一般社団法人長野県宅地建物取引業協会中信支部会員名簿
松本・東筑摩
会員名／免許番号

有効期限／Eメール

代表者名／取引士名

所在地／電話番号

FAX番号／URL

（株）アイ

佐々木 永博

松本市大字里山辺２０５３－１

(4)4597 / 2020.12.22

同上

050-5534-6161 / 0263-33-1126

（株）IHIビジネスサポート松本事業所

槙 浩(政令で定める使用人)

松本市石芝１丁目１－１

大臣(8)3680 / 2022.02.22

深井 久光

0263-25-1230 / 0263-25-1232

hisamitsu_fukai@ihibs.ihi.co.jp

http://www.ihibs-matsumoto.jp/

（有）アイタウンエステイト

宮澤 淑貴

松本市渚２丁目７－２０ＧＭビル２Ｆ

(4)4639 / 2021.09.03

同上

0263-31-3300 / 0263-31-3301

wing@cd.wakwak.com

http://www.itown-estate.com/

（有）あおば住専

林 芳枝

松本市中央１丁目２７－１５

(3)4772 / 2018.09.18

同上

0263-39-7685 / 0263-39-7686

aoba@poa.matsumoto.ne.jp

http://aoba-j.net/

赤羽不動産

赤羽 昭彦

松本市大字中山４４２５－３

(3)5057 / 2022.10.11

同上

0263-58-1215 / 0263-58-1215
http://akahane-fudousan.jp/

空家の冒険

津田 達

松本市蟻ヶ崎２丁目７－７

(1)5419 / 2020.10.20

同上

0263-35-6779 / 0263-35-6779

浅井木材（株）

浅井 正徳

松本市村井町北１－６－１

(1)5355 / 2019.05.26

同上

0263-58-2461 / 0263-58-2841

info@akiyanoboken.jp

kanejyu@mva.biglobe.ne.jp

http://www.asai-mokuzai.com/

旭不動産事務所

窪田 明美

松本市野溝西２丁目６－４７

(8)3226 / 2022.03.31

同上

0263-28-7677 / 0263-28-7673

アジア不動産（株）

松澤 茂幸

松本市大字笹賀３０４０－５３

(7)3773 / 2022.05.02

同上・松澤 祐子

0263-86-7822 / 0263-86-5252

info@asia-fudosan.co.jp

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

（株）アシスト＆ソリューション

古畑 俊明

松本市野溝西２丁目２－３２

(4)4645 / 2021.10.19

同上

0263-25-4030 / 0263-27-1147

（株）アズサ

竹内 祐介

松本市村井町北１丁目３－１

(3)5065 / 2022.11.15

同上

0263-50-8686 / 0263-50-8687

（株）アスピア

百瀬 方康

松本市宮渕１丁目３－３０

(9)2805 / 2021.08.14

阿部真一・小澤靖史・相馬裕
之・小山純

0263-32-8855 / 0263-35-1618

estate@asupia.co.jp

http://www.asupia.co.jp/

（株）アスピア エステート部

相馬 裕之

松本市宮渕１丁目４－３０グランデアルディア１０１号

(9)2805 / 2021.08.14

同上

0263-32-1151 / 0263-32-8840

estate@asupia.co.jp

http://www.321151.jp/

安曇興業（株）

大嶋 喜代松

松本市大字里山辺３４９７－１

(15)432 / 2022.03.30

同上・大嶋 康弘

0263-32-3350 / 0263-36-1181

あったか子育て応援住宅（株）

宮内 快治

松本市大手４丁目８－１７

(2)5249 / 2021.12.21

同上

0263-87-1896 / 0263-87-1895

アルピコ交通（株）

三澤

(13)970 / 2018.12.06

中沢 好輝

0263-26-7000 / 0263-26-1144

（株）アルプスピアホーム

橋本 公秀

松本市小屋南１丁目１３－１

(2)5127 / 2019.01.16

坂本 寿男

0263-85-2525 / 0263-85-2526

洋一

松本市井川城２丁目１－１

（株）ＡＬＰＲＥＸ

寺沢 正浩

松本市筑摩１丁目１８－７

(4)4752 / 2023.06.23

山崎 大輔

0263-50-8868 / 0263-50-8869

（有）安藤商事

安藤 啓司

松本市庄内１丁目６－２１

(9)2931 / 2022.08.04

同上・安藤 正壽

0263-25-0156 / 0263-25-6088
http://www.hatomarksite.com/cgi-bin/UrlDisp.cgi?
KAIIN_NO=00072000867

井口不動産

井口 穂高

松本市両島１－７－３

(1)5464 / 2021.07.21

同上

0263-50-7521 / 0263-50-7522

（株）池田不動産事務所

池田 盛実

松本市庄内２丁目１－１８

(10)2403 / 2021.04.08

同上

0263-27-3614 / 0263-27-3617
http://www.mcci.or.jp/www/ikeda/index.html

伊藤不動産（株）

伊藤 陽子

松本市大字笹賀４４９８

(10)2666 / 2023.05.23

伊藤 知子

0263-58-0707 / 0263-58-8316

（株）内川工務店

内川 正

松本市五常７２９５－１

(3)4954 / 2021.03.13

内川 賢祐

0263-64-2736 / 0263-64-4545

（有）ＡＰサービス信州

服部 敢紀

松本市笹賀７６００‐１４

(1)5402 / 2020.07.13

寺沢

0263-85-3400 / 0263-85-6781

（株）エコプランニング

太田 大地

松本市大字笹賀３３７７－３０

(3)5089 / 2023.04.16

同上

0263-57-5456 / 0263-31-6806

（株）エステート・イケガミ

池上 慶秀

松本市中央３丁目２－２１

(6)4189 / 2023.05.25

同上

0263-35-1234 / 0263-35-7810

（株）エステートギャラリー

窪田 雅則

松本市深志３丁目７－１７

(2)5159 / 2019.10.26

山崎 進

0263-34-5280 / 0263-34-5274

智美

http://www.hatomarksite.com/cgi-bin/UrlDisp.cgi?
KAIIN_NO=00072001693

estate-g@kubokon.co.jp
（株）エバラ

江原 久

松本市野溝西１丁目１０－２２

(11)2043 / 2021.10.17

同上

0263-25-5840 / 0263-25-9796

（有）恵比寿

矢口 恒夫

松本市城西１丁目１－３３

(15)183 / 2019.03.30

同上

0263-32-3476 / 0263-33-9760

（有）遠条

猿田 正志

北安曇郡池田町大字中鵜1400-11

(5)4266 / 2019.01.31

同上

0261-85-0815 / 0261-85-0815

（株）おうちの相談所

小野 完

松本市巾上１３－４

(2)5237 / 2021.09.21

同上

0263-87-1882 / 0263-87-1883

（有）大上

中條 正規

松本市大字岡田下岡田４８９

(4)4716 / 2022.12.16

同上

0263-35-0344 / 0263-35-0344

大蔵木工（株）

大蔵 章男

松本市宮渕１丁目１－１８

(11)2110 / 2022.04.22

同上

0263-32-1960 / 0263-32-1966

大澤不動産

大澤 久幸

松本市大字島立１０５４－１５吉澤ビル２Ｆ

(2)5172 / 2020.03.12

同上

0263-31-6555 / 0263-31-6556

ebisu@vega.ocn.ne.jp

http://www16.plala.or.jp/estate-/index.html
（株）オオサワホーム

大澤 裕一

松本市野溝西２丁目９－５８

(6)4123 / 2022.08.26

清水幸子

0263-26-4485 / 0263-26-4417

（有）沖商会

沖 正剛

松本市大手２丁目３－７

(12)1635 / 2021.05.11

同上

0263-36-4040 / 0263-35-5633

（株）オクムラ硝子

奥村 重雄

松本市大字岡田下岡田１６－７

(3)4802 / 2019.01.07

奥村卓司

0263-46-5033 / 0263-46-5139

（有）おざわ不動産

小澤 考司

松本市大字水汲１０３

(3)4973 / 2021.07.31

同上

0263-46-5670 / 0263-46-6897
http://www.ozawa-hudousan.com/

おひさま不動産（株）

笠井 妃三佳

松本市大字島内４５９７－１０

(2)5226 / 2021.06.13

笠井仁

0263-88-7126 / 0263-88-7106

オリヤ建物（株）

杉野 文保

松本市大字笹賀８０７１

(6)4161 / 2023.01.09

同上

0263-27-6721 / 0263-27-6731

（株）ガイア

等々力 茂義

松本市双葉２４－１３

(2)5295 / 2022.10.29

同上

0263-31-3355 / 0263-31-3354

oriyatatemono@nifty.com

st-gaia@sky.plala.or.jp

http://gaia-f.com/

カガミ・タウンマネージメント（株）

各務 秀一

松本市双葉１４－１８

(13)1009 / 2019.03.14

宮坂栄治・池田充雄

0263-26-0662 / 0263-28-6456

（株）籠田工務店

籠田 利紀

東筑摩郡山形村５２５－１

(3)4938 / 2020.12.05

同上

0263-98-2890 / 0263-98-3934

kagoda@ag.wakwak.com

http://www.kagoda.co.jp/

（株）片倉事務所

片倉 清隆

松本市高宮中７－３３

(3)4994 / 2021.10.13

同上

0263-87-3067 / 0263-87-3068

（株）カチタス松本店

政令で定める使用人･矢崎隆
松本市庄内１丁目１０－１１グランビュー東和１Ｆ
一

大臣(5)5475 / 2019.03.28

同上

0263-24-1477 / 0263-24-1478

（株）加藤不動産事務所

加藤 直之

松本市双葉９－２８サンケイビル

(4)4451 / 2018.08.27

同上・小笠原 葉子

0263-27-2156 / 0263-27-2157

kato-f@po.mcci.or.jp

http://www.kato-fudousan.jp/

カナデリー不動産（株）

百瀬 寿明

松本市大手２－５－１

(2)5288 / 2022.08.31

同上

0263-37-1355 / 0263-24-3071

info@kanadery.jp

モモセビル２Ｆ

http://www.kanadery.jp/

（株）カネト小原

小原 輝久

松本市深志２丁目３－２８

(12)1880 / 2023.06.01

同上・小原 正久

0263-32-1235 / 0263-32-0544
http://www.kaneto-ohara.com/

蒲生不動産

蒲生 正雄

松本市波田５１０３

(2)5124 / 2018.12.12

同上

0263-92-2102 / 0263-92-2141

（株）木族の家

田中 俊男

松本市大手２丁目８－６

(4)4670 / 2022.04.25

寺島 道男

0263-39-8822 / 0263-39-8823

info@kizokunoie.com

https://kizokunoie.com/

共和観光（株）

江本 日東

松本市女鳥羽２丁目１－２

(3)4847 / 2019.07.15

延本 東泳・金 光美

0263-36-3122 / 0263-36-3154
http://kyowa-kanko.com/fudosan/

キヨミズ開発（株）

神通川 長子

東筑摩郡山形村７１７０－１

(7)3834 / 2022.10.18

中澤 二三子

0263-98-4029 / 0263-98-3985

桐原ガス燃料（株）

松沢 宏

松本市清水１丁目８－２０

(10)2660 / 2023.05.10

桐原 久代・松沢 正惠

0263-32-2389 / 0263-33-7631

（有）クラマエ

古畑 博基

松本市野溝木工２－７－９

(1)5468 / 2021.07.28

古畑 晋平

0263-31-3106 / 0263-27-0945

（株）クレストハウス

中村 次男

松本市宮田１５－６－２

(4)4517 / 2019.08.18

同上・中村 喜代子

0263-31-6252 / 0263-31-6253

kuramae@po.mcci.or.jp

office@crest-house.co.jp

小出不動産（株）

http://www.crest-house.co.jp/

小出 里美

松本市大字水汲２３－９

(2)5163 / 2019.12.14

同上

koide.k@bz03.plala.or.jp

0263-31-3302 / 0263-31-3048
http://koide-fudousan.jp/

（有）宏栄商事

堀田 順彦

松本市庄内２丁目１－１９

(10)2563 / 2022.07.07

同上・堀田 和輝

0263-26-8112 / 0263-26-8238
http://www.koei-estate.com/

高原物産（株）

永田 信雄

松本市高宮南９－１３

(6)4046 / 2021.10.13

伏見 利恵子

0263-25-7283 / 0263-25-7489

甲信アルプスホーム（株）

岡本 伸夫

松本市笹部１丁目３－６

(1)8553 / 2018.12.20

赤羽亨・山浦慎一・小椋公博

0263-28-3131 / 0263-25-5400

t-akahane@mitsuihome-ksa.co.jp

http://www.mitsuihome-ksa.co.jp

（有）光和不動産

金本 博光

松本市沢村２丁目１－１

(10)2645 / 2023.04.04

同上

0263-35-0560 / 0263-36-2900
http://508203.com/

（有）寿土地

藤森 喜代子

松本市大字寿小赤６８１－５

(10)2560 / 2022.06.21

同上

0263-58-3973 / 0263-58-3598

（株）小林創建

小林 稔政

松本市高宮北５－８

(12)1672 / 2021.07.17

斉藤 俊行

0263-26-6260 / 0263-26-6682

小諸不動産商会

田中 三惠子

松本市桐２丁目１－１３

(3)5055 / 2022.10.11

同上・渡邊 洋史

0263-36-6030 / 0263-34-1161
http://www.komoro.gr.jp/

（有）サーベイ・リサーチ

山﨑 秀彦

松本市南原２丁目４－８

(3)5003 / 2021.12.13

古畑 いづみ

0263-26-9099 / 0263-26-9094

（株）財産ネットワークス長野

髙木 伸幸

松本市城西２丁目５－１２

(3)4803 / 2019.01.14

同上・伊藤 尚之

0263-37-0271 / 0263-37-0588

info@s-research.jp

info@0271.jp

http://www.0271.jp/

（株）サクセスライフ

塩原 賢

松本市井川城２丁目１０－１

(9)2720 / 2018.12.12

中田 里美

0263-88-5030 / 0263-88-5031

info@sakusesulife.com

http://www.sakusesulife.com

笹平工務店

笹平 昇

松本市浅間温泉１丁目２２－８

(3)4792 / 2018.11.07

笹平 添水・笹平 光崇

0263-46-1107 / 0263-46-5800
http://sasahira.com/real-estate/

佐藤不動産

佐藤 大輔

松本市野溝木工２－４－１４

(2)5311 / 2023.04.12

同上

0263-87-8093 / 0263-87-8094

sato-fudousan@seagreen.ocn.ne.jp

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

サンエネック（株）

寺澤 久水

松本市大手1丁目７－１２

(2)5194 / 2020.08.06

久保田 安弘・柳澤 誉

0263-87-3923 / 0263-35-3923

（株）三幸技術

中野 博夫

松本市大字笹賀４８６－５

(14)834 / 2023.02.15

小松 清海

0263-86-2214 / 0263-86-2214

（株）ＳｕｎＳｕｎ不動産

鍵田 正樹

松本市梓川倭４７７－５

(2)5211 / 2021.03.01

同上

0263-88-7488 / 0263-88-7489
http://sunsun33.net/

（株）サンダイ

秋山 大

松本市平田東２－１１－８

(1)5433 / 2021.02.04

同上

0263-75-6377 / 0263-75-6378

サンプロ不動産（株）

青栁 弘昭

松本市村井町南４－１－４

(1)5336 / 2018.12.03

酒井 宏樹

0263-50-8150 / 0263-85-4633
http://www.sunpro-estate.jp/

柴 貴之(政令で定める使用
人)

松本市寿中１－２６－３３

(14)614 / 2021.07.09

同上

0263-85-1210 / 0263-85-1215

三洋不動産

岡山 守子

松本市清水１丁目９－３１

(5)4344 / 2022.01.20

同上

0263-32-8291 / 0263-32-8291

（株）JA松本市総合サービス

村山 清人

松本市深志２－１－１

(1)5543 / 2023.02.21

原 由彦・川上 統啓

0263-87-7483 / 0263-34-1139

（株）信濃毎日新聞松本専売所

西堀 恒司

松本市大手４丁目１０－１６

(10)2504 / 2022.02.07

同上

0263-36-1759 / 0263-36-1113

（合同）シニアライフステージ

伊東 敬

松本市大字島内３７７７－７

(2)5192 / 2020.07.26

同上

0263-48-2300 / 0263-48-2070

(株)サンポー

松本店

http://www.sls.jp/
（株）住宅流通

橋口 充志

松本市渚１丁目２－３

(4)4491 / 2019.02.12

同上

0263-29-2755 / 0263-29-2756

jryu2@f5.dionne.jp

http://jryutsu.client.jp/

（株）昌栄

百瀬 傳一

松本市里山辺１５５７－１

(1)5420 / 2020.10.20

百瀬 昌巳

0263-50-6975 / 0263-50-6975

松栄不動産

角田 輝久

松本市筑摩１丁目１６－２３

(9)2783 / 2021.06.10

同上

0263-27-6528 / 0263-27-6382

昭和開発（株）

宮下 憲夫

松本市沢村２丁目１５－２３

(9)2891 / 2022.05.01

同上

0263-34-1421 / 0263-34-1494

（株）新栄土地

百瀬 元明

松本市巾上４－３３

(13)1348 / 2022.06.07

同上

0263-35-2422 / 0263-35-4599

0263@35-2422.jp

http://35-2422.jp/

（株）ジン・コーポレーション

齋藤 彰宏

松本市本庄１丁目３－１２

(11)2099 / 2022.03.23

清水 行和

0263-34-0290 / 0263-34-0281

信州不動産（株）

猿田 正志(事務所の代表)朝
井宏昭

松本市北深志２丁目４－１５

(15)304 / 2021.10.30

朝井 宏昭

0263-34-0263 / 0263-37-5833

office@shinshuu-fudousan.co.jp

http://www.shinshuu-fudousan.co.jp/index.html

（有）信成企画

織田 泰彰

松本市笹賀５６５２－４３

(4)4556 / 2020.04.20

同上

0263-27-9110 / 0263-27-9112
http://www.hatomarksite.com/cgi-bin/UrlDisp.cgi?
KAIIN_NO=00072001582

（株）信友

腰原 信重

松本市宮渕１丁目４－２５

(13)1154 / 2021.11.21

同上・腰原 崇

0263-35-7357 / 0263-32-7271
http://www.hatomarksite.com/cgi-bin/UrlDisp.cgi?
KAIIN_NO=00072000235

（有）親和住宅

須山 和好

東筑摩郡山形村字中嶋下２７４０－２

(6)4193 / 2023.06.01

須山 ケサ子

0263-98-2117 / 0263-98-4638

（有）信和不動産

伊藤 良雄

松本市大字里山辺１８１３－３

(15)213 / 2021.05.31

同上

0263-35-3133 / 0263-35-3394

杉山建設（株）松本営業所

鍵田 桂子

松本市中条１４－１

大臣(3)7202 / 2021.02.03

同上

0263-31-5467 / 0263-31-5468

鈴木土地建物（株）

金原 稔

松本市女鳥羽２丁目２－２

(10)2421 / 2021.05.27

同上・鈴木 節子・山本隆義

0263-35-5680 / 0263-36-3749

（株）ステイドリーム

二木 信哉

松本市大手２丁目３－８

(2)5162 / 2019.12.14

同上

0263-31-6100 / 0263-31-6101
http://www.staydream.co.jp/

（株）角不動産事務所

角 幸次

松本市筑摩１丁目１３－１８

(9)2708 / 2018.10.20

同上・角 京子

0263-25-7890 / 0263-25-7522

（株）セイブ

髙見澤

松本市双葉２４－１０

(7)3568 / 2021.06.22

堀川力也・高橋 謙太

info@sumi7890.co.jp

秀茂

info@smileland.net

0263-27-9910 / 0263-27-9911
https://seibunet.jp/

セキスイハイム信越（株）

丸山 聡

松本市両島６－１１

大臣(4)6275 / 2022.05.01

佐藤 行太・近藤 昌彦

0263-28-8300 / 0263-26-6711
http://f-sekisui-hs.jp/

セキスイハイム信越（株）松本営業部

石原 範久

松本市大字島立９４３

大臣(4)6275 / 2022.05.01

同上・藤沢良宏・原宏尚・依田
知憲・中村太吉・北沢祐一・山 0263-40-1851 / 0263-40-1670
口浩・森田真司

積和不動産中部（株）松本賃貸営業所

黒川 慎二

松本市大手２－２－１０グランドメゾン松本六九２階

大臣(10)2961 / 2021.08.04

同上・堀田 裕次

0263-33-2104 / 0263-33-2116

積和不動産中部（株）松本流通営業所

玉腰 弘之

松本市大手２－２－１０グランドメゾン松本六九２階

大臣(10)2961 / 2021.08.04

同上

0263-33-2103 / 0263-33-2936

（株）第一工務店

飯島 泰臣

松本市野溝木工１丁目１０－１３

(10)2483 / 2021.11.05

滝沢 高通

0263-25-5195 / 0263-25-5305

大建土地（株）

葦澤 輝雄

松本市城東２丁目２－１

(13)1486 / 2023.04.18

同上

0263-35-2284 / 0263-32-6253

mail@dai1-k.co.jp

http://www.daikentochi.co.jp/
大三土地

汲田 里恵

松本市横田４丁目７－１０

(2)5244 / 2021.11.30

同上

0263-33-6125 / 0263-33-6162

daisan@po.mcci.or.jp

http://www.mcci.or.jp/www/daisan/

泰平不動産

上條 博昭

松本市蟻ケ崎５丁目１－１０

(10)2448 / 2021.07.19

同上・上條 泰

0263-36-2485 / 0263-34-1317

taihei@po.mcci.or.jp

http://www.fudousan.co.jp/taihei/

（有）ダイリュー

髙山 俊晴

松本市大字島内１８５８－イ

(3)4815 / 2019.02.20

同上

0263-47-1189 / 0263-47-8110
http://www.hatomarksite.com/cgi-bin/UrlDisp.cgi?
KAIIN_NO=00072001847

髙橋林業四賀工場

髙橋 三七男

松本市会田１６３７

(8)3113 / 2021.06.12

髙橋 美寿子

0263-64-2116 / 0263-64-2116

髙山不動産

髙山 直樹

松本市蟻ケ崎１丁目１－５５

(13)1110 / 2021.09.03

同上

0263-35-6143 / 0263-35-3537

takayama@po.mcci.or.jp

http://www.mcci.or.jp/www/takayama/

宝屋土地建物（株）

清澤 進

松本市中央３丁目３－１５

(15)12 / 2018.07.25

同上・塚原 文子

0263-32-3285 / 0263-33-9126

takaraya@po.mcci.or.jp

http://www.mcci.or.jp/www/takaraya/

（株）滝澤工務店

滝澤 文雄

松本市大字今井字松本道７１５５－７４

(2)5264 / 2022.04.25

川出 哲敬

0263-57-2196 / 0263-86-6124

宅建プラン

青木 延幸

松本市女鳥羽１丁目５－２青木コーポ１０１号

(4)4655 / 2022.01.22

同上

0263-39-7002 / 0263-39-7003

宅地開発（有）

佐藤 岳

松本市沢村３丁目１－６

(10)2424 / 2021.06.05

同上・佐藤 善則

0263-35-5813 / 0263-35-6118

baron@clio.ne.jp

takuchi@po.mcci.or.jp

http://takuchikaihatu.ifdef.jp/

（有）タクト不動産

小原 壽洋

松本市大字島内３５４８

(5)4436 / 2023.05.27

同上

0263-47-4266 / 0263-47-4285
http://www.hatomarksite.com/cgi-bin/UrlDisp.cgi?
KAIIN_NO=00072001513

takuto@etude.ocn.ne.jp
タケイ不動産事務所

武居 勲

松本市波田８７６－１

(3)4922 / 2020.09.07

同上

0263-91-3330 / 0263-91-3331

isao_ti@yahoo.co.jp

http://www.takeifudousan.jp/

（有）たつみや

塩原 孝信

松本市村井町南１－１４－７

(1)5546 / 2023.03.07

同上

0263-50-8805 / 0263-53-0884

タマホーム（株）松本支店

古屋 優一

松本市高宮東１９８－１１

(3)6857 / 2019.04.20

新田

0263-24-0771 / 0263-24-0775

敏宏

y-furuya@tamahome.jp
中信不動産商事

永原 昌保

松本市寿台６－４－１

(11)1947 / 2019.01.29

永原 好

0263-31-3270 / 0263-31-3265

（株）中部

小野 和男

松本市大字惣社５１２

(15)224 / 2021.06.28

同上

0263-32-8080 / 0263-32-8081
http://chuubu-f.com/

中部商事（株）

上條 覚

松本市寿南１丁目３４－３

(11)2081 / 2022.02.06

同上・上條 義光

0263-86-3977 / 0263-86-3976
http://chubu-shoji.co.jp/

（株）長栄松本支店

藤松 紀雄

松本市大手３丁目１－１

(15)116 / 2019.02.25

同上・風間 利夫・金子智雄・
渡邉 英樹

0263-33-1580 / 0263-33-8032

千代田土地住宅（株）

土橋 伊久雄

松本市本庄２丁目１０－１０

(15)340 / 2021.11.19

同上

0263-35-9516 / 0263-32-0875

（株）土屋ホーム

杉森

matsumotoshiten@choei-n.co.jp

松本営業所

充浩

松本市出川２丁目１９－７

２F

大臣(1)9283 / 2022.12.13

同上

0263-27-2255 / 0263-27-2256

（有）筒井不動産

筒井 由紀子

松本市中央４丁目８－３１

(6)4007 / 2021.04.09

筒井 完次

0263-32-1779 / 0263-36-0276

tsutsui@po.mcci.or.jp

http://www.mcci.or.jp/www/tsutsui/index.html

（有）ツツミ宅建事務所

堤守

松本市村井町西１丁目１０－１７

(6)3967 / 2018.11.09

同上

0263-58-7792 / 0263-58-9093

tutumitakken@gmail.com

http://tutumitakken.com/

（株）テイクアップ

竹内 匡史

松本市大字島立１８２－２

(1)5488 / 2022.02.06

同上

0263-50-6361 / 0263-50-6362

（株）テッド・インターナショナル

中田 博雄

松本市寿白瀬渕２１２５‐１０ ２階テッドビル

(3)4799 / 2019.01.07

田口 高貴

0263-38-0755 / 0263-85-0788
https://www.tedinter.jp/

（有）トーホー開発

上條 美代子

松本市本庄１丁目９－５

(11)2120 / 2022.05.06

上條勇

0263-34-9951 / 0263-34-9952

東邦商事（株）松本店

洞澤 進

松本市中央１丁目８－１ ２Ｆ

(12)1581 / 2018.10.24

同上

0263-39-0104 / 0263-39-0105

matsumoto@tohosyoji.co.jp

http://www.tohosyoji.co.jp

（株）東邦不動産プラザ松本店

北山 洋平

松本市中央１丁目８－１

(4)4521 / 2019.09.13

同上

0263-38-1888 / 0263-38-1889

東明商事（合資）

折井 正明

松本市白板１丁目７－５

(7)3857 / 2022.11.21

中村 芳則

0263-32-5291 / 0263-32-6006

東洋計器（株）

土田 泰秀

松本市大字和田３９６７－１０

(12)1651 / 2021.06.03

松下 春仁

0263-48-1121 / 0263-48-1130

都市開発（株）

津野 敏行

松本市大字島立９９１－６

(9)2772 / 2021.05.20

同上

0263-40-3011 / 0263-48-6211

toshi@po.mcci.or.jp

http://www.mcci.or.jp/www/toshi/

（有）友菱

林 久希

松本市筑摩４丁目１－２５

(10)2556 / 2022.06.06

折井 馨

0263-26-4343 / 0263-26-4444

中島不動産

中島 一郎

松本市寿台６丁目８－１４

(2)5256 / 2022.02.28

同上

0263-87-7170 / 0263-87-7180
http://www.n-fudousan.jp/

長野県労働者住宅生活協同組合松本事務
池内 徳男
所

松本市渚１丁目２－１

(10)2490 / 2021.11.17

佐藤 匡

0263-88-5061 / 0263-88-5062

（株）長野テクノス

岡澤 進

松本市大字笹賀７６００－１５

(4)4704 / 2022.09.30

清水 隆男

0263-59-7660 / 0263-59-7661

長野ローズ（株）

山﨑 浩

松本市宮田２３－１

(14)874 / 2023.05.31

寺島 一夫

0263-25-1421 / 0263-25-1449

info@n-technos.com

http://www.naganorose.com/
永森不動産

永森 幸繁

松本市白板１丁目４－１８

(14)854 / 2023.05.11

同上

0263-32-3232 / 0263-35-7353

info@nagamori-fudousan.com

http://nagamori-fudousan.com/

西沢不動産

西沢 恒夫

松本市両島６－２１

(14)647 / 2021.11.05

同上

0263-25-4857 / 0263-27-3776
http://www.hatomarksite.com/cgi-bin/UrlDisp.cgi?
KAIIN_NO=00072000125

nishizawa-f@po.mcci.or.jp
（有）日新不動産

大久保 弘多

松本市寿台２丁目１－５

(12)1787 / 2022.09.13

同上

0263-58-7980 / 0263-58-7980
http://www.hatomarksite.com/cgi-bin/UrlDisp.cgi?
KAIIN_NO=00072000395

nisshinfd2@yahoo.co.jp
（株）日本ハウスホールディングス日本ハウ
ス事業部松本支店

等々力 伸一

松本市島立２７１－１

大臣(12)2167 / 2021.12.26

中村 富也

0263-40-5503 / 0263-47-0216

（有）ネイチャー・プランニング

安藤 隆夫

松本市波田６３３７－６

(4)4607 / 2021.02.21

同上

0263-92-3153 / 0263-92-3153

（有）橋場エンタープライズ

橋場 文威

松本市大字岡田松岡２８－６

(5)4317 / 2021.09.12

同上

0263-46-2348 / 0263-46-2348

ハシバテクノス（株）

野口 和博

松本市平田東２丁目１－１

(15)59 / 2018.11.12

丸山 健治・西沢 正之

0263-86-2822 / 0263-86-3089

info@hashiba21.co.jp

http://www.hashiba21.co.jp/

パナソニックホームズ(株) 松本店

坂田 敏彦

松本市村井町南２丁目２－２５

(8)3332 / 2022.09.29

松山正史・今井敏弘・菊池吉
樹・和田浩幸・松原昭子・原田 0263-86-0877 / 0263-86-0892
康弘

（株）パナホーム長野中央

岡沢 信一

(8)3388 / 2023.01.25

滝澤 進・新井 佳典・藤沢幸一 0263-47-8766 / 0263-47-8543

松本市大字島内４３７０－７
http://www.hatomarksite.com/cgi-bin/UrlDisp.cgi?
KAIIN_NO=00072001059

（株）パパまるハウス松本支店

厚木 貴雅

松本市大字島立６４７－１

大臣(3)7449 / 2022.03.16

吉田 美佳・中平 昇明

atsugi-t@papamaru.jp

0263-40-2880 / 0263-40-2881
http://www.papamaru.jp/archives/office/matsumoto

（株）原山組

原山 茂生

松本市渚４丁目４－２

(9)2962 / 2023.01.08

原山 君子

0263-25-0480 / 0263-26-1268

(株)ひかリノベ 松本営業所

(政令2条の2)三部 浩一

松本市村井町南４丁目２３－１５－２０１

大臣(1)9007 / 2021.07.06

三部 浩一

0263-87-4464 / 0263-88-3972

（株）フォレストコーポレーション松本支店

深澤 由浩

松本市大字島立９４０－１

(12)1778 / 2022.08.08

同上・松岡 純子・小坂篤史

0263-40-5002 / 0263-47-6553

福和不動産

中村 加代

松本市小屋南１丁目１－１

(3)4841 / 2019.07.13

同上

0263-85-1485 / 0263-85-1484

harayama-gumi@mtf.biglobe.ne.jp

http://www.hatomarksite.com/cgi-bin/UrlDisp.cgi?
KAIIN_NO=00072001873
（株）フジ・システムズ

丸山 直紀

松本市大字島内４１５７－１

(9)2791 / 2021.06.29

三澤 啓子

0263-47-2322 / 0263-47-7711

富士オフィス＆ライフサービス（株）松本営業
浜 宏高
所

松本市筑摩４丁目１８－１

同上・清水 充雄

0263-26-5701 / 0263-26-8320

（有）フジハウス

加藤 文雄

松本市大字里山辺４９８４

(6)4062 / 2021.12.08

加藤 文雄

0263-25-4024 / 0263-25-4024

（株）双葉不動産

飯嶋 正明

松本市大手４丁目１１－１

(11)1915 / 2018.10.11

同上・飯嶋 健二

0263-35-3509 / 0263-32-9800

大臣(14)709 / 2022.02.28
shimizu-mitsuo-m@fujielectric.co.jp

http://www.futaba-fudousan.jp/
（株）不動産情報センター

安藤 智

松本市本庄２丁目３－１８不動産情報センタービル

(13)1250 / 2022.04.05

同上

0263-35-2661 / 0263-33-3747

（有）平和商事

藤巻 昭

松本市横田１丁目１６－１５

(13)1060 / 2021.06.16

藤巻 芳雄

0263-33-7382 / 0263-33-7382

（株）ホーム・メッセ

曾根 優子

松本市渚１丁目７－３８

(7)3837 / 2022.10.21

同上

0263-24-3711 / 0263-24-3712
http://www.homemesse.co.jp/

ホンダ自動車販売（株）松本事務所

折井 正二郎

松本市島立８２１－１

大臣(1)8698 / 2019.11.04

同上

0263-87-3181 / 0263-87-3296

松喜商事（株）

田中 明宏

松本市中央４丁目９－１

(13)1490 / 2023.04.22

同上

0263-36-0025 / 0263-33-0282
http://www.matsuki-s.com/

（有）松澤地所

松澤 きみ子

松本市大字岡田松岡３３

(7)3897 / 2023.02.26

同上

0263-46-0527 / 0263-46-4410

松田不動産

松田 廸子

松本市本庄２丁目１－１８

(10)2363 / 2018.12.26

同上

0263-35-3390 / 0263-32-1625
http://www.matsuda-f.net/index.html

松本ガス商事（株）

清水 瀇

松本市渚２丁目７－９

(15)477 / 2022.12.05

横内 健人

0263-28-2860 / 0263-28-2983

松本住販（株）

小林 繁雄

松本市大手１丁目８－１５

(10)2502 / 2022.01.19

同上

0263-32-6377 / 0263-32-6375
http://www.mjuhan.co.jp/

（有）松本住まいの情報センター

山中 正二

(4)4699 / 2022.09.17

同上

山中 規正

松本市北深志３丁目１１－３
0263-32-8878 / 0263-32-9599

fudosan@mhl.janis.or.jp

http://www.2103joho.com/

松本土建（株）

大池 太士

松本市大字島立６３５－１

(3)4846 / 2019.07.15

三村正記

0263-47-9300 / 0263-47-9310
http://www.hatomarksite.com/cgi-bin/UrlDisp.cgi?
KAIIN_NO=00072001878

fudousan@matsumotodoken.co.jp
（株）松本ハイランドサービス

松澤

幹夫

(8)3041 / 2018.10.03

関 尚・林 宏・宇治 親

0263-28-3060 / 0263-26-5105

丸一企画

小林 温子

松本市浅間温泉１丁目２５－２２

(6)4174 / 2023.03.02

同上

0263-46-0697 / 0263-46-1008

hana0405@triton.ocn.ne.jp

松本市南松本１丁目２－１６

http://www.maruichi-kikaku.jp

マルナカ不動産

田中 祥夫

松本市桐２丁目５－１０

(4)4656 / 2022.01.23

同上・田中 豊

0263-34-0012 / 0263-32-8012

fudosan@webmarunaka.com

http://www.webmarunaka.com/fudosan/index.html

マルヤマ不動産

土田 淳一

東筑摩郡山形村６０１６－１

(6)4162 / 2023.01.09

同上

0263-98-5898 / 0263-98-5899

maruyamafudousan4162@go.tvm.ne.jp

https://matsumoto.fudousan.co.jp/vendor/10570

ミサワホーム甲信（株）

古屋 保巳

松本市双葉２２－１

大臣(2)8196 / 2021.09.14

寺島俊夫・深澤正明・上嶋雅
之・竹田智宏

0263-25-9252 / 0263-25-9882
http://www.misawa-koushin.jp/nagano/

（株）美須々開発

萩原 利夫

松本市元町３丁目５－１８

(10)2376 / 2019.02.15

同上・大池 満・小穴 正代

0263-36-5185 / 0263-36-5186
http://www.misuzu-kh.com/

（株）美須々開発信州大学前支店

萩原 敦

松本市桐２丁目１－１８

(10)2376 / 2019.02.15

同上

0263-33-6828 / 0263-36-5556
http://www.misuzu-kh.com/

（株）みすず建設

山﨑 公郁

松本市高宮東３－３５

(1)5452 / 2021.05.12

同上

0263-25-9201 / 0263-25-9950

misuzu@po.mcci.or.jp

http://www.misuzu-cnst.com/

（株）箕輪開発 松本支店

水谷 元彦

松本市島立５３１－４

(9)2918 / 2022.07.16

同上

0263-87-7311 / 0263-48-5823

宮澤宅建事務所

宮澤 博義

松本市平田東３丁目９－１７カーサミヤザワ Ａ号

(4)4617 / 2021.05.16

同上

0263-85-3767 / 0263-85-3767

㈲宮下商店

宮下 秀保

松本市大字新村９４１

(1)5562 / 2023.05.30

同上

0263-47-0034 / 0263-47-0647

三代澤不動産

三代澤 滋人

松本市大手４丁目８－１４

(11)1917 / 2018.10.19

同上

0263-33-0066 / 0263-36-3438

（有）ムトー不動産

武藤 彰

松本市両島７－９

(3)4814 / 2019.02.20

同上・武藤 健

0263-25-8547 / 0263-25-8531

（有）めとば総業

飯島 昭裕

松本市元町１丁目９－２１

(5)4273 / 2019.02.23

同上

0263-33-9660 / 0263-33-9659

望月地所（株）

望月 勝利

松本市中央２丁目６－２

(14)575 / 2019.02.16

同上・望月 一将

0263-32-8286 / 0263-32-8505

（有）元庄屋不動産

加藤 喜康

松本市双葉２１－１

(11)2250 / 2023.03.30

加藤 福恵

0263-25-5188 / 0263-25-8811

alp72@grace.ocn.ne.jp

muto867253@yahoo.co.jp

office@metoba.info

山田工務店

山田 博之

東筑摩郡筑北村西条４２１１－１

(2)5140 / 2019.04.10

同上

0263-66-2470 / 0263-66-2579

（有）山本不動産

山本 修已

松本市大字島内３５０３－１

(11)2044 / 2021.10.17

同上

0263-47-5711 / 0263-47-3922

yamada-h@janis.or.jp

http://www.yamamoto-2103.co.jp/
（有）ユニバーサルエステート

小野 清仁

松本市芳野１－３

(16)6 / 2023.06.28

同上

0263-26-6113 / 0263-28-0290

山芳不動産

山土井 芳樹

松本市大字島内２３４４－５

(1)5534 / 2022.10.23

同上

0263-88-6283 / 0263-88-6284

ライフエコ（株）

遠藤 宏

松本市野溝西１丁目９－２１

(2)5215 / 2021.03.28

同上

0263-26-5543 / 0263-26-5542
http://www.lifeeco.jp/

（株）ライフホーム

塚田 和雄

松本市村井町北２丁目１５－８

(5)4292 / 2021.06.12

同上

0263-57-7211 / 0263-57-7035

lifehome@alwayhomes.co.jp

http://www.lifehome-group.jp/

（株）リプライス リプライス信州

黄木 尚生

松本市島立西原１０９５－１松本デザインセンタービル４階南
西

大臣(2)7920 / 2019.10.20

同上

0263-31-0879 / 0263-31-0541

（株）林友

穂苅 淳

松本市渚４丁目１－１

(9)2854 / 2022.02.15

高山 忠勝

0263-29-1232 / 0263-29-1291

（株）和光開発

宮原 武夫

松本市中央３丁目３－８

(9)2809 / 2021.09.05

田中 好行・宮原史帆

0263-36-7535 / 0263-36-7554

wakou@avis.ne.jp

