
支部名 No. 事業者名 所在地 TEL/FAX Email/URL 空き家管理業務内容 営業時間 対応エリア 休業日

桑名 1 ㈲かさぎ 桑名市中央町一丁目11番地 (TEL)0594-21-5151 (Email)kitagawa@kasagi-re.com 定期的見回り、近隣クレーム対応 9:00～18:00 桑名市、川越町 祝、盆

(FAX)0594-22-8113 (URL)https://www.kasagi-re.com 朝日町、東員町 正月

2 くすのき不動産 員弁郡東員町城山二丁目22番10 (TEL)0594-76-9006 9:00～17:00 桑名市、東員町 土、日

(FAX)0594-76-9027 いなべ市

四日市 3 ㈱アイエムトラスト 四日市市鵜の森１丁目２－１６ (TEL)059-329-5201 (Email)mitani.m@atnavi-ekimae.com すべて 9:30～18:30 四日市市内 水

(FAX)059-329-5202 菰野市内

4 ㈲ウッドサプライサナダ 四日市市三ツ谷東町6番1号 (TEL)059-330-5445 (Email)sanada@wood-supply.co.jp 8:00～17:00 桑名市,四日市市 日、祝

(FAX)059-330-5477 鈴鹿市

5 ㈲キンキ不動産流通販売 三重郡菰野町菰野1390 (TEL)059-393-3511 (Email)kinkihudousan@sweet.ocn.ne.jp 賃貸管理、草刈、清掃、動産処分、 9:00～18:00 四日市市,菰野町 水

(FAX)059-393-3694 建物解体 いなべ市,鈴鹿市

6 ㈲大喜 四日市市西新地3-13 (TEL)059-352-3204 (Email)daiki@taisyoukan.com 定期巡回、清掃、賃貸管理　他 10:00～17:00 四日市市 土・日

(FAX)059-352-5110 (URL)https://micasaes.jimdo.com 近郊

7 ティーズプラス㈱ 四日市市富田栄町25-7 (TEL)059-366-7766 (Email)t-s.p.1205@galaxy.ocn.ne.jp 空き家巡回管理、定期清掃管理、 9:00～18:00 四日市市,三重郡 日

(FAX)059-366-7767 (URL)https://www.tsplus.co.jp 郵便物転送管理 桑名市、鈴鹿市

8 ㈲東海不動商事 四日市市赤堀新町6-15 (TEL)059-352-4534 (Email)akinorig377@gmail.com 空き家管理(月間報告、修理、草取り、 9:00～16:30 北勢 日

(FAX)059-352-5029 (URL)http://www.tokaifudo.com 見廻り、台風などの被害確認） (四日市市中心)

9 ㈲トヨタ不動産 四日市市中川原3-5-1 (TEL)059-352-8855 (Email)toyotare@m7.cty-net.ne.jp 9:00～18:00 四日市市 土(不定期)

(FAX)059-352-2955 日、祝

10 ナショナル不動産㈱ 四日市市松原町19番16号 (TEL)059-361-5656 (Email)n-fudoh@sk2.so-net.ne.jp 通風・ポスト整理・草取り・庭木確認 9:00～19:00 四日市市,桑名市 水

(FAX)059-361-5657 雨漏り確認　等 鈴鹿市、亀山市

11 ひまわり不動産 四日市市幸町2番18号 (TEL)059-340-3689 (Email)himawari.525@friend.ocn.ne.jp 清掃、通水、通気換気、庭木の手入れ 9:00～18:00 四日市、桑名 水

(FAX)059-340-3428 (URL)http://www.himawari.525.jp 家財処分、施錠確認、郵便物 三重郡川越

朝日、鈴鹿

12 ㈱名泗コンサルタント 四日市市久保田1丁目5番41号 (TEL)059-352-7100 (Email)info@meishi-c.com 草刈、室内清掃、動産物処分など 9:00～19:00 北勢地域

(FAX)059-354-0078 (URL)http://www.meishi-c.com

13 山一不動産㈱ 四日市市芝田1-6-3 (TEL)059-354-5155 (Email)info@yamaichi-f.com 9:00～17:00 四日市市 日、祝

(FAX)059-352-2828

鈴鹿亀山 14 ㈱アップルクス 亀山市管内町813 (TEL)0595-96-9111 (Email)info@aplks.com 郵便物ﾁｪｯｸ、建物外観、外回りﾁｪｯｸ 8:00～20:00 亀山市、鈴鹿市 年中

(FAX)0595-96-9112 (URL)http://aplks.com/ 庭木剪定、雑草処理、異常時連絡　等 津市、四日市市 無休

15 ㈱伊勢湾工業 鈴鹿市南堀江二丁目2-13 (TEL)059-385-2003 (Email)ya0404@dj8.so-net.ne.jp 媒介、賃貸、リフォーム、解体 9:00～18:00 鈴鹿市,四日市市 日、祝

(FAX)059-358-8686 (URL)http://www.isewankogyou.co.jp 亀山市

16 ㈲河田不動産 鈴鹿市平田新町5番1号 (TEL)059-378-7001 (Email)r-kawada@juno.ocn.ne.jp 9:30～12:00 鈴鹿市内 日、祝

(FAX)059-378-1234 (URL)http://www.kawadafudousan.com/ (月～金)

13:00～17:30

(土)

13:00～15:30
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鈴鹿亀山 17 ㈲スズショウ 鈴鹿市南玉垣町7051番地 (TEL)059-384-0503 (Email)suzusyo@ace.odn.ne.jp 建物・敷地の点検・管理・草刈り 9:00～18:00 鈴鹿市 水、日

(FAX)059-358-5100 (URL)http://suzusyo.net トータルサポート 亀山市

18 ㈱中村建築 鈴鹿市磯山4丁目5番30 (TEL)059-387-1123 (Email)nakaken.y@nifty.com 通風、清掃、草取り、庭木伐採 8:00～17:00 鈴鹿市、津市 日

(FAX)059-387-1299 (URL)http://www.nakaken-mie.co.jp/ ポスト整理 亀山市 祝日等

19 ㈱のぞみ不動産 鈴鹿市住吉2丁目7－18 (TEL)059-379-3330 (Email)nozomi2103suzuka@gmail.com 有効活用、定期巡回、買取、売買 10:00～19:00 鈴鹿市、津市 日

(FAX)059-379-3943 四日市市

20 ㈲三重ホーム 鈴鹿市磯山4丁目3番13号 (TEL)059-380-6260 (Email)miehome@ion.ocn.ne.jp 空き家管理・仲介・賃貸 8:00～17:00 鈴鹿市、津市 年中

(FAX)059-380-6261 四日市市 無休

津 21 ㈱West.Ai 津市河芸町中瀬244-1 (TEL)059-244-0241 (Email)t-nishii@west-ai.co.jp 10:00～19:00 津市全域 水

ACT.BLD　１F (FAX)059-244-0245 (URL)http://www.west-ai.co.jp

22 ㈱エイト不動産Lab 津市丸之内18番15号 (TEL)059-226-0801 (Email)contact@e-fudosan-lab.com 窓開け、草刈、見廻りサービス、 9:00～19:00 鈴鹿市,津市 日、祝

近坂ビル1階 (FAX)059-226-0813 (URL)https://www.e-fudousan-lab.com 安心空き家信託(認知症対策)、相続登記サポート 松阪市

生前贈与コンサル、共有登記の権利調整コンサル

23 ㈲エムズクリエイト 津市一志町虹が丘38番地2 (TEL)059-293-6593 (Email)uhh59472@nifty.com 全般(定期巡回、草刈、窓の開閉等) 9:30～18:00 津市南部 日、祝

(FAX)059-253-6855

24 関権不動産㈱ 津市栄町3-257 (TEL)059-229-7272 (Email)tsu@apamanshop-fc.com 管理、賃貸・売買斡旋 9:30～18:00 四日市市 毎週

(FAX)059-229-7271 (URL)http://sekigou-fudosan.com/ 水

25 三交不動産㈱ 津市栄町4丁目255番地 (TEL)0120-350-412 (Email)tomoyuki.sakai@re.sanco.co.jp 空家・空地巡回管理、リフォーム・修繕 10:00～18:00 三重県全域 無休

リフォーム事業部 津店 (すまいの情報館内) (FAX)059-222-6250 (URL)https://re.sanco.co.jp/reform 植栽管理、清掃など (南紀除く)

26 ㈲ダイチョウ 津市野田21-789 (TEL)059-237-0791

(FAX)059-237-3866

27 ㈲ハローホーム 津市高茶屋小森町1707-119 (TEL)090-8739-1789 (Email) hello-home@ztv.ne.jp 草刈、除草剤散布、庭木剪定 9:00～18：00 日、祝

(TEL)059-234-6345 伐採処分、リフォーム

(FAX)059-234-6465

松阪 28 ㈱賃貸ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 松阪市宮町332-1 (TEL)0598-30-8787 (Email)c-mate11@chintai-m.net 定期巡回、除草、郵便物確認等 9:30～19:00 三重県全域 水

賃貸ﾒｲﾄFC松阪中央店 (FAX)0598-30-8585 ブラン有り

29 ㈱名泗コンサルタント 松阪市小野江島字大町716番地2 (TEL)0598-56-9363 (Email)info@meishi-c.com 草刈、室内清掃、動産物処分など 9:00～19:00 松阪市

南勢支店 (FAX)0598-56-9368 (URL)http://www.meishi-c.com 伊勢市周辺

30 東和ホーム㈱ 松阪市大黒田町239番地 (TEL)0598-21-1137 (Email)a-mura@towahome.jp 庭の維持管理、売却相談 9:00～18:00 松阪市周辺 なし

(FAX)0598-26-5911 (URL)https://towahome.jp

伊勢志摩 31 大玉商事㈱ 伊勢市浦口３丁目1－14 (TEL)0596-24-7111 (Email)isesimag@cotton.ocn.ne.jp 管理に係る助言、代行手配、 9:00～17:00 伊勢市周辺 土日祝

(FAX)0596-24-7113 建物見廻り、2月に1回程度の現状報告 夏期冬期

32 ㈲キタガワ企画 伊勢市小木町64-1 (TEL)0596-31-0808 (Email)info@kitagawa-kikaku.co.jp 清掃、見廻り、管理など 9:30～18:00 伊勢市,明和町 日、祝

(FAX)0596-31-0809 (URL)http://www.kitagawa-kikaku.co.jp 玉城町

mailto:miehome@ion.ocn.ne.jp
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伊勢志摩 33 ㈲キタモト 志摩市阿児町鵜方4018 (TEL)0599-43-8833 (Email)info@kitamoto.biz 建物外部や敷地の点検、草刈、室内換気 9:00～18:00 志摩市 土(午後)

(FAX)0599-43-3033 (URL)http://www.kitamoto.biz その他 日、祝

34 ㈱下村住建 伊勢市小俣町明野1234 (TEL)0596-25-3634 (Email)shimojyu@coast.ocn.ne.jp 屋外：郵便物確認、簡易清掃、目視点検、 8:00～17:00 伊勢市周辺 なし

(FAX)0596-28-8448 (URL)http://shimomura-housing.co.jp 防犯確認、庭不確認、管理看板設置

室内：換気、通水、簡易清掃、雨漏り

カビ確認、防犯確認

35 ㈱創建ハウジング 伊勢市小俣町元町992 (TEL)0596-28-6035 (Email)info@sokenhousing.co.jp  空き地、空き家定期管理及び利活用（売買 9:30～18:30 伊勢市周辺 水

(FAX)0596-28-3698 (URL)http://www.sokenhousing.co.jp 賃貸など）、室内清掃、動産物処分

草刈、修繕、庭の維持管理

36 西田不動産 伊勢市小俣町元町770番地 (TEL)0596-25-0340 (Email)motoaki@mint.or.jp 敷地除草、建物通風等 9:00～18:00 伊勢市 なし

(FAX)0596-25-0890

37 マルモ不動産 伊勢市船江4-27-18 (TEL)0596-24-3770 (Email)marumo@leaf.ocn.ne.jp 通気、換気、通水、庭木ごみ処理 伊勢市周辺

(FAX)0596-24-3771 (URL)http://marumo-fudousan.com 空き家管理士1級有り

38 ㈱ヤマト計画 伊勢市宮町１丁目18-23 (TEL)0596-27-1260 (Email)my-home@kk-yamato.com 売却、買取、仲介、草刈、定期点検 8:00～17:00 津市、伊勢市 土、日

(FAX)0596-27-1282 (URL)http://kk-yamato.com 改修工事 志摩市

39 ㈲リバティホーム 伊勢市河崎2丁目7-7 (TEL)0596-28-0139 (Email)liberty@amigo2.ne.jp ご相談 9:00～17:00 伊勢.玉城,明和 日

(FAX)0596-28-0379 (URL)https://organic-liberty.com 度会,鳥羽,志摩

南伊勢

伊賀 40 ㈱アライブ 伊賀市上野桑町2082-3 (TEL)0595-24-7881 (Email)alive@mild.ocn.ne.jp 内外部巡回、清掃、換気、通水、除草、他 9:30～18:30 伊賀市 日、祝

(FAX)0595-24-7882 (URL)http://www.igalive.co.jp/

41 ㈱井上和則地所 名張市鴻之台1番町75番地 (TEL)0595-48-6378 (Email)info@inochan.jp 街中ではなく、少し田舎の方の 9:00～17:00 三重県全域 水

(FAX)0595-48-6377 (URL)https//www.inochan.jp 空き家(古民家)が得意です。 (伊勢市を除く)

42 奥出土地㈱ 伊賀市四十九町1442番地の2 (TEL)0595-26-7550 (Email)t-okude@ict.ne.jp ご相談 9:00～17:30 伊賀市限定 日

(FAX)0595-26-7551

43 ㈲古民家再生 伊賀市法花2254 (TEL)0595-20-1263 (Email)kominka@ict.ne.jp 草刈、剪定、荷出し、空気入替、掃除 9:00～17:30 伊賀市 火

(FAX)0595-20-1370

44 ㈱サンシホームサービス 名張市つつじが丘北3-81-2 (TEL)0595-48-7134 (Email)akiya0@sansi34.com 清掃、維持管理、残置物処分、片づけ 10:00～18:00 名張市 毎週

(FAX)0595-48-7135 雑草、樹木伐採 伊賀市 火、水

45 ㈱サングリーン 名張市蔵持町原出1699番地 (TEL)0595-63-8950 (Email)estate@sungreen.info 窓開放、除草、植木剪定、その他要望により 9:00～19:00 名張市、 水

(FAX)0595-63-8970 (URL)https://www.sungreen.info/ 伊賀市周辺

46 ㈲住まいるホーム 伊賀市緑ヶ丘南町4012番地の3 (TEL)0595-26-7630 (Email)sumairu@joy.ocn.ne.jp 定期的な建物管理 9:00～18:00 伊賀市、名張市 毎週

(FAX)0595-26-7631 津市美杉町 水

47 ㈱竹島建設 伊賀市玉瀧2835番地 (TEL)0595-42-1136 (Email)takeken1@ict.ne.jp 周辺の除草処理、家の状況確認、補修等 8:00～17:00 日

(FAX)0595-42-1936

48 みやこ不動産 伊賀市比工2616-7 (TEL)0595-37-0532 (Email)miyako370532@yahoo.co.jp 入居者募集、建物の修繕手配、 8:00～18:00 伊賀市 不定休

(FAX)0595-37-0427 定期巡回等 名張市

49 ㈲ヤマトホーム 名張市丸之内９９番地４ (TEL)059-562-1380 (Email)yamato-h@asint.jp 除草作業、清掃、その他 9:00～17:00 名張市 水、日

(FAX)0595-62-1381


