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５１１－０８４１ ０５９４－２３－４６３６

（ 9 ） 1636 　桑名市大字小貝須１５１９－３ ０５９４－２３－７９５９

有限会社 ５１１－０２１７ ０５９４－８７－６９６７

（ 1 ） 3481 　いなべ総合不動産 　いなべ市員弁町大泉新田１０３２番地１ ０５９４－８７－６９６８

株式会社 ５１１－０２３２ ０５９４－７６－５５６６

（ 4 ） 2698 　ウエストハウジングサービス 　員弁郡東員町笹尾東３丁目２番２ ０５９４－７６－８１０１

株式会社 ５１１－０８３６ ０５９４－２２－２０５０ 8/12～8/16

（ 2 ） 3206 　カネカ 　桑名市大字江場４９４－５ ０５９４－２２－６７０３ 12/30～1/5

５１１－０４２８ ０５９４－７２－２４５９

（ 8 ） 1797 　いなべ市北勢町阿下喜２７２３－２ ０５９４－７２－６７３８

有限会社 ５１１－００６８ ０５９４－２１－５１５１

（ 16 ） 37 　かさぎ 桑名市中央町一丁目１１番地 ０５９４－２２－８１１３

５１１－０２３３ ０５９４－７６－９００６ 土曜日

（ 4 ） 2794 　員弁郡東員町城山二丁目２２番地１０ ０５９４－７６－９０２７ 日曜日

株式会社 ５１１－０２４２ ０５９４－７５－０７２９

（ 6 ） 2309 　七福工建 　員弁郡東員町大字六把野新田４９５－７ ０５９４－７６－８６６４

５１１－００６８ ０５９４－２５－０２０５

（ 1 ） 3380 　桑名市中央町１－９２　桑名ＲＥビル２Ｆ ０５９４－２３－１４４４

株式会社 ５１１－０８６４ ０５９４－２３－１３９０ 日曜日

（ 11 ） 1163 　大宝コンサルタント 　桑名市大字西方１５４５番地１ ０５９４－２２－５３４４ 祝日

株式会社 ５１１－００６８ ０５９４－２１－３１３３ 日曜日

（ 11 ） 1198 　大洋物産 　桑名市中央町５－５１－５ ０５９４－２１－７１７３ 祝日

中央不動産 ５１１－００６８ ０５９４－２３－２１０３ 日曜日

（ 3 ） 3109 　株式会社 　桑名市中央町一丁目２０番地 ０５９４－２３－２１０５ 祝日

ナンショー ５１１－１１１１ ０５９４－４２－１１１７

（ 2 ） 3224 　株式会社 　桑名市長島町小島６６８番地２ ０５９４－４２－１１６０

有限会社 ５１１－０８３６ ０５９４－２５－８７７８

（ 3 ） 2972 　ニーズホーム 　桑名市江場１３９０番地 ０５９４－２５－８７８０

有限会社 ５１１－０８２６ ０５９４－２７－０１３９

（ 3 ） 2894 　ブルースカイ 　桑名市大字太夫１４５番地２ ０５９４－２７－０１１２

５１１－０２５４ ０５９４－７６－３０５１

（ 13 ） 538 　員弁郡東員町大字中上５１１番地の１ ０５９４－８２－７１７１

株式会社 ５１１－００８８ ０５９４－８２－７８１０ 水曜日

（ 3 ） 3061 　マルセンコーポレーション 　桑名市南魚町９１ ０５９４－２３－４７９９ 日曜日

三重北農業協同組合 ５１１－００６８ ０５９４－２２－９８５１ 土曜日 日曜日

（ 13 ） 746 　資産管理課　桑名事業所 　桑名市中央町二丁目３６番地 ０５９４－２４－４６５５ 祝日　年末年始

５１１－０８６５ ０５９４－２７－５５００

（ 7 ） 2000 　桑名市藤が丘九丁目８０６ ０５９４－２７－５５００

祝日

桑名支部
会員

東員町空き家・空き地バンク制度　協力媒介業者　一覧表　（ Ｈ３１．１．２１現在 ）
公益社団法人　三重県宅地建物取引業協会

水曜日桑栄不動産

三重
シチフクコウケン  鈴木誠次 ９：００～１７：００ 日曜日

ソウエイフドウサン  加藤　博

郵便番号
　　　　　　　事務所所在地 営業時間 休業日

ＴＥＬ

１０：００～１８：３０ 水曜日

８：３０～１８：００ 無休

業務内容

日曜日

９：３０～１８：３０ 水曜日

９：００～１９：００

 山本　博 １０：００～１８：００ 無休

三重
９：００～１７：００

三重
ナンショー  谷口　剛 ８：００～１９：００ 日曜日

９：３０～１８：３０ 水曜日

三重
チュウオウフドウサン

 大角真崇 ９：００～１８：００

三重 ミエキタノウギョウキョウドウ
クミアイ シサンカンリカ
クワナジギョウショ

 萩　隆 ８：３０～１７：００

三重
ダイホウコンサルタント  蛭川直人 ９：００～１８：００

９：００～１９：００

 安田治三 ９：００～１８：００

三重

ヤマモト不動産
三重

ヤマモトフドウサン

タイヨウブッサン  鵜飼　要

毎日住宅

三重
マルセンコーポレーション

９：００～１８：００

三重
くすのき不動産 クスノキフドウサン

 安藤貞雄

三重
イナベソウゴウフドウサン  小林弘仁

三重
ウエストハウジングサービス  大野正典

三重
カネカ  産屋敷康生

三重
カワセカイハツフドウサン  川瀬正人

アンドウフドウサン

川瀬開発不動産

三重
カサギ  渡邉義郎 ９：００～１８：００

支部名 免許証番号 会員名 カタカナ表示 代表者名

三重
安藤不動産

 安海賢二

 水谷義武
三重

マイニチジュウタク 無休 無休

９：００～１７：００

三重
ニーズホーム  二井建行

三重
ブルースカイ  水谷喜彦 ９：００～１９：００ 不定休
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東員町空き家・空き地バンク制度　協力媒介業者　一覧表　（ Ｈ３１．１．２１現在 ）
公益社団法人　三重県宅地建物取引業協会

郵便番号
　　　　　　　事務所所在地 営業時間 休業日

ＴＥＬ
業務内容

支部名 免許証番号 会員名 カタカナ表示 代表者名

株式会社 ５１１－０５２１ ０５９４－４６－５０５０ 水曜日

（ 6 ） 2285 　リアルター近藤 　いなべ市藤原町古田１１６２ ０５９４－４６－４５６７ 日曜日

株式会社 ５１０－００８３ ０５９－３２５－６６５７

（ 2 ） 3145 　アプラス 　四日市市沖の島町２番８号 ０５９－３２５－６６４７

株式会社 ５１０－００８３ ０５９－３５３－１１２０ 土曜日 日曜日

（ 2 ） 3157 　イー・ホームネットワーク 　四日市市沖の島町３番１３号 ０５９－３５３－１１２５ 祝日

ティーズプラス ５１０－８０２５ ０５９－３６６－７７６６

（ 1 ） 3451 　株式会社 　四日市市富田栄町２５－７ ０５９－３６６－７７６７

有限会社 ５１０－０８２５ ０５９－３５２－４５３４

（ 5 ） 2487 　東海不動商事 　四日市市赤堀新町６番１５号 ０５９－３５２－５０２９

株式会社 ５１０－００６４ ０５９－３５３－０８２８ 土曜日

（ 9 ） 1561 　プロットシステム 　四日市市新正二丁目１５番６号 ０５９－３５１－８５０５ 日曜日

５１２－８０４８ ０５９－３３７－１１７７

（ 3 ） 2968 　四日市市山城町１０３０ ０５９－３３７－１１７７

株式会社 ５１０－０８２１ ０５９－３５２－７１００

（ 11 ） 1291 　名泗コンサルタント 　四日市市久保田一丁目５番４１号 ０５９－３５４－００７８

桑名支部
会員

未來 日曜日

 牧野昌良 ９：００～１９：００

四日市支部
会員

９：００～１８：００

三重
ティーズプラス  髙橋隆寿 ９：００～１８：００ 不定休

三重
トウカイフドウショウジ  後藤明德 ９：００～１８：３０

三重
プロットシステム  岩田春雄 ７：００～１８：００

三重
ミライ  野呂　秀 ９：００～２０：００

三重

三重
イー・ホームネットワーク  北川丈二

メイシコンサルタント

水曜日
三重

アプラス  文田幹根

三重
リアルターコンドウ  近藤健治 ９：００～１７：００

日曜日

１０：００～１８：００


