
久御山町空き家バンク協力業者一覧

商号 TEL FAX メールアドレス HP URL 所在地 定休日 自社PR 得意とする分野

1 株式会社アーク・フロント・サービス 0774-51-6112 0774-44-5186 tsabc@ezweb.ne.jp https://arkfrontservice.co.jp
611-0042　宇治市小倉町蓮池171番地
11　MMハウスビル201

無休

困窮者・特に母子家庭、健常高齢者等に
対する住宅提供（シェアハウス）互いに協
力し、生活の向上を図るためのステップ
アップ。

売買・賃貸

2 株式会社イトウハウジング 0774-23-0885 0774-24-2763
pzks92687@zeus.eone
t.ne.jp

- 611-0021　宇治市宇治半白85番地35 水曜日
弊社は、常にお客様の立場に立って誠実
な商売を心がけています。

売買

3 奥田建設工業株式会社　不動産部 0774-32-1810 0774-33-3660 okk-f@juno.ocn.ne.jp
http://www.okuda-
fudousan.com

611-0011　宇治市五ヶ庄西浦20-21
第１，３
火曜日、
水曜日

当社は、地元不動産の売買・賃貸・管理から新築・
リフォーム・解体工事・造成工事まで行っておりま
す。「空き家相談士」がおりますので、空き家に関す
るお悩み（相続・贈与・税金等）や空き家の活用法
（修繕・賃貸・売却等）など、お気軽にご相談くださ
い。

売買・賃貸

4 京都建物株式会社　宇治支店 0774-48-1616 0774-48-2226
info@kyototatemono.c
o.jp

https://www.kyototatemono.c
o.jp

611-0031　宇治市広野町西裏92－3 水曜日

近鉄大久保駅前東側に店を構え主に新築分譲住宅
不動産仲介、賃貸斡旋業を1990年から27年以上営
業継続している会社でございます。建築から販売全
て自社で行っておりますので、コストカットができて
おり、プラス地元の地の利を生かし高価買取も可能
です。

売買・賃貸

5 有限会社協栄住宅 075-631-7697 075-631-7766
kumiyamacho@msm.co
m

- 613-0023　久御山町野村村東264－6
日曜日、
祝日

売買・賃貸

6 松浩不動産有限会社 0774-20-8577 0774-20-8578 info@shoko-re.co.jp https://www.shoko-re.co.jp
宇治市宇治妙楽180番地の30 ショウコ
ウビル１F

不定休

お客様にとって最善のアドバイスをさせて
いただきます。不動産関係のことで何かご
ざいましたら、お気軽にご相談ください。親
切・丁寧を心がけてご対応させていただき
ます。

売買・賃貸

7 大和住販 0774-66-5801 0774-66-5802
daiwa-
juuhan@vanilla.ocn.ne.j
p

- 611-0021　宇治市宇治野神1-18 水曜日 宇治に40年居住。 売買

8 ＴＫリアルエステート株式会社 0774-71-8177 0774-71-8178 tnn@tk-r-estate.com https://tk-r-estate.com
619-0216　木津川市州見台５丁目１番
３号TK.Bld３F

水曜日
地域密着で親切対応致します。女性スタッ
フ３名、英会話でも１名のみ対応可

売買

9 デルタ不動産株式会社 0774-43-9499 0774-44-7293
mayumisatou@okubo-
ds.co.jp

http://deltahudosan.com/ind
ex.html

611-0033　宇治市大久保町北ノ山35番
地の１

日曜日、
祝日

グループ会社があります。
・大久保自動車教習所
・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

売買・賃貸

10 株式会社所建設
0774-24-2354
/   090-6904-
0964

0774-24-8227
info@tokoro-
kensetsu.com

-
611-0041　宇治市槙島町三十五39番
地6

水曜日

大工出身の不動産歴15年の経験を生かし、建物細部まで
ご説明させていただきます。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ハウで一人一人のお客様
のお手伝いをさせて頂きます。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
案に対応させて頂きます。

売買・賃貸



11 日経建設株式会社 0774-28-3700 0774-24-1480
info@nikkeikensetsu.c
o.jp

http://www.nikkeikensetsu.co
.jp/

611-0021　宇治市宇治下居32-17 水曜日

宇治市を拠点に創業44年を迎えました。不動
産の売買・賃貸、リフォーム、管理等、不動産
業全般を取り扱っています。近隣地域から、近
畿圏外遠方地域に至るまで幅広く物件の取り
扱いを行っております。

売買・賃貸

12 ハラダ経営技術 090-3278-2369 -
harada-y@harada-
kg.com

http://harada-k-
g.sakura.ne.jp/

614-8311　八幡市橋本奥ノ町4-12 水曜日
一般不動産投資顧問業（国土交通大臣登
録 一般-第980号）として不動産投資（業務
用物件）のアドバイスを行っております。

売買・賃貸
（倉庫・工場・店
舗等業務用物
件）

13 株式会社ハウスオービック 0774-21-6450 0774-21-6377
office@house-
obic.ne.jp

http://www.house-obic.ne.jp
611-0042　宇治市小倉町神楽田14番
地1

水曜日

空き家を早期売却するためには、売主様と当
社の二人三脚の協力が必要になってきます。
こだわりは久御山町の過去取引物件事例を外
観写真付きでご説明できます。売却・買取りは
ハウスオービックへお気軽にご相談ください。

売買

14 株式会社ハウスクリエイティブ 0774-62-8960 0774-62-8970
house@house-
creative.com

http://www.house-
creative.com

610-0331　京田辺市田辺沓脱9番地ア
クアホームビル101号

水曜日

当社では、相談頂いた住まいの事ならちょっとした
事でも、誠に、丁寧にの対応を心がけております。フ
レンドリーなスタッフが多く、しかもまじめ。人と人と
の繋がりを大切にした、住まい相談室のような地元
の方に愛される会社をこれからも、日々精進してま
いります。

売買・賃貸

15 八昭住研 0774-94-6735 - hassho@sage.ocn.ne.jp -
610-0332　京田辺市興戸犬伏17－8ア
デストビルLIFESPACE302号

不定休
昭和60年から久御山町でやっています。
（令和２年７月移転）

売買・賃貸

16 陽だまり不動産株式会社 075-925-5811 075-925-5812
hidamarifudousan@out
look.jp

http://www.hidamari.rocks 613-0043　久御山町島田ミスノ51-2 日曜日

当社は地域密着を重視し、久御山町を中心に、不動産の
仲介、管理業を営んでおります。お客様目線の親身なアド
バイス、提案を心がけ、事業用・居住用問わず幅広い不動
産の仲介を取り扱っております。また、相続・贈与・建物診
断・税務・空室・境界・測量・契約・近隣問題など幅広い相
談を受け付けられる点は強みと考えています。

売買・賃貸

17 有限会社ファーストホームズ 0774-44-1917 0774-45-1890
firsthomes@mw.main.j
p

http://firsthomes.main.jp
613-0036　久御山町田井向野44番地
の2

日曜日、
祝日

地元密着で営業しております。 売買・賃貸

18 株式会社穂高住販 0774-41-7000 0774-44-1818 info@hodaka-j.co.jp http://www.hodaka-j.co.jp/ 611-0031　宇治市広野町西裏38番地3

火曜日、
水曜日、
お盆、年
末年始

当社は工務部にて直営施工による家の改修
工事も請けられ、賃貸部にて賃貸募集や管理
も可能。売買となれば売買仲介や当社直接買
取も可能。資産の有効活用を総合的に行える
体制で日々業務を行っております。

売買・賃貸

19 株式会社みらいホーム 0774-56-7410 0774-56-7411 info@mirai-home.co.jp http://www.mirai-home.co.jp/ 610-0121　城陽市寺田樋尻65-7 水曜日

インターネットを利用して、広く顧客を探し
ます。また、コンサルティングを通じて、空
き家所有者様の相談に応じることができま
す。

売買・賃貸

20 株式会社メイクス 0774-24-4300 0774-20-5373 info-c21@makes.cc http://www.makes.cc 611-0021　宇治市宇治半白１23番地 無休

365日年中無休
センチュリー21加盟店
営業マンは全員宅建士
二級建築士、コンサルティングマスター資
格者有

売買・賃貸

21 森田住販 0774-52-9414 0774-58-2263 itinobe@yahoo.co.jp
http://www.mediawars.ne.jp/~
housing/

610-0114　城陽市市辺上芦原30-33 無休

“こじんまり”とした不動産屋ですが43年の
ノウハウを生かします。売買・賃貸に限ら
ず管理業務も行っていますのでご相談くだ
さい。24時間対応しています。

売買・賃貸



22 矢野住宅 0774-88-3888 0774-88-3887
yanojyu@silver.ocn.ne.j
p

http://www.yanojyutaku.com
610-0255　宇治田原町郷之口池ノ首
52-1

水曜日
久御山町の中古物件、売買、賃貸どちらも
矢野住宅にお任せください。

売買・賃貸

23 山善住建 0774-72-7321 -
yamazennjyuuken@yah
oo.co.jp

-
619-0214　木津川市木津宮ノ裏200番
地13

日曜日、
祝日

売買・賃貸

24 株式会社よしかわ不動産 0774-43-2812 0774-44-9001
yoyu0001@maia.eonet.
ne.jp

http://www.wao.or.jp/yoyu00
01

613-0022　久御山町市田五ノ坪38の1 水曜日 不動産管理、不動産コンサルタント業務 売買・賃貸

25 田中住研株式会社 0774-43-0001 0774-44-0858 - - 613-0034　久御山町佐山東代８ 水曜日 売買


