東員町空き家・空き地情報バンク媒介業者一覧表

2020年9月30現在
公益社団法人 三重県宅地建物取引業協会

支部名
桑名支部
会員

免許証番号

媒介業者名

カタカナ表示

代表者名

事務所所在地

511-0841
桑名市大字小貝須1519-3
511-0264
三重（1）3481 （有）いなべ総合不動産 イナベソウゴウフドウサン 小林弘仁
いなべ市大安町石榑東905番地
511-0232
三重（4）2698 (株)ウエストハウジングサービス ウエストハウジングサービス 大野正典
員弁郡東員町笹尾東3丁目2番地2
511-0836
三重（2）3206 （株）カネカ
カネカ
産屋敷康生
桑名市大字江場494-5
511-0428
カワセカイハツﾌﾄﾞｳｻﾝ
三重（8）１７９７ 川瀬開発不動産
川瀬正人
いなべ市北勢町阿下喜2723-2
511-0068
三重（16）37 （有）かさぎ
カサギ
渡邉大樹
桑名市中央町一丁目11番地
511-0233
三重（4）2794 くすのき不動産
クスノキﾌﾄﾞｳｻﾝ
安海賢二
員弁郡東員町城山二丁目22番地10
511-0242
三重（6）2309 （株）七福工建
シチフクコウケン
鈴木誠次
員弁郡東員町六把野新田495-7
511-0068
ソウエイフドウサン
三重（1）3380 桑栄不動産
加藤 博
桑名市中央町1-92 桑名REビル2F
511-0864
三重（11)1163 （株）大宝コンサルタント ダイホウコンサルタント 蛭川克己
桑名市大字西方１５４５番地１
511-0068
三重（11）1198 （株）大洋物産
タイヨウブッサン
鵜飼 要
桑名市中央町5-51-5
511-0068
チュウオウフドウサン
三重（3）3109 中央不動産（株）
安田治三
桑名市中央町一丁目20番地
511-1111
三重（2）3224 ナンショー（株）
ナンショー
谷口 剛
桑名市長島町小島６６８番地2
511-0836
三重（3）2972 （有）ニーズホーム
ニーズホーム
服部明美
桑名市江場1390番地
511-0826
三重（4）2894 （有）ブルースカイ
ブルースカイ
水谷喜彦
桑名市大字太夫１４５番地2
511-0254
マイニチジュウタク
三重（13）538 毎日住宅
水谷義武
員弁郡東員町大字中上511番地の1
511-0088
三重（3）3061 （株）マルセンコーポレーション マルセンコーポレーション 大角真崇
桑名市南魚町91
三重北農業協同組合 ミエキタノウギョウキョウドウクミ
511-0068
アイ シサンカンリカ クワナジ
三重（13）746
萩 隆
資産管理課桑名事業所 ギョウショ
桑名市中央町二丁目36番地
511-0865
オオヤマダフドウサン
三重（7）2000 大山田不動産
山本 博
桑名市藤が丘九丁目806
511-0521
リアルターコンドウ
三重（6）2285 （株）リアルター近藤
近藤健治
いなべ市藤原町古田1162
三重（9）1636 安藤不動産

アンドウフドウサン

安藤貞雄

電話番号
ＦＡＸ番号
0594-23-4636
0594-23-7959
0594-88-1055
0594-88-1056
0594-76-5566
0594-76-8101
0594-22-2050
0594-22-6703
0594-72-2459
0594-72-6738
0594-21-5151
0594-22-8113
0594-76-9006
0594-76-9027
0594-75-0729
0594-76-8664
0594-25-0205
0594-23-1444
0594-23-1390
0594-22-5344
0594-21-3133
0594-21-7173
0594-23-2103
0594-23-2105
0594-42-1117
0594-42-1160
0594-25-8778
0594-25-8780
0594-27-0139
0594-27-0112
0594-76-3051
0594-82-7171
0594-82-7810
0594-23-4799
0594-22-9851
0594-24-4655
0594-33-1414
0594-27-5500
0594-46-5050
0594-46-4567

営業時間

休業日

８：３０～１８：００

無

９：３０～１８：３０

水曜日

９：００～１８：００

日曜日

９：００～１９：００

8/12～8/16
12/30～1/5

１０：００～１８：３０

水曜日

9：００～１８：００

祝日

９：００～１７：００

土・日曜日

９：００～１７：００

日曜日

９：００～１７：００

水曜日

９：００～１８：００

日曜日・祝日

９：００～１９：００

日曜日・祝日

９：００～１８：００

日曜日・祭日

８：００～１９：００

日曜日

９：３０～１８：３０

水曜日

９：００～１９：００

不定休

無休

無

９：００～１８：００

水曜日・日曜日

８：３０～１７：００

土・日・祝日・年末年始

１０：００～１８：００
９：００～１７：００

無
水曜日・日曜日

日・水

東員町空き家・空き地情報バンク媒介業者一覧表

2020年9月30現在
公益社団法人 三重県宅地建物取引業協会

支部名
四日市支部
会員

免許証番号

媒介業者名

カタカナ表示

代表者名

三重（3）3145 （株）アプラス

アプラス

文田幹根

三重（3）3157 （株）イー・ホームネットワーク

イー・ホームネットワーク

北川丈二

三重（1）3451 ティーズプラス㈱

ティーズプラス

髙橋隆寿

三重（6）2487 (有)東海不動商事

トウカイフドウショウジ

後藤明德

三重（9）1561 （株）プロットシステム

プロットシステム

岩田春雄

三重（11）1291 （株）名泗コンサルタント メイシコンサルタント

牧野昌良

事務所所在地
510-0018
四日市市白須賀１丁目13－17
510-0083
四日市市沖の島町3番13号
510-8025
四日市市富田栄町25－7
510-0825
四日市市赤堀新町6番15号
510-0064
四日市市新正二丁目15番6号
510-0821
四日市市久保田一丁目5番41号

電話番号
ＦＡＸ番号
059-325-6657
059-325-6647
059-353-1120
059-353-1125
059-366-7766
059-366-7767
059-352-4534
059-352-5029
059-353-0828
059-351-8505
059-352-7100
059-354-0078

営業時間
９：００～１８：００
１０：００～１８：００

休業日
水曜日
土・日曜日・祝日

９：００～１８：００

不定休

９：００～１８：３０

日曜日

７：００～１８：００

土・日曜日

９：００～１９：００

