
大網白里市の協力事業者一覧

売買 賃貸借
賃貸借家屋の

管理

㈱アーネストホーム 長谷川　寛 299-3223 大網白里市南横川３８４８－２ 14082 0475-72-5000 0475-78-6330 ○ 水曜日

アインズホーム㈱大網支店 及川　和則 299-3236 大網白里市みやこ野２－１－２ 14232 0475-73-4949 0475-73-4999 http://www.eyens-home.co.jp ○ 水曜日、第1・3火曜日

㈱大網開発 清水　博章 299-3221 大網白里市富田８８９－３ 4453 0475-72-3993 0475-72-4012 http://www.oamikaihatsu.co.jp/ ○ ○ ○ 水曜日

大里綜合管理㈱ 野老　真理子 299-3236 大網白里市みやこ野２－３－１ 4711 0475-72-3473 0475-72-4001 http://www.ohsato.co.jp/ ○ ○ ○ 水曜日、第3木曜日

㈱　海渡 佐藤　直生 299-3233 大網白里市永田１４９４－２ 16807 0475-72-5811 0475-72-5850 www.zennichi.net/b/kaito/index.asp ○ ○ ○ 水曜日

㈱　クリエイトホーム 竹村　義彦 299-3235 大網白里市駒込２０５－１板幸ビル２階 17104 0475-70-0123 0475-71-0021 ○ 水曜日・隔週火曜日

株式会社　サングッド 坂本　清文 299-3251 大網白里市大網５０５－６ 17276 0475-53-3910 0475-72-3930 https://www.sangood.co.jp/ ○ ○ ○ 水曜日

㈱ソトボー 鳥原　眞利子 299-3251 大網白里市大網４５０－４ 9787 0475-73-4722 0475-73-4722 http://www.sotovo.jp ○ 水曜日

タナカ環境開発㈱ 田中　吉夫 299-3234 大網白里市みずほ台１－２８－２８ 11155 0475-70-8575 0475-70-8571 http://www.athome.co.jp/ahch/tanaka-n.html ○ ○ 水曜日

㈱トレジャーカンパニー 小川　オスカル 299-3251 大網白里市大網９８－３スリーアイランドビル１０１ 16869 0475-77-8247 0475-77-8248 http://www.treasure-c.co.jp ○ ○ 水曜日

㈱和コーポレーション 小林　雅康 299-3218 大網白里市北飯塚２５５－２３ 17245 0475-72-7070 0475-68-9390 https://nagomi-corp.com ○ ○ ○ 無休

㈱ぴえて 川嶋　理恵 299-3243 大網白里市大竹２６４－１ 16510 0475-71-3636 0475-71-3637 http://www.piete.co.jp/ ○ ○ ○ 火曜日、第1・3水曜日

瑞穂ホーム㈲ 有田　茂樹 299-3235 大網白里市駒込１６３２ 11028 0475-73-0001 0475-72-9800 ○ ○ ○ 水曜日

㈱三越ハウジング 鮫島　芳雄 299-3235 大網白里市駒込４３８－９ 15787 0475-73-5566 0475-73-8655 http://www.mitukoshi.com/ ○ 水曜日、第２木曜日

みやこ野不動産 花澤　義治 299-3236 大網白里市みやこ野２－２－６ 12060 0475-73-2300 0475-73-6640 http://www.miyakono-f.com/ ○ 無休（夏冬休暇有）

明星不動産㈱ 北田　宏彦 299-3235 大網白里市駒込４３８－９ 11547 0475-70-1717 0475-70-1718 ○ ○ ○ 日曜日、祝祭日

㈱　リバティ 米倉　裕治 299-3235 大網白里市駒込４４３－１ 13405 0475-70-1200 0475-70-1205 http://www.libertyhome.jp ○ ○ ○ 水曜日・第1．3．5火曜日

取扱内容
協力事業者名 代表者 郵便番号 住所 免許番号 電話番号 FAX番号 ホームページURL 定休日



東金市の協力事業者一覧

売買 賃貸借
賃貸借家屋の

管理

㈱アーネスト 石塚　信寿 283-0812 東金市福俵３７６日世第一ビル１F 16795 0475-50-3821 0475-50-3822 http://earnest21.net ○ ○ ○ 水曜日

アインズホーム㈱ 及川　和則 283-0068 東金市東岩崎２７－９ 14232 0475-55-4300 0475-55-4330 http://www.eyens-home.co.jp ○ 水曜日、第1・3火曜日

㈱　アート 春日　常敏 283-0816 東金市西福俵６５－１４ 10956 0475-52-7071 0475-52-7072 http://art-1989.jp/ ○ ○ ○ 水曜日

㈱　エヌテック 堤　真吾 283-0063 東金市堀上２０２番地２ 17070 0475-78-4010 0475-78-4011 ○ ○ ○ 年中無休

㈱１２６ハウジング 花澤　政広 283-0811 東金市台方９１５－１ 16630 0475-54-1260 0475-54-1263 http://kaitori-togane-housedo.com/ ○ ○ ○ 水曜日、第1・3火曜日

㈲さくらハウジング 石井　孝子 283-0802 東金市東金４２９－５ 10995 0475-52-4055 0475-52-4022 http://www.sakurahousing.info/ ○ ○ ○ 水曜日

㈲　三和不動産 林　正博 283-0064 東金市川場１１２０－２ 7561 0475-55-1775 0475-55-6210 https://www.zennichi.net/m/sanwa-f/#pg_top ○ ○ 水曜日

㈲　シー・オン不動産 中島　進 283-0061 東金市北之幸谷９７７－６ 14546 0475-50-3939 0475-50-3938 http://www.seaon.info/ ○ ○ ○ 特になし

㈱住センター２１ 原島　和雄 283-0062 東金市家徳６６７－３９ 8584 0475-58-5411 0475-58-5742 http://ju-center21.net/ ○ ○ ○ 水曜日、第1・3木曜日

㈱　大塔不動産 渡邊　民夫 283-0061 東金市北之幸谷８－１ 13128 0475-55-1269 0475-54-2731 http://www.daito-f.jp/ ○ ○ ○ 水曜日、第2・4木曜日

東京監財㈱東金支店 桒原　正男 283-0068 東金市東岩崎２５－１６ 14275 0475-54-7733 0475-54-7730 http://tokyo-kanzai.com ○ 水曜日、第１火曜日

㈲　東豊住宅 野間　秀子 283-0064 東金市川場１１３４－６ 12348 0475-53-0870 0475-53-0877 http://www.toho-jutaku.com/ ○ ○ ○ 水曜日、第2・3曜日

プレステージ㈱ 鈴木　京子 283-0064 東金市川場１０８７ 16283 0475-52-0052 0475-52-0053 http://www.purestige.co.jp/ ○ ○ ○ 日曜日、祝祭日

㈱プロパティー 江村　千鶴 283-0063 東金市堀上３３４－１ 16810 0475-77-8251 0475-77-8252 http://jkpproperty.com ○ ○ ○ 無休

㈲ユーアイコーポレーション 村井　美知子 283-0066 東金市南上宿２０－４ 13848 0475-55-7663 0475-55-7643 http://www.yuaicorporation.net ○ 水曜日

㈲リーブル 行木　義輝 283-0003 東金市道庭９５４－１ 16381 0475-52-8881 0475-52-8884 http://www.leable.com ○ ○ ○ 無休（夏冬GW休暇有）

取扱内容
協力事業者名 代表者 郵便番号 住所 免許番号 電話番号 FAX番号 ホームページURL 定休日



九十九里町・芝山町の協力事業者一覧

売買 賃貸借
賃貸借家屋の

管理

㈲古川設計 古川　正利 283-0104 山武郡九十九里町片貝４３００ 15354 0475-76-4357 0475-53-5098 http://www.geocities.jp/je1txx/ ○ 日曜日

ベスト・フォーチュン㈱ 手束　俊夫 289-1602 山武郡芝山町菱田１０８５－１ 10874 0479-78-1328 0479-78-1329 http://best-fortune.jp/company.html ○ ○ ○ 水曜日

取扱内容
協力事業者名 代表者 郵便番号 住所 免許番号 電話番号 FAX番号 ホームページURL 定休日



山武市の協力事業者一覧

売買 賃貸借
賃貸借家屋の

管理

㈱住まいの発見館 小川　信夫 289-1345 山武市津辺７６ 4705 0475-82-3313 0475-82-3156 http://www.hakkenkan.co.jp/ ○ ○ ○ 火曜日、水曜日

㈲山一ホーム 山田　友明 289-1313 山武市上横地８７５－１２ 14686 0475-78-3165 0475-78-3166 ○ 水曜日

房総リビング㈱ 小安　芳彦 289-1326 山武市成東６６８－２ 16383 0475-82-6633 0475-82-6677 http://www.bosoliving.com/ ○ 水曜日

取扱内容
協力事業者名 代表者 郵便番号 住所 免許番号 電話番号 FAX番号 ホームページURL 定休日



茂原市の協力事業者一覧

売買 賃貸借
賃貸借家屋の

管理

アインズホーム㈱茂原支店 及川　和則 297-0007 茂原市腰当１１５０ 14232 0475-20-5050 0475-26-5353 http://www.eyens-home.co.jp ○ 水曜日、第1・3火曜日

㈲アタカ住販 安本　明雄 297-0026 茂原市茂原１５２８－８ 10133 0475-22-9000 0475-25-8836 http://atakajuhan.jp/ ○ 水曜日、第1・3火曜日

岩瀬建設㈱ 岩瀬　勝征 297-0024 茂原市八千代１－２０－１０ 5865 0475-23-7778 0475-23-6600 http://iwasekensetsu.com ○ 水曜日

㈱エム・ケーエステート 細谷　盛幸 297-0023 茂原市千代田町１－６－１ 14361 0475-25-5219 0475-25-5251 http://mkestate.web.fc2.com/ ○ ○ 無休

㈱小沢工務店 小沢　恒夫 297-0026 茂原市茂原１０４７－９ 16272 0475-26-6636 0475-25-5977 http://www.ozaco.jp/ ○ ○ 水曜日

㈱協和土地建物 鈴木　克典 297-0015 茂原市東部台２－１０－１ 9407 0475-25-3635 0475-26-2231 http://kyowa-tochi.co.jp ○ ○ 無休（夏冬休暇有）

㈱　ケーエス・パートナー 齊藤　藤枝 297-0026 茂原市茂原１５７０－２ 15340 0475-26-0666 0475-26-7775 ○ ○ 水曜日、第１・３火曜日

光希エステート㈱ 細貝　俊樹 297-0026 茂原市茂原１５１０－６ 12370 0475-26-0088 0475-25-7385 ○ ○ ○ 水曜日

㈱サンアイク不動産 愛敬　薫 297-0007 茂原市腰当３８－１ 17091 0475-47-2323 0475-47-2225 http://mobarachuo-housedo.com ○ 水曜日

㈲シーガル不動産 山﨑　俊一 299-4114 茂原市本納１８０９－１ 15113 0475-30-5053 0475-30-5054 http://www7b.biglobe.ne.jp/~seagull/ ○ ○ 水曜日

白井産業㈱ 白井　勝 299-4114 茂原市本納２４０３－２ 6155 0475-34-4555 0475-34-4556 ○ ○ 水曜日

㈲信和恒産 山田　泰司 297-0026 茂原市茂原１０３－１０ 9663 0475-25-4565 0475-25-3548 http://www7.plala.or.jp/shinwakousan/ ○ ○ ○ 水曜日

㈱　創健 上村　健司 299-4113 茂原市法目７５９－１ 16982 0475-36-7451 0475-36-7461 http://souken-build.sesh.estate/ ○ 水曜日

第一商興㈱ 中村　朝子 297-0073 茂原市長尾２６９０－１６ 308 0475-47-3916 050-1352-0599 http://sky.geocities.jp/daiichi_shoko/ ○ 火曜日

㈱玉川工産 玉川　大樹 297-0037 茂原市早野１０７１－１ 10300 0475-22-5118 0475-24-7581 http://www.tamagawa-k.co.jp ○ ○ 無休（夏冬GW休暇有）

地奨住建㈱ 吉田　時行 297-0007 茂原市腰当１３０８－１ 11894 0475-24-3311 0475-23-7811 http://www.cjk.jp ○ ○ ○ 水曜日、第1・3火曜日

㈲ひかり不動産 髙山　幸光 297-0022 茂原市町保７－１３４ 12625 0475-25-8993 0475-25-8713 http://www.hikari-f.co.jp/ ○ ○ ○ 木曜日、第1・3水曜日

㈱ひまわり不動産 樋木　悟 297-0026 茂原市茂原１５２５－５ 15929 0475-36-2486 0475-36-2487 http://www.rel-himawari.com/ ○ 水曜日

㈲不動産流通センター 大岩　芳治 297-0074 茂原市小林２３１９－１ 11757 0475-26-4000 0475-26-0909 http://mobara-frc.com/wp/ ○ ○ ○ 日曜日、祝祭日

茂原駅前不動産㈱ 齋藤　義人 297-0022 茂原市町保７－１８ 17000 0475-44-7996 0475-22-0070 http://www.athome.co.jp/ahch/mobaraekimae.html ○ ○ ○ 火曜日、水曜日

㈱　ヤマトホーム 松井　正二 299-4113 茂原市法目１９００－７ 12907 0475-30-5500 0475-30-5501 ○ ○ ○ 水曜日

㈲優和ハウジング 青山　泰文 297-0016 茂原市木崎１８０２ 13004 0475-27-8971 0475-27-8971 http://www13.plala.or.jp/yuwa/ ○ 水曜日

ヨコオ住販㈱ 横尾　利典 297-0029 茂原市高師１８７ 11636 0475-22-1370 0475-22-1350 http://www.jyu-han.net/ ○ ○ 水曜日

取扱内容
協力事業者名 代表者 郵便番号 住所 免許番号 電話番号 FAX番号 ホームページURL 定休日



長生村・一宮町の協力事業者一覧

売買 賃貸借
賃貸借家屋の

管理

田舎暮らし・千葉房総ねっと㈱ 武田　新 299-4327 長生郡長生村一松２３５３－３ 12666 0475-32-4477 0475-32-4479 http://bousou.net/ ○ 水曜日

㈱東亜リゾート 馬場　省三 299-4345 長生郡長生村本郷７４６４ 12786 0475-32-5875 0475-47-2558 ○ 水曜日

㈱フジホーム 藤平　誠 299-4333 長生郡長生村七井土１５２９－１ 15595 0475-44-4731 0475-44-4732 http://www.fujihome-mobara.jp ○ ○ 水曜日

上総の国ホーム㈱ 中村　哲久 299-4301 長生郡一宮町一宮８５２３－１ 17014 0475-36-5219 0475-36-5220 http://kazusanokuni.annex-homes.jp/ ○ 水曜日

取扱内容
協力事業者名 代表者 郵便番号 住所 免許番号 電話番号 FAX番号 ホームページURL 定休日


