
作成：安曇野市役所 移住定住推進課 空家活用係 / 電話：0263-71-2011(直通)

定休日 日曜日・祝祭日

ＨＰ https://tsukada-f.jp/

Ｅメール tukada-f@anc-tv.ne.jp

当社のモットーである「地域密着の精神」を大切に、長年の信用と信頼の心

持ちで業務をしております。 営業時間 平日09:00～17:30 / 土曜09:00～16:00

所在地 〒399-8204 / 安曇野市豊科高家1071-42

塚田不動産(株) 電話番号豊科
6

📞0263-72-7111

Ｅメール c-juken@bridge.ocn.ne.jp

定休日 日曜日・第３土曜日

＊創業３５年の実績、仲介も買取りもおまかせください。机上査定、訪問査定と

もに無料です。解体や、荷物の処理なども合わせてご相談いただけます。

＊不動産仲介の専門、宅建マイスターのいるお店です。安心・安全な取引を最優

先とし、リスクも必要な手続きもすべてしっかり提言いたします。

＊弁護士、税理士など各士業の方々も繋がりの中からご紹介が可能です。相続、

測量、許可申請などの対応も安心です。

営業時間 09:00～19:30

所在地 〒399-8203 / 安曇野市豊科田沢4970-4

ＨＰ http://www.c-juken.co.jp/

(株)中部住研 📞0263-72-9321電話番号豊科
5

Ｅメール info@taira-f.com

定休日 日曜日・祝祭日

空き家・空き地の買取、売買仲介、賃貸～相続・財産分与の相談ＯＫ

地元不動産業者として長年の実績と空家相談士による対応

建物解体、リフォーム工事の見積可能

営業時間 09:00～18:00

所在地 〒399-8205 / 安曇野市豊科4724-1

ＨＰ https://www.taira-f.com/

📞0263-72-8484タイラ不動産(株) 電話番号豊科
4

Ｅメール inoue@1kerun.jp

定休日 日曜日・祝日（休日対応可）

空き家相談士の専門女性スタッフがご相談内容をお伺いします。

どうしたら良いか不安な方には必要に応じた専門家と連携し、所有者様のご

希望に沿って空き家仲介、巡回管理、買取り、修繕提案など致します。

営業時間 09:00～18:00

所在地 〒399-8205 / 安曇野市豊科5807-1

ＨＰ https://www.1kerun.jp/

3

(有)ケルン 電話番号豊科 📞0263-72-3532

定休日 不定休

「大切な資産を次世代へ」

資産のカタチを替えても、その価値の最大化を目指した財産承継を、専門職

が総合サポートさせていただきます。

営業時間 09:00～18:00

ＨＰ http://www.fp-kurasi.com/index.html

Ｅメール kurasisekkei@ae.auone-net.jp

所在地 〒399-8201 / 安曇野市豊科南穂高3037-2

2

電話番号 📞0263-75-4040くらし設計(株) 豊科

ＨＰ https://www.azumino-kaihatu.com/

Ｅメール kaihatu@azm.nn-ja.or.jp

定休日 日曜日・祝祭日

〇ＪＡあづみの子会社として地域に根ざした事業活動

〇1974年の設立以来、半世紀の実績と信頼 営業時間 08:30～17:00

所在地 〒399-8205 / 安曇野市豊科4270-6

1

豊科(株)あづみ野開発 電話番号 📞0263-72-1966

安曇野市の空き家バンクに物件を登録できる事業者の一覧表です。

空き家バンクで空家を売りたい・貸したい所有者の方は、この一覧の中から担当する事業者を

お選びください。選べない場合は、空家活用係へご相談いただければ、取り扱いを希望する事

業者の募集や、最も近場の事業者の紹介などができます。

令和４年５月２３日 時点

安曇野市空き家バンク仲介事業者一覧表(詳細版)

安曇野市空き家バンク

ホームページはこちら

https://azumino-ijyu.jp/akiyabank/
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定休日 日曜日・祝祭日

ＨＰ https://crossfield.co.jp/

Ｅメール info.crossfield@gmail.com

(株)クロスフィールド

★ 物件を調査・査定し、売買価格や賃貸料金の提案をします。

★ 宣伝するための物件の資料作成をします。

★ チラシやインターネットなどのチャンネルを利用して物件の販売活動をし

ます。

★ 売主や貸主の状況に合わせて物件の販売や賃貸のプランを提案します。

営業時間 09:00～18:00

所在地 〒399-8303 / 安曇野市穂高4310-1

電話番号 📞0263-82-1255
#

Ｅメール bluebell@seagreen.ocn.ne.jp

穂高

定休日 無休

 

営業時間 08:00～20:00

所在地 〒399-8301 / 安曇野市穂高有明2178-21

ＨＰ https://kufudo.wp-x.jp/

黒崎不動産 電話番号 📞0263-87-0075
#

Ｅメール office-azumino@krc.biglobe.ne.jp

穂高

定休日 不定休

 

営業時間 09:00～18:00

所在地 〒399-8301 / 安曇野市穂高有明7366-11

ＨＰ http://www7b.biglobe.ne.jp/~office-azumino/

オフィスあづみの
#

電話番号 📞0263-87-0027

Ｅメール isaiagent@gmail.com

穂高

定休日 不定休

独自サービスであなたとの出会いに「彩」を！

山好きで信州に移住し、薪ストーブのある板倉構法の家が住まい兼事務所で

す。

メールやLINE、テレビ電話などの対応、土日祝祭日や不動産業者さんがお休

みなことの多い火曜、水曜のご案内もお任せください！！

◎LINEによるお問合せ先ID: daigoeiji

営業時間 08:00～20:00

所在地 〒399-8303 / 安曇野市穂高3142-2

ＨＰ https://www.zennichi.net/m/isai/index.asp#pg_top

#

(株)あいさい 電話番号

Ｅメール info@yachiyo-kosan.co.jp

📞0263-82-9685穂高

定休日 土日・祝祭日

2000年設立

開発事業を主体に地域振興のため事業展開しています。

相続等に関するご相談承りますのでお気軽にお問合せ下さい。

営業時間 08:30-17:30

ＨＰ https://www.yachiyo-kosan.co.jp/

所在地 〒399-8205 / 安曇野市豊科455-1 ｱﾊﾟﾙﾄﾏﾝK103

9

(有)八千代興産 電話番号 📞0263-88-2228豊科

ＨＰ https://azumino-housedo.com/

Ｅメール info@sakura-azumino.com

09:30～17:00

定休日 水曜日

➢安曇野市の不動産について、お気軽にご相談やお手伝いができますよう、

JR豊科駅前のハウスドゥのお店で皆様のお越しをお待ちしております。

➢安曇野市を中心に圧倒的な情報量と、東証一部上場の(株)ハウスドゥへの

チェーン加盟による全国ネットワークを活かした宣伝力で“買いたい人”を見

つけます。

営業時間

所在地 〒399-8205 / 安曇野市豊科4840-1

8

ハウスドゥ！あづみ野店 豊科 電話番号 📞0263-87-7340

ＨＰ https://www.azumino-toukai.jp/

Ｅメール toukai77@topaz.plala.or.jp

営業時間 10:00～18:00

定休日 日曜日・祝祭日

📞0263-72-4521豊科

所在地 〒399-8205 / 安曇野市豊科4740-3

7

東海不動産

 

電話番号
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定休日 不定休（予約制）

ＨＰ https://www.lifeport.info/

Ｅメール lifeport@nifty.com

営業時間 09:00～18:00

〇中古住宅＆土地売買仲介専門で、NEX-T安曇野の代表

〇2013年度にNEX-Tを設立し、2015年度より国のモデル事業を実施

〇NEX-T安曇野が提案した“住まいの終活のススメ”が2021年度市民協働事業

に認定

〇取引の１/２は中古住宅、顧客の２/３は県外者で、2013年度より住宅診断

を実施

所在地 〒399-8304 / 安曇野市穂高柏原1132-2

#
📞0263-81-1325(有)ライフポート安曇野

ＨＰ http://lamp.rdy.jp/

Ｅメール onsenking@sky.plala.or.jp

穂高 電話番号

営業時間 09:00～18:00

定休日 不定休

安曇野に住まわれる方の「かけはし」になり、ランプのようなほのかな灯り

をともしたい。森のらんぷ不動産のコンセプトです。

建築業の経験から、小さな仕事を始めとする便利屋（片付け、草刈り、庭木

剪定、リフォーム等）もしております。

物件にかかわる、ちょっとしたこと、困っていること、何でもご相談くださ

い。

所在地 〒399-8301 / 安曇野市穂高有明2257-8

📞0263-83-4717森のらんぷ不動産
#

ＨＰ http://www.htkk.jp/

Ｅメール info@htkk.jp

穂高 電話番号

営業時間 08:30～17:30

定休日 不定休（土日祝日は事前予約お願いします。）

緑ゆたかな穂高の別荘地をメインに安曇野の土地や中古物件のご紹介をして

おります。

リノベーション、庭木の伐採もおまかせ下さい！

安曇野の地で、50年の実績。

売りたい、買いたいのお手伝いをさせていただきます！

所在地 〒399-8303 / 安曇野市穂高6032-20

#
📞0263-82-2618穂高観光(株)

ＨＰ -

Ｅメール yamahoso4536@docomo.ne.jp

穂高 電話番号

営業時間 08:30～18:00

定休日 日曜日・祝祭日

 所在地 〒399-8303 / 安曇野市穂高4967-13

#
📞0263-82-4536(株)日成開発

Ｅメール info@todoriki-fudousan.jp

穂高 電話番号

営業時間 09:00～17:00

定休日 不定休

・安曇野の不動産のことなら等々力不動産へ

・空き家を「売りたい」「貸したい」、各お客様のニーズに沿ってご提案致

します。相談、簡易査定無料。

・遠方にお住まいのお客様にも対応致します。

・男性従業員または女性従業員どちらでも対応可能。

・ＨＰまたはお電話にてお気軽にご相談頂けます。 ＨＰ https://www.todoriki-fudousan.jp/

所在地 〒399-8303 / 安曇野市穂高7581-1

#

(株)等々力不動産 穂高

ＨＰ https://www.tpo-azumino.co.jp/

電話番号 📞0263-82-9630

不定休

Ｅメール tpo@peach.ocn.ne.jp

営業時間 09:00～19:00

定休日

〒399-8301 / 安曇野市穂高有明2461-4安曇野で暮らすお手伝いをしております。

遠慮なくお気軽にお問い合わせください。

所在地

#

穂高(有)ティーピーオー不動産 電話番号 📞0263-83-4921

ＨＰ http://tanaka-group.la.coocan.jp/

Ｅメール tanaka-group@nifty.com

営業時間 08:00～17:00

日曜日・祝祭日・第２/第４土曜日

所在地 〒399-8303 / 安曇野市穂高5697-3当社は、地元に密着した経験豊かな会社です。

どんな事でも、親切丁寧な無料相談に応じています。お気軽にお問い合わせ

下さい。

#

タナカグループ(株) 穂高 📞0263-82-6936

定休日

電話番号
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08:30～17:30

所在地 〒399-7102 / 安曇野市明科中川手4181

http://harada-ca.com/

定休日 日曜日・祝祭日

Ｅメール info@harada-ca.com

営業時間

ＨＰ

#

１．SUUMO（スーモ）へ当社は加盟会社となっている。住宅・不動産購入

や売買をサポートする情報サイト（全国ネットワーク）

２．実例としてスーモへ登録した空き家について、京都府・千葉県・横浜市

からの問い合わせがありました。

３．空き家バンクへ登録された物件をスーモへ登録すれば県外からの問い合

わせが増えて来るとの判断をしている。

原田建築工房(株)

定休日 年中無休

Ｅメール hb92sf@bmz.biglobe.ne.jp

電話番号 📞0263-62-6621明科

営業時間 08:00～20:00

所在地 〒399-8211 / 安曇野市堀金烏川2171-7１．至誠と信頼による迅速な対応

２．相続・任売・成年後見人他、専門家へのサポート

ＨＰ -

#

三石不動産

定休日 お客様優先です

Ｅメール s-horii@anc-tv.ne.jp

電話番号 📞0263-72-7106堀金

営業時間 09:00～18:00

所在地 〒399-8211 / 安曇野市堀金烏川4984-2豊富な経験と実績のもとで、親切・丁寧・迅速をモットーに、お客様の笑顔

のために快適な住まいるライフづくりのサポートをさせていただきます。

ＨＰ http://www.anc-tv.ne.jp/~s-horii/

#

(株)スマイル安曇野

定休日 日曜日・祝祭日・第２/第４土曜日

Ｅメール kentiku@yamakyo-k.com

電話番号 📞0263-73-3730堀金

営業時間 08:00～17:00

所在地 〒399-8102 / 安曇野市三郷温3350●創業大正10年、2021年に創業100年を迎えました。

●古民家再生に取り組み、40年。リフォームから再生工事まで何なりとご相

談ください。

ＨＰ http://www.yamakyo-k.com

#

山共建設(株)

Ｅメール fujikaihatu@theia.ocn.ne.jp

電話番号 📞0263-77-3161三郷

営業時間 09:00～18:00

所在地 〒399-8103 / 安曇野市三郷小倉1960-1 

ＨＰ -

定休日 日曜日・祝祭日

#

富士開発(株) 電話番号

info@2525f.com

ＨＰ -

📞0263-77-7300三郷

定休日 年中無休

Ｅメール

営業時間 09:00～17:00

所在地 〒399-8101 / 安曇野市三郷明盛1721-1相続等のご相談、査定、売買・賃貸、買取りなど、お気軽にお申し付けくだ

さい。

#
📞0263-77-8655三郷にこにこ不動産(有)

ＨＰ -

定休日 -

Ｅメール fudousan@ray.ocn.ne.jp

電話番号

所在地 〒399-8103 / 安曇野市三郷小倉2111-2 

営業時間 09:00～17:00

#

電話番号 📞0263-77-5781三郷(有)タカハシ
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