協力店一覧
通しNo.

協力店名

支店名

電話番号

郵便番号

市区町村

番地

東観音町４－２５

ビル名・階数

URL（ホームページ）

1 ゆめみらい 株式会社

082-292-2351 730-0032

広島市西区

2 株式会社 セイワ

082-878-6653 731-0141

広島市安佐南区 相田５－８－１６

3 株式会社 プランニングサプライ

082-247-5899 730-0049

広島市中区

南竹屋町２－３２

4 有限会社 本川土地

082-293-4649 730-0802

広島市中区

本川町二丁目３－１１

http://www6.ocn.ne.jp/~ho
nkawa/

5 有限会社 イーストホーム

http://yumemirai.ne.jp/

第一ＮＳビル１Ｆ

http://www.1172525.com/

082-248-9757 730-0052

広島市中区

千田町一丁目３-９

http://11410.info

アパマンショップ
6 株式会社 プランニングサプライ 広島駅新幹線口 082-568-0432 732-0053
店

広島市東区

若草町１４－２８

http://www.117-2525.jp/

7 株式会社 もみじ

082-846-0233 731-0138

広島市安佐南区 祇園１－４－５

082-567-0099 732-0806

広島市南区

西荒神町１－８

テリハ広島 １階

9 株式会社 和興商事

082-263-0525 732-0825

広島市南区

金屋町９－５

和興ビル１階

10 株式会社 はんどう

082-234-2103 733-0011

広島市西区

横川町三丁目８－１０

第２はんどうビル１階 http://www.hando.co.jp/

11 株式会社 新栄

082-873-5553 731-0101

広島市安佐南区 八木１－２６－３１

12 有限会社 アーリーバード

082-831-5545 731-0124

広島市安佐南区 大町東１丁目１１－１１

13 森 行政書士事務所

082-845-6954 739-1751

広島市安佐北区 深川二丁目３２－１

14 島根不動産 株式会社

082-921-1177 731-5136

広島市佐伯区

楽々園４丁目１－２９

http://www.shimanefudousan.com/

0823-25-2233 737-0045

呉市

本通一丁目２－１５

http://www.fj-c.jp

8

15

アムス・インターナショナル株式
広島支社
会社

株式会社 呉不動産情報セン
ター

http://www.ammshiroshima.co.jp

http://www.fudosanhirosima.net/
バインビレッジ１階

16 株式会社 タカハシ

アパマンショップ
0848-46-2620 729-0141
東尾道駅前店

尾道市

高須町４７５５番３９

http://www.fudousantakahashi.co.jp/

17 興和不動産開発 株式会社

尾道本社

0848-24-6688 722-0025

尾道市

栗原東二丁目１－２２

http://www.kowared.jp/

18 株式会社 タカハシ

アパマンショップ
福山東インター 084-946-6368 721-0961
南店

福山市

福山市明神町２－８－２

19 株式会社 ニッケン

084-934-6464 729-0111

福山市

今津町１－３０

http://www.nikken.bz

20 川上不動産 株式会社

084-963-3456 720-2124

福山市

神辺町大字川南５５４－１

http://www.kawakamif.co.jp/

21 有限会社 カスガ企画

084-983-0007 720-0802

福山市

松浜町４丁目５－２１

http://www.kasugaplannin
g.com/

１階

http://www.fudousantakahashi.co.jp/

22 株式会社 プランニングサプライ

アパマンショップ
082-422-8792 739-0047
広大前店

東広島市

西条下見６－１１－４６

http://www.planningsupply.jp/

23 株式会社 プランニングサプライ

アパマンショップ
082-431-6005 739-0011
西条駅前店

東広島市

西条本町１－１８

http://www.planningsupply.jp/

有限会社 あゆみ不動産 黒瀬
営業所

0823-82-0031 739-2625

東広島市

黒瀬町上保田６１

グランシャルム 1階

082-423-2955 739-0025

東広島市

西条中央１丁目１８－２８

中森マンションＢ 1Ｆ http://inaba-dev.com

0823-83-6201 739-2624

東広島市

黒瀬町菅田５２１－１

082-503-4222 730-0842

広島市中区

舟入中町１１－２

大起ビル ２Ｆ

082-870-5110 731-0122

広島市安佐南区 中筋１丁目８－５

アーバンライフ

29 小田光 株式会社

0827-53-2227 739-0615

大竹市

元町四丁目２－１０

http://oda32.ftw.jp/

30 トーユーリビング 株式会社

082-234-8088 730-0851

広島市中区

榎町１－５

http://www.toyuliving.com

31 株式会社 誠晃

0829-32-5656 738-0005

廿日市市

桜尾本町９－１２

http://seikou1.net

24

25 有限会社 いなば開発
26 有限会社 フジ不動産
27

黒瀬店

株式会社 フォーライフコーポ
レーション

28 株式会社 大和興産

中筋支店

http://homepage3.nifty.co
m/fujifds/
http://www.4-life.jp/

32 株式会社 タカハシ

アパマンショップ
0848-36-6677 722－0036 尾道市
尾道駅前店

尾道市東御所町６－１８

http://www.fudousantakahashi.co.jp/

33 株式会社 タカハシ

アパマンショップ
0848-36-6611 722－0022 尾道市
尾道栗原店

尾道市栗原町５３６９－１

http://www.fudousantakahashi.co.jp/

34 株式会社 タカハシ

アパマンショップ 0848-959福山新涯店
2700

福山市新涯町３－９－１

http://www.fudousantakahashi.co.jp/

35 株式会社 タカハシ

アパマンショップ
0848-38-2100 723－0051 三原市
三原宮浦店

三原市宮浦４－１２－１１

http://www.fudousantakahashi.co.jp/

721－0955 福山市

36 株式会社 富士不動産販売

082-292-6633 730－0847 広島市中区

舟入南一丁目１０－２０

37 株式会社 不動産プラザ

082-422-8183 739-0014

東広島市

西条昭和町１２－５８

http://www.f-plaza.co.jp

38 中国バス不動産株式会社

084-940-3601 721-0973

福山市

南蔵王町五丁目１０－１２

http://www.chubusre.co.jp

フジビル２３ １F

http://fudosan.fhh.co.jp/

