業者名

住所

電話番号

FAX番号

HP

特徴

北海道
新企画

北海道函館市東山町146-244

0138-31-7471

0138-31-7471

http://www6.ncv.ne.jp/~bigsiki/

七飯町、鹿部町、森町、函館市で、中古住宅を中心に別荘、分譲地、未造成地を
扱う。

㈲大道開発

北海道川上郡弟子屈町美里4-211

015-482-1718

015-482-5501

http://www.daidou.net/

弟子屈町とその周辺で、温泉付き分譲地を中心に、中古住宅、別荘、未造成地を
扱う。

㈲タイセイグループ不動産部

北海道旭川市東2条4-2-7

0166-22-7566

0166-22-7567

http://www.ta-group.co.jp/

旭川市を中心とした上川支庁で、建築と菜園用地を確保した山林分譲地が得意。
中古住宅や農家も扱う。

丸富建設㈱不動産部

北海道旭川市新星町1043

0166-27-0567

0166-25-5309

㈱ちえん

北海道帯広市西15条南14-1-11

0155-36-2477

0155-33-5466

http://www.chien.co.jp/

十勝支庁の全域で、新築・中古住宅、別荘、農家、ペンションを扱う。

㈱鈴蘭不動産

北海道帯広市西1条南19丁目8-1

0155-23-6415

0155-25-6464

http://www.suzuran-fudosan.com/

十勝支庁の全域で、未造成地、分譲地、農家、別荘を扱う。特に町単位の広大な
土地が魅力。

㈱北都

北海道石狩市厚田区聚富126-111 0133-66-3741

0133-66-4640

http://hokuto-saien.com/

石狩市厚田区で、日本海を望む「アートヒルズ厚田」別荘地内の中古別荘を扱う。

0138-44-6688

0138-44-6677

網走市で新築と分譲地を扱う

大和ハウス工業㈱函館支店

旭川市とその周辺で、まとまった広さの山林を扱うほか、新築や農家も。

㈱早水組

北海道網走市南2条西5丁目1-1

0152-61-1181

0152-44-3752

http://www.hh.kk-hayamizu.co.jp/

㈱エス・ティー・ケー

北海道札幌市豊平区西岡１条3丁
目2-16

011-855-8008

011-855-8007

http://www.stk-group.co.jp

㈱葵トレーディング

北海道札幌市清田区清田３条１丁
011-886-5000
目4-10-2ダイアム葵ビル

011-886-2000

http://www.aoi-td.co.jp/

㈲アベイル

北海道札幌市厚別区厚別北一条2011-892-6855
8-1

011-892-1727

http://www.avail-fudosan.com/

キャピタル・ゼンリン㈱

北海道帯広市大通南13丁目5ぜん
0155-22-3078
りんビル２F

0155-22-7602

http://www.zenrin.ne.jp

帯広市を中心としたその周辺地域で、中古住宅、別荘、未造成地、賃貸物件を扱
う。

㈱とうせい

北海道旭川市宮下通22丁目左10
号

0166-39-3032

http://to-sei-fudousan.co.jp/

旭川市でほぼほとんどの物件を扱う。

0166-33-2502

岩手県
大和ハウス工業㈱岩手支店森林住
宅営業所

岩手県盛岡市向中野2-1-1

019-634-1180

019-634-1649

http://www.daiwahouse.co.jp/shinrin/hac 「ロイヤルシティ八幡平リゾート」内で、新築・中古住宅、別荘、分譲地を扱い、中に
himantai/
は温泉付きの物件もある。

エステート西花巻㈲

岩手県花巻市西大通り2-16-19

0198-23-2320

0198-23-0887

http://e-nishihana.com/

イー・ライフ

岩手県奥州市水沢区字川端180-1 0197-47-3886

0197-34-2787

http://www.elife-co.com

奥州市を中心したその周辺地域で、ほぼすべての物件を扱う。

宮城県
高砂住宅販売㈱

宮城県亘理郡山元町山寺字新清
水34

0223-37-5331

0223-37-5332

http://www.takasagojuuhan.co.jp/

県内の南部、福島県の北部で、中古住宅、農家、別荘、分譲地を扱う。特に中古
住宅はリフォームしての引き渡しが多い。

大和ハウス工業㈱仙台森林住宅営
業所

宮城県仙台市泉区中央3-8-1

022-375-7615

022-375-3595

http://www.daiwahouse.co.jp/shinrin/zao 「ロイヤルシティ宮城蔵王リゾート」内で、新築・中古住宅、土地を扱い、中には温
/
泉付きの物件もある。

㈱セイコーリバース

宮城県仙台市泉区泉ヶ丘5-12-26

022-771-5083

022-771-5085

県内の北部で、中古住宅、別荘、農地を扱う。観光名所の松島から物件が出るこ
とも。

山形県
㈲置賜総合不動産

山形県米沢市徳町8-9-7

0238-21-5827

0238-21-5823

http://www.okitama-sogo.co.jp

米沢市で中古住宅や古民家を扱う。

㈱渡部工業

山形県鶴岡市羽黒町荒川字西田5
0235-62-4203
2-3

0235-62-4213

http://www.kominka.co.jp/

県内で中古住宅、古民家、分譲地を扱う。

福島県
みんなの森協同組合

福島県南会津郡只見町大字楢戸
字椿61

0241-82-2945

0241-82-2943

http://www.h4.dion.ne.jp/~tadami/

只見町とその周辺で、農家、別荘、中古住宅、分譲地、未造成地を扱う。土地は坪
１万円のものが多い。

㈱都路林産開発

福島県田村市都路町古道字芹ケ沢
0247-75-3333
63-7

024-925-7877

http://www.ahahaohoho.com/

阿武隈山系一帯で、新築・中古住宅、農家、古民家、別荘、店舗、農地、未造成地
を扱う。

福島環境整備㈱

福島県郡山市久留米6-2-5

024-953-5424

024-953-5423

http://www.fukushima-g.co.jp/

県内全域と栃木県の那須エリアで、新築・中古住宅、農家、別荘、ログ、分譲地、
未造成地を扱う。

ふるさと仲人スクラム花と緑の会

福島県田村郡小野町大字上羽出
庭字馬場129

0247-72-4118

0247-72-4118

県内の南部と中部で、中古住宅、農家、店舗、別荘、農地、未造成地を扱い、土地
は１町歩を超えるものも。

㈱いわき土地建物

福島県いわき市小島町2-7-5

0246-27-0331

0246-27-0771

㈲武田産業

福島県会津若松市白虎町27

0242-22-1841

0242-32-0724

会津若松市内を中心に会津地方で、中古住宅、農家、古民家、別荘、ペンション、
分譲地、賃貸物件を扱う。

総合不動産㈱

福島県会津若松市天寧寺町5-18

0242-28-8655

0242-36-5833

福島県の会津若松市と喜多方市、山形県の米沢市で中古住宅、別荘、店舗、分
譲地、未造成地、貸家、貸アパートを扱う。

㈱石原不動産

福島県喜多方市熱塩加納町熱塩
字舞代田丙617-1

0241-23-7277

0241-23-7278

http://www.iwaki-tt.co.jp/

http://akabeko-re.com

いわき市で、中古住宅、貸アパートを扱う。

会津地方と山形県の米沢市で中古住宅、古民家、別荘、ペンション、店舗を扱う。

茨城県
㈱住研企画

茨城県常陸大宮市中富町3101-60 0295-53-2255

0295-53-6600

http://www.jyuken-k.jp/

茨城県の中部から北部全域にかけて、中古住宅、古民家、別荘、分譲地、未造成
地を扱う。

㈱若葉ライフ

茨城県石岡市高浜810-1

0299-26-8239

0299-26-8246

http://wakabalife.web.fc2.com/

県内のほぼ全域と福島県の南部、栃木県の茂木町で、中古住宅、農家、古民家、
別荘、農地を扱う。

㈲東栄

茨城県石岡市石岡13457-15

0299-23-3902

0299-23-3919

http://www.toei-home.co.jp/

県内のほぼ全域で、土地が広めの中古住宅、農家、古民家、別荘を扱う。

㈲三共地所財管

茨城県行方市山田2988-1

0291-35-3307

0291-35-1775

http://www3.ocn.ne.jp/~hurusato/

県内の南部と千葉県の北部で、新築・中古住宅、農家、古民家、別荘、分譲地、農
地を扱う。新築は古民家風のものが得意。

㈱鹿東商事

茨城県鉾田市上沢1026-20

0291-39-2420

0291-39-3041

松下地所ホーム㈱

茨城県鉾田市大蔵1488-1

0291-39-7541

0291-39-5081

http://www.folkland.biz/

鹿嶋市、鉾田市、神栖市で、新築・中古住宅、古民家、別荘、貸家、分譲地を扱う
。中古住宅は改装済みのものが多い。

㈲ライフ

茨城県鹿嶋市荒井572-1

0299-69-6999

0299-69-8999

http://www.inakalife.co.jp/

鹿嶋市、鉾田市で、新築・中古住宅を扱う。

㈲箕輪住宅

茨城県鉾田市箕輪2975-1

0291-37-3385

0291-37-3364

㈲ダイケン

茨城県鉾田市烟田1213-103

0291-34-7211

0291-32-5121

http://daiken-hokota.sakura.ne.jp/

鹿嶋市、鉾田市で、別荘、中古住宅を扱う。

大和ハウジング㈱

茨城県鹿嶋市荒野1533-179

0120-088-548

0299-69-8101

http://www.daiwa-housing.jp/

鹿嶋市の旧大野村とその周辺で、1000万円前後の新築住宅の販売を主とし、中
古住宅、別荘、分譲地も扱う。

鹿嶋市と鉾田市で、新築・中古住宅、古民家、別荘を扱う。

笠間市とその周辺で、新築・中古住宅、農家、別荘、店舗、賃貸物件を扱う。自社
管理の分譲地もある。

香陵住販㈱

茨城県那珂郡東海村舟石川駅西2
029-306-0200
丁目6-11

029-306-0203

http://koryo-j.co.jp/

県内全域で、新築・中古住宅、古民家、別荘、店舗、分譲地、未造成地を扱う。

㈱セントラルエステート

茨城県小美玉市中台164-2

0299-47-0541

0299-47-0124

http://www.central-estate.co.jp/

小美玉市、鉾田市、笠間市で、新築、別荘、分譲地、未造成地、賃貸物件を扱う。
そのほとんどが自社物件。

オーシャンリアルティー㈱

茨城県鉾田市安塚669-5

0291-33-5000

0291-32-6348

http://oceanrealty.jp/

鉾田市と鹿嶋市を中心に新築、中古住宅、別荘、分譲地を扱う。

宮中グリーンホーム

茨城県鹿嶋市和818-12

0120-77-4170

0299-69-5223

http://www.miyanaka.co.jp/

鹿嶋市と鉾田市を中心に新築、中古住宅、店舗、分譲地を扱い、見学会も開催。

㈲ビジョン

茨城県鉾田市梶山1983

0291-39-8331

0291-39-7028

http://www.vision-et.com/

県内と周辺地域で、新築、中古住宅、農家、古民家、別荘、分譲地、農地、未造成
地を扱う。

栃木県
㈲水上ハウジング

栃木県那須烏山市志鳥1399

0287-88-8080

0287-88-9955

http://mizukami-h.com/

県内の東部、中部、北部で、広めの未造成地をメインに、中古住宅、農家、古民家
、別荘、店舗、分譲地、農地を扱う。

㈲那須グリーンエステート

栃木県那須郡馬頭町小口1733-9

0287-92-7077

0287-92-7078

http://www2.ocn.ne.jp/~nasuge/

那珂川町とその周辺で、中古住宅、農家、古民家、別荘、農地、未造成地を扱う。

㈱セイユウリゾート

栃木県那須郡那須町高久丙1-305 0287-78-6668

0287-78-6669

http://www.resort-nasu.com/

那須塩原市、那須町で、分譲地、未造成地を扱う。中には温泉の引き湯が可能な
物件もある。

㈲ニッセキ住宅

栃木県那須塩原市錦町5-8

0287-62-9039

0287-62-9059

http://www.nsk-jtk.com/

県内の北部、福島県の南部で、まとまった広い土地を中心に、新築・中古住宅、農
家、古民家、別荘、分譲地を扱う。

㈲興和不動産

栃木県矢板市富田535-6

0287-44-3371

0287-44-3375

http://dell2400s.nas.ne.jp/usr/kouwa/

矢板市とその周辺で、中古住宅、農家、古民家を扱う。

下野産業㈱

栃木県那須郡那須町高久甲45890287-64-2062
25

0287-63-9411

http://www6.ocn.ne.jp/~simotuke/

那須塩原市、那須町、福島県の南部で、自社掘削による温泉付き分譲地を販売。
新築・中古住宅、別荘も扱う。

㈱三星商事

栃木県矢板市扇町2-2-1

0287-43-2483

0287-44-0855

http://www.mituboshi.cc/

県内全域で、新築・中古住宅、農家、古民家を扱い、なかでも「矢板コリーナ」分譲
地の物件が多い。

北央総業㈱

栃木県那須郡那須町大字高久丙
白川道下1185-66

0287-76-1740

0287-76-1741

㈱サンハウス

栃木県那須塩原市槻沢344-3

0287-36-8036

0287-36-5281

http://www.nasu-sunhouse.co.jp/

那須塩原市、那須町で、新築・中古住宅、別荘を扱う。

那須高原中古別荘センター㈱

栃木県那須郡那須町大字高久乙5
0287-78-7076
93-145

0287-69-6631

http://www.nasu-life.com/

那須塩原市と那須町で、中古住宅、別荘、ペンション、店舗を扱う。

那須塩原市、那須町、福島県の南部で、新築・中古住宅、農家、別荘、店舗、分譲
地、未造成地、農地を扱う。

リユース・ホーム㈱

栃木県宇都宮市今泉町2995-1

028-662-3939

028-662-3944

http://www.reusehome.co.jp/

福島、茨城、栃木で、100坪以上の土地を主とし、新築、中古住宅、古民家、別荘、
分譲地を扱う。

創意工房

栃木県矢板市高塩650

0287-43-6055

0287-43-6055

http://www.soikobo.com/estate/

県内全域で、中古住宅、農家、古民家、別荘、ペンション、店舗、農地を扱う。

㈲那須造園

栃木県那須郡那須町高久乙29050287-62-9022
25

0287-62-9024

http://www.nasuzouen.jp/

那須町で新築、中古住宅、農家、古民家、別荘、分譲地、農地、未造成地を扱う。

イエステーション宇都宮店

栃木県宇都宮市泉が丘6-3-25

028-662-9921

http://www.utsunomiya1.co.jp/

宇都宮市で中古住宅や別荘を扱う。

028-662-1021

群馬県
たつの土地建物

群馬県渋川市赤城町津久田10516

0279-56-3544

0279-56-8947

斉藤不動産㈱

群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢
町763-4

0279-75-6111

0279-75-4121

中澤不動産

群馬県吾妻郡高山村尻高4468160

0279-63-2922

0279-63-2924

吾妻郡内、沼田市で、中古住宅、別荘、山林を扱う。売家は榛名山や子持山が見
える物件が多い。

ライフクリエートほくとう

群馬県沼田市利根町高戸谷15

0278-56-3760

0278-56-3230

県内の貸家、中古住宅、農家、古民家、貸地を扱い、貸家は月３万5000円からが
多く、古民家もある。

丸栄建設㈱

群馬県吾妻郡長野原町大字北軽
井沢1988-1049

0279-80-5670

0279-84-1237

http://www.maruei-art.co.jp/

長野原町、嬬恋村、長野県の軽井沢町のリゾート物件を中心に扱う。

群馬ハウジング㈱

群馬県みどり市大間々町上神梅65
0277-73-5002
9

0277-73-2226

http://www5.wind.ne.jp/romand/

みどり市と桐生市にまたがる「赤城ロマンド」分譲地内の土地と中古住宅、別荘を
販売。

コーポレーション宮澤

群馬県沼田市東原新町1542-16

0278-20-1010

0278-20-1212

http://c-miyazawa.com/

沼田市や利根郡で中古住宅の売買や賃貸を扱う。

代栄商事㈱

群馬県前橋市青柳町200-5

027-232-4476

027-234-8352

http://daiekk.com/

前橋市周辺の中古住宅や軽井沢町の別荘地を取り扱う。

㈱冨士開発

群馬県渋川市石原149-1

0279-23-7877

0279-23-7664

http://www.fujikaihatu.co.jp/

前橋市、高崎市、渋川市、沼田市、北群馬郡、吾妻郡で、新築、中古住宅、古民家
、店舗、分譲地、未造成地、貸家、貸しアパート、貸地、貸マンションを扱う。

渋川市とその周辺で、中古住宅、農家、分譲地、農地、貸家を扱う。

http://www5.wind.ne.jp/Saifu/

吾妻郡内、高崎市、前橋市で、山林を中心に、中古住宅、店舗、工場、別荘、賃貸
物件、農地を扱う。

埼玉県
春田産業㈱

埼玉県飯能市飯能303-1 2F

042-974-1070

042-974-3205

http://www.haruta.co.jp/

飯能市の名栗川沿いをメインに、日高市、越生町で、新築・中古住宅、古民家、店
舗、分譲地、未造成地、農地を扱う。

㈲齋賀設計工務

埼玉県日高市原宿773-1

042-989-2100

042-989-2277

http://tnp-saitamanishi.com/

日高市で、在来工法の新築住宅をメインに、分譲地も扱う。

㈱さくらホーム

埼玉県日高市高萩618-1

042-989-3776

042-989-3798

埼玉開発㈱

埼玉県日高市高麗川2-1-14

042-985-3123

042-985-3127

http://www.saitamakaihatu.co.jp/

藤和ホーム㈱

埼玉県日高市猿田37-4

042-985-3325

042-985-0667

http://www.towa-hm.co.jp/

㈱おちあい不動産

埼玉県秩父郡長瀞町本野上245-1 0494-66-2024

0494-66-1009

http://www.ochiai-fudosan.co.jp/

日高市とその周辺地域で、中古住宅、農家、古民家、別荘、分譲地を扱う。

日高市で新築、中古住宅、分譲地、農地、未造成地、貸家を扱う。

秩父郡一帯で、新築、中古住宅、農家、古民家、別荘、分譲地、農地、未造成地、
貸家、貸しアパートを扱う。

千葉県
㈲渡邉土地建物

千葉県いすみ市岬町江場土544

0470-87-7799

0470-87-7798

http://watanabe.noor.jp/

鴨川市からいすみ市、長生郡で、ほぼすべての物件を扱う。イベントを通して購入
者との交流を図っている。

㈲スズヒロ

千葉県匝瑳市八日市場ホ-761-3

0479-72-3261

0479-72-2961

http://www.suzuhiro.info/

匝瑳市とその周辺で、新築・中古住宅、農家、古民家、別荘、分譲地、農地、未造
成地を扱う。

㈱新清ハイツ

千葉県いすみ市弥正267-4

0470-86-4590

0470-86-4593

http://www.sinsei-heights.com/

県内全域で、ほぼすべての物件を扱う。新築住宅は内部を古民家風にしたものが
得意。

鋸南不動産㈱

千葉県安房郡鋸南町大六116

0470-55-4375

0470-55-4376

http://www.kyonan.co.jp/

南房総の全域で、賃貸物件を含むすべての物件を扱う。町中の生活の便がいいと
ころから、海が見えるところまで、多種多様。

㈱カトリ

千葉県香取市大倉2323

0478-57-3121

0478-57-3232

㈲御宿住販

千葉県夷隅郡御宿町須賀450

0470-68-3111

0470-68-4754

しろとり不動産㈲

千葉県成田市水の上961-45

0476-36-8700

0476-36-8711

㈲マイハウス

千葉県館山市那古795-7

0470-27-3556

0470-27-3557

http://www5a.biglobe.ne.jp/~my-house/

南房総の全域で、中古住宅、未造成地を扱う。

田舎家トレード

千葉県八千代市島田台1106

047-488-5621

047-488-5623

http://www.inaka-gurashi.com/

岩手・宮城・福島県で、農家、古民家、別荘、中古住宅を扱う。中には就農条件を
満たす物件も多々ある。

香取市、成田市、銚子市、茨城県の稲敷市で、農家、中古住宅、未造成地を扱う。

http://www.onjukujuhan.com/

御宿町で、未造成地と農地を扱う。

富里市とその周辺で、農家、中古住宅、未造成地を扱う。

㈲日栄

千葉県勝浦市新宮1441-34

0470-73-0090

0470-73-7194

㈲フジ不動産

千葉県いすみ市岬町江場土4491-1 0470-87-2234

0470-87-3339

㈱長生ＳＵＮ

千葉県茂原市長尾2690-6

0475-25-5575

0475-25-5574

http://www.chosei-h.jp/

南房総の全域で、中古住宅、古民家、別荘、店舗、貸家、貸アパートを扱う。

東和不動産㈱

千葉県鴨川市太海1834-3

04-7093-0577

04-7093-2367

http://www.touwafudousan.co.jp/

鴨川市を拠点に、南房総市と館山市で、海に近く、海の見える物件を中心に扱う。

㈲楓設計

千葉県東金市宿1379

0120-58-7305

0475-58-2300

http://www.kaede58.com/

一宮町から山武市まで、売家を中心に扱い、中古住宅は改装しての引き渡しが多
い。

㈱協和土地建物

千葉県茂原市東部台2-10-2

0475-25-3635

0475-26-2231

http://www.kyowa-housing.co.jp/

外房全域で、賃貸物件を含む、すべての物件を扱う。

千葉相互㈱

千葉県南房総市久枝302

0470-57-4090

0470-57-2494

http://chb-sogo.awa.jp/

内房と南房総市の里山を中心に、未造成地、農家、別荘を扱う。町中では貸家・ア
パートも扱う。

国吉屋不動産㈱

千葉県いすみ市大原町日在2410

0470-62-4141

0470-63-1333

http://www.kuniyoshiya.co.jp/

勝浦市から大網白里町まで、海辺と田園を中心に、ほぼすべての物件を扱う。

外房の家㈱

千葉県いすみ市岬町江場土524-1 0470-87-7397

0470-87-7396

http://www.sotobo-ie.net/

いすみ市、勝浦市、御宿町、長生郡で、新築・中古住宅、農家、別荘、分譲地、農
地、未造成地を扱う。

ダイエー住販㈲

千葉県成田市桜田1064-7

0476-73-4111

0476-73-6054

http://www.daieizyuuhan.com/

県内の北部および茨城県の南部で、新築・中古住宅、農家、分譲地、農地を扱う。

㈱フジホーム

千葉県長生郡長生村七井土15290475-44-4731
1

0475-44-4732

房総半島一帯で、賃貸物件を除く、ほとんどの物件を扱う。

㈱興栄ハウジング

千葉県旭市イ2870-1

0479-63-5522

0479-63-7995

旭市とその周辺で、新築・中古住宅、店舗、分譲地、農地、賃貸物件を扱う。

ホームプラザアドヴァンス

千葉県木更津市請西南3-1-3

0438-38-0146

0438-38-0147

http://www.adovance-kazusa.co.jp/

県内全域で、ほぼすべての種別の物件を扱い、中古の建物はリフォーム後に販売
している。

㈱太陽

千葉県夷隅郡御宿町浜529

0470-68-4545

0470-68-4540

http://www.onjuku-taiyo.net/

内房と外房で、中古住宅、古民家、別荘、ペンション、店舗、分譲地、賃貸物件を
扱う。

イエステーション館山店

千葉県館山市北条2214-2

0470-29-5209

0470-28-5948

http://fudo.ueno-group.com/

館山市南部と南房総市白浜町の里山や海の近くで、農家、古民家、農地、未造成
地、賃貸物件を扱う。

㈲南海不動産

千葉県いすみ市岬町三門1857-2

0120-4331-39

0470-87-5574

http://www.nankai-fudosan.co.jp/

いすみ市を中心に茂原市、一宮町、勝浦市などで、土地が100坪以上の新築、中
古住宅、農家、古民家、別荘、分譲地、農地を扱う。

㈲翼ハウジング

千葉県香取市八日市場172

0478-83-1680

0478-83-0860

御宿土地㈱

千葉県いすみ市日在1575-2

0470-62-3611

0470-63-1035

http://www.nichiei.net/

勝浦市とその周辺で、中古住宅、別荘、貸家、分譲地、未造成地を扱う。

いすみ市で、新築・中古住宅、分譲地、農地、貸アパートを扱う。

香取市や香取郡で中古住宅を扱う。

http://www.onjuku.co.jp/

鴨川市から茂原市にかけての海辺で、新築、中古住宅、農家、別荘、分譲地、農
地、貸家、貸アパートを扱う。

㈲ニューカワトウ不動産

千葉県鴨川市横渚975-12

04-7093-0806

04-7093-1830

http://www.newkawatou-kamogawa.jp/

館山市、南房総市、鴨川市、勝浦市で新築、中古住宅、農家、古民家、別荘、ペン
ション、店舗、分譲地、農地、未造成地、貸家、貸アパート、貸マンションを扱う。

㈱玉川工産

千葉県茂原市早野1071-1

0475-22-5118

0475-24-7581

http://www.tamagawa-k.co.jp/

茂原市、いすみ市、長生郡、夷隅郡で、新築、中古住宅、別荘、店舗、分譲地を扱
う。

品川地所㈱

千葉県いすみ市大原8748-5

0470-62-4122

0470-62-4022

http://shinagawazisyo.co.jp/

いすみ市、大多喜町、御宿町、勝浦市、鴨川市で、賃貸物件を含むすべての物件
を扱う。

㈱東昭開発

千葉県いすみ市日在2133-2

0470-63-1580

0470-63-0683

http://toshok.jp/

いすみ市、茂原市、夷隅郡、長生郡などで、すべての物件を扱う。

㈲日栄不動産

千葉県茂原市法目1020-19

0475-34-1074

0475-34-1177

http://nichiei-f.cbiz.co.jp/

千葉県と茨城県の中古住宅と分譲地を扱う。

SEIKEI住宅㈱

千葉県館山市上真倉2396-3

0470-24-0030

0470-24-0050

http://www.seikei-j.jp/

南房総で、新築、中古住宅、農家、古民家、別荘、分譲地、農地、未造成地を扱う
。

㈱アルファ

千葉県成田市御所の内18-8

0476-24-5828

0476-24-1889

http://www.alpha-a.jp/

成田市周辺と茨城県稲敷市で、中古住宅と分譲地を扱う。

㈱香里風

千葉県いすみ市岬町江場土4504

0470-80-3888

0470-87-3339

http://karibu-home.com/

千葉県全域で新築、中古住宅、農家、古民家、別荘、分譲地、農地、未造成地、貸
家、貸しアパートを扱う。

㈱アースワーク

千葉県夷隅郡大多喜町横山680-1 0470-82-5777

0470-82-5666

http://www.earthworks.jp/

大多喜町を中心とする房総半島で、中古住宅、農家、古民家、別荘、店舗、分譲
地、農地、未造成地、貸家、貸アパートを扱う。

㈲フィールド

千葉県野田市みずき4-5-6

04-7120-1222

04-7120-1225

茨城県北茨城市を中心とし、ほかに東京都、千葉県、埼玉県で、新築、中古住宅、
農家、別荘、分譲地を扱う。

東京都
ふるさと情報館

東京都新宿区四谷212まつもとビル5F

03-3351-5601

03-3351-5606

http://www.furusato-net.co.jp/

全国で、賃貸物件を除く、ほとんどの物件を扱う。

東拓建設㈱

東京都豊島区池袋2-5414東拓ビル

03-3981-6051

03-3981-6179

http://www.totaku.com/

千葉全域で、自社開発の分譲地販売を主とし、中古住宅や農家を扱い、神奈川県
の箱根町や長野県の軽井沢町ではリゾート物件も。

㈱グリーンピア・リゾート

東京都新宿区西新宿4-1-10

03-3374-4071

03-3374-4069

http://www.greenpia.jp/

栃木県の那須塩原市、那須町、山梨県の北杜市、鳴沢村で、中古住宅、別荘をメ
インに扱う。中には温泉付きの物件もあり。

㈲高昇プランニング

東京都八王子市東中野2408ボナール1FB号

042-679-4958

042-679-4966

http://www7b.biglobe.ne.jp/~kousyou/

栃木県の日光市で、分譲地を扱う。

日本マウント㈱

東京都品川区平塚2-58五反田ミカドビル3F

03-6451-3960

03-6451-3961

http://resort-bukken.com/

茨城県の鹿嶋市、栃木県の那須塩原市、那須町、長野県で、中古住宅、別荘、農
家を扱う。

㈱bond

東京都渋谷区南平台町15-15

03-6416-9833

03-6416-9834

マウイ㈱

東京都千代田区有楽町2-101交通会館6F608号

03-6268-0701

03-6268-0714

㈲ナガサカ商会

東京都港区浜松町、1-11-7

03-5400-2251

03-5400-2253

㈱アット・住宅

東京都国分寺市西元町2-1526 1F

042-322-4606

042-322-4609

http://at-residential.com/

山梨県北杜市で別荘を扱う。

㈱東京リビング

東京都国立市富士見台1-12-16

042-501-9366

042-572-0506

http://tokyo-k-living.jp/

都内は国立市、調布市、府中市、神奈川県では真鶴町と湯河原町、石川県でも新
築や中古住宅を扱う。

Century21金子不動産㈱

東京都八王子市めじろ台1-9-1

042-665-2100

042-664-4400

http://online-realty.jp/

相模原市緑区で新築と分譲地を扱う。

たから不動産事務所

東京都あきる野市舘谷223-10 2F

042-596-0805

042-519-9133

http://www.takara-home.jp/

あきる野市、八王子市、日の出町、檜原村で、新築、中古住宅、農家、古民家、別
荘、ペンション、店舗、農地、貸家、貸しアパート、貸地、貸しマンションを扱う。

㈲アイリス

東京都足立区千住3-38

03-3888-5536

03-3888-4450

ナチュラル・エナジー・ソリューション
㈱

東京都渋谷区道玄坂1-153プリメーラ道玄坂6F

03-6416-4961

03-6416-4962

http://www.natural-energy.co.jp

長野県を中心に中部、東海、関東地区で、古民家、農家、中古住宅を扱う。

ケイアイ不動産鑑定㈱

東京都千代田区神田淡路町2-4-6 03-3253-7110

03-3253-2840

http://www.ki-app.co.jp

福島県の猪苗代町で古民家や店舗を扱う。

都内と千葉県で、中古住宅、別荘、店舗、分譲地、貸アパート・マンションを扱う。

http://mauiinbest.jp/

北海道、山梨県の清里、長野県の蓼科で、新築、中古住宅、別荘、分譲地を扱う。
埼玉・千葉・神奈川・山梨・静岡県及び東京都で、中古住宅、別荘、未造成地、貸
アパートを扱う。

長野県の東信で中古住宅や貸家を扱う。

神奈川県
相模原市の相模湖や高尾山の近くの中古住宅がメイン。山梨県の上野原市、大
月市で、未造成地も扱う。

相模湖不動産㈱

神奈川県相模原市緑区与瀬1323

042-684-3366

042-684-2035

㈲翔和企画

神奈川県横浜市中区伊勢佐木町6045-251-6461
140-7

045-242-5196

栃木県那須町で分譲地を扱う。

㈱三栄ハウジング

神奈川県横浜市南区弘明寺町264 045-711-3678

045-715-6644

県内と東京都を中心に新築、宅地、農地、山林を扱う。

㈱不動産JP

神奈川県川崎市川崎区本町1-8-3044-742-8586
206

㈱オフィスフォーユー

神奈川県相模原市緑区青山46315

042-780-8005

http://sagamiko2103.sakura.ne.jp/

http://www.inakakurashi.jp/

042-850-5012

全国でほとんどの物件を扱う。

相模原市緑区で、中古住宅や貸家を扱う。

新潟県
㈱マイプラン・エス・ティ・コーポレーシ
新潟県南魚沼市六日町538-5
ョン

025-775-7461

025-775-7462

http://www.myplanst.co.jp/

新潟県の農家、古民家がメインで、ほかに福島・長野・千葉・静岡県の売家も扱う
。

建都設計㈱

新潟県柏崎市佐藤ケ池新田88-6

0257-21-2838

0257-21-2863

㈲田村家具店

新潟県上越市稲田4-5-21

0255-23-2438

0255-26-8525

㈱星元不動産

新潟県魚沼市本町1-4

025-793-1170

025-793-1172

㈲新潟システムサービス

新潟県三条市西本成寺2-27-7

0256-34-7870

0256-35-3757

http://www.kento-s.jp/

柏崎市とその周辺で、古民家、新築住宅、分譲地を扱う。古民家は700万円以下
のものが多い。
上越市と妙高市で、農家や古民家を扱う。

http://hoshimoto-fudosan.com/

妙高市と長野県長和町で、別荘地を扱う。

富山県
富山県と長野県の北信地区で、中古住宅、農家、古民家、ペンション、農地を扱う
。

㈲モリビジネスコープ

富山県富山市公文名49-14

076-420-3088

076-420-3099

㈲フジ企画

富山県中新川郡上市町法音寺2-1 076-472-1601

076-473-2391

http://fuji-kikaku.info/

富山県上市町とその周辺地域で、で中古住宅、古民家、店舗、分譲地、農地、未
造成地、貸家、貸アパート、貸地を扱うほか、古民家再生を行う。

ＶｉＶｉ不動産㈱

富山県富山市大町230-1

076-482-2578

http://www.vivi-f.jp/

富山市で新築、中古住宅、分譲地、貸マンションを扱う。

076-482-2577

石川県
㈲タツノ不動産

福井県福井市下荒井町17-1-22

0776-38-6120

0776-38-6121

http://www.tatsuno-f.jp/

県内で中古住宅、農家、古民家、別荘、店舗、分譲地、農地を扱う。

大和ハウス工業㈱能登リゾート営業
所

石川県金沢市鞍月5-57

0767-32-3382

0767-32-2655

http://www.daiwahouse.co.jp/noto/

「能登志賀の郷リゾート」内で、新築住宅、中古住宅、中古別荘、分譲地を扱う。中
には温泉付きの物件もある。

山梨県
永住村山梨

山梨県韮崎市龍岡町下條東割961 0551-23-1181

0551-23-1182

http://www.eijyumura.com/

北杜市の南アルプスや八ヶ岳が望める未造成地を中心に農家や古民家を扱う。
県の南部や静岡県・長野県も扱う。

（有）カントリーライフ

山梨県北杜市高根町五町田10960551-46-2705
1

0551-46-2706

http://www.countrylife.jp/

北杜市の田園の中の民家、別荘、ログ、未造成地を中心に扱う。ペンション、店舗
、貸家もあり。

㈲竜王土地

山梨県甲斐市篠原2845-4

055-276-5914

055-276-1896

http://ryuoutochi.co.jp/

富士五湖周辺と八ヶ岳麓の別荘や民家、甲府市とその周辺では宅地分譲を扱う。

㈱電通システム

山梨県甲府市宝1-38-20

055-221-8770

055-221-8771

http://www.i-life2000.jp/

県内全域で中古住宅、農家、古民家、賃貸物件を扱う。

㈲ハウス工業

山梨県甲府市徳行1-10-1

055-222-5733

055-222-5741

http://house-k.co.jp/

県内で中古住宅、別荘、農地を扱う。

㈲野中林業所

山梨県南巨摩郡富士川町天神中
條1122-1

0556-22-7551

0556-22-4336

http://www.nonaka-ringyou.com/

県内全域で、新築、中古住宅、別荘、店舗、分譲地、貸アパート、貸地を扱う。

長野県
井出不動産部

長野県南佐久郡川上村原1232-1

0267-97-2471

0267-97-2471

http://homepage3.nifty.com/motohei/

小海線沿いの中古住宅、別荘、ログ、分譲地を扱う。

㈲新井地所

長野県長野市豊野町蟹沢2884-1

026-215-3071

026-215-3072

http://www.arai-zisyo.com/

飯山市とその周辺の農家、古民家、中古住宅を扱う。

㈲大和田不動産

長野県小諸市御影新田2601-1

0267-23-8945

0267-23-8605

http://www.owada-fudosan.co.jp/

軽井沢町、御代田町、小諸市、佐久市が主なエリアで、浅間山麓で馬と一緒に暮
らせる馬小屋付き山荘も提供。

北欧ハウス工業㈱

長野県長野市若槻東条572-1

026-295-0201

026-219-3362

http://hokuou.client.jp/

北信地区を中心に安曇野市、松本市旧四賀村、新潟県の糸魚川市で、農家、古
民家、中古住宅、山林を扱う。

信州土地建物㈱

長野県茅野市仲町1632 トウブビル2Ｆ－1

0266-82-0325

0266-82-0574

http://www.shinshu-chino.com/

茅野市とその周辺、山形村で、新築・中古住宅、別荘、分譲地を扱い、車山高原で
はペンションも。

㈱アルファ軽井沢

長野県北佐久郡軽井沢町追分137
0267-44-1507
2-1

0267-44-1508

㈱富士菱

長野県伊那市西春近3801-5

0265-78-1835

0265-73-7827

http://www.fujibishi.jp/

伊那市とその周辺地域で、1000万円前後の中古住宅を扱う。

穂高観光㈱

長野県安曇野市穂高6032-20

0263-82-2618

0263-82-2861

http://www.htkk.jp/

安曇野市を中心に温泉付きの土地・建物が得意。特に加熱不要な中房温泉が入
った物件が多い。

㈱リゾートメンテナンス

長野県小県郡長和町大門3518

0120-184-224

0268-69-2872

http://www.re-sort.jp/

蓼科や白樺湖周辺で別荘やペンションを扱うほか、リフォームを請負い、薪ストー
ブを販売もする。

みゆき野企画

長野県下高井郡木島平村穂高293
0269-82-2933
4-5

0269-82-2618

http://www.kitashinshu.net/

北信州エリアの飯山市、木島平村、野沢温泉村、信濃町、飯綱町、山ノ内町、中野
市で、賃貸物件以外のほぼすべての物件を扱う。

さくら不動産㈱

長野県北安曇郡白馬村北城63690261-72-7070
5

0261-72-6123

http://sakurafudousan.net/

北安曇郡全般と松本市、蓼科高原、聖高原内で、すべての物件を扱う。

さくら不動産㈱大町支店

長野県大町市大町2949-1

0261-23-7570

0261-23-7571

http://sakurafudousan.net/

北安曇郡全般と松本市、蓼科高原、聖高原内で、すべての物件を扱う。

㈲カイヌマ不動産

長野県長野市川中島町今里470-4 026-283-5485

026-283-5519

㈱サンポー不動産部

長野県駒ヶ根市赤穂1298-2

0265-83-1215

0265-83-1171

軽井沢町、御代田町、小諸市、佐久市の定住向き住宅地、事業用地、別荘が得意
。中古住宅や別荘も扱う。

長野市を中心とした北新濃地域の里山で、古民家、中古住宅、農家、農地、未造
成地を扱う。
http://www.sanpoo.co.jp/

伊那市、駒ヶ根市、飯田市とその周辺地域で、新築、中古住宅、古民家、別荘、店
舗、分譲地、貸家、貸アパート、貸地、貸マンションを扱う。

黒崎不動産

長野県安曇野市穂高有明7728-6

0263-87-0075

0263-83-7699

http://kufudo.sa-suke.com/

㈱中部住研

長野県安曇野市豊科田沢4970-4

0263-72-9321

0263-72-9320

http://www.c-juken.co.jp/

㈱グッドライフ

長野県岡谷市長地柴宮2-12-6

0266-75-2988

0266-75-5322

http://www.chintai-nagano.com

安曇野市穂高を中心とした市内全般で、温泉付き戸建住宅やリゾート物件を扱う。

松本市では賃貸全般を、富士見町では未造成地を扱う。

岐阜県
健栄住宅商事㈱

岐阜県高山市片原町21

0577-32-3686

0577-32-9143

http://www.e-kenei.co.jp/

再生土地㈱

岐阜県大垣市綾野1-2836

0584-91-3439

0584-91-3439

http;//saisei-tochi.jimdo.com/

岐阜市、大垣市、本巣市、瑞穂市、養老町で中古住宅を扱う。

静岡県
㈱ファミリーリゾート

静岡県伊東市十足614-227

0557-48-6133

0557-48-6138

http://www.familyresort.co.jp/

伊豆半島の東側および、神奈川県の湯河原町で、新築・中古住宅、別荘、分譲地
、店舗、賃貸物件を扱う。

㈲協有住宅

静岡県伊東市川奈1226-29

0120-787-258

0557-44-0080

http://www.kyoyu-j.com/

伊豆半島全域の新築・中古住宅、別荘、ペンション、店舗、農家、賃貸物件を扱う。

自社開発の「伊豆下田オーシャンビュー蓮台寺高原」内でバリアフリーの新築・中
古住宅を販売。賃家もある。

オーシャンエステート㈱

静岡県下田市大沢298-1

0120-27-2722

0558-27-2902

アイホーム

静岡県伊東市湯川2-17-4

0557-36-9465

0557-36-9466

伊豆みらいリゾート㈱

静岡県下田市東本郷1-7-21

0558-25-1231

0558-27-0389

http://www.izumirai.com/

ほぼ伊豆半島全域で、中古住宅、民家、別荘、店舗、分譲地、賃貸物件を扱う。

イエモク不動産

静岡県島田市川根町家山413-2

0547-53-2800

0547-53-4078

http://www.iemoku.com/

島田市川根町や川根本町で、新築、中古住宅、農家、古民家、別荘を扱う。

㈱ブルーワン

静岡県静岡市清水区鳥坂911-2

054-348-3751

054-348-2730

http://www.blue-one.jp/

静岡市清水区で分譲地を扱う。

ハートランド㈱

静岡県伊東市富戸908-108

0557-51-0020

0557-51-0171

http://www.izunohudousan.net/

伊豆半島全般と鹿児島県の屋久島町で、すべての物件を扱う。

㈱信和

静岡県伊東市静海町1-11

0557-37-7068

0557-36-6542

http://www.shinwa-iz.jp/

県内と、山梨と長野県で、農家、古民家、別荘、貸家を扱う。

㈱荘苑土地

静岡県沼津市高島町3-1

055-929-7899

055-926-8877

http://souentochi.com/

静岡県東部で、すべての物件を扱う。

㈲エマ・ハウジング

静岡県伊豆の国市四日町530-8

055-949-6556

055-949-6552

http://www.emahousing.co.jp/

母体は製材及び建築業で、沼津市、三島市、伊豆の国市で、新築、中古住宅、別
荘を扱う。

COM-HOME㈲

静岡県伊東市湯川1-8-5

0557-37-5113

0557-37-5133

http://www.ecom-home.com/

㈱サイファーム南伊豆

静岡県賀茂郡南伊豆町伊浜2074

0558-64-8880

0558-64-8188

㈲あさひ

静岡県伊東市宇佐美3195-72

0557-47-4071

0557-47-4986

http://www.asahi-izu.co.jp/

県内は熱海市、伊東市、下田市、西伊豆町で、神奈川県では真鶴町と湯河原町で
、新築、中古住宅、古民家、別荘、ペンション、店舗、未造成地、貸家、貸しアパー
ト、貸マンションを扱う。

㈱室内不動産

静岡県静岡市駿河区みずほ4-721

054-256-9150

054-256-9151

http://www.murouchi.co.jp/

静岡県で新築、中古住宅、古民家、別荘、分譲地を扱う。

㈲高根不動産

静岡県御殿場市上小林606

0550-89-3017

0550-89-8039

http://www.takane-re.jp/

http://www3.tokai.or.jp/o-shan/

伊豆半島の東側で、新築・中古住宅、別荘、店舗、ペンション、賃貸物件を扱う。

下田市と南伊豆の賀茂地区で中古住宅、別荘、分譲地、農地、未造成地を扱う。

愛知県
㈲奥三河カントリー

愛知県犬山市犬山字専正寺町13

0568-68-7651

㈱マンションサービス

愛知県名古屋市中村区名駅5-16052-561-2542
17花車ビル８F

0568-68-7652

http://www.inaka-tsuhan.com/

県内及び、岐阜県、三重県、静岡県、長野県で、新築・中古住宅、別荘、農家、古
民家、店舗、分譲地、農地、未造成地を扱う。

050-3730-2448

http://www.mono.ne.jp/

県内及び三重県、岐阜県の新築・中古住宅、別荘、マンション、未造成地を扱う。

川合不動産

愛知県新城市富沢字半田53-1

0536-22-3090

0536-23-6139

新庄市、設楽町、東栄町で、中古住宅、農家、農地、貸しアパートを扱う。

三重県
㈲別荘専科

三重県志摩市志摩町片田字野玉2
0599-85-3439
23-28

0599-85-3459

http://www.ohyamanet.com/~bessousenk
志摩市の海辺の自社管理の別荘地の新築・中古住宅、別荘、土地を扱う。
a/

やまりん㈱

三重県伊賀市畑村868

0595-47-0008

0595-47-0004

http://www.ict.ne.jp/~yamarin/

伊賀市の新築・中古住宅、農家、古民家を扱う。中古物件は改装してからの販売
が多い。

糸川不動産㈱

三重県伊勢市吹上1-7-5

0120-35-1188

0596-20-1213

http://www.seishindo.jp/

志摩市、鳥羽市、伊勢市で、中古住宅、古民家、別荘を扱う。なかには船の係留
が可能な海辺の物件も。

東急リゾート㈱伊勢志摩営業所

三重県志摩市阿児町鵜方2944168

0120-417-109

0599-44-5778

http://www.tokyu-resort.co.jp/

志摩市、鳥羽市、南伊勢町で中古住宅、別荘、ペンション、分譲地、未造成地、保
養所、リゾートマンションを扱う。

㈱クレセルホーム

三重県多気郡明和町行部８３７－１ 0598-52-6780

0598-52-5577

http://www.inakadekurasou.jp/

松阪市、多気郡、度会郡で、菜園ができる広めの土地の中古住宅や古民家を扱う
。

滋賀県
㈲アドバンテージ開発

滋賀県野洲市栄1921ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞﾊｲﾂ1F

077-586-6050

077-586-6061

http://advan1.sakura.ne.jp/

県内とその隣接する県および京都府の新築・中古住宅、農家、古民家、別荘、農
地、未造成地、分譲地を扱う。

京都府
内山産業

京都府京都市上京区今出川通大
宮東入る元伊佐町2761アルモクエン２階

075-451-3030

075-451-3333

http://www.inaka-life.co.jp/

府内と滋賀県で古民家、ログ、別荘を扱い、建築も請け負う。

㈱アートキューブ

京都府船井郡京丹波町塩田谷大
将軍10-1

0771-82-0802

0771-82-3024

http://www.artcube.in/

京丹波町、南丹市、綾部市、福知山市、京都市、亀岡市で、新築、農家、古民家、
別荘、店舗、分譲地、農地を扱う。

㈱カントリーライフ

京都府京都市山科区竹鼻竹ノ街道
075-582-9822
町56

075-582-9823

丹後北都不動産㈱

京都府京丹後市峰山町新町115

0772-62-3311

0772-62-2600

滋賀県と京都府で、古民家、別荘、ログハウスを扱う。

http://tangohokuto.com/

大阪府
㈱スエタカ

大阪府大阪市天王寺区北山町330

06-6772-8012

06-6772-2941

http://www.suetaka.com/

和歌山県の海辺のリゾート物件から山間の農家、古民家まで幅広く扱う。

㈱トライスター

大阪府吹田市元町7-18

0120-818411・0120-344351

06-6317-4602

http://www.try21.jp/

府内と、京都府と兵庫県で、菜園付き別荘を扱う。

テラサキ不動産販売㈱

大阪府大阪市淀川区西宮原1-829テラサキ第二ビル7階

06-6350-1150

06-6350-1151

http://www.terasaki-realty.co.jp/

伊賀市や津市で分譲地を扱う。

㈱ル・クール

大阪府大阪市中央区谷町9-2-29

06-6765-7666

06-6796-7265

㈱ビブレホーム

大阪府堺市西区鳳北町3150松尾ビル１F

072-247-7347

072-247-7348

府内と、三重、京都、兵庫、奈良、岡山県で、中古住宅や分譲地を扱う。

http://vivrecore.com/

兵庫県の淡路島で、新築、中古住宅、農家、古民家、別荘、分譲地を扱う。

㈱My不動産

大阪府堺市北区新金岡町5-6-424 072-220-0855

072-220-9707

サンプロジェクト㈱

大阪府大阪市中央区谷町8-2-3

06-6762-8555

06-6762-8556

㈱K.I.C

大阪府大阪市淀川区西中島4-411太陽ビル2F

06-6809-7130

06-6838-7037

http://www.myfudousan.com/

関西、三重県、岡山県で新築、中古住宅、農家、古民家、別荘、ペンション、店舗、
分譲地、農地、未造成地を扱う。
兵庫県と京都府で、中古住宅、未造成地、分譲地を扱う。

http://www.kic-hoken.com

兵庫県の三田市と三木市で、中古住宅を扱う。

兵庫県
カントリー興産

兵庫県宍粟市山崎町大谷2-1

0790-65-0795

0790-65-0795

http://www.inaka-jikan.co.jp/

宍粟市を中心に西播磨で、新築・中古住宅、農家、別荘、清流沿いの分譲地を扱
い、ログの輸入・施工も行う。

㈱ケイ・ジー・ジー

兵庫県丹波市氷上町横田496-1

0795-82-8119

0795-82-8109

http://www.kgg.jp/

丹波・播州地方と隣接する京都府の、賃貸を含むすべての物件を扱う。

住商工業㈱

兵庫県赤穂郡上郡町梨ケ原11670791-56-0123
158

0791-56-0870

http://www.sumisyo-villa.co.jp/

上郡町と岡山県備前市にまたがる「播磨自然高原」内の中古住宅、別荘をメイン
に扱う。

不動産のマツイ

兵庫県丹波市柏原町南多田207-1 0795-72-2103

0795-72-2109

http://www.2103-m.com/

丹波市と篠山市で、新築・中古住宅、別荘、店舗、分譲地、賃貸物件を扱う。

㈱ドリームインターナショナル

兵庫県加古郡播磨町南大中2-8-5 079-490-2011

079-490-2012

http://www.intl-dream.com/

全国で、中古住宅、農家、古民家、別荘、ペンション、店舗、分譲地を扱う。

丹波興産㈱

兵庫県篠山市二之坪191-7

079-557-1213

079-557-0126

http://www.tanbakousan.com/

篠山市と丹波市を中心とした兵庫県のほかに、京都府、大阪府、香川県、岡山県
で、ほぼすべての種別を扱う。

㈲スローライフ

兵庫県たつの市龍野町日山61-1

0791-62-5666

0791-62-5667

http://www.slowlife1.com/

県内の南西部および岡山県の東部で、自給自足ができる物件を中心に、中古住
宅や別荘も扱う。

ミスミコーポレーション

兵庫県尼崎市食満5-10-12

06-4869-3981

06-4869-3982

http://www.kidsdream.co.jp/misumi/

県内の川西市と猪名川町、大阪府の能勢町で別荘を扱う。

㈲イー・オフィス

兵庫県芦屋市東芦屋町2-11

0120-12-7708

0797-25-0167

http://www.e-office-sio.co.jp/

芦屋市、西宮市、神戸市で、新築、中古中古、別荘、店舗、賃貸物件を扱う。

㈲レインボー不動産

兵庫県南あわじ市市福永559-2

0799-42-2193

0779-42-6670

http://www.rainbow-awaji.co.jp/

淡路市、洲本市、南あわじ市で、古民家を扱う。

奈良県
三和相互住宅販売㈱

奈良県宇陀市榛原萩原2844-17

0745-82-6677

0745-82-6687

http://www.sanwa10.com/

宇陀市を中心に県内全域で中古住宅、古民家、農地、貸家を扱う。

㈲田舎暮らしのカントリー

奈良県奈良市あやめ池南6-5-410742-77-3005
403

0745-55-3776

http://www.inakagurasi-country.jp/

近畿一円で、菜園スペースが付いた売家全般を扱う。分譲地や農地もある。

和歌山県
㈱近畿マリンクラブ

和歌山県御坊市湯川町丸山77-1

0738-23-3109

0738-23-4740

http://www.kinkimarine.co.jp/

御坊市と日高郡で、新築・中古住宅、農家、別荘、店舗、分譲地を扱い、中には海
が見える海辺の物件も。

育栄不動産㈱

和歌山県新宮市新町3-213育栄ビル２Ｆ

0735-22-0143

0735-21-7008

http://www.sunshinenet.co.jp/ikuei/

熊野古道のある紀南一帯と三重県の南部で、賃貸物件を含む、ほとんどの物件を
扱う。

ナカヤ不動産

和歌山県日高郡由良町吹井96215

0738-65-3646

0738-52-8646

http://www.r-nakaya.com/

有田市、御坊市、日高郡全域で、ほぼすべての物件を扱うが、特に別荘分譲地が
得意。

㈱岩沢不動産

和歌山県西牟婁郡上富田町朝来2
0739-83-2822
345-11

0739-83-2823

http://iwasawa-fudousan.jp/

田辺市、上冨田町、白浜町、みなべ町、すさみ町、串本町で新築、中古住宅、農家
、古民家、別荘、ペンション、店舗、分譲地、農地、未造成地を扱う。

レンタルライフ㈱

和歌山県岩出市備前46-1

0736-63-3839

0736-63-2355

和歌山市、岩出市、紀の川市、海南市、有田市、有田川町で、中古住宅、貸家、貸
アパート、貸マンションを扱う。

鳥取県
大和ハウス工業㈱ウェルカムオフィス

鳥取県西伯郡伯耆町丸山字上野
原1803‐784

0859-68-4107

0859-68-5302

http://www.daiwahouse.co.jp/shinrin/dais
en/

積和不動産中国㈱鳥取営業所

鳥取県鳥取市富安1-123

0857-22-4635

0857-22-4640

http://www.sekiwachugoku.co.jp/

県の東部と中部で、新築、中古住宅、古民家、別荘、分譲地、農地、貸アパートを
扱う。

島根県
㈱アーブル不動産

島根県益田市高津五丁目3413ﾚｼﾞｰﾅﾋﾞﾙ1階

0856-23-4839

0856-23-4851

http://www.iwami.or.jp/arbre/

岡山県

益田市、浜田市、津和野町、吉賀町で、新築、中古住宅、未造成地、貸家を扱う。

0868-728532(企画部直通FA http://www.inaka-gurashi.co.jp/
X0868-72-8351)

県内と兵庫県西部の500万円以下の農家、古民家を中心に扱う。中には海に近い
物件や即入居可能な物件もあり。

岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓38970869-34-3651
1

0869-34-3661

瀬戸内市の旧牛窓町で、自社開発のインフラが整った「美しの窓」分譲地を販売。
ほかに中古住宅、別荘、古民家も扱う。

㈲フクダコーポレーション

岡山県津山市院庄1012

0868-28-5400

0868-28-3055

㈲坂田組不動産流通部

岡山県美作市湯郷120-5

0868-72-8677

0868-72-8678

http://ww32.tiki.ne.jp/~sakatagumi/

美作市、勝央町、津山市で、中古住宅、農家、古民家、賃貸物件を扱い、なかでも
湯郷温泉周辺の物件に強い。

㈱山京不動産

岡山県津山市北園町9-4楓ビル3F 0868-22-1788

0868-22-9269

http://yamakyo-japan.com/

県内で、中古住宅、農家、古民家などの売家を中心に扱う。

㈲日進

岡山県津山市田町19

0868-32-0566

0868-32-0588

http://www.uij.jp/

県内、兵庫県、鳥取県で、中古住宅、農家、古民家、別荘、農地、未造成地、貸家
を扱う。

㈲やまもと不動産

岡山県勝田郡勝央町岡56-11-102 0868-38-1418

0868-38-1417

http://www.mimasaka.co.jp/

勝田郡、美作市、津山市で、中古住宅、別荘、店舗、分譲地、農地、賃貸物件を扱
う。

㈲葵開発

岡山県高梁市頼久寺町13-5

0866-23-0001

0866-23-0009

http://www.aoikaihatu.com/

高梁市、真庭市、井原市で、農家や貸家を扱う。

美甘産業

岡山県津山市小田中1300-15

0868-23-4500

0868-23-3330

http://www.tvt.ne.jp/~mikamo/

津山市を中心とした県北部で、農家、古民家、店舗、分譲地、貸家、貸地を扱う。

㈲中原土地開発

岡山県倉敷市片島町899-3

086-465-5632

086-465-5642

http://www.nakahara10chi.com/

県内および鳥取県、香川県、徳島県で、リフォーム済みの中古住宅、農家、古民
家を扱う。

自然と暮らす㈱

岡山県美作市豊国原196-4

マド・コーポレーション㈲

0120-81-2960

http://madoco.sakura.ne.jp

県内全域で、中古住宅、古民家、別荘、店舗、分譲地、農地を扱う。

広島県
㈲カントリーランド

広島県庄原市中本町1-4-9

0824-72-1497

0824-72-1435

http://countryland.info/

庄原市と三次市で、新築・中古住宅、農家、分譲地、農地、未造成地、賃貸物件を
扱う。

㈱リアルサポート

広島県三原市港町3-6-6

0848-64-5775

0848-64-5422

http://ww41.tiki.ne.jp/~real-s/

三原市を中心に尾道や東広島方面で、中古住宅を扱う。

広島ホームズ㈱

広島県広島市中区胡町4-26

082-244-8400

082-242-8081

http://www.tomatofudosan.com/

県内で中古住宅や別荘を扱う。

センチュリー都市開発㈱

広島県広島市南区皆実町1-5-9

082-250-3494

082-256-7142

http://www.orient-fudosan.jp/

広島市と神戸市で中古住宅を扱う。

㈲三阪不動産

広島県尾道市東御所町10-1-7

0848-23-3939

0848-23-3940

http://www.misaka-fudousan.com/

山口県
防府市と山口市徳地で中古住宅、農家、古民家、別荘、店舗、農地、山林、貸家を
扱う。

㈲スナハラ

山口県防府市大字奈美283

0835-36-1178

0835-36-1020

㈱オオシマリゾート

山口県大島郡周防大島町大字久
賀4836-1

0820-72-0111

0820-72-0201

ひろ不動産

山口県防府市江泊2510-4

0835-22-1618

0835-38-1028

http://hirofudousan.com/

山口県全域で、古民家や未造成地を扱う。

ミサキホーム

山口県柳井市新庄1076-1

0820-25-3840

0820-25-3841

http://www.misakihome-k.com/

柳井市と周防大島町で、中古住宅や古民家を扱う。

http://www.uji-turn.com/

屋代島の周防大島町で分譲地や別荘を扱う。

徳島県
わかさホーム

徳島県徳島市大原町長尾10-37

088-635-4620

088-662-3487

http://wakasahome.net/inakakurashi/

徳島県全域で中古住宅、農家、古民家、別荘、農地を扱う。

愛媛県
㈲丸和

愛媛県宇和島市栄町港3-4-1

0895-20-1311

0895-20-1312

http://www.maruwa-f.jp/

宇和島市、西予市、愛南町、鬼北町、松野町で新築、中古住宅、農家、古民家、別
荘、店舗、貸家、貸アパート、貸マンションを扱う。

高知県
ＭＩタウン企画部

高知県香南市野市町東野1936-3

0120-093-090

0887-55-5298

http://www.iwaki-mitown.jp/

高知県の中部から東部で新築、中古住宅、古民家を扱う。

福岡県
㈱ホクサン

福岡県北九州市門司区白野江318-10

093-341-2910

093-341-8537

福岡県と山口県で中古住宅を扱う。

佐賀県
㈲宮崎不動産

佐賀県唐津市二タ子3-11-20

0955-72-4477

0955-72-4455

http://www1.ocn.ne.jp/~ami/

唐津市で中古住宅や分譲地を扱う。

熊本県
田舎ぐらし応援隊

熊本県阿蘇市黒川1417-1

0967-23-6155

0967-32-4510

http://www.inakagurashi-oentai.com/

阿蘇地方で、中古住宅、農家、別荘、ペンションを扱う。中でもまとまった広さの山
林が多い。

合同会社フルライフプランニング

熊本県熊本市帯山2-3-15

096-385-3606

096-297-8747

http://flifepg.web.fc2.com/

県内で新築、中古住宅、古民家、別荘を扱うが、なかでも広めの土地でリフォーム
済みの物件を主として扱う。

㈱かずやハウジング

熊本県玉名市立願寺135-1

0968-73-4668

0968-73-6114

http://www.kazuya.co.jp/

県内の新築住宅を扱う。

大分県
㈲工藤興産

大分県豊後大野市三重町秋葉135
0974-22-8025
1

0974-22-8026

ニュージャパン㈱

大分県大分市牧3-12-11

097-536-3345

097-538-1221

㈱マイハウス

大分県国東市武蔵町糸原2598-6

0978-69-0181

0978-68-1573

http://www.myhouse-oita.com/

国東半島全般、特に大分空港に近い、新築・中古住宅、別荘、分譲地を扱う。

㈱三光土地建物

大分県豊後大野市三重町内田282
0974-22-7633
8-1

0974-22-7267

http://www.athome.co.jp/ahks/sankousun.html

大分市、豊後大野市、竹田市で200～300坪の菜園付き住宅をメインし、店舗、分
譲地、農地、未造成地、賃貸物件を扱う。

㈲明代不動産

大分県日田市田島本町2-36

0973-23-3388

0973-24-6688

http://meidai.shop-pro.jp/

日田市内およびその近郊で、新築、中古住宅、別荘、賃貸、収益物件などを扱う。

菜花企画

大分県速見郡日出町大神4258-7

0977-85-8538

0977-85-8539

http://nabanakikaku.net/

由布市、別府市、杵築市、日出町で中古住宅や土地を扱う。

ナイスエリア㈲

大分県大分市明野北5-10-A-105

097-507-9147

097-511-0041

http://kudoukousan.com/

豊後大野市とその周辺で、まとまった農地付きの農家をメインに扱う。別荘、店舗
、分譲地も。
別府市とその周辺、熊本県の阿蘇地方で、賃貸物件を除く、ほとんどの物件を扱う
。中には温泉が湧き出る物件もある。

大分市、別府市、由布市で、中古住宅、別荘、農地を扱る。

宮崎県
㈲三愛ホーム

宮崎県児湯郡新富町日置561-1

0983-21-5236

0983-21-5237

http://sanai-home.net/

県内で、新築・中古住宅、分譲地、未造成地を扱う。海にほど近い物件もある。

㈱南九州不動産

宮崎県都城市中原町35街区8号

0986-22-7000

0986-22-7777

http://www.minamikyusyu-estate.jp/

都城市、北諸県郡、鹿児島県の曽於市で、主に中古住宅を扱う。

鹿児島県
屋久島パイン㈱屋久島営業所

鹿児島県熊毛郡屋久島町原920-6 0997-47-2331

0997-47-2739

http://www.yakushimapain.co.jp/

沖縄県

屋久島で新築、中古住宅、分譲地、農地、未造成地、貸家、、貸しアパートを扱う。

宇城不動産㈱石垣支店

沖縄県石垣市真栄里332-4

0980-82-4114

0980-83-1914

http://www.ushirorealestate.co.jp/

石垣市で、新築・中古住宅、別荘、店舗、分譲地、未造成地を扱い、その中でもホ
ワイトサンドビーチに近い物件が多い。

さくら不動産㈲

沖縄県中頭郡北谷町字吉原841

098-983-7250

098-983-7251

http://www.okinawa-sakura.com/

沖縄県全域で、古民家、別荘、ペンション、農地、未造成地、貸家を扱うが、中でも
瀬底島の物件が多い。

沖縄美ら島不動産

沖縄県沖縄市知花1-26-9

098-989-6455

098-989-6456

http://www.chura-shima.com/

沖縄県全域で、新築、中古住宅、別荘、ペンション、店舗を扱う。

㈱琉信ハウジング

沖縄県名護市東江5-5-35

0980-45-0323

0980-54-4501

http://www.ryuhau.co.jp/

