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
安曇野
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

（有）アイシーアイ

石垣 君枝

安曇野市堀金三田２２３９

(4)4528 / 2019.10.08

同上

0263-88-4071 / 0263-88-4071
http://ici-fudousan.com/

（有）アサカワ工務店

浅川 哲也

安曇野市穂高柏原９７５－３

(8)3034 / 2018.09.18

同上

0263-81-3361 / 0263-82-1631

（有）浅川不動産

浅川 登志雄

安曇野市穂高１８３１

(13)1012 / 2019.03.05

同上・浅川 英樹

0263-82-2177 / 0263-82-7885
http://www.mcci.or.jp/www/asakawak/

（株）安曇野コロンブス

髙山 修一

安曇野市穂高４４８６－１７

(2)5255 / 2022.02.15

同上

0263-82-6842 / 0263-82-6842

（株）あづみ野開発

降幡 孝由

安曇野市豊科４２７０－６

(11)1907 / 2018.09.11

齊藤弘明・青木清隆・
中島玲子

0263-72-1966 / 0263-72-1579

kaihatu@azm.nn-ja.or.jp

http://www.azumino-kaihatu.com/

（有）安曇野不動産

田口 公一

安曇野市穂高５６９７－３

(3)4987 / 2021.08.24

同上

0263-82-8539 / 0263-82-2617

（株）イトウ

小林 繁則

安曇野市穂高４４８６－８

(7)3903 / 2023.03.18

岩間 清・石原 照市郎

0263-82-2018 / 0263-82-7958
http://www.itou-azumino.jp/

（株）エフ・プランニング

二木 直樹

安曇野市三郷温４３６３－１

(1)5375 / 2019.09.03

勝俣 かよ・二木 ひろみ 0263-88-3868 / 0263-88-3868

f.planning2602@gmail.com
岡村不動産

岡村 健

安曇野市豊科２９１０

(2)5242 / 2021.11.11

同上

0263-72-8390 / 0263-72-8390

オフィスあづみの

世古 光太郎

安曇野市穂高有明７３６６－１１

(2)5306 / 2023.01.25

同上

0263-87-0027 / 0263-50-5430
http://www7b.biglobe.ne.jp/~office-azumino/

共和興業（株）

江本 源俊

安曇野市穂高牧７６６番地１

(1)5506 / 2022.05.24

百瀬 芳行

0263-83-4511 / 0263-83-3169

estate@kyowa.gr.jp

http://www.kyowa.gr.jp

くらし設計（株）

峯村 幸男

安曇野市豊科南穂高３０３７－２

(1)5323 / 2018.08.06

同上

0263-75-4040 / 0263-75-6623

（株）佐原建設

佐原 良彦

安曇野市豊科４９３２－３９

(8)3119 / 2021.07.09

同上

0263-72-2100 / 0263-72-8774

信州レジャー興業（株）

新井 泰憲

安曇野市穂高有明５７１８－９４

(11)2059 / 2021.12.03

新井 琴喜

0263-83-3490 / 0263-83-3492

（株）スマイル安曇野

堀井 三郎

安曇野市堀金烏川４９８４－２

(1)5344 / 2019.03.10

同上

0263-73-3730 / 0263-88-8073
http://www.anc-tv.ne.jp/~s-horii/

（有）タカハシ

髙橋 英雄

安曇野市三郷小倉２１１１－２

(4)4558 / 2020.04.25

同上

0263-77-5781 / 0263-77-5781
http://www.hatomarksite.com/cgi-bin/UrlDisp.cgi?
KAIIN_NO=00072001583

fudousan@ray.ocn.ne.jp
タナカグループ（株）

田中 孝

安曇野市穂高５６９７－３

(8)3030 / 2018.09.09

田中 秀樹

0263-82-6936 / 0263-82-7130
http://tanaka-group.la.coocan.jp/

塚田不動産（株）

塚田 光一朗

安曇野市豊科高家１０７１－４２

(10)2461 / 2021.08.26

同上・塚田 清光

0263-72-7111 / 0263-72-6733

（有）ティ－ピ－オ－不動産

矢ノ口 修介

安曇野市穂高有明２４６１－４

(8)3187 / 2022.02.03

同上

0263-83-4921 / 0263-83-5714

tukada-f@anc-tv.ne.jp

tpo@perch.ocn.ne.jp

http://www.tpo-azumino.co.jp/

東海不動産

石田 佳名子

安曇野市豊科４７４０－３

(11)2149 / 2022.07.22

同上

0263-72-4521 / 0263-72-7718

toukai77@topaz.plala.or.jp

http://www.azumino-toukai.jp/

（株）等々力不動産

等々力 充

安曇野市穂高７５８１－１

(8)3125 / 2021.07.22

等々力 ゆき恵

0263-82-9630 / 0263-82-1820
http://www.todoriki-fudousan.jp/

にこにこ不動産（有）

由井 三惠子

安曇野市三郷明盛１７２１－１

(8)3166 / 2021.11.24

同上

0263-77-8655 / 0263-77-8659

藤原建築

藤原 道雄

安曇野市豊科田沢５４２６－５

(8)3088 / 2019.03.27

藤原 ゆり子・藤原雄一 0263-73-2049 / 0263-72-9393

穂高観光（株）

横山 甲

安曇野市穂高６０３２－２０

(14)578 / 2019.02.20

同上・上條長秀

0263-82-2618 / 0263-82-2861

info@htkk.jp

http://www.htkk.jp/

三石不動産

三石 武彦

安曇野市堀金烏川２１７１－７

(5)4427 / 2023.03.26

同上

0263-72-7106 / 0263-72-7148

（有）森山工務店

森山 正二

安曇野市豊科南穂高１６３２－２

(4)4538 / 2019.11.16

森山 いずみ

0263-72-5612 / 0263-72-5617

（有）ライフポート安曇野

宮﨑 崇徳

安曇野市穂高柏原１１３２－２

(4)4723 / 2023.01.17

同上

0263-81-1325 / 0263-81-1280

lifeport@nifty.com

http://www.lifeport.info/

（株）ライフワン

秋濱 周一

安曇野市豊科高家５２４３－３１

(2)5161 / 2019.11.26

武田 和憲

0263-31-5340 / 0263-73-5226

info@lifeone-estate.co.jp

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

