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あんしん賃貸住宅協力店の一覧や、居住支援冊子、居住支援法人、その他最新情報を掲載しています。 

http://www.pref.mie.lg.jp/JUTAKU/HP/46339031389.htm 

県 トップページ＞まちづくり＞すまい＞住まい＞居住支援＞三重県居住支援連絡会 

 

 

三重県あんしん賃貸住宅協力店 とは 

 すまいをお探しの方を積極的にお手伝いし、家賃・設備面などで高齢者、 

障がい者、外国人、子育て世帯などが入居しやすい物件（賃貸住宅）を 

あっせんする、県に登録された不動産店（宅建業者）です。 

三重県 居住支援 検索 

三重県居住支援連絡会ホームページ 



〇三重県あんしん賃貸協力店情報の見方 

 

   三重県あんしん賃貸住宅協力店の登録番号で、地図上で所在地を示している数字です。 

 

                  名称ふりがなでは「かぶしきがいしゃ」や「ゆうげんがいしゃ」は省略しています。 

 

No. ００ 登録日 H27.3.31 電話番号 059-123-4567 

名称ふりがな みえけんあんしんちんたいじゅうたくきょうりょくてん 

名称 (株)三重県あんしん賃貸住宅協力店 

郵便番号 514-8570  

 

不動産店の外観写真です。 

所在地ふりがな こうめいちょう 13ばんち 

所在地 津市広明町 13番地 

宅建業免許証番号 三重(〇)1234 所属団体 〇〇 

URL http://www.aaaa 

E-mail aaaaa@bbb.cc 

      

          「宅建業免許番号」の免許者の略称       「所属団体」の略称 

           大臣＝国土交通大臣                全日＝全日本不動産協会三重県本部 

           三重＝三重県知事                  宅建＝三重県宅地建物取引業協会 

 

所在地ふりがなでは所在地の「市」のふりがなは省略しています。 

                                    

※「URL」や「E-maiｌ」、店舗外観写真の掲載がない不動産店もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 地図は、三重県地図情報サービス（Mie Click Maps）を使用し、令和 2 年 4月から令和４年１２月に作

成しています。 

 

  三重県地図情報サービスにおいて、Esri社が提供する ArcGIS Onlineのベースマップを利用しています。 

 



 

No. 57 登録日 H27.8.21 電話番号 0594-23-8011 

名称ふりがな にっしょー くわなしてん 

名称 (株)ニッショー 桑名支店 

郵便番号 511-0057  

所在地ふりがな みつやばし 22-2  

所在地 桑名市三ツ矢橋 22-2  

宅建業免許証番号 大臣(12)第 2018   所属団体 宅建 

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

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

 

 

桑名市 

R１ 

R421 

桑名市役所 

県桑名庁舎 

桑名駅 

西桑名駅 

１－１ 



 

 

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 

四日市市 

 

 

 

 

 

 
 

 

北部拡大地図 

R1 

中心部拡大地図 

JR四日市駅 

２－１ 

広域地図 



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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－２ 



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 

２－３ 



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 

２－４ 



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  

２－５ 



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 

 

２－６ 



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－７ 



 

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 

３－１ 



 

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 

３－２ 



 

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 

 

３－３ 



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  

 

 

 

 

 

 

３－４ 



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 

３－５ 



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 

 

  

３－６ 



広域地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川合町周辺拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 61 登録日 H28.1.21 電話番号 0595-83-4558 

名称ふりがな しらかわ 

名称 (有)シラカワ 

郵便番号 519-0103  

所在地ふりがな かわいちょう 1217-2  

所在地 亀山市川合町 1217-2  

宅建業免許証番号 三重(10)第 1427   所属団体 宅建 

URL http://www.k-shirakawa.jp/  

E-mail s.kawai@triton.ocn.ne.jp  

亀山市 

R１ 

亀山社協、 

総合保健福祉センターあ

いあい 

亀山駅周辺拡大地図 

R306 

川合町周辺拡大地図 

R１ 

R３０６ 

４－１ 



亀山駅周辺拡大 

 

No. ８ 登録日 H22.2.4 電話番号 0595-82-0744 

名称ふりがな ういりんぐ 

名称 (株)ウイリング 

郵便番号 519-0165 

 

所在地ふりがな のむら 3ちょうめ 6-7 

所在地 亀山市野村 3丁目 6-7 

宅建業免許証番号 三重(4)第 2873 所属団体 全日 

URL http://www.willing-

inc.sakura.ne.jp/ 

E-mail willing@triton.ocn.ne.jp 

No. １5 登録日 H22.6.16 電話番号 0595-82-8911 

名称ふりがな だいわふどうさん 

名称 (有)大和不動産 

郵便番号 519-0125 

 

所在地ふりがな ひがしまち １ちょうめ７－９ 

所在地 亀山市東町 1丁目 7-9 

宅建業免許証番号 三重(14)第 425 所属団体 宅建 

URL http://www.daiwa2103.co.jp 

E-mail drec@daiwa2103.co.jp 

 

 

亀山市役所 

亀山駅 

文化会館 

エコー 

４－２ 



No. 35 登録日 H25.11.12 電話番号 0595-83-1313 

名称ふりがな ちんたいめいと かめやまえきまえてん 

名称 (株)賃貸メイト 亀山駅前店 

郵便番号 519-0154 

 

所在地ふりがな みなみざきちょう 741-3 

所在地 亀山市南崎町 741-3 

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-mate14@chintai-m.net 

 

  

４－３ 



広域地図 

 

No. ６４ 登録日 H28.10.28 電話番号 059-271-6870 

名称ふりがな ほーむつりー 

名称 (株)ＨＯＭＥツリー 

郵便番号 514-0005 

所在地ふりがな とりいちょう 159ばんち 3 

所在地 津市鳥居町 159番地 3 

宅建業免許証番号 三重(3)第 3110 所属団体 全日 

URL http://www.homemate.co.jp/hm/6611/ 

E-mail info@hometree.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津市 

三重県庁 

津駅周辺拡大地図 

５－１ 

R２３ 

65 

63 
58 

62 

64 



津駅周辺拡大 

 

 

No. ５８ 登録日 H27.8.21 電話番号 059-229-0311 

名称ふりがな にっしょー つしてん 

名称 (株)ニッショー 津支店 

郵便番号 514-0004  

所在地ふりがな さかえまち 3ちょうめ 150ばんち 1 

所在地 津市栄町 3丁目 150番地 1  

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. ６２ 登録日 H28.10.28 電話番号 059-246-6060 

名称ふりがな ちんたいめいと つちゅうおうてん 

名称 (株)賃貸メイト 津中央店 

郵便番号 514-0004 

 

所在地ふりがな さかえまち 2ちょうめ 380ばんち 

所在地 津市栄町 2丁目 380番地 

宅建業免許証番号 三重(6)第 2522号 所属団体 全日 

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

E-mail c-mate10@chintai-m.net 

 

 

R２３ 

三重県庁 

イオン津店 

津駅 

三重県社協 

５－２ 

63 

58 

62 



No. ６３ 登録日 H28.10.28 電話番号 059-253-3911 

名称ふりがな ふぁーすとどあふどうさん 

名称 (株)ファーストドア不動産 

郵便番号 514-0004  

所在地ふりがな さかえまち 4ちょうめ 271ばんち 1 

所在地 津市栄町 4丁目 271番地 1  

宅建業免許証番号 大臣(2)第 8240   所属団体 全日 

URL http://www.homemate.co.jp/  

E-mail fdhonbu@aurora.ocn.ne.jp  

No. ６５ 登録日 H28.10.28 電話番号 059-253-6654 

名称ふりがな らいふぷらん 

名称 (株)ライフプラン 

郵便番号 514-0008 

 

所在地ふりがな かみはまちょう２ちょうめ 180 ば

んち 

所在地 津市上浜町二丁目 180番地 

宅建業免許証番号 三重(3)第 3066 所属団体 全日 

URL http://era-lifeplan.com/ 

E-mail info@era-lifeplan.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－３ 



 

広域地図

 

曽原町周辺拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. ６６ 登録日 H28.10.28 電話番号 0598-56-9233 

名称ふりがな GNくりえいと 

名称 (株)ＧＮクリエイト 

郵便番号 515-2112  

所在地ふりがな そはらちょう 2268ばんち 7  

所在地 松阪市曽原町 2268番地 7  

宅建業免許証番号 三重(2)第 3425   所属団体 全日 

URL http://gn-c.co.jp  

E-mail nakamori@gn-c.co.jp  

松阪市 

R２３ 

中勢バイパス 

松阪市役所 

県松阪庁舎 
松阪駅 

伊勢自動車道 

松阪駅周辺拡大地図 

曽原町周辺拡大地図 

松阪 IC 

R２３ 

中勢バイパス 

三重県地方卸売市場 

 

６－１ 



松阪駅周辺拡大 

 

No. 5９ 登録日 H27.8.21 電話番号 0598-50-0255 

名称ふりがな にっしょー まつさかしてん 

名称 (株)ニッショー 松阪支店 

郵便番号 515-0003  

所在地ふりがな あさひまちいっく 10ばんち 26  

所在地 松阪市朝日町一区 10番地 26  

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. ６９ 登録日 H29.3.22 電話番号 0598-30-8485 

名称ふりがな SK・すずき 

名称 (株)SK・SUZUKI 

郵便番号 515-0063 

 

所在地ふりがな おおくろだちょう 1829-4 

所在地 松阪市大黒田町 1829-4 

宅建業免許証番号 三重（1）3384 所属団体 宅建 

URL https://sk-fudosan.jp 

E-mail suzuki@sk-fudosan.jp 

 

  

松阪市役所 

県松阪庁舎 

松阪駅 

松阪城跡 

６－２ 



広域地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐那具駅周辺拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. ５１ 登録日 H27.3.31 電話番号 0595-44-6117 

名称ふりがな もり 

名称 (株)モリ 

郵便番号 518-0001 

 

所在地ふりがな さなぐちょう 971-1  

ぼんえるふ 2かい C 

所在地 伊賀市佐那具町 971-1  

ボンエルフ 2階 C 

宅建業免許証番号 三重(2)3290 所属団体 全日 

URL 
 

E-mail k.mori.woon@gmail.com 

伊賀市 

R２５ 

桑町駅・四十九駅周辺拡大地図 

R４２２ R３６８ 

R１６５ 

名阪国道/R2５ 

R１６３ 

佐那具駅周辺拡大地図 

伊賀神戸駅周辺拡大地図 

上野市駅周辺拡大地図 

R２５ 

佐那具駅 

７－１ 



上野市駅周辺拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. ３９ 登録日 H27.3.31 電話番号 0595-21-0777 

名称ふりがな にしとくふどうさんりーす 

名称 西德不動産リース(株) 

郵便番号 518-0831 

 

所在地ふりがな うえののうにんまち 425-1 

所在地 伊賀市上野農人町 425-1 

宅建業免許証番号 三重(4)第 2778 所属団体 宅建 

URL https://www.nishitoku.net/ 

E-mail nisitoku3605main@yahoo.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

上野市駅 

R１６３ 

R４２２ 

伊賀社協 

伊賀上野城 

R２５ 

７－２ 



桑町駅・四十九駅周辺拡大 

 

No. ３７ 登録日 H27.3.31 電話番号 0595-26-7550 

名称ふりがな おくでとち 

名称 奥出土地 

郵便番号 518-0823 

 

所在地ふりがな しじゅうくちょう 1442-2 

所在地 伊賀市四十九町 1442-2 

宅建業免許証番号 三重(4)第 2765 所属団体 宅建 

URL 
 

E-mail t-okude@ict.ne.jp 

No. ３８ 登録日 H27.3.31 電話番号 0595-26-7630 

名称ふりがな すまいるほーむ 

名称 (有)住まいるホーム 

郵便番号 518-0835 

 

所在地ふりがな みどりがおかみなみまち 4012-3 

所在地 伊賀市緑ヶ丘南町 4012-3 

宅建業免許証番号 三重(4)第 2819 所属団体 宅建 

URL 
 

E-mail sumairu@joy.ocn.ne.jp 

 

県伊賀庁舎 

名阪国道/R2５ 

伊賀市役所 

四十九駅 

上野東 IC 

友生 IC 
桑町駅 

７－３ 



No. ４０ 登録日 H27.3.31 電話番号 0595-48-6003 

名称ふりがな れおぱれすぱーとなーずいがうえのてん［まるきんしょうじ］ 

名称 レオパレスパートナーズ伊賀上野店[(有)丸金商事] 

郵便番号 518-0823 

 

所在地ふりがな しじゅくちょう 2905-1 

所在地 伊賀市四十九町 2905-1 

宅建業免許証番号 三重(6)第 2411 所属団体 宅建 

URL http://88chintai.com 

E-mail iga@88chintai.com 

No. ５０ 登録日 H27.3.31 電話番号 0595-23-0079 

名称ふりがな こすめちっくす・おおきた 

名称 (有)コスメチックス・オオキタ 

郵便番号 518-0842 

 

所在地ふりがな うえのくわまち 2099ばんち 

所在地 伊賀市上野桑町 2099番地 

宅建業免許証番号 三重(3)第 2938 所属団体 全日 

URL http://www.cosume-ookita.co.jp 

E-mail cosume.ookita@nifty.com 

伊賀神戸駅周辺拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. ４１ 登録日 H27.3.31 電話番号 0595-37-0532 

名称ふりがな みやこふどうさん 

名称 都不動産 

郵便番号 518-0115 

 

所在地ふりがな ひど 2613-4 

所在地 伊賀市比土 2613-4 

宅建業免許証番号 三重(7)第 2023 所属団体 宅建 

URL 
 

E-mail miyako370532@yahoo.co.jp 

 

伊賀神戸駅 

比土駅 

R422 

７－４ 



広域地図 

 

 

桔梗が丘駅周辺拡大 

 

 

名張市 

R４２２ 

桔梗が丘駅周辺拡大地図 

桔梗が丘駅 

R3６8 

 

名張駅周辺拡大地図 

百合が丘周辺拡大地図 

R3６8 

R165 

８－１ 



No. ４２ 登録日 H27.3.31 電話番号 0595-65-5727 

名称ふりがな いのうえふどうさん 

名称 (株)井上不動産 

郵便番号 518-0621 

 

所在地ふりがな ききょうがおか 1ばんちょう 4-86 

所在地 名張市桔梗が丘 1番町 4-86 

宅建業免許証番号 三重(8)第 1740 所属団体 宅建 

URL http://www.inoue-fu.jp 

E-mail info@inoue-fu.jp 

No. ４４ 登録日 H27.3.31 電話番号 0595-63-8950 

名称ふりがな さんぐりーん 

名称 (株)サングリーン 

郵便番号 518-0752 

 

所在地ふりがな くらもちちょう はらで 1699 

所在地 名張市蔵持町原出 1699 

宅建業免許証番号 三重(7)第 2177 所属団体 宅建 

URL http://www.sungreen.info 

E-mail estate@sungreen.info 

No. ４５ 登録日 H27.3.31 電話番号 0595-66-0323 

名称ふりがな せかんどはうす 

名称 (有)セカンドハウス 

郵便番号 518-0752 

 

所在地ふりがな くらもちちょう はらで 1270-3 

所在地 名張市蔵持町原出 1270-3 

宅建業免許証番号 三重(3)第 2936 所属団体 宅建 

URL http://www.2house.jp 

E-mail office1@2house.jp 

No. ４８ 登録日 H27.3.31 電話番号 0595-65-5108 

名称ふりがな めいはんふどうさん 

名称 名阪不動産 

郵便番号 518-0625  

所在地ふりがな ききょうがおか 5ばんちょう 1がいく 22ばんち 6 

所在地 名張市桔梗が丘 5番町 1街区 22番地 6 

宅建業免許証番号 三重(5)第 2488   所属団体 宅建 

URL http://www.meihan.ne.jp  

E-mail service@meihan.ne.jp  

 

８－２ 



No. ４９ 登録日 H27.3.31 電話番号 0595-66-1555 

名称ふりがな ゆうきほーむ 

名称 (株)ユウキホーム 

郵便番号 518-0643 

 

所在地ふりがな ききょうがおかにし 3 ばんちょう

1-29 

所在地 名張市桔梗が丘西 3番町 1-29 

宅建業免許証番号 三重(5)第 2571 所属団体 宅建 

URL http://www.youkihome.co.jp/ 

E-mail youiki-h@asint.jp 

名張駅周辺拡大 

 

No. 46 登録日 H27.3.31 電話番号 0595-63-1081 

名称ふりがな なばりふどうさん 

名称 名張不動産(株) 

郵便番号 518-0713 

 

所在地ふりがな ひらお 2980-26 

所在地 名張市平尾 2980-26 

宅建業免許証番号 三重(14)第 89 所属団体 宅建 

URL http://www.e-

net.or.jp/user/nabasurv/ 

E-mail nabafudo@e-net.or.jp 

 

R１６５ 

名張社協、 

名張市総合福祉センター 

ふれあい 

名張駅 

図書館 

イオン名張店 

８－３ 



No. ４７ 登録日 H27.3.31 電話番号 0595-63-2155 

名称ふりがな まるえいけんせつ 

名称 (株)丸栄建設 

郵便番号 518-0722 

 

所在地ふりがな まつさきまち 1440ばんち 1 

所在地 名張市松崎町 1440番地 1 

宅建業免許証番号 三重(3)第 2961 所属団体 宅建 

URL http://www.maruei.gr.jp 

E-mail t.kikuyama@maruei.gr.jp 

No. ５３ 登録日 H27. 5.15 電話番号 0595-44-6600 

名称ふりがな まいき－・ほーむ 

名称 (株)Ｍｉｋｅｙ・Ｈｏｍｅ 

郵便番号 518-0713 

 

所在地ふりがな ひらお 2977ばんち１ 

所在地 名張市平尾 2977番地 1 

宅建業免許証番号 三重(2)第 3278 所属団体 全日 

URL http://www.mikey-home.jp/ 

E-mail mikey.home@peach.plala.or.jp 

百合が丘周辺拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. ４３ 登録日 H27.3.31 電話番号 0595-62-7722 

名称ふりがな きんきふどうさんはんばい 

名称 (株)近畿不動産販売 

郵便番号 518-0471 

 

所在地ふりがな ゆりがおかひがし 1ばんちょう 17 

所在地 名張市百合が丘東 1番町 17 

宅建業免許証番号 三重(6)第 2272 所属団体 宅建 

URL http://www.kinkih.com 

E-mail kinkihudousan@k4.dion.ne. jp 

市立病院 

８－４ 



 

No. ６7 登録日 H28.12.1 電話番号 052-509-2460 

名称ふりがな ふじこうさん 

名称 (株)不二興産 

郵便番号 452-0814 

所在地ふりがな あいちけん なごやし にしく みなみかわちょう 227ばんち 

所在地 愛知県名古屋市西区南川町 227番地 

宅建業免許証番号 大臣(1)第 8892 所属団体 全日 

URL http://www.fuji-kosan.jp 

E-mail info@fuji-kosan.jp 

 

 

県外 

名古屋第二環状自動車道 

上小田井駅 

モゾワンダーシティ 

小田井駅 

９－１ 


