住宅確保要配慮者への賃貸物件紹介・斡旋協力業者リスト
2017/8/23

50音順

免許番号

業者名

フリガナ

住所

TEL
亀島1－35－3

mail

1 知事 岡山県 (2) 第5305号

アイ・アートテック（有）

アイアートテック

倉敷市

2 知事 岡山県 (1) 第5583号

（株）アイリーフ

アイリーフ

岡山市北区 奉還町1－3－18

086-230-6638

3 知事 岡山県 (4) 第4685号

（有）葵開発

アオイカイハツ

高梁市

0866-23-0001

4 知事 岡山県 (1) 第5447号

浅野産業（株）

アサノサンギョウ

岡山市北区 南中央町12－6

080-5233-5458 086-224-0618

kenmotu@asano-sangyou.co.jp

5 知事 岡山県 (2) 第5190号

あびこ不動産

アビコフドウサン

総社市

真壁１２２３－１

0866-93-6026

0866-93-4956

abiko-80@giga.ocn.ne.jp

6 知事 岡山県 (8) 第2955号

（株）ありき

アリキ

津山市

山北７７０－１６

0868-24-2133

0868-23-7351

info@ariki.jp

7 知事 岡山県 (7) 第3269号

（株）石原企画

イシハラキカク

岡山市中区 国府市場65－7

086-275-7234

086-275-3747

8 知事 岡山県 (1) 第5427号

恵比寿コンサルティング

エビスコンサルティング

倉敷市

田ノ上７５０－１２

086-425-1155

086-425-1155

ebisu@mx6.kct.ne.jp

岡山市北区 中仙道５５－１２５

086-239-0771

086-239-0774

ouchiyafudosan@gmail.com

086-230-7881

086-230-7882

ouchiyafudosan@gmail.com

086-441-6300

086-441-6301

canau@coffee.ocn.ne.jp

086-446-1600

086-446-1639

kamakuratochi@muse.ocn.ne.jp

頼久寺町１３－５

086-445-0078

FAX
086-445-0075
akiyama-j@ilief.jp
0866-23-0009

tyaoi-kaihatu@bj.wakwak.com

9 知事 岡山県 (2) 第5157号

おうち家不動産（株）

オウチヤフドウサン

10 知事 岡山県 (2) 第5157号

おうち家不動産（株）
岡山駅西口支店

11 知事 岡山県 (2) 第5363号

叶う不動産（株）

オウチヤフドウサンオカヤマ
岡山市北区 中仙道５５－１２５
エキニシグチシテン
鶴形１－２－１５
カナウフドウサン
倉敷市
鶴形ビル１Ｆ

12 知事 岡山県 (9) 第2663号

鎌倉土地（株）

カマクラトチ

倉敷市

13 知事 岡山県 (12) 第1682号

共栄産業（株）

キョウエイサンギョウ

岡山市南区 松浜町１－２２

086-263-2414

086-263-5810

info@kyoueisangyou.jp

14 知事 岡山県 (11) 第1901号

旭東建宅

キョクトウケンタク

岡山市北区 内山下２－１－２

086-226-4181

086-226-4189

kyokutou-kentaku@h7.dion.ne.jp

15 知事 岡山県 (4) 第4615号

（有）ケイ・ビー

ケイビー

新見市

0867-72-1051

0867-72-5390

info@k-b.jp

16 知事 岡山県 (2) 第5263号

Ｋ．Ｙプランニング（株）

ケイワイプランニング

岡山市北区 西島田町4—14

086-250-2635

086-250-2636

17 大臣 岡山県 (1) 第8886号

（株）コザックス

コザックス

岡山市北区 長瀬表町２－１６－３７

086-805-3373

086-805-3375

info@cothax.jp

18 知事 岡山県 (6) 第3940号

コスモス不動産

コスモスフドウサン

岡山市北区 一宮８３９－２

086-284-4199

086-284-4198

info@cosmos-fudousan.com

19 知事 岡山県 (7) 第3641号

阪井土地開発（株）

サカイトチカイハツ

岡山市北区 下中野３２５－１０５

086-241-5757

086-241-6555

info@sakaitotikaihatu.jp

20 知事 岡山県 (4) 第4512号

（有）坂田組

サカタグミ

美作市

湯郷１２０－５

0868-72-0147

0868-72-0152

21 知事 岡山県 (1) 第5593号

ＳＡＮＳ不動産（同）

サンズフドウサン

岡山市中区 フジワラ１Ｆ Ｂ－２ ・Ｂ－３

藤原光町１－９－８ショッピング

086-953-4235

086-953-4236

info@sans-estate.co.jp

22 知事 岡山県 (2) 第5166号

（株）シンワコーポレーション

シンワコーポレ－ション

倉敷市

二日市２３－３

086-423-4488

086-436-6608

shinwa@coda.ocn.ne.jp

23 知事 岡山県 (1) 第5489号

スマートハウス（株）

スマートハウス

岡山市北区 大供本町712－8

086-222-0358

086-222-0359

yoshitake@e-smarthouse.com

24 知事 岡山県 (1) 第5415号

セカンドエステート（株）

セカンドエステート

津山市

山北５３５－１６

0868-24-0183

0868-35-2103

secondestate2@yahoo.co.jp

25 知事 岡山県 (5) 第4199号

（有）瀬戸内興産

セトウチコウサン

瀬戸内市

邑久町山田庄３６３－４

0869-22-5333

0869-22-5344

setouchi2525@purple.plala.or.jp

26 知事 岡山県 (15) 第160号

総社土地開発（株）

ソウジャトチカイハツ

総社市

総社２－１９－１１

0866-92-0636

0866-92-0635

info@sojatochi.co.jp

27 知事 岡山県 (9) 第2673号

（株）総社不動産センター

ソウジャフドウサンセンター 総社市

井尻野１６６１－１

0866-93-6100

0866-92-9044

s.r-estate@sojafudo.jp

28 知事 岡山県 (6) 第3900号

（有）大正不動産

タイショウフドウサン

岡山市北区 伊島町２－２０－１０

086-252-0656

086-252-5946

info@oasislife.jp

29 知事 岡山県 (8) 第2996号

（有）代全

ダイゼン

倉敷市

086-434-0033

086-434-0036

daizen@forest.ocn.ne.jp

30 知事 岡山県 (8) 第3242号

宅栄企画

タクエイキカク

岡山市北区 西辛川８９７－３

086-284-6784

086-284-9272

t-michi@mtj.biglobe.ne.jp

31 知事 岡山県 (1) 第5630号

（株）中古住宅売却相談センター

チュウコジュウタクバイキャ
問屋町８－１０１
岡山市北区
ＢＯＯＴＨ ＨＡＵＳ ３－Ｆ
クソウダ ンセンター

086-239-8868

32 知事 岡山県 (7) 第3769号

（有）東栄不動産

トウエイフドウサン

岡山市中区 藤原西町２－７－４１

086-272-1816

086-272-1634

touei24@siren.ocn.ne.jp

33 知事 岡山県 (3) 第5008号

（株）難波不動産

ナンバフドウサン

倉敷市

玉島爪崎４１８－１

086-526-0884

086-525-1310

info@nanba-fudousan.jp

34 知事 岡山県 (11) 第2265号

西日本開発（株）

ニシニホンカイハツ

総社市

中央１－６－２７

0866-93-4609

0866-93-0772

info@nishinihon-kaihatsu.co.jp

35 知事 岡山県 (6) 第3880号

（株）日住

ニチジュウ

浅口市

鴨方町六条院東５０９

0865-44-7888

0865-44-6513

n7888@kcv.ne.jp

36 知事 岡山県 (5) 第4393号

（有）日総

ニッソウ

倉敷市

水島南亀島町４－１６

086-444-5467

086-444-1358

nissou123@taupe.plala.or.jp

37 知事 岡山県 (12) 第1633号

（株）日乃出土地

ヒノデトチ

岡山市南区 福浜町１－１

086-262-2055

086-262-2074

info@hinodenet.co.jp

38 知事 岡山県 (5) 第4352号

松尾不動産

マツオフドウサン

倉敷市

北畝６－１８－７

086-455-1367

086-455-1368

info@matsuofudousan.com

39 知事 岡山県 (7) 第3304号

松平産業（株）

マツダイラサンギョウ

岡山市北区 今４－１５－２１

086-245-0343

086-245-0359

matsudaira-sg@lilac.plala.or.jp

40 知事 岡山県 (7) 第3572号

（有）マップ

マップ

岡山市中区 浜１－１１－２２

086-273-3077

086-273-3708

info@mapmap.co.jp

41 知事 岡山県 (1) 第5675号

（株）桃太郎ハウジング

モモタロウハウジング

総社市

中央６－１３－１５８

0866-31-8288

0866-31-8289

momo.housing@hi3.enjoy.ne.jp

42 知事 岡山県 (13) 第907号

（有）守屋不動産

モリヤフドウサン

倉敷市

中島２３７０－３６

086-465-2153

086-465-2817

moriya@polka.ocn.ne.jp

43 知事 岡山県 (14) 第736号

吉原乳業（有）

ヨシハラニュウギョウ

岡山市北区 岩田町６－１１

086-222-1341

086-231-0570

chicoyyy@jeans.ocn.ne.jp

44 知事 岡山県 (3) 第5040号

（株）ライフプランニング

ライフプランニング

岡山市中区 沖元３５６－１

086-201-8006

086-201-8007

tanabe-lp@ymail.plala.or.jp

45 知事 岡山県 (1) 第5694号

（株）リビング三和

リビングサンワ

倉敷市

086-425-0206

086-425-0102

sanwa123@bird.ocn.ne.jp

46 知事 岡山県 (10) 第2577号

（有）陵南開発

リョウナンカイハツ

岡山市北区 延友４５５

086-293-0618

086-293-1335

ryonan@mx1.tiki.ne.jp

47 知事 岡山県 (4) 第4636号

（株）リンクス

リンクス

岡山市南区 西紅陽台２－５８－５４９ 086-363-9277

086-363-9278

fudousan@links-okayama.co.jp

水島西栄町１２－９

西方１０９２－２

日吉町４７５－１９

西富井１１４８－１

info@chukojutaku-sc.com

