
【組 合 員】 19社 【設　 　立】 昭和６３年１１月

【所 在 地】 〒920-0047 【事業内容】不動産情報専門誌月刊｢住まいル｣発行（毎月第2月曜発行）

金沢市大豆田本町甲35-1 タブロイド紙「住まいル宅配便」発行（原則毎月第4水曜ポスティング）

電話：076-234-3131　FAX：076-231-0002 不動産情報検索サイト住まいルweb運営

不動産情報誌　月刊「住まいル」について
県内のアパートやマンションなどの賃貸物件や売買物件など、不動産に 《設置場所》

関するあらゆる情報を提供しています。厳選された新鮮な情報を豊富に ファミリーマート、ローソン、イオン、マックスバリュー、

掲載。書店、コンビニ、スーパー他で毎月第２月曜発行のフリーペーパー ナルックス、アルプラザ、ドン・キホーテ、クスリのアオキ、

です。 Ｖドラッグ、テルメ金沢、文苑堂など

WEBサイト「住まいル」
レミット・グループ協同組合が運営する不動産 情報サイトです。 スマートフォン専用サイト

豊富な不動産情報が毎日更新されています。

http://www.sumairu.or.jp/

住まいルＷｅｂ北陸３県版

（石川県・福井県・富山県）

代 表 者  郵便番号  TEL FAX URL

1 （有）アイシン不動産 武部　守男 920-0902 金沢市 尾張町２丁目１１番２６ 076-232-1600 076-223-2900 http://www.aisin-f.jp/

（株）アパートマン 921-8801 野々市市 御経塚１丁目４２２番地 076-227-3588 076-227-3577

（株）アパートマン 駅西店 920-0014 金沢市 諸江町紙上丁３２２番１ 076-260-7781 076-260-7782

（株）アパートマン 泉野出町店 921-8116 金沢市 泉野出町１丁目２２番２９号 076-245-7786 076-245-7782

（株）アパートマン 金沢駅前店 920-0852 金沢市 此花町９番１５号 076-221-7877 076-221-7177

3 （株）い ち わ 住 建 市川　正則 921-8064 金沢市 八日市５丁目４２３番地 076-240-0068 076-240-1078 http://www.ichiwa.net/

4  大 田 不 動 産 (株) 大田　 繁 920-0047 金沢市 大豆田本町甲１３番地３ 076-231-5011 076-231-0154 http://www.ohta-f.com/

　会　  社    所    在    地

田上　育美

レミット・グループ協同組合

会   員   名

2 http://www.apart-man.co.jp/



5  大田リース産業 (株) 大田　梨恵 920-0047 金沢市 大豆田本町甲５３６番地 076-260-4560 076-260-7750 http://www.ohta-l.co.jp/

6 （有）大 徳 不 動 産 大徳　俊泰 920-0265 河北郡 内灘町字大学２丁目２７番地 076-286-0590 076-286-2277 http://www.ohtoku.com/

7 （株）オ ー キ ッ ド 石野　 嵩士 920-1167 金沢市 もりの里１丁目１８６番地 076-260-1860 076-260-6611 http://www.orchid.tv/

8 （有）オーハシ地所 大橋　真吾 920-0968 金沢市 幸町６番１０号 076-264-4744 076-264-4762 http://www.o-hashi-j.com/

9
 コ ー ワ 商 事 (株)

山田 外志雄 920-0025 金沢市 駅西本町１丁目３番１５号 076-263-5356 076-263-7181 http://www.kohwashoji.co.jp/

 志 乃 丘 商 事 (株) 923-0942 小松市 小松市桜木町１３３－１ 0761- 21-8888 0761-21-8887 http://shinookashoji.jp/

志 乃 丘 商 事 (株) 金沢駅西店 920-0031 金沢市 駅西本町１丁目２番１号 076-255-2388 076-255-2390 http://www.shinookashoji.jp/kanazawaekinishi/

11 （株）泰  成  商  会 長田　和浩 921-8163 金沢市 横川７丁目８４番地 076-242-3965 076-242-3994 http://www.taisei-s.jp/

12 (有)高 山 不 動 産 高山　修一 920-0944 金沢市 三口新町４丁目２番１号 076-264-8686 076-223-1247 http://www.takayama-f.co.jp/

13 （株）た  に  産  業 峪　謙一郎 921-8025 金沢市 増泉２丁目７番１１号 076-244-1114 076-280-3431

（株）ト    ミ    ワ 橘   富雄 921-8002 金沢市 玉鉾１丁目３０２番地 076-292-1551 076-292-1582

(株)トミワ金沢駅西店 橘   富雄 920-0031 金沢市 広岡２丁目７番２５号１階 076-264-4744 076-261-5058

（株）のうか不動産 小立野店 920-0935 金沢市 石引１丁目７番１号 076-222-4222 076-222-4224

（株）のうか不動産もりの里店 920-1167 金沢市 もりの里２丁目２１番地 076-222-3311 076-262-2100

（株）パコム 泉が丘店 921-8035 金沢市 泉が丘２丁目８－１１ 076-242-0856 076-242-7979

（株）パコム 八日市店 921-8064 金沢市 八日市５丁目４２３ 076-240-1600 076-240-6618

（株）パコム 金沢大学前店 920-1167 金沢市 もりの里２丁目６番 076-264-0856 076-264-0877

（株）パコム 駅西店 920-0024 金沢市 西念２丁目１７番２２号 076-221-0856 076-221-0816

（株）パコム 東金沢店 920-0811 金沢市 小坂町中１００－１ 076-251-8560 076-251-4856

（株）パコム 駅東店 920-0848 金沢市 京町３２－１３ 076-253-8560 076-253-8561

（株）パコム 野々市店 921-8815 野々市市 本町５丁目２番１２号 076-246-0856 076-246-7719

苗加　充彦

16

15

http://www.tomiwa.co.jp/

山原　勇

篠岡 沁一郎

http://www.noka.co.jp/

http://www.e-pacom.co.jp/

10

14



17  マルキ不動産(株) 北村　歩己 920-0805 金沢市 小金町４番１号 076-251-8200 076-251-8250 http://www.maruki-f.co.jp/

（株）丸福不動産商会 921-8025 金沢市 増泉１丁目１８番１６号 076-242-1481 076-242-1483

（株）丸福不動産商会 金沢駅前店 920-0043 金沢市 長田町３丁目３番５号 076-210-5111 076-210-5110

19 （有）宮川不動産商会 水上　貴志 921-8175 金沢市 山科３丁目１番２号 076-241-8528 076-241-6841 http://www.miyakawa-fd.com/

中村　英郎18 http://www.marufuku-fd.com/


