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
塩尻・木曽
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）アイワショウ

平林 貞広

塩尻市大字広丘高出１９５３－３

(2)5322 / 2023.06.21

同上

0263-53-5739 / 0263-53-1355

（株）エマ商会

依馬 邦夫

木曽郡上松町駅前通り２丁目６

(1)5413 / 2020.09.24

同上

0264-52-2385 / 0264-52-2386

（有）小口建築

小口 久雄

塩尻市大字北小野４１４０－７

(5)4345 / 2022.01.30

山田恵子

0266-46-3582 / 0266-46-3814

（株）恩田地建

恩田 弘志

塩尻市大字広丘野村５２

(3)4950 / 2021.02.14

同上

0263-51-0055 / 0263-51-0056

info@onda-net.co.jp

http://www.onda-net.co.jp/

（有）晃栄不動産

務台 延秋

塩尻市大字宗賀桔梗ケ原７１－５０５

(7)3783 / 2022.06.03

同上

0263-53-6041 / 0263-53-6041

（有）小林不動産

小林 茂水

塩尻市大字広丘原新田５７３－６

(9)2701 / 2018.09.26

小林 正幸

0263-52-3234 / 0263-52-4727

（有）小松不動産

小松 博義

塩尻市大字広丘原新田１８６－１８

(14)671 / 2021.11.14

同上

0263-52-1733 / 0263-52-1733

（株）サンプロ

青栁 弘昭

塩尻市大字広丘吉田６６２－９

(3)4957 / 2021.03.15

山本 博

0263-85-4636 / 0263-85-4633

（株）サンワ

笠原 里香

塩尻市大字広丘堅石２１４６－６６４－２

(2)5207 / 2021.01.07

同上

0263-31-3222 / 0263-31-0444

（有）清水不動産

清水 光彦

塩尻市大門八番町３－１２

(14)727 / 2022.03.08

同上

0263-52-1851 / 0263-52-6560

（有）下平工務店

下平 憲一

塩尻市大門二番町６－１１

(2)5143 / 2019.05.08

平林 恭子

0263-52-0483 / 0263-54-1437

信州塩嶺高原開発（株）

山田 正治

塩尻市大字北小野４９２０－１

(13)1028 / 2019.03.22

小林 輝親

0263-56-2311 / 0263-56-2677

kobayashi-fu@hkg.odn.ne.jp

info@enrei-kogen.co.jp

http://www.enrei-kogen.co.jp/

（株）誠栄建設

窪寺 秀之

塩尻市大字広丘野村２０５０－１４

(4)4653 / 2022.01.11

曽根原 栄三

0263-51-6580 / 0263-51-6581

中信興業（株）

小松 裕

塩尻市大門一番町３－３

(15)282 / 2021.09.28

小松 守・新酒 周英・備
0263-52-3151 / 0263-54-3162
前隆

（有）ツボイ不動産

坪井 靖男

塩尻市大門三番町６－２

(8)3338 / 2022.10.06

同上・坪井 薫

0263-54-1035 / 0263-54-1036

日本スコラ（株）

香西 敏男

塩尻市広丘郷原１７８０

(1)5376 / 2019.09.03

奥原 晃

0263-53-4611 / 0263-53-5444

野沢建設（株）

野澤 秀喜

塩尻市大字堀ノ内１２１－８

(8)3247 / 2022.04.27

同上

0263-52-1057 / 0263-52-8240

（株）野田建設

野田 昌弘

塩尻市大字広丘原新田１８６－９

s_tsuboi@agate.plala.or.jp

(5)4441 / 2023.06.25

飯島哲朗

nodaken@blue.plala.or.jp

0263-54-2521 / 0263-54-4696
http://www.e-office.gr.jp/noda

（株）橋詰エイジェンシー

橋詰 忠

塩尻市大字広丘高出１５８２－１

(7)3597 / 2021.08.28

同上

0263-53-1028 / 0263-52-9996

（株）パストラル

山田 邦章

塩尻市大字広丘原新田２１５－１２

(6)4011 / 2021.05.07

同上

0263-52-8131 / 0263-52-8131

（有）樋口商事

樋口 光久

塩尻市大門桔梗町４－２

(12)1647 / 2021.05.29

同上

0263-52-2407 / 0263-52-8323

（株）フジモリ工務店

赤羽 直樹

塩尻市大字広丘高出５８２－４

(9)2855 / 2022.02.15

同上

0263-52-2156 / 0263-53-4523

（有）樹コーポレーション

岩佐 基樹

塩尻市大門並木町６００－２

(4)4629 / 2021.07.12

同上

0263-53-7444 / 0263-52-3343

（有）安田総建

安田 惠子

塩尻市大字広丘原新田３１３－１

(2)5282 / 2022.07.24

安田 恵子

0263-88-8070 / 0263-88-8772

(株)リソイス 塩尻店

松永 義雄(事務所の
代表)

塩尻市広丘高出２１４３

(1)5553 / 2023.04.11

同上

0263-88-0072 / 0263-88-0073

