宇治田原町空家バンク協力事業者一覧（50音順）
H30.3.15 修正
No.

商

号

1 エヌワントラスト㈱

ＴＥＬ

FAX

メールアドレス

0774-82-5210 0774-82-4491 n_1trust@yahoo.co.jp

ＨＰアドレス

〒

所在地

自社ＰＲ

得意とする分野

-

610- 綴喜郡井手町
地域に密着した営業活動
0302 大字井手小字扇畑8番7

http://www.okudafudousan.com

宇治市で40年強、不動産分譲・仲介（売買・賃貸）・
611宇治市五ヶ庄西浦20-21 買取・賃貸管理・土木建築一式を営んでおります地 売買・賃貸・管理
0011
元業者です。

売買・賃貸・管理・リフォーム

2

奥田建設工業㈱黄檗店 0774-32-1810 0774-33-3660 okk-f@juno.ocn.ne.jp

3

㈱学研ドリーム・インタナ

0774-72-2064 0774-72-9586 teru0@kcn.jp

-

619- 木津川市州見台
0216
四丁目13番地8

4

㈱KOSEI

0774-86-4840 0774-86-5203 kosei@kosei-house.co.jp

http://www.koseihouse.co.jp/

単純な空家の売買・賃貸の案内だけでなく、弊社
619- 木津川市山城町平尾三 が取り組んでいるリフォーム・リノベーション事業を 売買・賃貸・リフォーム・リノ
通して、更なる価値を付け永く住み続けられる形で ベーション
0202 所塚77-3
のご提案が可能です。

0774-20-8577 0774-20-8578 info@shoko-re.co.jp

http://www.shokore.co.jp/new/

6110021

5 松浩不動産㈲

宇治市宇治妙楽
180番地の30
ショウコウビル1Ｆ

6 ㈱スマイテック

0774-72-0222 0774-73-3220 info@sumaitec.jp

http://www.sumaitec.jp

619- 木津川市
0214 木津南垣外40番地11

7 谷口住建㈱

0774-55-2539 0774-55-1188 ｆｈｆｔｋ671@yahoo.co.jp

-

610- 城陽市寺田今堀
0121
87番地13

8 ㈱所建設

0774-24-2354
info@tokoro0774-24-8227
090-6904-0964
kensetsu.com

-

611- 宇治市槇島町
0041
三十五39番地6

売買・賃貸

お客様第一を心がけております。
どのようにされるのが一番良いのかをご提案させ
て頂きます。お気軽にご相談ください。

売買・賃貸

昨年6月に木津川市で初めてのセンチュリー21の
加盟店として木津川市役所前にオープンいたしま
した。全国的な知名度と実績を誇るセンチュリー21 売買・賃貸
の多くの宣伝広告活動のもと、地域に貢献できる
不動産仲介を目指します。

売買・賃貸

大工出身の不動産歴15年の経験を生かし、建物
細部までのご説明をさせて頂き、リフォームなどの
ご相談にも即時お答えさせて頂きます。また、大手
不動産会社、地域密着不動産会社で勉強したノウ 売買・賃貸・中古住宅の再
ハウで一人一人のお客様のご納得頂けるお手伝 生・土地の有効利用
いが出来ると思います。税理士、司法書士、弁護
士等のバックアップ体制を整えておりますのであら
ゆる事案に対応できます。

宇治田原町空家バンク協力事業者一覧（50音順）
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商
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ＴＥＬ

FAX

メールアドレス

house@house9 ㈱ハウスクリエイティブ 0774-62-8960 0774-62-8970 creative.com

10 八昭住研

0774-45-2111 0774-45-2188 hassho@sage.ocn.ne.jp

11 陽だまり不動産㈱

075-925-5811 075-925-5812

12 平和住宅建設㈱

0774-44-3900 0774-44-8090

ＨＰアドレス

〒

所在地

自社ＰＲ

得意とする分野

http://www.housecreative.com

610- 京田辺市大住丸山
0343
33-3-101

分譲・仲介・建替・リフォーム・賃貸管理など多岐に
売買・賃貸
わたり不動産と建築の専門業者です。

-

613- 久世郡久御山町
0022
市田珠城10-1

昭和60年6月より創業の不動産屋です。

613- 久世郡久御山町
0043
島田ミスノ51番地2

お客様の事を第一に考え、お客様に近い会社です
のでお気軽にご相談下さい。どんな事でもお力にな 売買・賃貸
りたいと考えております。

hidamarifudousan@outlo
ok.jp

611- 宇治市大久保町
info@heiwa-jk.co.jp http://www.heiwa-jk.co.jp 0033
北ノ山65番地3

京都府南部を中心に地元コミュニティ企業として創
業40周年を迎えお住まいのあらゆるご相談を承り、
快適とご満足を提供してまいりました。お客様と生
涯お付き合いいただく「安心・有利・便利」を感じて 売買・賃貸・賃貸資産活用・
いただく会社です。
耐震リフォーム
不動産買取り・仲介の取扱い実績が多数あり、耐
震等のリフォーム部門も「平和住宅リフォーム」とし
て活動し好評いただいております。

①365日年中無休営業
②営業マンは100％宅建士です。
611宇治市宇治半白123番地 ③豊富な業務経験と建築士、不動産コンサルティ
0021
ングマスター、賃貸経営管理士、競売不動産取扱
主任者等豊富な資格者が対応します。

13 ㈱メイクス

0774-24-4300 0774-20-5373 info-c21@makes.cc

http://www.makes.cc

14 森田住販

0774-52-9414 0774-58-2263 itinobe@yahoo.co.jp

http://mediawars.ne.jp/~ 610城陽市市辺上芦原30-33 24時間いつでも対応します。
housing
0114

15 矢野住宅

0774-88-3888 0774-88-3887 yanojyu@silver.ocn.ne.jp http://yanojyutaku.com

16 ㈱由良住建

0774-63-3388 072-864-5487

売買・賃貸

売買・賃貸・建築業務・建築
設計業務・不動産管理業務・
保険業務等不動産に関わる
業務全般

売買・賃貸
農地、山林などの売買・仲介

父親の代から数えて堅実経営35年、京都府南部を
610- 宇治田原町大字郷之口 営業エリアに事業を継続してきました。私自身も宇
売買・賃貸・不動産業全般
0255
小字池ノ首52-1 治田原に引っ越しして3年になりました。307号沿い
の店舗で具体的な来店があります。

yuratopia.juken@S9.dion. http://www.yuratopia.co 610不動産業以外に建設業も携わっているので改修・ 仲介・売買以外に建物につ
京田辺市大住野上65-50
メンテなどお客様と永くおつきあいが出来る。
いての知識も有する
ne.jp
m/
0343

宇治田原町空家バンク協力事業者一覧（50音順）
H30.3.15 修正
No.

商

号

㈱洛斗コーポレーショ

ＴＥＬ

FAX

メールアドレス

ＨＰアドレス

hanafudousan02@gmail.c
http://rakuto-co.net
om

〒

所在地

得意とする分野

612- 京都市伏見区深草
8437
小久保町210

「梅の戸庵」をはじめとする京町屋風旅館を、これ
まで10軒以上手がけてきております。売買・賃貸・
建築・運営まで一貫してできる当社にお任せ下さ
売買・賃貸・リフォーム・リノ
い。
ベーション・古民家再生
単なる不動産売買だけでなく、その後の設計・リ
フォーム・リノベーションといった古民家再生も可能
なので、資用活用も評価頂いています。

611- 宇治市小倉町
0042
西浦7番地の9

不動産有効活用の最適化、提案型仲介をモットー
売買・賃貸
としています。

17 ン はな不動産

075-641-0248 075-646-2873

18 ㈲リソーハウジング

0774-28-2772 0774-28-2758 risohousing@icloud.com

19 デルタ不動産㈱

mayumisatou@okub http://deltahudosan. 611- 宇治市大久保町北ノ山
0774-43-9499 0774-44-7293
0033 35番地の１
o-ds.co.jp
com/index.html

-

自社ＰＲ

グループ会社があります。
・大久保自動車教習所
売買・賃貸
・南京都自動車産業株式会社 自動車整備・販売
・杵屋株式会社事業代行

