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
2018/6/20付（五十音順）

免許番号

業者名

住

フリガナ

所

TEL

mail

FAX

086-225-1660 086-225-1686

y8h8b31jp@yahoo.co.jp

亀島1丁目35番3号

086-445-0078 086-445-0075

i-arttec@nifty.com

岡山市北区

中山下1-10-10
新田ビル７Ｆ

086-230-0950 086-230-0951

aoyama@aun-inc.jp

アオイカイハツ

倉敷市

真備町川辺1808番地1 2Ｆ 086-454-9615 086-698-3399

㈱アクシアワン

アクシアワン

倉敷市

平田681番地4

6 岡山県知事5447号

浅野産業㈱

アサノサンギョウ

7 岡山県知事5320号

㈱アステック

8 岡山県知事5190号
9 岡山県知事2955号

1 岡山県知事4939号

㈲Ｒ＆ＢＡＵＨＡＵＳ東和

アールアンドバウハウストウワ 岡山市北区 大元表町2番26号

2 岡山県知事5305号

アイ・アートテック㈲

アイアートテック

倉敷市

3 岡山県知事5720号

㈱ＡＵＮ

アウン

4 岡山県知事5676号

葵開発㈱

5 岡山県知事5188号

086-422-0088 086-422-3377

info@axiaone.co.jp

岡山市北区 南中央町12-16

086-801-9518 086-224-0618

kenmotu@asano-sangyou.co.jp

アステック

浅口市

鴨方町六条院中3504番地1

0865-44-6488 0865-44-6488

astec_shop@ybb.ne.jp

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

㈱ありき

アリキ

津山市

山北770-16

0868-24-2133 0868-23-7351

info@ariki.jp

㈱ｅ－住まいる

イースマイル

倉敷市

西中新田507-2 2Ｆ

086-454-8818 086-454-8819

info@e-esmile.com

11 国土交通大臣8538号 ㈱いえなび

イエナビ

岡山市北区 磨屋町3-7

086-225-6499 086-226-5699

info@ienavi.jp.net

12 国土交通大臣8538号 ㈱いえなび

イエナビ
オカヤマイダイミナミテン

岡山市北区 東古松2丁目10-25

086-238-9496 086-238-9497

okayama02@ienavi.jp.net

10 岡山県知事5670号

岡山医大南店

13 岡山県知事3269号

㈱石原企画

イシハラキカク

岡山市中区 国府市場65番地の7

086-275-7234 086-275-3747

mail@ishiharakikaku.co.jp

14 岡山県知事4582号

㈲エステートイノウエ

エステートイノウエ

倉敷市

086-430-6301 086-430-6347

k.soga@2103navi.co.jp

15 岡山県知事5259号

㈲オークス

オークス

岡山市南区 新保1152-3

086-221-1700 086-221-3066

ya.iwamoto@ooks.tv

16 岡山県知事3329号

オレンジ不動産㈱

オレンジフドウサン

岡山市北区 下中野343-102

086-245-2662 086-245-2664

info@estate-orange.co.jp

17 岡山県知事2689号

㈲開成不動産

カイセイフドウサン

倉敷市

堀南628番地12

086-426-9333 086-426-0153

kaisei@kinoshiro.co.jp

18 岡山県知事5363号

叶う不動産㈱

カナフドウサン

倉敷市

鶴形1丁目2-15
鶴形ビル1階

086-441-6300 086-441-6301

info@canau.jp

19 岡山県知事2663号

鎌倉土地㈱

カマクラトチ

倉敷市

水島西栄町12番９号

086-446-1600 086-446-1639

20 岡山県知事4194号

㈲木乃久商事

キノキュウショウジ

津山市

南新座34アリベールしんざ

0868-23-9237 0868-23-2397

kinokyu@mx1.tvt.ne.jp

21 岡山県知事1682号

共栄産業㈱

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

22 岡山県知事5702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

西岡277-3

1

0867-72-1051 0867-72-5390

info@k-b.jp

岡山市北区 西島田町4-14

086-250-2635 086-250-2636

k.yplanning@energy.ocn.ne.jp

コウエイランド

都窪郡

086-483-0008 086-483-0009

free.style.t.k.111@gmail.com

阪井土地開発㈱

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

27 岡山県知事4512号

㈲坂田組

サカタグミ

美作市

0868-72-8677 0868-72-8678

sakatagumi@mx32.tiki.ne.jp

28 岡山県知事5077号

三洋環境㈱

サンヨウカンキョウ

岡山市北区 下伊福上町8-20

086-256-5500 086-256-5501

sanyo.naka@snye.co.jp

29 岡山県知事5030号

繁本建設㈱

シゲモトケンセツ

加賀郡

吉備中央町岨谷632番地の2

0866-55-5352 0866-55-6223

sgmt-k-k@kibi.ne.jp

30 岡山県知事3189号

㈱ジャンボ不動産

ジャンボフドウサン

津山市

勝部168

0868-22-5131 0868-22-9618

jumbo1416@hotmail.co.jp

31 岡山県知事5313号

㈱スペース6

スペースシックス

玉野市

田井5-23-74

0863-31-1919 0863-31-1919

space6.ozaki@gmail.com

32 岡山県知事5415号

セカンドエステート㈱

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

33 国土交通大臣3122号

積和不動産中国㈱
倉敷営業所

セキワフドウサンチュウゴク
クラシキエイギョウショ

倉敷市

八王寺町186-1

086-421-6050 086-421-6081

t-suga@sekiwachugoku.co.jp

34 岡山県知事2673号

㈱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

35 岡山県知事3714号

大学マンション紹介センター

ダイガクマンション
ショウカイセンター

岡山市北区 大和町1丁目8-9

086-221-8891 086-221-1773

daigakumansion@gmail.com

36 岡山県知事3900号

㈲大正不動産

タイショウフドウサン

岡山市北区 伊島町2丁目20-10

086-252-0656 086-252-5946

info@oasislife.jp

37 岡山県知事5577号

㈱タカダ

タカダ

岡山市北区 京町13-5 タカダビル４Ｆ

086-238-9236 086-238-9241

info@kktakada.com

38 岡山県知事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

39 岡山県知事359号

中国不動産合資会社

チュウゴクフドウサン

倉敷市

086-421-6800 086-421-6808

info@chugokufudousan.com

40 岡山県知事5104号

㈲ディライト

ディライト

岡山市南区 藤田566-219

086-296-8440 086-296-0536

delight@ion.ocn.ne.jp

41 岡山県知事4983号

㈱ナリケンテクノ

ナリケンテクノ

高梁市

成羽町成羽2753-1

0866-42-2077 0866-42-3158

nariken02@yahoo.co.jp

42 岡山県知事5008号

㈱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

43 岡山県知事5686号

Ｂ－ＥＳＵＴＥＴＯ

ビーエステイト

勝田郡

奈義町豊沢22-2

0868-36-2549 0868-36-2549

bausho@cap.ocn.ne.jp

44 岡山県知事3917号

ヒサトミ

ヒサトミ

岡山市北区 今7-15-41

086-241-8588 086-245-2689

hisatomi@h.do-up.com

45 岡山県知事1633号

㈱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

フドウサンセンター
オカヤマエキマエテン

岡山市北区 本町3-26

086-801-0770 086-801-0771

info@okayama-chintai.com

ベンチャー

岡山市中区 赤田94番地の1

086-272-2114 086-272-2160

ven-ture@gold.megaegg.ne.jp

23 岡山県知事4615号

㈲ケイ・ビー

ケイビー

新見市

24 岡山県知事5263号

Ｋ．Ｙプランニング㈱

ケイワイプランニング

25 岡山県知事5665号

コウエイランド

26 岡山県知事3641号

46 国土交通大臣8919号 ㈱不動産センター
47 岡山県知事3643号

㈱ベンチャー

岡山駅前店

西方1092-2

早島町早島1072-13

湯郷120-5

鶴形1丁目６番18号

2

48 岡山県知事5554号

㈱前田不動産

マエダフドウサン

岡山市中区 東山2丁目1番13号

086-238-9087 086-238-9068

maeda.okayama@gmail.com

49 岡山県知事4352号

松尾不動産

マツオフドウサン

倉敷市

086-455-1367 086-455-1368

info@matsuofudousan.com

50 岡山県知事5010号

㈱ままかり不動産

ママカリフドウサン

岡山市南区 福富西3-8-13

086-263-7676 086-263-7675

mamakari-fudousan@aria.ocn.ne.jp

51 岡山県知事5675号

㈱桃太郎ハウジング

モモタロウハウジング

総社市

中央６丁目13番地158

0866-31-8288 0866-31-8289

momo.housing@hi3.enjoy.ne.jp

52 岡山県知事2708号

㈱森本工務店

モリモトコウムテン

倉敷市

玉島勇崎1026

086-528-2121 086-528-3644

kinoka@mx1.tamatele.ne.jp

53 岡山県知事907号

㈲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

54 岡山県知事３００９号 ヤマサン土地㈲

ヤマサントチ

倉敷市

連島町西之浦412-3

086-448-2441 086-448-2466

yamasantoti@globe.ocn.ne.jp

55 岡山県知事3168号

ヨシケン不動産㈱

ヨシケンフドウサン

倉敷市

真備町川辺1808番地1

0866-98-2122 0866-98-3399

yoshiken@mx3.tiki.ne.jp

56 岡山県知事5040号

㈱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

リンクス

岡山市北区

086-259-1005 086-259-1006

links@grace.ocn.ne.jp

57 国土交通大臣9189号 ㈱ＬＩＮＫＳ

北畝6-18-7

野田二丁目1-5
ハーモニーパーク1F012号

3

