
東北関東大震災東北関東大震災東北関東大震災東北関東大震災・・・・栄村地震栄村地震栄村地震栄村地震のののの発生発生発生発生にににに伴伴伴伴うううう被災者被災者被災者被災者へのへのへのへの物件情報物件情報物件情報物件情報のののの提供提供提供提供についてについてについてについて    

 

被災者の皆様へ 

 このたびの「東北関東大震災・栄村地震」により、被災された方々には心よりお見舞い

申し上げます。 

  

 本会と長野県との「災害時における民間賃貸住宅の媒介に関する協定」に基づき、被災

された方へ、媒介を無報酬で行うことにご協力いただける会員は、以下のとおりですので、

お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。 

 なお、ご対応出来ない場合（定休日等により）には、ご容赦賜りますよう重ねてお願い

申し上げます。 

 

＜＜＜＜社団法人社団法人社団法人社団法人    長野県宅地建物取引業協会長野県宅地建物取引業協会長野県宅地建物取引業協会長野県宅地建物取引業協会＞＞＞＞    

所所所所    在在在在    地地地地    〒〒〒〒380380380380----0836083608360836    長野市南県町長野市南県町長野市南県町長野市南県町 999999999999----10101010    長野県不動産会館長野県不動産会館長野県不動産会館長野県不動産会館 3333階階階階    

連連連連    絡絡絡絡    先先先先    ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ    026026026026----226226226226----5454545454545454    

対応時間対応時間対応時間対応時間    月曜日月曜日月曜日月曜日からからからから金曜日金曜日金曜日金曜日    午前午前午前午前 9999時時時時～～～～午後午後午後午後 5555時時時時 30303030分分分分        土日祝日土日祝日土日祝日土日祝日（（（（おおおお休休休休みみみみ））））    

    

情報提供業者一覧情報提供業者一覧情報提供業者一覧情報提供業者一覧    

平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年５５５５月月月月２２２２日現在日現在日現在日現在    

取扱取扱取扱取扱っているっているっているっている物件物件物件物件のののの地地地地域域域域    業者名業者名業者名業者名    事務所所在地事務所所在地事務所所在地事務所所在地    電話番号電話番号電話番号電話番号    

飯山市飯山市飯山市飯山市・・・・野沢温泉野沢温泉野沢温泉野沢温泉村村村村・・・・中野中野中野中野市市市市    ㈲㈲㈲㈲共立産業共立産業共立産業共立産業    飯山市大字飯山飯山市大字飯山飯山市大字飯山飯山市大字飯山 2912291229122912    0269026902690269----62626262----2342234223422342    

飯山市飯山市飯山市飯山市・・・・木島平村木島平村木島平村木島平村    宝不動産宝不動産宝不動産宝不動産((((有有有有))))    飯山市大字木島飯山市大字木島飯山市大字木島飯山市大字木島 947947947947----3333    0269026902690269----63636363----3670367036703670    

飯山市飯山市飯山市飯山市    ㈱㈱㈱㈱エスアイジャパンエスアイジャパンエスアイジャパンエスアイジャパン    飯山市南町飯山市南町飯山市南町飯山市南町 13131313----4444    0269026902690269----62626262----3323332333233323    

中野市中野市中野市中野市    ㈱㈱㈱㈱ワールドワールドワールドワールド観光開発観光開発観光開発観光開発    中野市大字岩船中野市大字岩船中野市大字岩船中野市大字岩船 338338338338----1111    0269026902690269----22222222----5478547854785478    

中野市中野市中野市中野市    新光新光新光新光商事商事商事商事((((有有有有))))    中野市三好中野市三好中野市三好中野市三好 1111----4444----25252525    0269026902690269----22222222----5466546654665466    

中野市中野市中野市中野市    ㈱㈱㈱㈱黒岩林産商事黒岩林産商事黒岩林産商事黒岩林産商事    下高井郡山下高井郡山下高井郡山下高井郡山ノノノノ内町大字平穏内町大字平穏内町大字平穏内町大字平穏 3246324632463246----2222    0269026902690269----33333333----0010001000100010    

中野市中野市中野市中野市    ((((有有有有))))春日不動産春日不動産春日不動産春日不動産    中野市大字中野中野市大字中野中野市大字中野中野市大字中野 335335335335----3333    0269026902690269----22222222----3844384438443844    

山山山山ノノノノ内町内町内町内町    マルトミマルトミマルトミマルトミ不動産不動産不動産不動産    下高井郡山下高井郡山下高井郡山下高井郡山ノノノノ内町大字平内町大字平内町大字平内町大字平穏穏穏穏2831283128312831----17171717    0269026902690269----33333333----3048304830483048    

小布施町小布施町小布施町小布施町    ㈱㈱㈱㈱関関関関谷組谷組谷組谷組    上高井郡小布施町大字小布施上高井郡小布施町大字小布施上高井郡小布施町大字小布施上高井郡小布施町大字小布施 717171718888    026026026026----247247247247----2219221922192219    

長野市長野市長野市長野市・・・・須坂市須坂市須坂市須坂市    ㈱㈱㈱㈱ハウスピットハウスピットハウスピットハウスピット    長野市上松長野市上松長野市上松長野市上松 3333----1111----23232323    026026026026----256256256256----8200820082008200    

須坂市須坂市須坂市須坂市・・・・小布施町小布施町小布施町小布施町    ㈱㈱㈱㈱住住住住まいのまいのまいのまいのセンターセンターセンターセンター    須坂市大字塩川須坂市大字塩川須坂市大字塩川須坂市大字塩川 492492492492----1111    026026026026----248248248248----1076107610761076    

須坂市須坂市須坂市須坂市    アイワアイワアイワアイワ不動産不動産不動産不動産((((有有有有))))    須坂市大字須坂須坂市大字須坂須坂市大字須坂須坂市大字須坂 1007100710071007----6666    026026026026----246246246246----4645464546454645    

長野市長野市長野市長野市    長野都市計画長野都市計画長野都市計画長野都市計画((((株株株株))))    長野市栗田長野市栗田長野市栗田長野市栗田 395395395395    026026026026----226226226226----5255525552555255    

長野市長野市長野市長野市    ((((株株株株))))イツワイツワイツワイツワ    長野市南千歳長野市南千歳長野市南千歳長野市南千歳 1111丁目丁目丁目丁目 22222222----13131313    026026026026----223223223223----5577557755775577    

長野市長野市長野市長野市    ＳＳＳＳ・・・・ＭＭＭＭ・・・・ＩＩＩＩ総合開発総合開発総合開発総合開発((((株株株株))))    長野市南県町長野市南県町長野市南県町長野市南県町 998998998998    026026026026----269269269269----8270827082708270    

長野市長野市長野市長野市    ((((株株株株))))フジサワフジサワフジサワフジサワ    長野市篠長野市篠長野市篠長野市篠ノノノノ井塩崎井塩崎井塩崎井塩崎 3856385638563856----1111    026026026026----292292292292----7369736973697369    

長野市長野市長野市長野市    ((((有有有有))))小山商事小山商事小山商事小山商事    長野市大字鶴賀東鶴賀町長野市大字鶴賀東鶴賀町長野市大字鶴賀東鶴賀町長野市大字鶴賀東鶴賀町 1908190819081908    026026026026----232232232232----8019801980198019    



取扱取扱取扱取扱っているっているっているっている物件物件物件物件のののの地地地地域域域域    業者名業者名業者名業者名    事務所所在地事務所所在地事務所所在地事務所所在地    電話番号電話番号電話番号電話番号    

長野市長野市長野市長野市    ((((有有有有))))エステートエージェントエステートエージェントエステートエージェントエステートエージェント    長野市南千歳町長野市南千歳町長野市南千歳町長野市南千歳町８５７８５７８５７８５７    026026026026----228228228228----7775777577757775    

長野市長野市長野市長野市    東洋不動産東洋不動産東洋不動産東洋不動産((((株株株株))))    長野市大字栗田長野市大字栗田長野市大字栗田長野市大字栗田 991991991991----1111    026026026026----228228228228----2809280928092809    

長野市長野市長野市長野市    ((((有有有有))))アパルトメイトアパルトメイトアパルトメイトアパルトメイト    長野市大字栗田長野市大字栗田長野市大字栗田長野市大字栗田 1020102010201020----5555    026026026026----224224224224----4848484848484848    

長野市長野市長野市長野市    今澤商事今澤商事今澤商事今澤商事((((株株株株))))    長野市大字川合新長野市大字川合新長野市大字川合新長野市大字川合新田田田田 370370370370    026026026026----221221221221----1048104810481048    

長野市長野市長野市長野市    ((((有有有有))))カイヌマカイヌマカイヌマカイヌマ不動産不動産不動産不動産    長野市川中島町今里長野市川中島町今里長野市川中島町今里長野市川中島町今里 470470470470----4444    026026026026----283283283283----5485548554855485    

長野市長野市長野市長野市    ((((株株株株))))芹田不動産芹田不動産芹田不動産芹田不動産    長野市稲葉中千田長野市稲葉中千田長野市稲葉中千田長野市稲葉中千田 2185218521852185----19191919    026026026026----226226226226----8881888188818881    

長野市長野市長野市長野市    長野開発長野開発長野開発長野開発((((株株株株))))    長野市南堀長野市南堀長野市南堀長野市南堀 490490490490----8888    026026026026----244244244244----4785478547854785    

長野市長野市長野市長野市    ((((株株株株))))平和平和平和平和ハウジングセンターハウジングセンターハウジングセンターハウジングセンター    長野市大字高田長野市大字高田長野市大字高田長野市大字高田 1339133913391339    026026026026----229229229229----8121812181218121    

長野市長野市長野市長野市    ((((株株株株))))矢島商会矢島商会矢島商会矢島商会    長野市田町長野市田町長野市田町長野市田町 2440244024402440    026026026026----232232232232----2100210021002100    

長野市長野市長野市長野市    ホームメイトホームメイトホームメイトホームメイト((((株株株株))))    長野市稲葉中千田長野市稲葉中千田長野市稲葉中千田長野市稲葉中千田 2185218521852185----19191919    020202026666----223223223223----1101110111011101    

長野市長野市長野市長野市    マルゴマルゴマルゴマルゴ開発開発開発開発((((株株株株))))    長野市宮沖長野市宮沖長野市宮沖長野市宮沖 238238238238    026026026026----229229229229----5111511151115111    

長野市長野市長野市長野市    ((((有有有有))))第一第一第一第一サービスサービスサービスサービス    長野市大字風間長野市大字風間長野市大字風間長野市大字風間 724724724724    026026026026----244244244244----4785478547854785    

長野市長野市長野市長野市    ㈲㈲㈲㈲泰陽商事泰陽商事泰陽商事泰陽商事    中野市大字吉田中野市大字吉田中野市大字吉田中野市大字吉田 151151151151----12121212    0269026902690269----23232323----0015001500150015    

長野市長野市長野市長野市    三洋三洋三洋三洋開発開発開発開発㈱㈱㈱㈱    長野市中御所長野市中御所長野市中御所長野市中御所 2222----23232323----6666    026026026026----228228228228----2340234023402340    

長野市長野市長野市長野市    ㈱㈱㈱㈱相互相互相互相互    長野市北尾張部長野市北尾張部長野市北尾張部長野市北尾張部 765765765765    026026026026----241241241241----1121112111211121    

長野市長野市長野市長野市    ㈱㈱㈱㈱総合建設西沢商会総合建設西沢商会総合建設西沢商会総合建設西沢商会    長野市川中島町原長野市川中島町原長野市川中島町原長野市川中島町原 520520520520    026026026026----292292292292----2311231123112311    

長野市長野市長野市長野市    大和大和大和大和リゾートリゾートリゾートリゾート㈲㈲㈲㈲    長野市早苗町長野市早苗町長野市早苗町長野市早苗町 25252525----9999    026026026026----237237237237----2356235623562356    

長野市長野市長野市長野市    ㈱㈱㈱㈱藤商事藤商事藤商事藤商事    長野市徳間長野市徳間長野市徳間長野市徳間 1111----16161616----8888    026026026026----263263263263----2677267726772677    

長野市長野市長野市長野市    ㈱㈱㈱㈱MY ROOMMY ROOMMY ROOMMY ROOM    長野市東町長野市東町長野市東町長野市東町 207207207207----1111    026026026026----474474474474----1236123612361236    

長野市長野市長野市長野市    大成産業大成産業大成産業大成産業㈱㈱㈱㈱メディアクスメディアクスメディアクスメディアクス大成大成大成大成    長野市大字栗田長野市大字栗田長野市大字栗田長野市大字栗田 857857857857----13131313    026026026026----224224224224----0311031103110311    

長野市長野市長野市長野市    平成開発平成開発平成開発平成開発㈱㈱㈱㈱    長野市大字高田長野市大字高田長野市大字高田長野市大字高田 1339133913391339    026026026026----229229229229----8121812181218121    

長野市長野市長野市長野市    北信不動産北信不動産北信不動産北信不動産((((株株株株))))    長野市権堂町長野市権堂町長野市権堂町長野市権堂町 2359235923592359    026026026026----234234234234----2567256725672567    

長野市長野市長野市長野市    松本木材松本木材松本木材松本木材((((有有有有))))    長野市篠長野市篠長野市篠長野市篠ノノノノ井布施高田井布施高田井布施高田井布施高田 1118111811181118    026026026026----292292292292----0291029102910291    

長野市長野市長野市長野市    ((((株株株株))))サンタサンタサンタサンタのののの創庫創庫創庫創庫    長野市青木島町大塚長野市青木島町大塚長野市青木島町大塚長野市青木島町大塚 593593593593    026026026026----213213213213----7213721372137213    

長野市長野市長野市長野市    都住都市開発都住都市開発都住都市開発都住都市開発((((株株株株))))    長野市大字鶴賀田町長野市大字鶴賀田町長野市大字鶴賀田町長野市大字鶴賀田町 2169216921692169    026026026026----234234234234----5611561156115611    

長野市長野市長野市長野市    ((((有有有有))))テズカリホームテズカリホームテズカリホームテズカリホーム    長野市信州新町里穂刈長野市信州新町里穂刈長野市信州新町里穂刈長野市信州新町里穂刈 11111111----2222    026026026026----262262262262----5318531853185318    

長野市長野市長野市長野市    平和土地建物平和土地建物平和土地建物平和土地建物((((株株株株))))    長野市大字鶴賀上千歳町長野市大字鶴賀上千歳町長野市大字鶴賀上千歳町長野市大字鶴賀上千歳町 1422142214221422    026026026026----235235235235----0505050505050505    

長野市長野市長野市長野市    ((((有有有有))))丸山丸山丸山丸山トータルプラントータルプラントータルプラントータルプラン    長野市真島町真島長野市真島町真島長野市真島町真島長野市真島町真島 1060106010601060    026026026026----284284284284----8825882588258825    

長野市長野市長野市長野市    ㈱㈱㈱㈱ハウスメイトハウスメイトハウスメイトハウスメイト・・・・イズミイズミイズミイズミ    長野市若里長野市若里長野市若里長野市若里 4444----18181818----17171717    026026026026----223223223223----5700570057005700    

長野市長野市長野市長野市    寿住宅寿住宅寿住宅寿住宅((((株株株株))))    長野市大字稲葉長野市大字稲葉長野市大字稲葉長野市大字稲葉 2482248224822482    026026026026----227227227227----5631563156315631    

長野市長野市長野市長野市    オフィスオフィスオフィスオフィス・・・・ＵＵＵＵ    長野市西和田長野市西和田長野市西和田長野市西和田 2222----14141414----19191919    026026026026----244244244244----0227022702270227    

長野市長野市長野市長野市    ((((株株株株))))大栄大栄大栄大栄    長野市青木島長野市青木島長野市青木島長野市青木島 1111----21212121----13131313    026026026026----284284284284----2063206320632063    

長野市長野市長野市長野市    向陽不動産向陽不動産向陽不動産向陽不動産((((株株株株))))    長野市若里長野市若里長野市若里長野市若里 7777----11111111----8888    026026026026----228228228228----7260726072607260    

長野市長野市長野市長野市    千代田商事千代田商事千代田商事千代田商事((((株株株株))))    長野市篠長野市篠長野市篠長野市篠ノノノノ井布施高田井布施高田井布施高田井布施高田 277277277277----8888    026026026026----292292292292----0345034503450345    

長野市長野市長野市長野市    ((((株株株株))))リファーレリファーレリファーレリファーレ総合計画総合計画総合計画総合計画    長野市三輪長野市三輪長野市三輪長野市三輪 3333----13131313----7777    026026026026----217217217217----0555055505550555    

長野市長野市長野市長野市    ロイヤルロイヤルロイヤルロイヤル不動産不動産不動産不動産    長野市川中島町四長野市川中島町四長野市川中島町四長野市川中島町四ツツツツ屋屋屋屋 1132113211321132----2222    026026026026----285285285285----0167016701670167    

長野市長野市長野市長野市    ジェイエイジェイエイジェイエイジェイエイながのながのながのながのサービスサービスサービスサービス((((株株株株))))    長野市三輪長野市三輪長野市三輪長野市三輪 1111----1111----16161616    026026026026----256256256256----8686868686868686    

長野市長野市長野市長野市・・・・千曲市千曲市千曲市千曲市    ((((株株株株))))山本興業山本興業山本興業山本興業    長野市篠長野市篠長野市篠長野市篠ノノノノ井塩崎井塩崎井塩崎井塩崎 3759375937593759----1111    026026026026----292292292292----2408240824082408    



取扱取扱取扱取扱っているっているっているっている物件物件物件物件のののの地地地地域域域域    業者名業者名業者名業者名    事務所所在地事務所所在地事務所所在地事務所所在地    電話番号電話番号電話番号電話番号    

長野市長野市長野市長野市・・・・千曲市千曲市千曲市千曲市・・・・須坂市須坂市須坂市須坂市・・・・中野市中野市中野市中野市    積和不動産中部積和不動産中部積和不動産中部積和不動産中部((((株株株株))))長野流通営業所長野流通営業所長野流通営業所長野流通営業所    長野市末広町長野市末広町長野市末広町長野市末広町 1355135513551355----5555    026026026026----227227227227----8838883888388838    

長野市篠長野市篠長野市篠長野市篠ノノノノ井井井井    丸貴瀧澤材木店丸貴瀧澤材木店丸貴瀧澤材木店丸貴瀧澤材木店((((有有有有))))    長野市篠長野市篠長野市篠長野市篠ノノノノ井岡田字川原井岡田字川原井岡田字川原井岡田字川原田田田田1065106510651065    026026026026----292292292292----3348334833483348    

長野市長野市長野市長野市・・・・須坂市須坂市須坂市須坂市・・・・中野中野中野中野市市市市     

飯綱町飯綱町飯綱町飯綱町・・・・千曲千曲千曲千曲市市市市    
((((有有有有))))信大開発信大開発信大開発信大開発    長野市三輪長野市三輪長野市三輪長野市三輪 9999----10101010----9999    026026026026----263263263263----1288128812881288    

飯綱町飯綱町飯綱町飯綱町    ㈱㈱㈱㈱ツチクラツチクラツチクラツチクラ住建住建住建住建    上水内郡飯綱町大字川上上水内郡飯綱町大字川上上水内郡飯綱町大字川上上水内郡飯綱町大字川上 2237223722372237    026026026026----253253253253----2109210921092109    

坂城町坂城町坂城町坂城町    イーストイーストイーストイースト不動産不動産不動産不動産((((株株株株))))    埴科郡坂城町埴科郡坂城町埴科郡坂城町埴科郡坂城町 1005100510051005    0268026802680268----82828282----3057305730573057    

千曲市千曲市千曲市千曲市・・・・坂城町坂城町坂城町坂城町    ((((有有有有))))ナカムラナカムラナカムラナカムラ不動産不動産不動産不動産    千曲市大字戸倉千曲市大字戸倉千曲市大字戸倉千曲市大字戸倉 2356235623562356    026026026026----275275275275----0515051505150515    

千曲市千曲市千曲市千曲市    ((((有有有有))))テルーステルーステルーステルース    千曲市大字杭瀬下千曲市大字杭瀬下千曲市大字杭瀬下千曲市大字杭瀬下 1267126712671267    026026026026----273273273273----5600560056005600    

千曲市千曲市千曲市千曲市    山﨑建設山﨑建設山﨑建設山﨑建設((((株株株株))))    千曲市大字新山千曲市大字新山千曲市大字新山千曲市大字新山 954954954954----2222    026026026026----276276276276----6177617761776177    

上田市上田市上田市上田市・・・・千曲市千曲市千曲市千曲市    ウィッシュホームウィッシュホームウィッシュホームウィッシュホーム㈱㈱㈱㈱    千曲市杭瀬下千曲市杭瀬下千曲市杭瀬下千曲市杭瀬下 1111----12121212    000026262626----273273273273----0111011101110111    

上田市上田市上田市上田市    上田土地建物上田土地建物上田土地建物上田土地建物((((株株株株))))    上田市中央東上田市中央東上田市中央東上田市中央東 12121212----16161616    0268026802680268----22222222----1111111111111111    

上田市上田市上田市上田市    ((((株株株株))))セントラルハウジングセントラルハウジングセントラルハウジングセントラルハウジング    上田市諏訪形上田市諏訪形上田市諏訪形上田市諏訪形 976976976976----8888    0268026802680268----24242424----2424242424242424    

上田市上田市上田市上田市    ((((株株株株))))ニッケンニッケンニッケンニッケン    上田市中央西上田市中央西上田市中央西上田市中央西 2222----4444----3333    0268026802680268----22222222----2220222022202220    

上田市上田市上田市上田市    グリーンヒットジャパングリーンヒットジャパングリーンヒットジャパングリーンヒットジャパン((((株株株株))))    上田市腰越上田市腰越上田市腰越上田市腰越 2737273727372737----240240240240    0268026802680268----43434343----2115211521152115    

上田市上田市上田市上田市    ((((株株株株))))タニケンホームタニケンホームタニケンホームタニケンホーム    上田市御所上田市御所上田市御所上田市御所 638638638638----1111    0268026802680268----27272727----1300130013001300    

上田市上田市上田市上田市    ((((株株株株))))プレジデントプレジデントプレジデントプレジデント・・・・ホームホームホームホーム    上田市本郷上田市本郷上田市本郷上田市本郷 611611611611----15151515    0268026802680268----38383838----1711171117111711    

上田市上田市上田市上田市・・・・東御市東御市東御市東御市・・・・坂城坂城坂城坂城町町町町     ㈲㈲㈲㈲中央宅地建物中央宅地建物中央宅地建物中央宅地建物    上田市中央西上田市中央西上田市中央西上田市中央西 1111----14141414----33333333    0268026802680268----23232323----8585858585858585    

上田市上田市上田市上田市    上小開発上小開発上小開発上小開発    上田市中央北上田市中央北上田市中央北上田市中央北 2222----6666----2222    0268026802680268----26262626----0011001100110011    

上田市上田市上田市上田市    ((((株株株株))))中央開発設計中央開発設計中央開発設計中央開発設計    上田市下之郷上田市下之郷上田市下之郷上田市下之郷 793793793793----11111111    0268026802680268----38383838----3411341134113411    

上田市上田市上田市上田市    ((((株株株株))))ハウジングハウジングハウジングハウジング    上田市常田上田市常田上田市常田上田市常田 2222----34343434----15151515    0268026802680268----23232323----5858585858585858    

上田市上田市上田市上田市    ((((有有有有))))イーグルイーグルイーグルイーグル開発開発開発開発    上田市上田原上田市上田原上田市上田原上田市上田原 857857857857----1111    0268026802680268----22222222----8482848284828482    

上田市上田市上田市上田市    石坂土地建物石坂土地建物石坂土地建物石坂土地建物((((株株株株))))    上田市中央北上田市中央北上田市中央北上田市中央北 1111----1111----29292929    0268026802680268----27272727----0642064206420642    

上上上上田市田市田市田市    ((((有有有有))))西野入不動産商事西野入不動産商事西野入不動産商事西野入不動産商事    上田市中央西上田市中央西上田市中央西上田市中央西 1111----9999----30303030    0268026802680268----24242424----1657165716571657    

上田市上田市上田市上田市    ((((有有有有))))金井土地建物金井土地建物金井土地建物金井土地建物    上田市中央上田市中央上田市中央上田市中央 5555----6666----18181818    0268026802680268----27272727----7008700870087008    

上田市上田市上田市上田市    宮下不動産商事宮下不動産商事宮下不動産商事宮下不動産商事    上田市天神上田市天神上田市天神上田市天神 1111----3333----1111    0268026802680268----25252525----1111111111111111    

上田市上田市上田市上田市    ((((株株株株))))モネーモネーモネーモネー    上田市古里上田市古里上田市古里上田市古里 98989898----3333    0268026802680268----22222222----8226822682268226    

上田市上田市上田市上田市    ボスコボスコボスコボスコ((((株株株株))))    上田市中央上田市中央上田市中央上田市中央 2222----13131313----17171717    0268026802680268----25252525----1191119111911191    

上田市上田市上田市上田市    太陽開発太陽開発太陽開発太陽開発((((株株株株))))    上田市保野上田市保野上田市保野上田市保野 802802802802    0268026802680268----38383838----3241324132413241    

上田市上田市上田市上田市((((左岸左岸左岸左岸))))    新栄開発新栄開発新栄開発新栄開発((((株株株株))))    上田市神畑乙上田市神畑乙上田市神畑乙上田市神畑乙 98989898－－－－8888    0202020268686868----26262626----3939393939393939    

小県郡小県郡小県郡小県郡    ((((株株株株))))リゾートメンテナンスリゾートメンテナンスリゾートメンテナンスリゾートメンテナンス    小県郡長和町大門字追分小県郡長和町大門字追分小県郡長和町大門字追分小県郡長和町大門字追分 3518351835183518    0268026802680268----69696969----2111211121112111    

佐久市佐久市佐久市佐久市    大蔵不動産大蔵不動産大蔵不動産大蔵不動産((((株株株株))))    佐久市中込佐久市中込佐久市中込佐久市中込 2573257325732573----1111    0267026702670267----62626262----1102110211021102    

小諸市小諸市小諸市小諸市    ((((株株株株))))信濃屋信濃屋信濃屋信濃屋    小諸市新町小諸市新町小諸市新町小諸市新町 2222----3333----10101010    0267026702670267----22222222----2522252225222522    

小諸市小諸市小諸市小諸市    ((((有有有有 ))))小山不動産小山不動産小山不動産小山不動産コンサルティンコンサルティンコンサルティンコンサルティンググググ    小諸市南町小諸市南町小諸市南町小諸市南町 1111----2222----25252525    0267026702670267----25252525----3333333333333333    

小諸市小諸市小諸市小諸市    丸五不動産丸五不動産丸五不動産丸五不動産((((株株株株))))    小諸市荒町小諸市荒町小諸市荒町小諸市荒町 1111----4444----8888    0267026702670267----22222222----3405340534053405    

小諸市小諸市小諸市小諸市    ((((有有有有))))美里不動産美里不動産美里不動産美里不動産    小諸市御幸町小諸市御幸町小諸市御幸町小諸市御幸町 1111----5555----21212121    0267026702670267----22222222----1111182182182182    

佐久市佐久市佐久市佐久市    ((((株株株株))))高畑商会高畑商会高畑商会高畑商会リアルティリアルティリアルティリアルティ    佐久市中込佐久市中込佐久市中込佐久市中込 1267126712671267----1111    0267026702670267----63636363----4066406640664066    

佐久市佐久市佐久市佐久市    昭和不動産昭和不動産昭和不動産昭和不動産((((株株株株))))    佐久市長土呂佐久市長土呂佐久市長土呂佐久市長土呂 441441441441----1111    0267026702670267----67676767----7000700070007000    

佐久市佐久市佐久市佐久市    ((((有有有有))))公陽公陽公陽公陽ハウジングハウジングハウジングハウジング    佐久市佐久平駅南佐久市佐久平駅南佐久市佐久平駅南佐久市佐久平駅南 15151515----8888    0267026702670267----88888888----8008800880088008    



取扱取扱取扱取扱っているっているっているっている物件物件物件物件のののの地地地地域域域域    業者名業者名業者名業者名    事務所所在地事務所所在地事務所所在地事務所所在地    電話番号電話番号電話番号電話番号    

佐久市佐久市佐久市佐久市    ((((有有有有))))新日本開発新日本開発新日本開発新日本開発    佐久市岩村田佐久市岩村田佐久市岩村田佐久市岩村田 1446144614461446----7777    0267026702670267----68686868----0018001800180018    

佐久市佐久市佐久市佐久市    ((((有有有有))))田園不動産田園不動産田園不動産田園不動産    佐久市中込佐久市中込佐久市中込佐久市中込 2975297529752975----4444    0267026702670267----62626262----4234423442344234    

佐久市佐久市佐久市佐久市    佐久土地開発佐久土地開発佐久土地開発佐久土地開発((((有有有有))))    佐久市取出町佐久市取出町佐久市取出町佐久市取出町 561561561561----5555    0267026702670267----62626262----8333833383338333    

佐久市佐久市佐久市佐久市    ((((株株株株))))ロロロロマンマンマンマン不動産不動産不動産不動産    佐久市中込佐久市中込佐久市中込佐久市中込 3210321032103210----5555    0267026702670267----67676767----5084508450845084    

佐久市佐久市佐久市佐久市    ひまわりひまわりひまわりひまわり不動産不動産不動産不動産    佐久市野沢佐久市野沢佐久市野沢佐久市野沢 93939393    0267026702670267----64646464----1288128812881288    

佐久市佐久市佐久市佐久市    東洋開発東洋開発東洋開発東洋開発((((株株株株))))    佐久市中込佐久市中込佐久市中込佐久市中込 3131313131313131----1111    0267026702670267----62626262----1754175417541754    

佐久市佐久市佐久市佐久市    ((((株株株株))))タウンタウンタウンタウン企画企画企画企画    佐久市横和佐久市横和佐久市横和佐久市横和 274274274274----1111    0267026702670267----68686868----7565756575657565    

佐久市佐久市佐久市佐久市    ((((有有有有))))レオナレオナレオナレオナ    佐久市協和字上沖佐久市協和字上沖佐久市協和字上沖佐久市協和字上沖 118118118118----6666    0267026702670267----53535353----3145314531453145    

佐久市佐久市佐久市佐久市    ㈲㈲㈲㈲信濃土地開発信濃土地開発信濃土地開発信濃土地開発    佐久市臼田佐久市臼田佐久市臼田佐久市臼田 1257125712571257----6666    0267026702670267----82828282----6901690169016901    

軽井沢町軽井沢町軽井沢町軽井沢町    ((((有有有有))))ノースカウンティノースカウンティノースカウンティノースカウンティ    北佐久郡軽井沢町大字軽井北佐久郡軽井沢町大字軽井北佐久郡軽井沢町大字軽井北佐久郡軽井沢町大字軽井沢沢沢沢199199199199----5555    0000267267267267----41414141----5161516151615161    

軽井沢町軽井沢町軽井沢町軽井沢町    ((((有有有有))))軽井沢軽井沢軽井沢軽井沢メンテナンスサービスメンテナンスサービスメンテナンスサービスメンテナンスサービス    北佐久郡軽井沢町長倉北佐久郡軽井沢町長倉北佐久郡軽井沢町長倉北佐久郡軽井沢町長倉 4613461346134613----72727272    0267026702670267----46464646----5119511951195119    

軽井沢町軽井沢町軽井沢町軽井沢町    ((((有有有有))))ＭＩＤＡＳＭＩＤＡＳＭＩＤＡＳＭＩＤＡＳ    北佐久郡軽井沢町軽井沢北佐久郡軽井沢町軽井沢北佐久郡軽井沢町軽井沢北佐久郡軽井沢町軽井沢 354354354354----14141414    0267026702670267----42424242----1671167116711671    

軽井沢町軽井沢町軽井沢町軽井沢町    ((((株株株株))))軽井沢企画軽井沢企画軽井沢企画軽井沢企画    北佐久郡軽井沢町軽井沢東北佐久郡軽井沢町軽井沢東北佐久郡軽井沢町軽井沢東北佐久郡軽井沢町軽井沢東 12121212----9999    0267026702670267----41414141----1616161616161616    

軽井沢町軽井沢町軽井沢町軽井沢町・・・・御代田町御代田町御代田町御代田町    ((((株株株株))))信光不動産信光不動産信光不動産信光不動産    北佐久郡軽井沢町大字長倉北佐久郡軽井沢町大字長倉北佐久郡軽井沢町大字長倉北佐久郡軽井沢町大字長倉大道大道大道大道南南南南2477247724772477----7777    0267026702670267----41414141----1933193319331933    

小海町小海町小海町小海町    ((((社社社社))))小海町開発公社小海町開発公社小海町開発公社小海町開発公社    南佐久郡小海町大字豊南佐久郡小海町大字豊南佐久郡小海町大字豊南佐久郡小海町大字豊里里里里5918591859185918----2222    0267026702670267----93939393----2525252539393939    

小海町小海町小海町小海町    ((((株株株株))))黒澤組黒澤組黒澤組黒澤組    南佐久郡小海町大字千代里南佐久郡小海町大字千代里南佐久郡小海町大字千代里南佐久郡小海町大字千代里3162316231623162    0267026702670267----92929292----2158215821582158    

佐久穂町佐久穂町佐久穂町佐久穂町    ((((有有有有))))大栄環境開発大栄環境開発大栄環境開発大栄環境開発    南佐久郡佐久穂町大字穂南佐久郡佐久穂町大字穂南佐久郡佐久穂町大字穂南佐久郡佐久穂町大字穂積積積積1326132613261326    0267026702670267----88888888----3417341734173417    

南相木村南相木村南相木村南相木村    ((((株株株株))))中島組中島組中島組中島組    南佐久郡南相木村南佐久郡南相木村南佐久郡南相木村南佐久郡南相木村 3623362336233623----4444    0267026702670267----78787878----2131213121312131    

松本市松本市松本市松本市    中央不動産中央不動産中央不動産中央不動産    松本市沢村松本市沢村松本市沢村松本市沢村 1111----13131313----19191919    0263026302630263----32323232----8419841984198419    

松本市松本市松本市松本市    西沢不動産西沢不動産西沢不動産西沢不動産    松本市両島松本市両島松本市両島松本市両島 6666----21212121    0263026302630263----25252525----4857485748574857    

松本市松本市松本市松本市    昭和開発昭和開発昭和開発昭和開発((((株株株株))))    松本市沢村松本市沢村松本市沢村松本市沢村 2222----15151515----23232323    0263026302630263----34343434----1421142114211421    

松本市松本市松本市松本市    ((((株株株株))))アスピアアスピアアスピアアスピア    松本市宮渕松本市宮渕松本市宮渕松本市宮渕 1111----3333----30303030    0263026302630263----32323232----8855885588558855    

松本市松本市松本市松本市    ((((株株株株))))信濃信濃信濃信濃ハウスハウスハウスハウス    松本市蟻松本市蟻松本市蟻松本市蟻ヶヶヶヶ崎崎崎崎 4444----9999----5555    0263026302630263----36363636----5555555555555555    

松本市松本市松本市松本市    小諸不動産商会小諸不動産商会小諸不動産商会小諸不動産商会    松本市桐松本市桐松本市桐松本市桐 2222----1111----13131313    0263026302630263----36363636----6030603060306030    

松本市松本市松本市松本市・・・・塩尻市塩尻市塩尻市塩尻市・・・・安曇野安曇野安曇野安曇野市市市市    永森不動産永森不動産永森不動産永森不動産    松本市白板松本市白板松本市白板松本市白板 1111----4444----18181818    0263026302630263----32323232----3232323232323232    

松本市松本市松本市松本市・・・・塩尻市塩尻市塩尻市塩尻市    ((((有有有有))))信成企画信成企画信成企画信成企画    松本市平田東松本市平田東松本市平田東松本市平田東 2222----14141414----3333    0263026302630263----85858585----6811681168116811    

松本市松本市松本市松本市    ((((有有有有))))山本不動産山本不動産山本不動産山本不動産    松本市大字島内松本市大字島内松本市大字島内松本市大字島内 3503350335033503----1111    0263026302630263----47474747----5711571157115711    

松本市松本市松本市松本市    ㈱㈱㈱㈱角不動産事務所角不動産事務所角不動産事務所角不動産事務所    松本市筑摩松本市筑摩松本市筑摩松本市筑摩 1111----13131313----18181818    0263026302630263----25252525----7890789078907890    

松本市松本市松本市松本市    大建土地大建土地大建土地大建土地㈱㈱㈱㈱    松本市城東松本市城東松本市城東松本市城東 2222----2222----1111    0263026302630263----35353535----2284228422842284    

松本市松本市松本市松本市    ㈲㈲㈲㈲タクトタクトタクトタクト不動産不動産不動産不動産    松本市島内松本市島内松本市島内松本市島内 3548354835483548    0263026302630263----47474747----4266426642664266    

松本市松本市松本市松本市    ㈲㈲㈲㈲広商広商広商広商    松本市笹賀松本市笹賀松本市笹賀松本市笹賀 5860586058605860    0263026302630263----26262626----8737873787378737    

松本市松本市松本市松本市    信州不動産信州不動産信州不動産信州不動産㈱㈱㈱㈱    松本市北深志松本市北深志松本市北深志松本市北深志 2222----4444----15151515    0263026302630263----34343434----0263026302630263    

松本市松本市松本市松本市    宅地開発宅地開発宅地開発宅地開発㈲㈲㈲㈲    松本市沢村松本市沢村松本市沢村松本市沢村 3333----1111----6666    0263026302630263----35353535----5813581358135813    

松本市松本市松本市松本市    ㈲㈲㈲㈲松澤地所松澤地所松澤地所松澤地所    松本市岡田松岡松本市岡田松岡松本市岡田松岡松本市岡田松岡 33333333    0263026302630263----46464646----0527052705270527    

松本市松本市松本市松本市    ㈲㈲㈲㈲寿土地寿土地寿土地寿土地    松本市寿小赤松本市寿小赤松本市寿小赤松本市寿小赤 681681681681----5555    0263026302630263----58585858----3939393973737373    

松本市松本市松本市松本市    ㈲㈲㈲㈲おざわおざわおざわおざわ不動産不動産不動産不動産    松本市水汲松本市水汲松本市水汲松本市水汲 103103103103    0263026302630263----46464646----5670567056705670    

松本市松本市松本市松本市    平成開発平成開発平成開発平成開発㈱㈱㈱㈱    長野市大字高田長野市大字高田長野市大字高田長野市大字高田 1339133913391339    026026026026----229229229229----8121812181218121    

松本市松本市松本市松本市    ((((有有有有))))サーベイリサーチサーベイリサーチサーベイリサーチサーベイリサーチ    松本市南原松本市南原松本市南原松本市南原 2222----4444----8888    0263026302630263----26262626----9099909990999099    



取扱取扱取扱取扱っているっているっているっている物件物件物件物件のののの地地地地域域域域    業者名業者名業者名業者名    事務所所在地事務所所在地事務所所在地事務所所在地    電話番号電話番号電話番号電話番号    

松本市松本市松本市松本市・・・・岡谷市岡谷市岡谷市岡谷市    ((((株株株株))))パナホームパナホームパナホームパナホーム長野中央長野中央長野中央長野中央    松本市大字島内松本市大字島内松本市大字島内松本市大字島内 4370437043704370----7777    0263026302630263----47474747----8766876687668766    

松本市松本市松本市松本市    髙山不動産髙山不動産髙山不動産髙山不動産    松本市蟻松本市蟻松本市蟻松本市蟻ヶヶヶヶ崎崎崎崎 1111----1111----55555555    0263026302630263----35353535----6143614361436143    

松本市松本市松本市松本市    ((((有有有有))))松本住松本住松本住松本住まいのまいのまいのまいの情報情報情報情報センターセンターセンターセンター    松本市北深志松本市北深志松本市北深志松本市北深志 3333----11111111----3333    0263026302630263----32323232----8878887888788878    

松本市松本市松本市松本市    ((((株株株株))))小林創建小林創建小林創建小林創建    松本市高宮北松本市高宮北松本市高宮北松本市高宮北 5555----8888    0263026302630263----26262626----6260626062606260    

松本市松本市松本市松本市    大三土地大三土地大三土地大三土地    松本市横田松本市横田松本市横田松本市横田 4444----7777----10101010    0263026302630263----33333333----6125612561256125    

松本市松本市松本市松本市    三映三映三映三映    松本市城西松本市城西松本市城西松本市城西 1111----6666----10101010    0263026302630263----35353535----1970197019701970    

松本市松本市松本市松本市    泰平不動産泰平不動産泰平不動産泰平不動産    松本市蟻松本市蟻松本市蟻松本市蟻ヶヶヶヶ崎崎崎崎 5555----1111----10101010    0263026302630263----36363636----2485248524852485    

松本市松本市松本市松本市    タケイタケイタケイタケイ不動産事務所不動産事務所不動産事務所不動産事務所    松本市波田松本市波田松本市波田松本市波田 876876876876----1111    0263026302630263----91919191----3330333033303330    

松本市松本市松本市松本市    ((((株株株株))))住宅流通住宅流通住宅流通住宅流通    松本市渚松本市渚松本市渚松本市渚 1111----2222----3333    0263026302630263----29292929----2755275527552755    

松本市松本市松本市松本市    信拓不動産信拓不動産信拓不動産信拓不動産    松本市芳川小屋松本市芳川小屋松本市芳川小屋松本市芳川小屋 1031103110311031    0263026302630263----85858585----1485148514851485    

松本市松本市松本市松本市    鈴木土地建物鈴木土地建物鈴木土地建物鈴木土地建物((((株株株株))))    松本市女鳥羽松本市女鳥羽松本市女鳥羽松本市女鳥羽 2222----2222----2222    0263026302630263----35353535----5680568056805680    

松本市松本市松本市松本市    ㈱㈱㈱㈱船井財産船井財産船井財産船井財産コンサルタンツコンサルタンツコンサルタンツコンサルタンツ長長長長野野野野    松本市城西松本市城西松本市城西松本市城西 2222----5555----12121212    0263026302630263----37373737----0271027102710271    

塩尻市塩尻市塩尻市塩尻市    ((((株株株株))))不動産管理不動産管理不動産管理不動産管理センターセンターセンターセンター    塩尻市大門塩尻市大門塩尻市大門塩尻市大門５５５５番町番町番町番町 18181818----6666    0263026302630263----53535353----7878787878787878    

塩尻市塩尻市塩尻市塩尻市    ((((有有有有))))ツツミツツミツツミツツミ宅建事務所宅建事務所宅建事務所宅建事務所    松本市大字芳川小屋松本市大字芳川小屋松本市大字芳川小屋松本市大字芳川小屋 650650650650----16161616    0263026302630263----58585858----7792779277927792    

塩尻市塩尻市塩尻市塩尻市    ((((有有有有))))樋口商事樋口商事樋口商事樋口商事    塩尻市大門桔梗町塩尻市大門桔梗町塩尻市大門桔梗町塩尻市大門桔梗町 4444----2222    0263026302630263----52525252----2407240724072407    

安曇野市安曇野市安曇野市安曇野市    積和不動産中部積和不動産中部積和不動産中部積和不動産中部((((株株株株))))松本流通営業所松本流通営業所松本流通営業所松本流通営業所    松本市大手松本市大手松本市大手松本市大手 2222----2222----10101010    0263026302630263----33333333----2103210321032103    

安曇野市安曇野市安曇野市安曇野市    小出不動産小出不動産小出不動産小出不動産((((株株株株))))    松本市大字水汲松本市大字水汲松本市大字水汲松本市大字水汲 23232323----9999    0263026302630263----31313131----3302330233023302    

安曇野市安曇野市安曇野市安曇野市    塚田不動産塚田不動産塚田不動産塚田不動産((((株株株株))))    安曇野市豊科高家安曇野市豊科高家安曇野市豊科高家安曇野市豊科高家 1071107110711071----42424242    0263026302630263----72727272----7111711171117111    

安曇野市安曇野市安曇野市安曇野市    ワールドワールドワールドワールド開発開発開発開発    松本市大字島内松本市大字島内松本市大字島内松本市大字島内 22222222----9999    0263026302630263----31313131----5608560856085608    

安曇野市安曇野市安曇野市安曇野市    ㈲㈲㈲㈲浅川不動産浅川不動産浅川不動産浅川不動産    安曇野市穂高安曇野市穂高安曇野市穂高安曇野市穂高 1831183118311831    0263026302630263----82828282----2177217721772177    

安曇野市安曇野市安曇野市安曇野市    タナカグループタナカグループタナカグループタナカグループ㈱㈱㈱㈱    安曇野市穂高安曇野市穂高安曇野市穂高安曇野市穂高 5697569756975697----3333    0263026302630263----82828282----6936693669366936    

安曇野市安曇野市安曇野市安曇野市    中電不動産中電不動産中電不動産中電不動産㈱㈱㈱㈱長野支社長野支社長野支社長野支社    長野市大字柳原字下返長野市大字柳原字下返長野市大字柳原字下返長野市大字柳原字下返町町町町2551255125512551----10101010    026026026026----295295295295----0147014701470147    

松本市松本市松本市松本市・・・・安曇野市安曇野市安曇野市安曇野市・・・・塩尻市塩尻市塩尻市塩尻市    アジアアジアアジアアジア不動産不動産不動産不動産((((株株株株))))    松本市大字笹賀松本市大字笹賀松本市大字笹賀松本市大字笹賀 3040304030403040----53535353    0263026302630263----86868686----7822782278227822    

安曇野市安曇野市安曇野市安曇野市・・・・松本市梓松本市梓松本市梓松本市梓川川川川    東海不動産東海不動産東海不動産東海不動産    安曇野市豊科安曇野市豊科安曇野市豊科安曇野市豊科 4740474047404740----3333    0263026302630263----72727272----4521452145214521    

松本市松本市松本市松本市・・・・塩尻市塩尻市塩尻市塩尻市・・・・安曇野市安曇野市安曇野市安曇野市・・・・松川松川松川松川村村村村     長野長野長野長野ローズローズローズローズ((((株株株株))))    松本市宮田松本市宮田松本市宮田松本市宮田 23232323----1111    0263026302630263----25252525----1421142114211421    

塩尻市塩尻市塩尻市塩尻市・・・・松本市松本市松本市松本市・・・・辰野辰野辰野辰野町町町町     ((((有有有有))))海渡不動産海渡不動産海渡不動産海渡不動産    諏訪郡下諏訪町諏訪郡下諏訪町諏訪郡下諏訪町諏訪郡下諏訪町 3185318531853185----1111    0266026602660266----28282828----2210221022102210    

岡谷市岡谷市岡谷市岡谷市・・・・諏訪市諏訪市諏訪市諏訪市・・・・下諏訪町下諏訪町下諏訪町下諏訪町・・・・茅野茅野茅野茅野市市市市     ((((株株株株))))東亜不動産東亜不動産東亜不動産東亜不動産    諏訪市大字四賀諏訪市大字四賀諏訪市大字四賀諏訪市大字四賀 822822822822    0266026602660266----53535353----7008700870087008    

岡谷市岡谷市岡谷市岡谷市・・・・下諏訪町下諏訪町下諏訪町下諏訪町    ((((株株株株))))ライフサービスオグチライフサービスオグチライフサービスオグチライフサービスオグチ    諏訪郡下諏訪町諏訪郡下諏訪町諏訪郡下諏訪町諏訪郡下諏訪町 4934493449344934－－－－1111    0266026602660266----27272727----4820482048204820    

岡谷市岡谷市岡谷市岡谷市・・・・下諏訪町下諏訪町下諏訪町下諏訪町    ((((有有有有))))みなとやみなとやみなとやみなとや商事商事商事商事    諏訪郡下諏訪町諏訪郡下諏訪町諏訪郡下諏訪町諏訪郡下諏訪町 5197519751975197----6666    0266026602660266----28282828----4662466246624662    

岡谷市岡谷市岡谷市岡谷市・・・・諏訪市諏訪市諏訪市諏訪市・・・・辰野辰野辰野辰野町町町町     ((((有有有有))))横内商事横内商事横内商事横内商事    岡谷市川岸上岡谷市川岸上岡谷市川岸上岡谷市川岸上 1111----14141414----16161616    0266026602660266----22222222----7597759775977597    

岡谷市岡谷市岡谷市岡谷市・・・・下諏訪町下諏訪町下諏訪町下諏訪町    ((((有有有有))))下諏訪不動産下諏訪不動産下諏訪不動産下諏訪不動産    諏訪郡下諏訪町諏訪郡下諏訪町諏訪郡下諏訪町諏訪郡下諏訪町 4726472647264726----24242424    0266026602660266----27272727----7531753175317531    

岡谷市岡谷市岡谷市岡谷市    岡谷不動産商事岡谷不動産商事岡谷不動産商事岡谷不動産商事((((有有有有))))    岡谷市天竜町岡谷市天竜町岡谷市天竜町岡谷市天竜町 3333丁目丁目丁目丁目 12121212----24242424    0266026602660266----22222222----3296329632963296    

岡谷市岡谷市岡谷市岡谷市・・・・諏訪市諏訪市諏訪市諏訪市    ふきやふきやふきやふきや不動産不動産不動産不動産    諏訪市末広諏訪市末広諏訪市末広諏訪市末広 6666----12121212    0266026602660266----58585858----2288228822882288    

岡岡岡岡谷市谷市谷市谷市    ((((有有有有))))安江不動産安江不動産安江不動産安江不動産    岡谷市長地源岡谷市長地源岡谷市長地源岡谷市長地源 1111----3333----17171717    0266026602660266----28282828----6660666066606660    

岡谷市岡谷市岡谷市岡谷市    小口不動産小口不動産小口不動産小口不動産カシアスカシアスカシアスカシアス    岡谷市堀岡谷市堀岡谷市堀岡谷市堀ノノノノ内内内内 1111----8888----4444    0266026602660266----23232323----4177417741774177    

諏訪市諏訪市諏訪市諏訪市    興栄不動産興栄不動産興栄不動産興栄不動産    諏訪市大字中洲諏訪市大字中洲諏訪市大字中洲諏訪市大字中洲 3653365336533653----5555    0266026602660266----53535353----3353335333533353    

諏訪市諏訪市諏訪市諏訪市    共立住販共立住販共立住販共立住販((((株株株株))))    諏訪市大字豊田諏訪市大字豊田諏訪市大字豊田諏訪市大字豊田 299299299299----1111    0266026602660266----52525252----3535353535353535    

諏訪市諏訪市諏訪市諏訪市    ((((有有有有))))共立共立共立共立エステートエステートエステートエステート    諏訪市大字豊田諏訪市大字豊田諏訪市大字豊田諏訪市大字豊田 264264264264----1111    0266026602660266----52525252----2368236823682368    



取扱取扱取扱取扱っているっているっているっている物件物件物件物件のののの地地地地域域域域    業者名業者名業者名業者名    事務所所在地事務所所在地事務所所在地事務所所在地    電話番号電話番号電話番号電話番号    

諏訪市諏訪市諏訪市諏訪市    ((((株株株株))))カマクラカマクラカマクラカマクラ    諏訪市沖田町諏訪市沖田町諏訪市沖田町諏訪市沖田町 2222丁目丁目丁目丁目 139139139139----1111    0266026602660266----53535353----3300330033003300    

諏訪市諏訪市諏訪市諏訪市    ((((有有有有))))河西商事河西商事河西商事河西商事    諏訪市城南諏訪市城南諏訪市城南諏訪市城南 1111----2550255025502550    0266026602660266----52525252----3439343934393439    

諏訪市諏訪市諏訪市諏訪市・・・・富士見町富士見町富士見町富士見町    ((((有有有有))))井戸尻不動産井戸尻不動産井戸尻不動産井戸尻不動産    諏訪郡富士見町落合諏訪郡富士見町落合諏訪郡富士見町落合諏訪郡富士見町落合 9834983498349834----1111    0266026602660266----62626262----6888688868886888    

諏諏諏諏 訪 市訪 市訪 市訪 市 ・・・・ 岡 谷 市岡 谷 市岡 谷 市岡 谷 市 ・・・・ 茅 野茅 野茅 野茅 野 市市市市    エステートエステートエステートエステートおくむらおくむらおくむらおくむら((((有有有有))))    諏訪市上川諏訪市上川諏訪市上川諏訪市上川 2222丁目丁目丁目丁目 2148214821482148----3333    0266026602660266----57575757----0023002300230023    

富士見町富士見町富士見町富士見町    ((((株株株株))))雨宮雨宮雨宮雨宮    諏訪郡富士見町落合諏訪郡富士見町落合諏訪郡富士見町落合諏訪郡富士見町落合 10029100291002910029    0266026602660266----62626262----2150215021502150    

富士見町富士見町富士見町富士見町    富士見開発富士見開発富士見開発富士見開発((((有有有有))))    諏訪郡富士見町富士諏訪郡富士見町富士諏訪郡富士見町富士諏訪郡富士見町富士見見見見3594359435943594----21212121    0266026602660266----62626262----5635563556355635    

下諏訪町下諏訪町下諏訪町下諏訪町    ((((株株株株))))東洋開発東洋開発東洋開発東洋開発    諏訪郡下諏訪町諏訪郡下諏訪町諏訪郡下諏訪町諏訪郡下諏訪町 4342434243424342----5555    0266026602660266----27272727----5200520052005200    

茅野市茅野市茅野市茅野市    ㈲㈲㈲㈲平成不動産平成不動産平成不動産平成不動産    諏訪市上川諏訪市上川諏訪市上川諏訪市上川 2222丁目丁目丁目丁目 2202220222022202----1111    0266026602660266----54545454----2103210321032103    

茅野市茅野市茅野市茅野市    ㈱㈱㈱㈱アパートセンターアパートセンターアパートセンターアパートセンター茅茅茅茅野野野野    茅野市本町東茅野市本町東茅野市本町東茅野市本町東 7777----71717171    0266026602660266----72727272----9865986598659865    

茅野市茅野市茅野市茅野市    ㈱㈱㈱㈱アパートセンターアパートセンターアパートセンターアパートセンター茅野茅野茅野茅野アパートアパートアパートアパートちのちのちのちの店店店店    茅野市茅野市茅野市茅野市ちのちのちのちの字下河原字下河原字下河原字下河原 2812281228122812----1111    0266026602660266----75757575----2655265526552655    

茅野市茅野市茅野市茅野市    ㈱㈱㈱㈱永明不動産永明不動産永明不動産永明不動産    茅野市茅野市茅野市茅野市ちのちのちのちの 624624624624----1111    0266026602660266----72727272----0080008000800080    

茅野市茅野市茅野市茅野市    ㈱㈱㈱㈱エクセレントホームエクセレントホームエクセレントホームエクセレントホーム    茅野市宮川茅野市宮川茅野市宮川茅野市宮川 11347113471134711347----7777    0266026602660266----72727272----3167316731673167    

茅野市茅野市茅野市茅野市    ((((株株株株))))サンケイサンケイサンケイサンケイ    茅野市本町西茅野市本町西茅野市本町西茅野市本町西 5555----30303030    0266026602660266----72727272----6196619661966196    

茅野市茅野市茅野市茅野市    ((((株株株株))))篠原不動産篠原不動産篠原不動産篠原不動産    茅野市湖東茅野市湖東茅野市湖東茅野市湖東 8576857685768576----1111    0266026602660266----73737373----1900190019001900    

茅野市茅野市茅野市茅野市    ((((有有有有))))勝建勝建勝建勝建エステートエステートエステートエステート    茅野市宮川茅野市宮川茅野市宮川茅野市宮川 4073407340734073----1111    0266026602660266----82828282----5236523652365236    

茅野市茅野市茅野市茅野市    ((((有有有有))))志路喜家志路喜家志路喜家志路喜家    茅野市塚原茅野市塚原茅野市塚原茅野市塚原 2222----18181818----26262626    0266026602660266----72727272----2218221822182218    

茅野市茅野市茅野市茅野市    諏訪不動産諏訪不動産諏訪不動産諏訪不動産((((株株株株))))    茅野市塚原茅野市塚原茅野市塚原茅野市塚原 1111----7777----6666    0266026602660266----72727272----6525652565256525    

茅野市茅野市茅野市茅野市    ((((有有有有))))田島不動産田島不動産田島不動産田島不動産    茅野市宮川茅野市宮川茅野市宮川茅野市宮川 2624262426242624    0266026602660266----72727272----0340034003400340    

茅野市茅野市茅野市茅野市    タナカタナカタナカタナカ総業総業総業総業    茅野市茅野市茅野市茅野市ちのちのちのちの 1883188318831883    0266026602660266----72727272----5739573957395739    

茅野市茅野市茅野市茅野市    ((((株株株株))))田村建設田村建設田村建設田村建設    茅野市宮川茅野市宮川茅野市宮川茅野市宮川 1214121412141214    0266026602660266----72727272----2798279827982798    

茅野市茅野市茅野市茅野市    中央不動産中央不動産中央不動産中央不動産((((株株株株))))    茅野市塚原茅野市塚原茅野市塚原茅野市塚原 2222----5555----17171717    0266026602660266----72727272----2231223122312231    

茅野市茅野市茅野市茅野市    ((((株株株株))))マルユーマルユーマルユーマルユー    茅野市茅野市茅野市茅野市ちのちのちのちの 1194119411941194----3333    0266026602660266----72727272----0022002200220022    

茅野市茅野市茅野市茅野市    ((((株株株株))))レントライフレントライフレントライフレントライフ諏訪諏訪諏訪諏訪インターインターインターインター店店店店    茅野市茅野市茅野市茅野市ちのちのちのちの 2767276727672767----2222    0266026602660266----82828282----5101510151015101    

諏訪郡原村諏訪郡原村諏訪郡原村諏訪郡原村    ((((有有有有))))小平不動産小平不動産小平不動産小平不動産    諏訪郡原村諏訪郡原村諏訪郡原村諏訪郡原村 11824118241182411824----1111    0266026602660266----79797979----2640264026402640    

伊那市伊那市伊那市伊那市・・・・駒駒駒駒ヶヶヶヶ根市根市根市根市・・・・諏訪市諏訪市諏訪市諏訪市・・・・上伊那上伊那上伊那上伊那郡郡郡郡    南信土地建物南信土地建物南信土地建物南信土地建物((((株株株株))))    伊那市上新田伊那市上新田伊那市上新田伊那市上新田 2393239323932393----1111    0265026502650265----73737373----3118311831183118    

箕輪町箕輪町箕輪町箕輪町・・・・辰野町辰野町辰野町辰野町    ((((株株株株))))サンポーサンポーサンポーサンポーアパマンショップアパマンショップアパマンショップアパマンショップ伊北店伊北店伊北店伊北店    上伊那郡箕輪町大字中箕上伊那郡箕輪町大字中箕上伊那郡箕輪町大字中箕上伊那郡箕輪町大字中箕輪輪輪輪8570857085708570----1111    0265026502650265----71717171----3338333833383338    

伊那市伊那市伊那市伊那市・・・・箕輪町箕輪町箕輪町箕輪町・・・・駒駒駒駒ヶヶヶヶ根根根根市市市市    ((((株株株株))))レントライフレントライフレントライフレントライフ    伊那市中央伊那市中央伊那市中央伊那市中央 4561456145614561----7777    0265026502650265----77777777----2580258025802580    

箕輪町箕輪町箕輪町箕輪町    ((((株株株株))))ミハルコーポレーションミハルコーポレーションミハルコーポレーションミハルコーポレーション    上伊那郡箕輪町大字中箕上伊那郡箕輪町大字中箕上伊那郡箕輪町大字中箕上伊那郡箕輪町大字中箕輪輪輪輪8188818881888188    0265026502650265----79797979----8115811581158115    

箕輪町箕輪町箕輪町箕輪町    ((((有有有有))))箕輪開発箕輪開発箕輪開発箕輪開発    上伊那郡箕輪町大字中箕上伊那郡箕輪町大字中箕上伊那郡箕輪町大字中箕上伊那郡箕輪町大字中箕輪輪輪輪1439143914391439----1111    0265026502650265----79797979----5929592959295929    

伊那市伊那市伊那市伊那市    竹村工業竹村工業竹村工業竹村工業((((株株株株))))    下伊那郡松川町上片桐下伊那郡松川町上片桐下伊那郡松川町上片桐下伊那郡松川町上片桐 3646364636463646----2222    0265026502650265----36363636----6611661166116611    

駒駒駒駒ヶヶヶヶ根市根市根市根市    ((((株株株株))))エコグリーンエコグリーンエコグリーンエコグリーン    駒駒駒駒ヶヶヶヶ根市飯坂根市飯坂根市飯坂根市飯坂 2222丁目丁目丁目丁目 9999----14141414    0265026502650265----83838383----1150115011501150    

伊那市伊那市伊那市伊那市・・・・南南南南箕輪村箕輪村箕輪村箕輪村    ((((有有有有))))ああああーーーーすすすすホームホームホームホーム    上伊那郡南箕輪村上伊那郡南箕輪村上伊那郡南箕輪村上伊那郡南箕輪村 8283828382838283----3333    0265026502650265----73737373----0313031303130313    

伊那市伊那市伊那市伊那市    太田建設太田建設太田建設太田建設((((株株株株))))    飯田市高羽町飯田市高羽町飯田市高羽町飯田市高羽町 2222----5555----5555    0265026502650265----22222222----8888888888888888    

伊那市伊那市伊那市伊那市    上伊那農業協同組合上伊那農業協同組合上伊那農業協同組合上伊那農業協同組合    伊那市狐島伊那市狐島伊那市狐島伊那市狐島 4291429142914291    0265026502650265----72727272----6134613461346134    

伊那市伊那市伊那市伊那市    ㈲㈲㈲㈲大澤商事大澤商事大澤商事大澤商事    伊那市西町伊那市西町伊那市西町伊那市西町 4912491249124912----1111    0265026502650265----72727272----4478447844784478    

伊那市伊那市伊那市伊那市    ((((株株株株))))エステートオフィスエステートオフィスエステートオフィスエステートオフィス    上伊那郡南箕輪村上伊那郡南箕輪村上伊那郡南箕輪村上伊那郡南箕輪村 5291529152915291----3333    0265026502650265----98989898----0732073207320732    

伊那市伊那市伊那市伊那市    エビスエビスエビスエビス不動産不動産不動産不動産((((株株株株))))    伊那市境伊那市境伊那市境伊那市境 1071107110711071    0265026502650265----78787878----5911591159115911    

伊那市伊那市伊那市伊那市・・・・箕輪町箕輪町箕輪町箕輪町・・・・南箕輪南箕輪南箕輪南箕輪村村村村    ㈱㈱㈱㈱あっとあっとあっとあっとホホホホームームームーム    南箕輪村南箕輪村南箕輪村南箕輪村 8998899889988998----1111    0265026502650265----73737373----1323132313231323    



取扱取扱取扱取扱っているっているっているっている物件物件物件物件のののの地地地地域域域域    業者名業者名業者名業者名    事務所所在地事務所所在地事務所所在地事務所所在地    電話番号電話番号電話番号電話番号    

伊那市伊那市伊那市伊那市・・・・南箕輪村南箕輪村南箕輪村南箕輪村    ((((株株株株))))サンポーアパマンショップサンポーアパマンショップサンポーアパマンショップサンポーアパマンショップ伊那店伊那店伊那店伊那店    伊那市中央伊那市中央伊那市中央伊那市中央 4708470847084708----1111    0265026502650265----78787878----1082108210821082    

駒駒駒駒ヶヶヶヶ根市根市根市根市・・・・宮田村宮田村宮田村宮田村    ((((株株株株))))サンポーアパマンショップサンポーアパマンショップサンポーアパマンショップサンポーアパマンショップ駒駒駒駒ヶヶヶヶ根根根根店店店店    駒駒駒駒ヶヶヶヶ根市赤穂根市赤穂根市赤穂根市赤穂 1298129812981298----2222    0265026502650265----83838383----1174117411741174    

辰野町辰野町辰野町辰野町・・・・箕輪町箕輪町箕輪町箕輪町    ㈲㈲㈲㈲辰野不動産商事辰野不動産商事辰野不動産商事辰野不動産商事    辰野町中央辰野町中央辰野町中央辰野町中央 221221221221----1111    0266026602660266----41414141----5570557055705570    

駒駒駒駒ヶヶヶヶ根市根市根市根市    ((((有有有有))))萬屋不動産萬屋不動産萬屋不動産萬屋不動産    駒駒駒駒ヶヶヶヶ根市赤須東根市赤須東根市赤須東根市赤須東 6666----24242424    0265026502650265----83838383----0800080008000800    

駒駒駒駒ヶヶヶヶ根市根市根市根市    赤穂建設赤穂建設赤穂建設赤穂建設㈱㈱㈱㈱    駒駒駒駒ヶヶヶヶ根市飯坂根市飯坂根市飯坂根市飯坂 1111----12121212----3333    0265026502650265----83838383----7181718171817181    

駒駒駒駒ヶヶヶヶ根市根市根市根市    環境開発環境開発環境開発環境開発ＡＡＡＡ....ＩＩＩＩ....    駒駒駒駒ヶヶヶヶ根市上穂栄町根市上穂栄町根市上穂栄町根市上穂栄町 20202020----20202020    0265026502650265----81818181----7447744774477447    

宮田村宮田村宮田村宮田村    ㈱㈱㈱㈱倉田工務店倉田工務店倉田工務店倉田工務店    駒駒駒駒ヶヶヶヶ根市赤穂根市赤穂根市赤穂根市赤穂 6073607360736073    0265026502650265----83838383----7134713471347134    

駒駒駒駒ヶヶヶヶ根市根市根市根市・・・・宮田村宮田村宮田村宮田村    ((((有有有有))))イグチイグチイグチイグチ美装美装美装美装    駒駒駒駒ヶヶヶヶ根市赤穂根市赤穂根市赤穂根市赤穂 11476114761147611476----5555    0265026502650265----81818181----0617061706170617    

伊那市伊那市伊那市伊那市・・・・駒駒駒駒ヶヶヶヶ根市根市根市根市・・・・箕輪町箕輪町箕輪町箕輪町・・・・南箕輪南箕輪南箕輪南箕輪村村村村     小松商会小松商会小松商会小松商会    伊那市荒井伊那市荒井伊那市荒井伊那市荒井 4819481948194819----80808080    0265026502650265----72727272----3997399739973997    

伊那市伊那市伊那市伊那市・・・・辰野町辰野町辰野町辰野町・・・・箕輪町箕輪町箕輪町箕輪町・・・・南箕輪南箕輪南箕輪南箕輪村村村村     アークアークアークアーク不動産不動産不動産不動産((((株株株株))))    伊那市中央伊那市中央伊那市中央伊那市中央 5079507950795079----1111    0265026502650265----77777777----0073007300730073    

箕輪町箕輪町箕輪町箕輪町・・・・辰野町辰野町辰野町辰野町    サンエスサンエスサンエスサンエス不動産不動産不動産不動産    上伊那郡箕輪町中箕上伊那郡箕輪町中箕上伊那郡箕輪町中箕上伊那郡箕輪町中箕輪輪輪輪1111935935935935----72727272    0265026502650265----79797979----3640364036403640    

南箕輪村南箕輪村南箕輪村南箕輪村    ((((有有有有))))オオタニオオタニオオタニオオタニ計画計画計画計画    上伊那郡南箕輪村上伊那郡南箕輪村上伊那郡南箕輪村上伊那郡南箕輪村 5431543154315431----2222    0265026502650265----76767676----5155515551555155    

駒駒駒駒ヶヶヶヶ根市根市根市根市・・・・宮田村宮田村宮田村宮田村・・・・飯田飯田飯田飯田市市市市    ((((株株株株))))氣賀澤不動産氣賀澤不動産氣賀澤不動産氣賀澤不動産    駒駒駒駒ヶヶヶヶ根市赤穂根市赤穂根市赤穂根市赤穂 10110101101011010110----8888    0265026502650265----83838383----2321232123212321    

飯田市飯田市飯田市飯田市    ((((有有有有))))あるばあるばあるばあるばホームホームホームホーム    飯田市松尾代田飯田市松尾代田飯田市松尾代田飯田市松尾代田 578578578578----1111    0265026502650265----21212121----6522652265226522    

飯田市飯田市飯田市飯田市    アイホームアイホームアイホームアイホーム信州信州信州信州    飯田市駄科飯田市駄科飯田市駄科飯田市駄科 589589589589----1111    0265026502650265----26262626----7890789078907890    

飯田市飯田市飯田市飯田市    小沢不動産小沢不動産小沢不動産小沢不動産    飯田市伝馬町飯田市伝馬町飯田市伝馬町飯田市伝馬町 2222丁目丁目丁目丁目 34343434----2222    0265026502650265----24242424----3307330733073307    

飯田市飯田市飯田市飯田市・・・・高森町高森町高森町高森町    神稲建設神稲建設神稲建設神稲建設((((株株株株))))    飯田市主税町飯田市主税町飯田市主税町飯田市主税町 18181818    0265026502650265----59595959----7011701170117011    

飯田市飯田市飯田市飯田市・・・・高森町高森町高森町高森町・・・・松川町松川町松川町松川町・・・・阿智阿智阿智阿智村村村村    ((((株株株株))))サンポーサンポーサンポーサンポーアパマンショップアパマンショップアパマンショップアパマンショップ飯田飯田飯田飯田店店店店    飯田市鼎名古熊飯田市鼎名古熊飯田市鼎名古熊飯田市鼎名古熊 603603603603----1111    0265026502650265----24242424----7750775077507750    

飯田市飯田市飯田市飯田市    ((((有有有有))))セキセキセキセキ・・・・コーポレーションコーポレーションコーポレーションコーポレーション    飯田市鼎名古熊飯田市鼎名古熊飯田市鼎名古熊飯田市鼎名古熊 2019201920192019----2222    0265026502650265----22222222----2944294429442944    

飯田市飯田市飯田市飯田市    ((((株株株株))))ヤマキチヤマキチヤマキチヤマキチ木材木材木材木材    飯田市座光寺飯田市座光寺飯田市座光寺飯田市座光寺 5526552655265526----1111    0265026502650265----22222222----0055005500550055    

飯田市飯田市飯田市飯田市    木下地所木下地所木下地所木下地所    飯田市上郷飯沼飯田市上郷飯沼飯田市上郷飯沼飯田市上郷飯沼 3092309230923092----11111111    0265026502650265----22222222----7455745574557455    

飯田市飯田市飯田市飯田市    ((((有有有有))))やざわやざわやざわやざわ    飯田市鈴加町飯田市鈴加町飯田市鈴加町飯田市鈴加町 1111----24242424    0265026502650265----24242424----0929092909290929    

飯田市飯田市飯田市飯田市・・・・高森町高森町高森町高森町・・・・下條村下條村下條村下條村    ㈱㈱㈱㈱シノダシノダシノダシノダ    飯田市白山町飯田市白山町飯田市白山町飯田市白山町 2222----6945694569456945----1111    0265026502650265----22222222----2880288028802880    

松川町松川町松川町松川町    細田重機細田重機細田重機細田重機((((株株株株))))    下伊那郡松川町上片桐下伊那郡松川町上片桐下伊那郡松川町上片桐下伊那郡松川町上片桐 3842384238423842----1111    0265026502650265----37373737----2241224122412241    

 


