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売買 賃貸借
賃貸借家
屋の管理

空き家の
管理

1 伊賀南部不動産事業協同組合 518-0702 名張市鴻之台2番町19番地 三重県 (３)第3118 64-5411 64-2142 igananbu-fj@khc.biglobe.ne.jp ○ ○
土曜日・日曜日・
祝日

不動産業、住宅管理業等を展開する地元企業の23社で
構成される協同組合で、透明性を持った事業を行います。

2 伊賀ふるさと農業協同組合 518-0820
伊賀市平野西町1-1 ライフサポート
センター内 資産管理センター

三重県 （１４）508 26-2600 26-6955 〇 祝日 地域密着・懇切丁寧お気軽にご相談ください。

3 ㈱井上和則地所 518-0701 名張市鴻之台1番町75 三重県 (３)第3097 48-6378 48-6377 info@inochan.jp ○
三重県を拠点に、古民家再生を施し、田舎暮らしのお手伝い実
績33年。年間約14～15軒のお家を取り扱っています。

4 ㈱井上不動産 518-0621 名張市桔梗が丘1番町4街区86番地 三重県 (８)第1740 65-5727 65-0735 info@inoue-f.jp ○ ○ ○
水曜日・第1、3
木曜日

5 ㈱SK不動産 518-0441 名張市夏見291 三重県 (１１)第1317 63-5226 64-4444 skfudosan@e-net.or.jp ○ ○ ○ 不定休

6 ㈱N'SERIO 518-0713 名張市平尾3147番地1 三重県 (２)第3313 44-6986 44-6987 n-serio@acp.ocn.ne.jp ○ ○ 水曜日
民間資格の古民家鑑定士がおり、築古から現在の
中古住宅まで幅広くご相談とご対応が可能です。

7 エム・ケイ住宅産業㈱ 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 66-1445 66-1446 e-mk@mk-house.co.jp ○ ○ ○ ○ 水曜日・祝日 女性スタッフ、不動産コンサルタントが対応いたします。

8 ㈲エムズエステート 518-0774 名張市希央台４番町53番地 三重県 (５)第2711 62-2221 62-2225 info@mse4u.com ○ ○ ○
水曜日又は木曜
日・他不定休

名張市・伊賀市を中心に精通することにより、
他方面からのマッチングを心がけています。
ワーケーション物件や山林・農地の売買にも対応。

9 ㈱久コーポレーション 518-0703 名張市鴻之台3番町11番地 三重県 (２)第3238 64-8800 64-8807 ph-nabari.kyu@mint.ocn.ne.jp ○ ○ ○ ○ 水曜日

10 ㈱近畿不動産販売 518-0471 名張市百合が丘東１番町17番地 三重県 (７)第2272 62-7722 62-7723 fujimatsu@kinkih.com ○ 火曜日・水曜日
名張市・伊賀市の売買に特化した不動産仲介業者です。
空き家バンクの実績もあり、販売力に自信があります。

11 ㈱コスモ 518-0713 名張市平尾2740-19 三重県 (８)第1978 63-9201 63-6401 cosmo@e-net.or.jp ○ ○ ○ 水曜日

12 ㈲古民家再生 518-0036 伊賀市法花2254 三重県 (３)第3019 20-1263 20-1370 kominka@ict.ne.jp ○ ○ 火曜日
田舎暮らしを希望されている、お客様のニーズに応えた
土地・建物を提供する田舎暮らし専門の不動産屋です！

13 ㈱サングリーン 518-0752 名張市蔵持町原出1699 三重県 (７)第2177 63-8950 63-8970 estate@sungreen.info ○ ○ ○ ○ 水曜日 コツコツ真面目に！

14 ㈱サンシホームサービス 518-0433 名張市つつじが丘北3番町81番地2 三重県 (２)第3364 48-7134 48-7135 akiya0@sansi34.com ○ ○ ○ ○ 火曜日・水曜日
空家の維持管理、空家の困り事は全てお任せ。
女性ならではのきめ細やかな対応が大変喜ばれております。

15 三和ハウス販売㈱ 518-0622 名張市桔梗が丘2番町2街区7番地 三重県 (1４)第465 65-1586 65-1587 sanwa-h@e-net.or.jp ○ ○ 日曜日
より迅速に・より安心取引に・不動産の取引を通じて、
地域社会への貢献を目指しております。

16 ㈱ジーエスホーム 518-0701
名張市鴻之台1番町48番地1
ヤマタケビル3F

三重県 (６)第2321 64-7112 64-7113 ○ ○ ○ 日曜日

17 ㈲ＧＮクリエイト 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 ○ ○ ○ 日曜日
不動産と建設業を行っているので、ご要望があれば、
空き家のリフォーム提案等をさせていただきます。

18 ㈲住まいるホーム 518-0835 伊賀市緑ヶ丘南町4012-3 三重県 (４)第2819 26-7630 26-7631 sumairu@joy.ocn.ne.jp ○ ○ ○ ○ 水曜日
不動産に関することなら当社にお任せ下さい。
親切・丁寧に対応させて頂きます。

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

20 ㈱大道建設 518-0722 名張市松崎町1428番地 三重県 (1２)第1020 63-7717 63-9015
m.t.7717@daido-
kensetsu.co.jp

○ ○

21 ㈲大道住宅販売 518-0713 名張市平尾3225-8 三重県 (５)第2593 63-5430 64-4104 info@daido-j-hanbai.co.jp ○ ○ 水曜日
名張駅前(西口)に店舗がございます。
物件の買取りも致します。

22
㈱賃貸メイトエイブルネットワーク
名張中央店

518-0441 名張市夏見99-1 三重県 (５)第2522 41-0808 41-1818 c-mate20@chintai-m.net ○ ○ ○ ○ ○ 水曜日
県下20店舗の賃貸ネットワーク、
借上査定も無料でお受け致します。

23 ㈱テラカド 518-0432 名張市つつじが丘北2-45 三重県 (５)第2705 68-6810 68-6811 main@terakado.co.jp ○ ○ ○ 日曜日
購入後のお住まいのリフォームに関しても内部だけでなく、
外部の駐車場増設工事等も承っております。

24 富永不動産 518-0441 名張市夏見94番地9 三重県 (1１)第1244 63-3277 64-2555 tominaga@e-net.or.jp ○ ○
水曜日・年末年
始・お盆時期

団地内除草、低木枝切り

25 ㈲富永不動産 518-0441 名張市夏見94番地 三重県 (５)第2634 63-3281 64-2555 tominaga@e-net.or.jp ○ ○
水曜日・年末年
始・お盆時期

団地内除草、低木枝切り

取扱い内容
オンライン対応 休業日

セールスポイント
（強み）

名張市空き家バンク　媒介協力事業者一覧（あいうえお順）

協力事業者名 郵便番号 所在地 免許番号 電話番号 FAX番号 E-mailアドレス
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名張市空き家バンク　媒介協力事業者一覧（あいうえお順）
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26 （株）TRUST.Y 518-0622 名張市桔梗が丘2-2-1大薮第8ビル 三重県 (３)第3202 66-3838 66-3839 01@trust-y.jp ○ ○ ○ 水曜日 仲介にて売り出し、売却できない場合の買取保証制度あり。

27 永尾不動産㈱ 518-0622 名張市桔梗が丘2-4-33 三重県 (９)第1663 65-5255 65-6568 nagao-fu@e-net.or.jp ○ ○ 火曜日・水曜日

28 中川宅建事務所 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
弊社は、中山間地域の田舎暮らし物件を主に
取り扱っております。どうぞよろしくお願いいたします。

29 中野不動産 518-0701 名張市鴻之台1-38 三重県 (７)第2178 63-8923 63-8925 info@nakanofudousan.jp ○ ○ ○ 水曜日
「親切・安心」をモットーに、きめ細かいサービスを
心がけています。誠心誠意対応させて頂きます。

30 名張不動産㈱ 518-0713 名張市平尾2980番地の26 三重県 (1６)第89 63-1081 64-2245 nabafudo@e-net.or.jp ○ ○ ○
水曜日･土日祝
日

昭和39年創業より現在も、地元を中心に
信頼の物件を紹介しております。

31 ㈱パナホーム伊賀 518-0614 名張市美旗町池の台東６番地 三重県 (１０)第1344 65-2155 65-2157 web@panahome-iga.co.jp ○ ○ 火曜日・水曜日

32 有限会社ハフラ 518-0628 名張市桔梗が丘8-1-1-17 三重県 （４）第2767 67-1212 67-1213 info@hflco.jp 〇 〇 水曜日 住まいのことなら何でもご相談ください。

33 ひらの不動産 518-0602 名張市東田原3368 三重県 （１）第3459 41-0028 48-7813 soudan@hirano-shoshi.com 〇 相続から不動産の売却まで全ておまかせください。

34 （株）広島工務店 518-0603 名張市西原町2605番地 三重県 (8)第1784 65-3040 65-3440 hirosima@e-net.or.jp ○ ○ ○ ○
第2、4、5土曜
日・日祝

工務店の立場から、建物への的確なアドバイスや
修繕を不動産業と一貫してお受けいたします。

35
㈱プラネットコーポレーション
名張店

518-0704 名張市鴻之台４番町54番地 三重県 (１)第3605 64-6381 64-6382 nabari@apamanshop-fc.com ○ ○ 水曜日 居住用賃貸に特化したノウハウや客付力。

36 ホームステーション鈴鹿店 513-0012 鈴鹿市石薬師町2378番地の2 三重県 (２)第3294
059-395-
6533

059-395-
6535

info@homestation.company ○ ○ ○ ○ 水曜日
不動産管理及び不動産仲介業務を行っております。
買い取りも積極的にしておりますので御気軽にご相談下さい。

37 ㈱丸栄建設 518-0722 名張市松崎町1440番地1 三重県 (３)第2961 63-2155 64-2776 t.kikuyama@maruei.gr.jp ○ ○
第2、3、4土曜
日・日曜日・祝日

38 ㈱三浦不動産 518-0481 名張市百合が丘西1番町146番地 三重県 (７)第2058 61-0021 61-0025 nabari@miura-re.co.jp ○ ○ ○ 水曜日

39 都不動産 518-0115 伊賀市比土字東賀柳2613番地 三重県 (７)第2023 37-0532 37-0427 miyako370532@yahoo.co.jp ○ ○ ○ 不定休
移住・住みかえ支援機構に協賛し、マイホーム
借上げ制度を導入しています。ご相談ください。

40 ㈱Ｍｉｋｅｙ・Ｈｏｍｅ 518-0713 名張市平尾2977番地1 三重県 (２)第3278 44-6600 44-6601 mykey.home@peach.plala.or.jp ○ ○ ○
水曜日･木曜日・
年末年始・GW・
お盆

女性の接客、連絡を頂ければ時間外及び休日での対応可能。

41 名阪不動産 518-0625
名張市桔梗が丘5番町1街区22番地
6

三重県 (６)第2488 65-5108 65-5570 service@meihan.ne.jp ○ ○ ○ 水曜日 ガンバリます！

42 ㈲ヤマトホーム 518-0718 名張市丸之内99番地4 三重県 (４)第2951 62-1380 62-1381 yamato-h@asint.jp ○ ○ ○ ○ 火曜日・水曜日
地元名張で不動産業40年の安心・安全に心掛け、お客様一人一
人とお付合いを心掛けています。

43 ㈱ユウキホーム 518-0643 名張市桔梗が丘西3-1-29 三重県 (５)第2571 66-1555 66-1556 youki-h@asint.jp ○ ○ ○ ○ 火曜日・水曜日
お客様のニーズにきめ細かく対応、不動産関連のあらゆる
問題に対し、お客様にご満足頂けるように努めます。
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