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1 伊賀南部不動産事業協同組合 富永　巖 518-0702 名張市鴻之台2番町19番地 三重県 (２)第3118 0595-64-5411 0595-64-2142 ○ ○ 土曜日・日曜日・祝日

2 ㈱井上和則地所 井上　和則 518-0701 名張市鴻之台1番町75 三重県 (２)第3097 0595-48-6378 0595-48-6377 info@inochan.jp ○ 水曜日

3 ㈱井上不動産 井上　昭 518-0621 名張市桔梗が丘1番町4街区86番地 三重県 (７)第1740 0595-65-5727 0595-65-0735 info@inoue-fu-jp ○ ○ ○ 水曜日

4 ㈱SK不動産 坂本　政英 518-0441 名張市夏見291 三重県 (１０)第1317 0595-63-5226 0595-64-4444 ○

5 ㈱N'SERIO 長滝谷　京子 518-0713 名張市平尾3147番地1 三重県 (１)第3313 0595-44-6986 0595-44-6987 n-serio@cap.ocn.ne.jp ○ ○ 水曜日

6 エム・ケイ住宅産業㈱ 古岡　忠 518-0625 名張市桔梗が丘5番町1街区25番地4 三重県 (５)第2576 0595-66-1445 0595-66-1446 e-mk@mk-house.co.jp ○ ○ ○ 水曜日

7 ㈲エムズエステート 前川　伸二 518-0774 名張市希央台４番町53番地 三重県 (４)第2711 0595-62-2221 0595-62-2225 info@mse4u.com ○ ○ 水曜日または木曜日

8 勝島不動産㈱ 勝島　雅幸 518-0622 名張市桔梗が丘2番町7-14 三重県 (２)第2988 0595-67-0777 0595-67-0778 katsu777@asint.jp ○ 水曜日･木曜日

9 ㈱近畿不動産販売 冨士松　洋也 518-0471 名張市百合が丘東１番町17番地 三重県 (６)第2272 0595-62-7722 0595-62-7723 fujimatsu@kinkih.com ○ 水曜日

10 ㈱コスモ 笹田　英男 518-0713 名張市平尾2740-19 三重県 (７)第1978 0595-63-9201 0595-63-6401 cosmo@e-net.or.jp ○ ○ ○ 水曜日

11 ㈲古民家再生 山田　泰王 518-0036 伊賀市法花2254 三重県 (２)第3019 0595-20-1263 0595-20-1370 kominka@ict.ne.jp ○ 無

12 ㈱サングリーン 川並　喜代子 518-0752 名張市蔵持町原出1699 三重県 (６)第2177 0595-63-8950 0595-63-8970 estate@sungreen.info ○ ○ ○ 水曜日

13 ㈱サンシホームサービス 高城　鐘貴 518-0433 名張市つつじが丘北3番町81番地2 三重県 (1)第3364 0595-48-7134 0595-48-7135 kaorin42321@gmail.com ○ 火曜日・水曜日

14 三和ハウス販売㈱ 川西　隆 518-0622 名張市桔梗が丘2番町2街区7番地 三重県 (13)第465 0595-65-1586 0595-65-1587 sanwa-h@e-net.or.jp ○ ○ ○ 日曜日

15 ㈱ジーエスホーム 池田　忠 518-0701 名張市鴻之台1番町48番地1 Nビル3F 三重県 (５)第2321 0595-64-7112 0595-64-7113 ○ ○ ○ 日曜日・祝日

16 ㈲ＧＮクリエイト 中世古哲治 515-2112 松阪市曽原町2268番地7 三重県 (1)第3425 0598-56-9233 0598-56-9244 nakamori@gn-c.co.jp ○ ○ ○ 不定休

17 ㈲住まいるホーム 田中　利樹 518-0835 伊賀市緑ヶ丘南町4012-3 三重県 (３)第2819 0595-26-7630 0595-26-7631 sumairu@joy.ocn.ne.jp ○ ○ ○ 水曜日

18 ㈱タイセイ 吉井　聖子 518-0604 名張市さつき台２番町353番地5 三重県 (７)第2087 0595-65-7511 0595-65-8511 mytaisei@gmail.com ○ ○ ○ 水曜日･木曜日

19 ㈱大道建設 辻本　俊志 518-0722 名張市松崎町1428番地 三重県 (11)第1020 0595-63-7717 0595-63-9015 m.t.7717@daido-kensetsu.co.jp ○ ○ 無

20 ㈲大道住宅販売 中澤　廉幸 518-0713 名張市平尾3225-8 三重県 (４)第2593 0595-63-5430 0595-64-4104 info@daido-j-hanbai.co.jp ○ ○ 水曜日

21 ㈱テラカド 寺門　忠義 518-0432 名張市つつじが丘北2-45 三重県 (４)第2705 0595-68-6888 0595-68-6811 main@terakado.co.jp ○ ○ ○ 日曜日

22 富永不動産 富永　巖 518-0441 名張市夏見94番地9 三重県 (10)第1244 0595-63-3277 0595-64-2555 tominaga@e-net.or.jp ○ ○ ○ 水曜日

23 ㈲富永不動産 富永　修 518-0441 名張市夏見94番地 三重県 (４)第2634 0595-63-3281 0595-64-2555 tominaga@e-net.or.jp ○ ○ 水曜日

24 永尾不動産㈱ 永尾　幸雄 518-0622 名張市桔梗が丘2-4-33 三重県 (８)第1663 0595-65-5255 0595-65-6568 nagao-fu@e-net.or.jp ○ 水曜日

25 中川宅建事務所 中川　正幸 514-0819 津市高茶屋三丁目22番4号 三重県 (３)第3056 059-253-3930 059-253-3960 info@nakagawaoffice.jp ○ 水曜日・日曜日

26 中野不動産 中野　榮美子 518-0701 名張市鴻之台1-38 三重県 (６)第2178 0595-63-8923 0595-63-8925 info@nakanofudousan.jp ○ ○ ○ 水曜日

27 名張不動産㈱ 菅尾　悟 518-0713 名張市平尾2980番地の26 三重県 (15)第89 0595-63-1081 0595-64-2245 nabafudo@e-net.or.jp ○ ○ ○ 水曜日

28 ㈱パナホーム伊賀 清水　徹 518-0614 名張市美旗町池の台東６番地 三重県 (９)第1344 0595-65-2155 0595-65-2157 web@panahome-iga.co.jp ○ ○ ○ 火曜日・水曜日

29 ㈱久コーポレーション 吉岡　久一 518-0702 名張市鴻之台2番町58番地2 三重県 (１)第3238 0595-64-8800 0595-64-8807 ph-nabari.kyu@mint.ocn.ne.jp ○ ○ ○ 水曜日

30 ㈱プラネットコーポレーション　名張店 瀬戸口　篤 518-0704 名張市鴻之台４番町54番地 大臣 (５)第5479 0595-64-6381 0595-64-6382 nabari@apamanshop-fc.com ○ 水曜日
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31 ㈱丸栄建設 菊山　賢二 518-0722 名張市松崎町1440番地1 三重県 (３)第2961 0595-63-2156 0595-64-2776 m.nakajima@maruei.gr.jp ○ ○ ○ 日曜日・祝日・第２第４土曜日

32 ㈱三浦不動産 三浦　保夫 518-0481 名張市百合が丘西1番町146番地 三重県 (６)第2058 0595-61-0021 0595-61-0025 nabari@miura-re.co.jp ○ ○ ○ 水曜日

33 ㈱ミニミニ近畿　名張店 店長　橋本　直幸 518-0713 名張市平尾2989-4 大臣 (３)第6524 0595-64-0132 0595-64-8832 nabari@minimini.jp ○

34 都不動産 森川　美和子 518-0115 伊賀市比土字東賀柳2613番地 三重県 (６)第2023 0595-37-0532 0595-37-0427 ○ ○ ○

35 ㈱Ｍｉｋｅｙ・Ｈｏｍｅ 中村　弥生 518-0713 名張市平尾2977番地1 三重県 (２)第3278 0595-44-6600 0595-44-6601 mykey.home@peach.plala.or.jp ○ ○ ○ 水曜日･木曜日

36 名阪不動産 戸沢　義博 518-0625 名張市桔梗が丘5番町1街区22番地6 三重県 (５)第2488 0595-65-5108 0595-65-5570 service@meihan.ne.jp ○ ○ ○ GW、お盆、年末年始の各一週間程

37 ㈲ヤマトホーム 滝川　和幸 518-0718 名張市丸之内99番地4 三重県 (３)第2951 0595-62-1380 0595-62-1381 yamato-h@asint.jp ○ ○ ○ 水曜日

38 ㈱ユウキホーム 森　孝司 518-0643 名張市桔梗が丘西3-1-29 三重県 (４)第2571 0595-66-1555 0595-66-1556 youki-h@asint.jp ○ ○ ○ 水曜日


