
別記様式第２号（第4条関係）

美瑛町空き家情報バンク事業者登録簿

 (令和２年10月7日　現在)

登録
番号

会社名 代表者氏名 郵便番号 住所 電話番号 メールアドレス 免許番号 登録日

1 有限会社米田不動産 米田　匡孝 078-8346 旭川市東光６条３丁目２番９号 0166-32-4414 yoneta-f@ab.auone-net.jp 上川（10）第691号 R2.6.15

2 アルタイム不動産株式会社 小笠原不二夫 070-0831 旭川市旭町１条11丁目2205番地の23 0166-73-4286 arutimef@gmail.com 上川（1）第1205号 R2.6.15

info@nikken-t.jp 上川（12）第387号 R2.6.15

4 株式会社生活プロデュースリーシング 堀籠　康弘 070-0030 旭川市宮下通７丁目３８９７番地１ 0166-73-3032 info-big@life-pro.net 

3 日建通商株式会社 鈴木　利文 070-0039 旭川市９条通11丁目右１号日建ビル１F 0166-26-6200

上川（1）第1193号 R2.6.18

5 株式会社あうる 田中　佐代子 079-8423 旭川市永山１３条２丁目１番１７号 0166-29-0107 tanaka@owl-s.com 上川（1）第1194号 R2.6.18

6 ダイワ通商株式会社 田中　雄二郎 070-8004 旭川市神楽４条１２丁目５番６号 0166-73-7135 tusyo@daiwa-gr.com 上川（13）第226号 R2.6.18

7 株式会社トーワハウジング 永田　理人 070-0031 旭川市１条通５丁目31-2トーワ1-5ビル 0166-27-3333 towa-housing@0166.co.jp 上川（5）第938号 R2.6.29

info@mandm-inc.jp 上川（1）第1243号 R2.6.29

9 株式会社旭川住宅流通 吉川　裕二 070-0031 旭川市１条通10丁目103番地85 0166-29-3131 ajr@bz03.plala.or.jp 

8 株式会社ｍ&ｍ 高瀬　　仁 070-0033 旭川市３条通１３丁目719番1 0166-74-3636

上川（5）第973号 R2.6.29

10 株式会社マモル不動産 杉野　太一 070-0032 旭川市２条通10丁目288番地　上田ビル2F 0166-74-3613 mamoru.realestate@gmail.com 上川（1）第1229号 R2.6.29

11 株式会社旭川総合宅建神楽店 小野田　英幸 070-8002 旭川市神楽2条６丁目3番１１号 0166-76-7353 chintai@a-sougou.com 上川（4）第1040号 R2.6.29

ho-you@clock.ocn.ne.jp 上川（6）第899号 R2.6.29

13 新弘拓建有限会社 柳原　　真 070-0031 旭川市１条通１５丁目880番地2 0166-27-3751 shinkou@orchid.plala.or.jp 

12 株式会社ホーユー 菅原　昭二 078-8243 旭川市豊岡13条７丁目１番２号 0166-31-0321

上川（6）第915号 R2.6.29

14 株式会社大和 佐藤　隆政 070-0033 旭川市３条通10丁目707番地1 0166-23-5588 info@msv.dfj.jp 上川（5）第952号 R2.6.29

15 株式会社ノムラ旭川金星橋通店 福崎　健吾 070-0842 旭川市大町２条４丁目21番37 0166-85-7010 housedo1@nomuramk.co.jp 上川（2）第1133号 R2.6.29

dolf@north.hokkai.net 上川（4）第993号 R2.6.29

17 アイリス株式会社 篠原　直子 070-8004 旭川市神楽４条１３丁目６番７号 0166-56-3300 berry@potato.ne.jp 

16 有限会社ドルフ 古田　秀敏 071-8131 旭川市末広１条５丁目３-17 0166-55-9988

上川（1）第1201号 R2.6.29

18 アーバンデザイン株式会社 伊藤　勇一 070-0032 旭川市２条通10丁目288番地 0166-21-5561 main@urbandesign-net.com 上川（4）第1039号 R2.7.8

19 有限会社メープル地所 村上　三芳 078-8213 旭川市３条通２３丁目５番地の177 0166-33-7439 maplejoy@amber.plala.or.jp 上川（4）第1035号 R2.7.8

20 株式会社フリコ 古谷　日登美 070-0831 旭川市旭町１条１丁目438-39 0166-56-2619 furico@potato.ne.jp 上川（2）第1169号 R2.7.8

info@nakamura-rsc.com 上川（2）第1159号 R2.7.8

22 有限会社オフィスフラノ 小田島　忠弘 076-0034 富良野市北の峰町４-６０ 0167-23-1414 odajima@officefurano-fudosan.jp 

21 株式会社ナカムラ 中村　英之 070-8004 旭川市神楽４条１１丁目１番１１号 0166-73-8474

上川（2）第1161号 R2.7.8

23 有限会社東栄住宅 南　淳 078-8231 旭川市豊岡１条１丁目５-１２ 0166-73-3209 s.a2c@sea.plala.or.jp 上川（9）第755号 R2.7.8

24 旭川清和 伊藤　浩昭 070-0035 旭川市5条通15丁目1585-1　コロナード5条401 0166-73-7011 himawari8@kyi.biglobe.ne.jp 上川（3）第1123号 R2.7.8

info@homestar-jp.com 上川（2）第1146号 R2.7.825 株式会社ホームスター 植西　晃典 078-8234 旭川市豊岡4条10丁目7-21 0166-76-7605
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26 株式会社杏栄 中村　文彦 079-8412 旭川市永山２条１９丁目４番１号 0166-48-2349 kyouei@fine.ocn.ne.jp 上川（8）第774号 R2.7.8

27 有限会社フジホーム開発 藤岡　純一 078-8238 旭川市豊岡８条５丁目１－１６ 0166-45-2626 fujihomekaihatsu@yahoo.co.jp 上川（4）第1011号 R2.7.14

28 株式会社プライムアセット 岡　宏行 078-8236 旭川市豊岡６条４丁目４－１５ 0166-85-6587 info@p-asset.jp 上川（3）第1120号 R2.7.14

info@e-hokryo.com 上川（11）第523号 R2.7.22

30 イエ・サポート株式会社 野月　光信 070-0034 旭川市４条通１３丁目1191-1 0166-29-4118 asahikawa@ie4118.co.jp

29 株式会社　北菱 今井　登 076-0038 富良野市桂木町１番１７号 0167-23-3311

上川（3）第1112号 R2.8.3

31 株式会社ホーム・アシスト 長野　恭也 070-0032 旭川市２条通１３丁目2038-1 0166-56-1241 homeassist@potato.ne.jp 上川（3）第1106号 R2.8.3

32 株式会社コーナーＦ 角田　進 078-8342 旭川市東光2条9丁目2番4号 0166-386700 kakuta_susumu@snow.plala.or.jp 上川（1）第1207号 R2.8.28

kuu.hee-maa.1114@ymobile.ne.jp 上川（1）第1254号 R2.8.28

34 株式会社カワムラRE/MAXYOUTOPIA 川村　健太 078-8234 旭川市豊岡４条３丁目7-13 090-9437-9215 bieiyoga@gmail.com

33 株式会社青空 渡邊　聖 070-0054 旭川市４条西１丁目１番16号 0166-64-96194

上川（7）第877号 R2.8.28

35 株式会社アパマンライフ 鈴木　政弘 070-0033 旭川市３条通８丁目438番地 0166-26-2323 suzuki@apaman-life.com 上川(1)第1211号 R2.8.28

36 株式会社ウィッシュ売買センター旭川店 村田　健一 078-8335 旭川市南５条通26丁目504-88 0166-74-3204 a3-minimini@iaa.itkeeper.ne.jp 上川（2）第1132号 R2.9.9

hiro-co@potato.ne.jp 上川（15)第116号 R2.10.7

38 有限会社 アール･ケイ企画 春木　真樹 071-8132 旭川市末広２条４丁目６番５号 0166-85-6445 spxk9tm9@mist.ocn.ne.jp 

37 廣野商事株式会社 廣野　光俊 070-0832 旭川市旭町２条５丁目 0166-51-6221

上川（2）第1136号 R2.10.7

39 有限会社アメリカンハウス 平間　丈嗣 070-8012 旭川市神居２条１２丁目１番１９号 0166-60-2300daihyo@american-house-asahikawa.com 上川（11）第637号 R2.10.7

40 株式会社　タナカ 田中　豊文 071-8121 旭川市末広東１条２丁目１番２号 0166-52-6025 info@tanaka-group.jp 上川（3）第1064号 R2.10.7

keneri@seagreen.ocn.ne.jp 上川（5）第992号 R2.10.7

42 株式会社ハスコム 山下　秀哉 070-0054 旭川市４条西３丁目１番１１号 0166-25-1228 hascom_urikai@hascom-gr.jp 

41 有限会社ドリームエステート 高橋　幸二 070-8014 旭川市神居４条８丁目２番６号 0166-61-6110

上川（9）第736号 R2.10.7

43 有限会社ハウスマート 安井　清吉 070-0035 旭川市5条通10丁目1630番地4 0166-21-5670 mori@liner.jp 上川（5）第940号
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