
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
宅建業者と媒介契約を結んでいない場合には、こちらの名簿を参考に宅建業者へ連絡の

うえ媒介契約を結んでください。 
 なお、宅建業者の選び方や契約の方法などについて、相談したい場合には「NPO 法人い
わき市住まい情報センター」にご連絡ください。 
 また、自分で宅建業者を決めることが難しい場合、土地所有者からの依頼があれば、いわ
き市住まい情報センターが各宅建業者と調整のうえ、対応可能な宅建業者をお伝えするこ
とも可能です。 
 

ＮＰＯ法人いわき市住まい情報センター（いわき市平字童子町２番地の１０） 
電話：0246-84-5341 E-mail : i.sumai@wind.ocn.ne.jp 

 
※この名簿は、宅建業者を限定するものではありません。 
 宅地建物取引業の免許を持つ宅建業者であれば、希望する者を指定宅建業者として構い
ません。 

いわき市(沿岸５地区土地区画整理事業施行地内) 

空き地バンク 協力宅建業者名簿 



【福島県宅地建物取引業協会いわき支部　会員】

1
(2)-3030
4.12.26

アキヤマ不動産 秋山　邦夫 秋山　邦夫
〒974-8241
いわき市山田町屋敷18－3

 0246-38-3451
F 0246-38-3452

2
(4)-2341
3. 4.19

㈲あじま土地建物 安島　喜寿 安島　喜寿
〒974-8232
いわき市錦町上川田14

 0246-77-2848
F 0246-77-2889

3
(14)-80045
5. 6.30

以和貴総業㈱ 佐藤　伸一
小宅　貴則
木村　香織
坂本　拓也

〒974-8261
いわき市植田町中央2－5－4

 0246-63-1312
F 0246-63-1310

http://www.iwaki-s.com
info@iwaki-s.com

4
(2)-2992
4. 3.19

㈱いわきニュータウンセンター 永木　伸一 伊藤　英一
〒970-8044
いわき市中央台飯野4－2－4

 0246-46-0441
F 0246-46-0440

5
(1)-3173
2. 5.25

㈱いわき吉田不動産 吉田　良作 吉田　良作
〒974-8261
いわき市植田町本町1－2－4

 0246-88-8467
F 0246-88-8468

iwaki225@y-yoshida.sakura.ne.jp
http://y-yoshida.sakura.ne.jp

6
(3)-2886
6. 9.29

㈱キクモク 菊地　輝生 門間　禎哉
〒972-8312
いわき市常磐下船尾町杭出作
170

 0246-43-1234
F 0246-43-1235

7
(4)-2339
3. 3.23

㈱京都工業 齊藤　秀雄 坂本　博文
〒970-1151
いわき市好間町下好間字一町
坪68－1

 0246-36-5515
F 0246-36-5693

http://www.kyotokogyo.com/

8
(2)-2969
3.10. 4

㈱郷邑舍 渡辺　祐一 渡辺　祐一
〒974-8233
いわき市錦町中央3－2－9

 0246-88-1855
F 0246-88-1850

9
(1)-3306
5. 2. 1

㈱五感工房 渡辺　正人 渡邉　　實
〒974-8232
いわき市錦町蒲田84－1

 0246-84-9516
F 0246-84-9517

http://www.gokan-kobo.com
gokan-kobo@tea.ocn.ne.jp

10
(3)-2745
4. 4.16

小林不動産㈱ 小林　弘明 小林　弘明
〒979-0141
いわき市勿来町窪田上り途6

 0246-64-7254
F 0246-65-1222

http://www.kobayashi-menten.jp
kobayashi-
menten@peach.plala.or.jp

11
(7)-80279
3. 6.27

㈱郷 佐藤　光代 佐藤　光代
〒970-8045
いわき市郷ヶ丘3－32－8

 0246-28-3100
F 0246-28-3145

info@iwaki-sato.co.jp
http://www.iwaki-sato.co.jp

12
(11)-80022
4.12.25

進和興産㈱ 齊藤千代子
齊藤千代子
斉藤　英介

〒971-8124
いわき市小名浜住吉字飯塚53

 0246-58-8325
F 0246-58-8405

info@shinwa-ko.co.jp
http://www.shinwa-ko.co.jp

13
(6)-1987
6. 3. 5

㈲大久不動産 坂本　伸人 坂本　裕美
〒970-8026
いわき市平字愛谷町1－1－7

 0246-21-6580
F 0246-21-6581

14
(6)-1964
5.11. 9

㈱田村組 田村　朝彰 田村　朝彰
〒970-0311
いわき市江名字薮倉10

 0246-55-7336
F 0246-55-7472

tamuragumi@air.ocn.ne.jp

15
(1)-3358
5.12. 3

ＴＫＰエステート㈱ 安孫子　崇 安孫子　崇
〒971-8185
いわき市泉町1－1－23

 0246-56-3611
F 0246-56-3613

tkp-estate@green.email.ne.jp

16
(6)-1822
3.12.20

藤和地建 遠藤　　至 遠藤　　至
〒971-8163
いわき市小名浜中町境8－6

 0246-52-0606
F 0246-52-0601

mail@towachiken.com
http://towachiken.com/

17
(8)-80248
5. 7. 3

トキワホーム㈱ 小野　恒人 小野　恒人
〒970-8026
いわき市平字大町9－7

 0246-22-0022
F 0246-25-5575

http://www.tokiwa-home.co.jp
mail@tokiwa-home.co.jp

18
大臣免許
(12)-2167
3.12.26

㈱日本ハウスホールディング
スいわき支店

根本　忠之 小澤　拓朗
〒971-8141
いわき市鹿島町走熊字小神山
26

 0246-29-1718
F 0246-29-1719

19
(2)-2948
3. 3.11

㈱ネクストプラン 佐藤　伸介 西山　賢宏
〒974-8251
いわき市中岡町5－9－6

 0246-62-7704
F 0246-63-1803

20
(10)-80009
4. 9.20

㈱ハウス21いわき南営業所 伊藤　貴彦 伊藤　貴彦
〒974-8223
いわき市佐糠町東1－7－8

 0246-63-3100
F 0246-63-3055

21
(10)-80099
3. 5.13

㈱東日本地建 猪狩　直人
猪狩　陽子
佐藤　　篤
金山　賢二

〒970-8026
いわき市平字作町2－1－10

 0246-22-5272
F 0246-22-5275

info@hn-chiken.co.jp
http://www.hn-chiken.co.jp

22
(9)-80198
5. 4. 4

㈱福家産業 橋本　芳家 橋本　芳家
〒971-8122
いわき市小名浜林城字柳町6－
2

 0246-58-6777
F 0246-58-6769

http://www.fukuyasangyo.com
bfukuya@lily.ocn.ne.jp

23
(3)-2823
5. 7.22

報徳不動産㈱ 髙木　嗣郎 髙木　嗣郎
〒970-8026
いわき市平字堂ノ前19

 0246-25-1411
F 0246-25-1416

mail@houtoku-f.com
http://houtoku-tochi.jp

24
(1)-3148
1.12.25

㈱松屋不動産 作山　勝広
作山　勝広
作山　正恵

〒971-8101
いわき市小名浜字橋本34－2

 0246-92-2211
F 0246-92-0443

matsuya@infty.com

25
(2)-2908
2. 5.28

リーフエステート㈱ 熊田　　亮 熊田　　亮
〒971-8144
いわき市鹿島町久保2－8－4

 0246-68-8336
F 0246-68-8337
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令和２年２月末時点



【全日本不動産協会福島県本部いわき地区　会員】

1 (3)2757 (有)アイ住研 今川浩人 今川浩人 いわき市小名浜愛宕町10番地の5
0246-92-3632 /
0246-92-3562

http://www.zennichi.net/m/i-
juken/

2 (4)2416 アイナル(有) 矢吹匠 矢吹匠 いわき市内郷御厩町4-110-1
0246-45-2344 /
0246-45-2337

http://inal-f.com/

3 (3)2758 （株）イトハン 藤原茂 藤原茂 いわき市平字作町二丁目6-3
0246-84-8955 /
0246-84-8956

http://www9.plala.or.jp/ito-han/
itohann@palette.plala.or.jp

4 (2)3004 （株）いわき中央地所 大浦卓彦 大浦卓彦 いわき市鹿島町船戸字沼田7-1
0246-38-8733 /
0246-38-8732

5 (2)3080 (株)いわき土地建物植田店 吉田弘志 小檜山亮
いわき市植田町本町2-5-3 いわ
き土地建物ビル1F

0246-62-3000 /
0246-62-9999

http://www.iwaki-tt.co.jp
mail@iwaki-tt.co.jp

6 (2)3080 (株)いわき土地建物小島店 吉田弘志
鈴木慎一
他6名

いわき市小島町2-9-12
0246-26-0303 /
0246-26-0300

http://www.iwaki-tt.co.jp
mail@iwaki-tt.co.jp

7 (2)3080 (株)いわき土地建物小島東店 吉田弘志
田中勉
他4名

いわき市小島町2-7-5
0246-27-0331 /
0246-27-0771

http://www.iwaki-tt.co.jp
mail@iwaki-tt.co.jp

8 (2)3080 (株)いわき土地建物中央店 吉田弘志 小松英勝 いわき市平字倉前112-13
0246-25-3719 /
0246-25-3718

http://www.iwaki-tt.co.jp
mail@iwaki-tt.co.jp

9 (1)3227 いわきベースエステート(株) 高橋梨枝子 高橋梨枝子
いわき市平沼ノ内諏訪原二丁目5
番地の8

0246-84-6138 /
0246-84-6139

10 (4)2426 (有)オリエンタルエステート 遠藤義則 遠藤義則 いわき市植田町中央1-2-3
0246-63-2343 /
0246-63-2343

11 (4)2479 かつら不動産(有) 佐藤桂 佐藤桂 いわき市内郷御厩町四丁目46-6
0246-88-6218 /
0246-88-6219

http://www.katsura-iwaki.com/
katsura_fudosan@hotmail.co.jp

12
大臣
(2)8661

（株）グリーンタウン 大野康雄 森純子
いわき市鹿島町走熊字四反田23-
1

0246-84-8351 /
0246-84-8352

http://iwakichuo-housedo.com/
info@green-t.jp

13 (5)2167 (有)クニオ建築事務所 菊池邦男 菊池邦男
いわき市好間町中好間字八反田
21-2

0246-36-4963 /
0246-36-6947

14 (3)2744 (有)三容土地建物 鍋田岩男 鍋田岩男 いわき市平字八幡小路75
0246-25-4725 /
0246-24-7224

15 (1)3412 （株）サン・ライン 髙田博章 髙田博章
いわき市小川町柴原字宮ノ前23
番1

0246-38-3539 /
0246-83-3231

16 (2)3126 （株）システム 遠藤宗忠 遠藤十志子 いわき市平字柳町13番地の2
0246-24-0077 /
0246-24-0066

17 (3)2851 （株）タウンクリエイト 川崎博史 川崎博史 いわき市小名浜玉川町南13-8
0246-58-2855 /
0246-84-7620

18 (7)1752 (株)タック 岸部好秀
岸部好秀
岸部房代

いわき市小名浜岡小名字馬上前9
番地の4

0246-84-8366 /
0246-84-8367

http://www.f-tac.jp
info@f-tac.jp

19 (4)2377 東京建設(有) 遠藤惣一 遠藤惣一 いわき市平字旧城跡31番地の16
0246-35-1135 /
0246-35-1136

e-fudousan@axel.ocn.ne.jp

20 (1)3246 東北技研工業（株） 羽根田修 櫻庭肇 いわき市好間町榊小屋字迎3
0246-3-5684 /
0246-36-4485

21 (3)2730 東洋建設(株) 小野武志 八代勇 いわき市小名浜金成字砂田6-1
0246-76-1233 /
0246-76-0774

http://www.toyohouse.com
fudosan@toyohouse.com

22 (3)2621 (株)東日本エステート 小松幸彦 小松幸彦
いわき市平上荒川字長尾115-3
第3すずビル1F

0246-29-3637 /
0246-29-3277

http://higasinihon-estate.com/
info@higasinihon-estate.com

23 (3)2580 (株)不二代建設 白岩不二男 大峯裕子 いわき市内郷宮町代154-5
0246-26-5141 /
0246-26-5149

http://www.fujishiro-k.com
mail@fijishiro-k.com

24 (3)2739 不動産クリニック(株) 柳源一 千葉幸江 いわき市小名浜島字西屋８２
0246-38-6751 /
0246-38-6752

25 (8)80239 (有)まさる 芳賀裕治 芳賀裕治 いわき市小名浜岡小名二丁目3-1
0246-92-2311 /
0246-92-2312

masarumh@soleil.ocn.ne.jp

26 (2)2928 （株）リショウ 滝澤利一 飛騨誠
いわき市平北白土字宮前72-1
宮前ビル1階

0246-38-3737 /
0246-38-3735
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