
空き家相談協力員一覧 R4.12.1

区分
相談協力員
【事務所等】
（住　所）

電　話
ＦＡＸ

受付時間
相談に当たっての

留意事項
メッセージ 備　　考

弁護士

橋本　薫

【薫る風法律事務所】
（八戸市大字堤町１　大丸ビル２階）

0178-24-2345
0178-32-6933

9:00～17:00
（土日・祝日定休）

初回相談は、無料（30分ま
で）で実施いたします。
法テラスの無料相談を使う
ことも可能です。

相続に自信のある事務
所です。遺産分割が進
まず，空き家になって
いる場合はぜひご相談
ください。

弁護士

上野　大輔

【弁護士法人 たいよう総合法律
経済事務所】
（八戸市根城５丁目13-17）

0178-46-1157
0178-46-1627

9:00～17:00
（土日・祝日定休）

初回相談は無料（60分ま
で）とさせていただきま
す。
相談については、予約制と
させていただきます。

弁護士

澤口　英司

【澤口法律事務所】
（八戸市北白山台１丁目8-26）

0178-27-7878
0178-27-7877

平日11:00～16:00

初回相談は、無料（30分ま
で）で実施します。
相談については、完全予約
制とさせていただきます。

空き家に関する皆様の
お悩みにお応えしま
す。お気軽にご相談下
さい。

弁護士

下川原　利也

【法律事務所グッドカンバセー
ション】
（八戸市大字廿三日町39　ワークベース・
ビナクル3階3-1）

0178-80-7127
0178-80-7128

平日10:00～18:00

予約制。無料相談は初回30
分まで。
相談時には、登記事項証明
書・固定資産評価証明・地
図・写真・相続物件の場合
には相続図などの資料を持
参いただけると相談を受け
やすいと思います。

弁護士

小西　秀明

【弁護士法人 たいよう総合法律
経済事務所】
（八戸市根城５丁目13-17）

0178-46-1157
0178-46-1627

9:00～17:00
（土日・祝日定休）

初回相談は無料（30分ま
で）
完全予約制

弁護士

小野　恭

【浅石法律事務所】
（八戸市根城９丁目19-9）

0178-43-1425
0178-43-1426

火・木曜日9:00～
17:00
（祝日定休）

初回相談は無料（30分ま
で）で実施します。
相談については、完全予約
制とさせていただきます。
電話又は電子メールでの相
談は受け付けておりませ
ん。

お気軽にご相談下さ
い。

税理士

葛西　文夫

【葛西文夫税理士事務所】
（八戸市城下３丁目７－１
（ＴＫオフィス２Ｆ））

0178-45-0345
0178-45-3360

9:00～17:00
（日・祝日定休） 相談は無料です。

司法書士

工藤　力

【たいよう総合事務所】
（八戸市根城５丁目13-17）

0178-44-4405
0178-44-9681

10:30～15:00
（土日・祝日定休）

不在時間が多いので、必ず
事前予約の上相談下さい。

土地家屋調査士
行政書士
２級建築士
宅地建物取引士

司法書士

赤坂　剛史

【はやて司法書士事務所】
（八戸市堤町4番地6　東野ビル2階）

0178-51-8270
0178-51-8271

9:00～18：00
（土日・祝日定休）

初回相談は、30分まで無料
です。事前に予約をお願い
します。

空き家で困っている事
や相談・登記に関する
お悩みにお応えしま
す。お気軽にご相談く
ださい。

宅地建物取引士

宅建士
原　勝博

【（有）平成不動産】
（八戸市城下４丁目19－7）

0178-46-3215
0178-22-5780

9:00～17:00
（土日・祝日定休） 相談や調査は無料です。

空き家に関するお悩み
に丁重にお応えしま
す。お気軽にご相談下
さい。

賃貸不動産経営管理士

宅建士

中市　政志

【ヒューマンホーム（株）】
（八戸市下長２丁目2-3）

0178-29-1515
0178-29-3665

9:00～18:00 相談は無料です。

誠心誠意お話を伺いま
す。秘密厳守します。
お気軽にご相談下さ
い。

２級建築士

宅建士

家口　清

【八代産業（株）】
（八戸市内丸１丁目6-4(JR本八戸駅構
内)）

0178-45-3434
0178-45-1202

平日10:00～18:00
土日10:00～17:00
（水・祝日定休）

賃貸・売買・リフォー
ムなど相談者の気持ち
を考え誠実に対応しま
す。

青森県居住支援協議会空
き家相談員

宅建士

小川　幸江

【（株）三興トラスト】
（八戸市城下４丁目16-32）

0178-32-7734
0178-43-9353

9:00～18:00
（日・祝日定休）
但し電話連絡は可

相談は無料です。

丁寧な対応で、空き家
の今後の問題を解決し
ていきます。お気軽に
ご相談下さい。
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宅建士

関　福志

【関　不動産】
（上北郡野辺地町字二本木向前田25-43）

0175-64-5438
0175-64-5438

24時間可 無料です。
お気軽にどうぞご相談
下さい。

宅建士

関下　秀男

【（株）シティーハウス】
（八戸市湊高台３丁目４−１２）

0178-31-4875
0178-35-0553

9:00～17:00

相談は無料です。まずはお
電話下さい。（住所など物
件の資料ありましたらご用
意お願いいたします。）

空き家および土地に関
する悩み、税金や相続
のこと等、今から出来
る最善策を考えましょ
う。何でもお気軽にご
相談下さい。

青森県居住支援協議会空
き家相談員

宅建士

久保　博愛

【（有）開成不動産】
（八戸市南類家２丁目９−１）

0178-45-0190
0178-45-0191

9:00～18:00
（日・祝日定休）

相談は無料です。随時承り
ます。

空き家で困っている
事、疑問に思っている
事、親切丁寧にお応え
します。お気軽にご相
談ください。

不動産コンサルティング
マスター

宅建士

竹林　幸男

【幸南土地産業】
（八戸市小中野６丁目８−２４）

0178-24-1141
0178-24-4567

9:00～18:00
（日・祝日定休） 相談は無料です。

空き家に関する様々な
ご相談に幅広く対応し
たいと思います。お気
軽にご相談ください。

宅建士

中村　眞由美

【（株）サン・エム】
（八戸市小中野６丁目８−２４）

0178-24-4500
0178-24-4567

9:00～18:00
（日・祝日定休） 相談は無料です。

お客様のお役に立てる
よう色々な方面からご
提案したいと思いま
す。空き家のことな
ら、お気軽にご相談く
ださい。

宅建士

高橋　史郎

【とうほく不動産】
（八戸市大字白銀町字大沢頭３０−５）

0178-33-9628
0178-33-9628

9:00～17:00 相談は無料です。

空き家に関する皆様の
お悩みにお応えしま
す。
お気軽にご相談下さ
い。

宅建士

石亀　貴志子

【（株）石亀不動産】
（八戸市売市字右水門下１１－１）

0178-73-5515
0178-73-5516

10:00～18:00
（火曜日定休） 相談は無料です。

女性目線で、親身に対
応することを心がけて
おります。お気軽にご
相談下さい。

青森県居住支援協議会空
き家相談員

宅建士

古里　博世

【（有）古里】
（八戸市松ヶ丘４－３）

0178-28-3307
0178-20-4307

10:00～16:00
（第二水曜日定休）

相談は無料です。
ご来店前にお電話いただけ
ますようお願いいたしま
す。

不動産コンサルティン
グ講習や賃貸不動産経
営管理士講習で得た知
識を生かし、誠実に対
応いたします。

青森県居住支援協議会空
き家相談員
不動産コンサルティング
マスター
賃貸不動産経営管理士

宅建士

古里　友妃子

【（有）古里】
（八戸市松ヶ丘４－３）

0178-28-3307
0178-20-4307

10:00～16:00
（第二水曜日定休）

相談は無料です。
ご来店前にお電話いただけ
ますようお願いいたしま
す。

今まで得た知識を活用
し、お客様に親身に
なって対応いたしま
す。

青森県居住支援協議会空
き家相談員
賃貸不動産経営管理士

宅建士

古里　宗繁

【（有）古里】
（八戸市松ヶ丘４－３）

0178-28-3307
0178-20-4307

10:00～16:00
（第二水曜日定休）

相談は無料です。
ご来店前にお電話いただけ
ますようお願いいたしま
す。

不動産取引の経験を生
かして、相談者に一番
良い活用方法をご提案
させていただきます。

青森県居住支援協議会空
き家相談員
賃貸不動産経営管理士

宅建士

佐藤　拓也

【（株）といず不動産】
（八戸市田向２丁目１－２０）

0178-32-7016
0178-32-7027

9:30～18:00
（火曜日定休） 相談は無料

不明、不安、何でもご
相談下さい。

宅建士

石田　正人

【（有)新栄土地産業】
（八戸市諏訪２丁目２－３４）

0178-43-1466
0178-45-2011

9:00～17:30
（日曜、祝日定休）
時間外電話対応可

相談は無料です。土地、建
物に関する資料等（登記簿
謄本・図面など）お持ちの
ものがありましたらご準備
下さい。特殊なご事情の不
動産については、弊社でお
引き受けできない場合があ
りますのでご了承下さい。

空き家に関してお悩み
の方、売りたい方、貸
したい方、お気軽にご
相談ください。

賃貸不動産経営管理士
２級ファイナンシャル・
プランニング技能士
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宅建士

田端　喜代志

【緑不動産】
（八戸市青葉３丁目６－３）

0178-24-3958
0178-20-8188

9:00～17:00（無休） 相談は無料

空き家に関する皆様の
お悩みにお応えしま
す。
お気軽にご相談くださ
い。

宅建士

横田　満典

【（有）エヌイー開発】
（三戸郡五戸町字下長下タ３４−１８）

0178-62-4650
0178-62-4683

9:00～17:30 相談は無料です。
お気軽にご相談下さ
い!!

宅建士

小林　利光

【(株)小林不動産】
（八戸市城下４丁目７－３）

0178-43-5789
0178-20-0367

9:00～18:00 ２級建築士

宅建士

吉田　正明

【（有）湊商事不動産部住宅
部】
（八戸市小中野２丁目１２－５）

0178-44-6872
0178-44-6872

9:00～17:00
相談は原則として無料で
す。

原則として「戸建住
宅」「マンション」の
買い取りを主体とする
が、賃貸、管理でも可
能です。

２級建築士
マンションの管理業務主
任者

宅建士

泥濘　光子

【ひかり不動産】
（八戸市新井田西１丁目１９－３）

0178-30-1207
0178-30-1208

9:00～17:00
（土日・祝日定休） 相談は無料です。

お気軽にご相談下さ
い。

宅建士

松橋　里実

【（株）松橋不動産】
（八戸市根城９丁目４－１）

0178-45-0793
0178-45-5908

9:00～18:00
（日・祝日定休） 相談は無料です。

空き家に関する皆様の
お悩みにお応えしま
す。どうぞお気軽にご
相談下さい。

不動産コンサルティング
マスター

宅建士

三浦　憲明

【（株）コアラハウス】
（八戸市大字河原木字小田上２６－１４）

0178-20-5919
0178-20-5917

8:30～17:00
（日祝日はTELのみ） 相談は無料です。

空き家に関するお悩み
（相続、贈与、管理、
売買）、その他住宅に
関する様々なお悩みに
お応えします。先ず
は、お気軽にご相談く
ださい。

宅建士

小瀬　清哉

【（有）古川不動産】
（八戸市小中野１丁目２−２３）

0178-43-7123
0178-43-7828

平日 9:30～18:00
土日10:00～17:00
（火・祝日定休）

相談は無料です。
空き家に関するお悩み
にお応えします。お気
軽にご相談下さい。

青森県居住支援協議会空
き家相談員

宅建士

藤平　知宏

【（株）オーエスアドバンス】
（八戸市石堂４丁目３－８）

0178-70-5720
0178-20-9103

9:00～18:00
（水曜日定休） 相談は無料です。

賃貸・売買・建物管理
など、相談者の気持ち
になって誠実に対応い
たします。
まずはお気軽にお問い
合わせください。

宅建士

菅原　孝司

【（株）ライフスタイルカンパ
ニー】
（八戸市大字長苗代２丁目１７－１２）

0178-28-8082
0178-28-8092

10:00～18:00
（水曜日、第２・第
４火曜日定休）

相談は無料です。

空き家に関する皆様の
お悩みにお応えしま
す。お気軽にご相談く
ださい。

宅建士

大橋　隆章

【東北ミサワホーム（株）八戸
営業課】
（八戸市沼館４丁目２－１
　　　　　　　　　２階２０３号室）

0178-45-7311
0178-45-7310

9:00～18:00
（火曜日、水曜日、
第１日曜日定休）

相談は無料です。

相続の相談から、税務
に至るまで幅広くご相
談ください。
地元八戸出身で、土地
観があります。また弊
社は青森県内のみなら
ず、東北６県にも支店
がございますので市
外、県外問わずお気軽
にご相談下さい。

ファイナンシャルプラン
ナー（JAFP協会・AFP）
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宅建士

相馬　喜見子

【（有）恵不動産】
（八戸市南類家３丁目１－２１）

0178-71-4340
0178-71-4373

10:00～17:00
相談は無料です。空き家に
関する資料がある場合はご
持参願います。

空き家といえどもきっ
と誰かの大事な資産か
と思います。売りたい
貸したいなど、まずは
お気軽にご相談下さ
い。

青森県居住支援協議会空
き家相談員
賃貸不動産経営管理士

宅建士

神　佑介

【（有）恵不動産】
（八戸市南類家３丁目１－２１）

0178-71-4340
0178-71-4373

平日（火以外）10:00
～18:00
土日祝10:00～17:00

相談は無料です。空き家に
関する資料がある場合はご
持参願います。

空き家の活用について
売賃問わず様々なニー
ズにお答えします。

宅建士

石田　奈央

【（有）恵不動産】
（八戸市南類家３丁目１－２１）

0178-71-4340
0178-71-4373

平日（火以外）10:00
～18:00
土日祝10:00～17:00

相談は無料です。空き家に
関する資料等がある場合は
ご持参願います。

皆様のお力になれます
よう精一杯お話をお聞
きしますので宜しくお
願い申し上げます。

宅建士

川村　道雄

【（株）オハナ】
（八戸市城下４丁目９－２
　　　　　　ナクイ理美容マート２Ｆ）

0178-80-7619
0178-20-0871

10:00～18:00
（不定休、年末年
始、夏季休業日有
り）

ご都合の良い時間をお知ら
せ下さい。ご相談は無料で
す。

空き家をお持ちの方と
空き家をお探しの方と
のマッチングのお手伝
い！楽しみです！
ご縁がありますよう
に。

宅建士

葛西　慶信

【（有）くじら不動産】
（八戸市吹上６丁目3-106-2）

0178-20-9946
0178-20-9947

9:30～18:30 相談は無料です。

空き家、空き地に関す
るお悩みにお応えしま
す。お気軽にご相談下
さい。

青森県居住支援協議会空
き家相談員
不動産コンサルティング
マスター
賃貸不動産経営管理士

宅建士

木村　和男

【サクラハウス(株)】
（八戸市下長４丁目1-25）

0178-21-8023
0178-21-8024

8:30～17:30
（日・祝日定休） 相談は無料で行います。

空き家に関する皆様の
お悩みにお応えしま
す。
お気軽にご相談下さ
い。

宅建士

相内　慶三

【けいあい不動産】
（八戸市小中野１丁目4-45）

0178-73-5218
0178-73-5219

9:00～18:00
（日・祝日定休）

相談は無料です。
事前予約いただければ日・
祝日対応可能です。

今までの経験を活かし
適切に対応させていた
だきます。

青森県居住支援協議会空
き家相談員
賃貸不動産経営管理士

宅建士

佐々木　利幸

【(株)まるよし産業】
（八戸市湊高台3丁目5-3）

0178-33-3211
0178-33-3255

9:00～17:00
（水・日定休） 相談は無料です。

お気軽にご相談くださ
い。

宅建士

石田　茂和

【（有）ひまわり不動産】
（八戸市城下1丁目1-6）

0178-47-8903
0178-47-8904

8:30～17：30
（日・祝日定休）

不動産の価格、処分等相談
無料です。
尚、相談する場合、不動産
の査定基礎となる資料（資
産証明等）があれば幸いで
す。

不動産の買取り、処分
無料相談承ります。

青森県行政書士会

宅建士

岩野　敏雄

【ロッキー不動産】
（八戸市内丸3丁目1-33　藤要ビル204号）

0178-73-6944
0178-22-6122

8:30～19:00
（日・祝日定休）

二級建築士
賃貸不動産経営管理士

宅建士

柾谷　光子

【(株)八戸土地産業】
（八戸市大字湊町字新井田道14-1）

0178-33-8475
0178-33-8821

9:00～18:00
（日・祝日定休）

電話が転送になるので
土・日・祝日も相談OK
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宅建士

飯原　正勝

【（有）南部開発】
（八戸市小中野6丁目19-7）

0178-47-7075
0178-47-7446

9：00～16：00

宅建士

蛯名　勝利

【（有）エビナ不動産部】
（八戸市売市3丁目2-12）

0178-45-2004
0178-20-7120

10:30～17：00
　（除 日曜・祝日）

秘密厳守・信頼モッ
トーに

宅建士

遠山　良雄

【不動産遠山事務所】
（八戸市新井田字市子林4-1）

0178-38-1775
0178-51-6331

9:00～17：30 相談は無料です。

行政書士事務所を併設
しています。空き家対
策をはじめ相続に伴う
不動産の利活用、各種
許認可手続きなど幅広
くサポートいたしま
す。

行政書士

宅建士

目澤　政之

【株式会社　ベストライフ】
（八戸市大字馬場町12番地2）

0178-22-2553
0178-71-2300

9:30～17：30
（第二、第四土曜
日・日・祝日定休）

査定・調査は無料です。

空家・空き地で困って
いませんか？
お気軽にご相談下さ
い。

賃貸不動産経営管理士
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