在地 鈴鹿市平田新町 5番 1号 

宅建業免許証番号 三重(13)第 853 所属団体 宅建 

URL https://www.kawadafudousan.com/ 

E-mail r-kawada@juno.ocn.ne.jp 
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No. １２ 登録日 H22.3.29 電話番号 059-340-3955 

名称ふりがな みろく 

名称 (株)みろく 

郵便番号 513-0842 

 

所在地ふりがな ゆげいっちょうめ 1ばん 18ごう 

所在地 鈴鹿市弓削一丁目 1番 18号 

宅建業免許証番号 三重(3)第 3114 所属団体 宅建 

URL http://miroku369.co.jp/ 

E-mail info@miroku369.co.jp 

No. 3４ 登録日 H25.2.20 電話番号 059-378-8655 

名称ふりがな にっしょー すずかしてん 

名称 (株)ニッショー 鈴鹿支店 

郵便番号 513-0806 

 

所在地ふりがな さんじょ 5-8-27 

所在地 鈴鹿市算所 5-8-27 

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 b00043@nissho-apn.co.jp 

No. ７１ 登録日 R1.9.18 電話番号 059-392-7686 

名称ふりがな すまいるあっぷふどうさん 

名称 （株）スマイルアップ不動産 

郵便番号 513-0806  

所在地ふりがな さんじょ さんちょうめ 7ばん 32ごう  

所在地 鈴鹿市算所三丁目 7番 32号  

宅建業免許証番号 三重（1）第 3572   所属団体 全日 

URL http://smileup-suzuka.jp  

E-mail kubo@smeileup-suzuka.jp  
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白子駅周辺拡大 

 

No. 4 登録日 H21.12.21 電話番号 059-380-2092 

名称ふりがな ちんたいくらぶ 

名称 賃貸倶楽部 

郵便番号 510-0241 

 

所在地ふりがな しろこえきまえ 11-18ろいやるはい

つしろこえき 101 

所在地 鈴鹿市白子駅前 11-18 ロイヤルハイ

ツ白子駅 101 

宅建業免許証番号 三重(1)第 3055 所属団体 宅建 

URL http://www.chintai-club.jp/ 

E-mail info@chintai-club.jp 

No. １８ 登録日 H22.8.31 電話番号 059-386-0070 

名称ふりがな ようきゅうやこーぽれーしょん 

名称 (有)洋久屋コーポレーション 

郵便番号 510-0234 

 

所在地ふりがな えじまほんまち 4-6 

所在地 鈴鹿市江島本町 4-6 

宅建業免許証番号 三重(8)第 1825 所属団体 宅建 

URL  

E-mail yokyuya0498@arrow.ocn.ne.jp 

 

白子駅 

R23 

イオン白子 
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No. ３６ 登録日 H25.12.3 電話番号 059-380-5959 

名称ふりがな ちんたいめいと FCしろこえきまえてん[ちんたいこんさるてぃんぐ] 

名称 賃貸メイト FC白子駅前店 [(株)賃貸コンサルティング] 

郵便番号 510-0241 

 

所在地ふりがな しろこえきまえ 9-37 

所在地 鈴鹿市白子駅前 9-37 

宅建業免許証番号 三重(3)第 3002 所属団体 宅建 

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

E-mail c-mate05@chintai-m.net 

No. ５４ 登録日 H27.8.21 電話番号 059-373-5211 

名称ふりがな にっしょー すずかしろこしてん 

名称 (株)ニッショー 鈴鹿白子支店 

郵便番号 510-0253  

所在地ふりがな みなみえじまちょう 11ばん 25ごう めぞんるみえーる 1F 

所在地 鈴鹿市南江島町 11番 25号 メゾンルミエール 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/chintai/nagoya/ 

E-mail morikawa.go@nissho-apn.co.jp 

 


