
あんしん賃貸住まい
サポート店リスト

埼玉県住まい安心支援ネットワーク

すべての人が安全・安心に暮らせる
地域づくりを目指して

埼玉県
彩の国
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あんしん
賃貸住まい
サポート店
とは

　「埼玉県あんしん賃貸住宅等登録制度」※	で登録さ
れた、高齢者世帯・障害者世帯・外国人世帯・子育
て世帯・被災者世帯・失業者世帯・生活保護世帯・
低所得者世帯などの住まい探しにご協力いただける
不動産仲介業者です。

対象者は……

高齢者世帯 子育て世帯外国人世帯
など

次の3種類の情報を登録及び提供します
①あんしん賃貸住宅
　高齢者世帯、障害者世帯、外国人世帯、子育て世帯、
被災者世帯、失業者世帯、生活保護世帯、低所得者世
帯などの方を受け入れる民間賃貸住宅
②あんしん賃貸住まいサポート店
　あんしん賃貸住宅の登録の促進や住まい探しにご協
力いただける仲介業者
③あんしん賃貸支援団体及び支援内容
　高齢者等に対して居住支援を行う市町村及び民間の
支援団体（NPO、社会福祉法人等）の支援内容

埼玉県住まい安心支援ネットワーク
ホームページ
URL：http://www.sasn.jp
埼玉県住宅供給公社住まい相談プラザ
JR大宮駅構内
埼玉県都市整備部住宅課
県庁第２庁舎１階
県内各市町村の関係窓口

「借りたいけど

  借りられない…」

をサポートします。

「埼玉県あんしん賃貸住宅等登録制度」
　高齢者世帯、障害者世帯、外国人世帯、子育て世帯、被災
者世帯、失業者世帯、生活保護世帯、低所得者世帯などの入
居を受け入れる民間賃貸住宅や仲介業者の登録を行い、登録
された住宅情報を提供する事で、これらの方々の住まい探し
をサポートする制度です。
※家賃補助制度ではありません。

どんな情報が

登録されて

いるの？

登録情報は

どこで入手できるの？
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あ

上尾市

アーバンレオ株式会社 048-722-7711 上尾市原市 2130-1

株式会社アップル　上尾店 048-770-2626 上尾市宮本町 3-1　若松屋ビル 1 階

株式会社アップル　北上尾店 048-615-3535 上尾市原新町 660-7　野本ビル 1 階

朝霞市
株式会社ティーネットワーク朝霞南口店 048-462-6611 朝霞市本町 2-4-24　LINX YAMAZAKI 2F　

株式会社登喜和朝霞駅前店 048-450-1616 朝霞市本町 2-4-21　

い
伊奈町

有限会社ジャパングロウリアルティ 048-728-2651 伊奈町寿 2-89

株式会社シルクコーポレーション 048-724-3220 伊奈町学園 2-46-2

入間市

旭建設株式会社 04-2963-3030 入間市豊岡 1-3-28

釜亀商事 04-2963-2053 入間市大字上藤沢 498-5   

サイトウ不動産株式会社 04-2964-8588 入間市東藤沢 4-9-23

お 桶川市 有限会社寿不動産 048-771-4602 桶川市寿 1-4-2

越生町 株式会社内山木材建設 049-292-5719 越生町大字黒岩 217

か

春日部市

アオイ土地建物株式会社 048-735-6551 春日部市中央 1-55-19

有限会社埼玉管工 コムハウス 048-797-6177 春日部市備後西 3-6-41

株式会社中央ビル管理春日部営業所 048-763-5488 春日部市中央 1-2-5

永島開発株式会社 048-736-7021 春日部市中央 1-57-12

上里町 株式会社大橋 0495-33-2266 上里町七本木 2368-4

川口市

株式会社アズ企画設計 048-298-1700 川口市戸塚 2-12-20

株式会社アップル　川口店 048-226-1010 川口市本町 4-1-2　本町小宮山ビル

株式会社アップル　西川口店 048-494-3737 川口市西川口 1-5-21　MS ビル 2 階

株式会社アップル　東川口店 048-499-3535 川口市東川口 2-3-19　パルティール弐番館

株式会社エストハウジング 048-290-3100 川口市東川口 3-1-4

麒麟株式会社　西川口西口店 048-240-6686 川口市西川口 1-17-9 シェム西川口 No.5-202 号室

市区町村 サポート店名 電話番号 住所

上尾市…………………②
朝霞市…………………②
伊奈町…………………②
入間市…………………②
桶川市…………………②
越生町…………………②
春日部市………………②
上里町…………………②
川口市…………………② 
川越市…………………③
北本市…………………③
行田市…………………③
久喜市…………………③

熊谷市…………………③
越谷市…………………③
さいたま市岩槻区……④
さいたま市大宮区……④
さいたま市北区………④
さいたま市桜区………④
さいたま市中央区……⑤
さいたま市緑区………⑤
さいたま市見沼区……⑤
さいたま市南区………⑤
坂戸市…………………⑤
幸手市…………………⑤
狭山市…………………⑤

志木市…………………⑤
白岡市…………………⑤
杉戸町…………………⑤
草加市…………………⑤
秩父市…………………⑤
鶴ヶ島市………………⑤
所沢市…………………⑤
戸田市…………………⑥
滑川町…………………⑥
新座市…………………⑥
羽生市…………………⑥
東松山市………………⑥
日高市…………………⑥

深谷市…………………⑥
富士見市………………⑥
ふじみ野市……………⑥
本庄市…………………⑥
三郷市…………………⑥
宮代町…………………⑥
八潮市…………………⑥
嵐山町…………………⑥
和光市…………………⑥
蕨市……………………⑥

市町村五十音順

あんしん賃貸住まいサポート店リスト
平成28年3月現在
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か

川口市

麒麟株式会社　西川口本店 048-252-1300 川口市西川口 1-6-5 成田ビル 1F

株式会社クレオン 048-250-4887 川口市西川口 3-31-13　村田ビル 1F

株式会社クレオン管理部 048-250-4888 川口市西川口 3-31-11

株式会社クレオン西川口東口店 048-240-6750 川口市並木 3-2-17 第八金子ビル 1F

有限会社サトウコーポレーション 048-269-7247 川口市芝 7206-5

新栄商事 048-253-3050 川口市並木 2-2-19

株式会社ソレイユ 048-250-0588 川口市栄町 3-8-4 磯辺ビル 2F

第一商事株式会社 048-252-1971 川口市栄町 3-2-20  

株式会社タイヨーコーポーレーション 048-269-9090 川口市芝新町 9-3 田村ビル 2 階

株式会社中央ビル管理さいたま支店川口営業所 048-227-3366 川口市川口 1-1-1　キュポラ A102

株式会社中央ビル管理さいたま支店戸塚安行営業所 048-291-0011 川口市長蔵 1-16-19 クレアーレ 1F

株式会社中央ビル管理さいたま支店東川口営業所 048-297-3552 川口市東川口 2-3-35 サクセス IM 1F

有限会社ナグモ 048-296-0248 川口市東川口 2 丁目 13-14

松永不動産 048-256-6565 川口市西川口 5-15-31

有限会社松葉商事 048-222-3592 川口市末広 1 丁目 13-1

川越市

有限会社アプリ 049-228-5222 川越市中原町 2-6-19

株式会社伊勢原クリエイト 049-225-1666 川越市並木 65-5

ウィズアスホーム株式会社 049-270-6577 川越市並木 865 番地 1・2 階

株式会社彩の国不動産センター 049-223-5571 川越市脇田町 105

株式会社住研川越 049-225-7070 川越市脇田町 18-1 川越駅前ビル 2 階

株式会社住研川越　川越霞ヶ関駅前店 049-239-0077 川越市霞ヶ関東 1-4-12 かすみビル 2 階

株式会社住研川越　川越西口店 049-247-5561 川越市脇田本町 6-24

株式会社新日本住宅 049-225-1171 川越市新富町 2-33-9

セントラル総合住宅株式会社 049-227-8114 川越市新富町 1-2-3　

有限会社大宝建設 049-226-1526 川越市連雀町 14-2 シャトー連雀ビル 1 階　　

株式会社ハウジングサーブ 049-232-5454 川越市霞ヶ関北 3-1-30

有限会社ファーストホーム 049-225-8600 川越市菅原町 20-23

有限会社富士越 049-232-0533 川越市霞ヶ関東 1-4-19

株式会社 PROUD　HOME 049-227-6664 川越市脇田町 33-8 サンフラワービル 602

株式会社みやこ不動産 049-298-6555 川越市新富町 2-33-8　

有限会社山善 049-243-3819 川越市寿町 1-2363  

き 北本市 株式会社松堀不動産　北本店 048-594-8855 北本市北本 1-51　マツヤビル 2F

行田市
株式会社ファイブイズホーム 048-553-2272 行田市持田 3-2-17  

山勝不動産 048-557-1236 行田市馬見塚 639 

く

久喜市

株式会社岡安不動産 0480-85-2331 久喜市菖蒲町三箇 6206-1

株式会社シンコー流通サービス久喜店　アパマンショップ久喜店 0480-22-7881 久喜市久喜中央 1-2-28

株式会社シンコー流通サービス久喜東口店　アパマンショップ久喜東口店 0480-21-2544 久喜市久喜東 1-1-4

株式会社トラストエステート 0480-57-0055 久喜市鷲宮 4-10-34    

熊谷市

いづみ建設株式会社 048-521-3313 熊谷市円光 1-1-33

株式会社エー・アンド・エム　熊谷駅前店 048-521-1777 熊谷市筑波 2-57

株式会社住まいる館　エイブルネットワーク熊谷駅前店 048-501-1230 熊谷市筑波 2-55 岩崎興産熊谷駅前ビル 3 階

こ 越谷市 株式会社藍和ハウジング 048-967-8080 越谷市弥生町 14-20

市区町村 サポート店名 電話番号 住所
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こ

越谷市

株式会社アソシエ　住まいの窓口 048-990-1665 越谷市南越谷 1-2876-1 コミュニティプラザ 1 階

株式会社アップル　越谷店 048-969-6888 越谷市赤山本町 4-1　ヨネビル 3 階

株式会社アップル　新越谷店 048-990-6433 越谷市南越谷 1-19-8　吉沢第一ビル 2 階

株式会社コンフィアンス 048-971-9300 越谷市赤山町 3-2-3

株式会社 JOYSUMU 048-988-1118 越谷市南越谷 4-9-11  

株式会社中央ビル管理東武支店北越谷営業所 048-979-4455 越谷市大沢 3-19-17

株式会社中央ビル管理東武支店越谷営業所 048-969-0111 越谷市赤山本町 2-14 TR ビル 1F

株式会社中央ビル管理東武支店せんげん台営業所 048-973-3530 越谷市千間台東 1-8-1

株式会社中央ビル管理南越谷本店 048-988-8800 越谷市南越谷 1-20-17

株式会社フラワーホーム 048-971-6956 越谷市越ヶ谷 2-7-1 プランドール雅ビルⅠ 102

株式会社丸吉住宅センター 048-977-0021 越谷市千間台東 1-1-12

ユーホーム株式会社 048-964-7601 越谷市赤山本町 3-20

さ さいたま市岩槻区 株式会社シンコー流通サービス岩槻店　アパマンショップ岩槻店 048-758-0050 さいたま市岩槻区本町 1-3-4

さいたま市
浦　和　区

株式会社アップル　浦和西口店 048-615-2626 さいたま市浦和区高砂 2-6-1　駒井ビル 2 階

株式会社アップル　浦和東口店 048-813-7577 さいたま市浦和区東仲町 1-22　K・Y・M ビル 2 階

株式会社アップル　北浦和店 048-833-8567 さいたま市浦和区北浦和 4-2-4　小室屋第一ビル 1 階

株式会社アップル　北浦和東口店 048-813-8008 さいたま市浦和区北浦和 1-8-5　サンシャインビル 1 階

株式会社コニシホーム 048-813-5611 さいたま市浦和区東高砂町 20-8

株式会社大和不動産　浦和店 048-824-1161 さいたま市浦和区高砂 1-2-1　エイペックスタワー浦和オフィス西館

株式会社中央ビル管理さいたま支店浦和営業所 048-871-2161 さいたま市浦和区東仲町 11-23　Yahata Building2　3F

株式会社中央ビル管理さいたま支店与野営業所 048-823-4388 さいたま市浦和区上木崎 1-8-10

株式会社ムサシ住販 048-885-2017 さいたま市浦和区東仲町 25-28

さいたま市
大　宮　区

株式会社アクセス・グループ 048-645-8351 さいたま市大宮区高鼻町 1-5

株式会社アップル 大成店（本店） 048-654-3535 さいたま市大宮区大成町 2-273-1　アップル AS ビル 1 階

株式会社アップル　大宮西口駅前店 048-648-3535 さいたま市大宮区桜木町 1-1-2　橋本ビル 2 階

株式会社アップル　大宮西口中央店 048-647-3535 さいたま市大宮区桜木町 1-2-1　北山ビル 1 階

株式会社アップル　大宮東口店 048-650-1212 さいたま市大宮区大門町 1-43　いづみや本店ビル 2 階

株式会社アップル　さいたま新都心店 048-640-3535 さいたま市大宮区吉敷町 4-262-8　プリムローズセキグチ 1 階

株式会社アパレオ 048-640-7771 さいたま市大宮区大門町 3-37　稲垣ビル 2F

株式会社ウィンズワン 048-643-7373 さいたま市大宮区仲町 2-3

株式会社エスト建物管理 048-650-6770 さいたま市大宮区大門町 2-88 大野ビル 4F

有限会社キタムラコーポレーション 050-5577-7888 さいたま市大宮区浅間町 1-133-2　KM ビル 1F

ケヤキ建設有限会社 048-647-7582 さいたま市大宮区寿能町 1-177-3

株式会社ストラットフォード 048-650-8300 さいたま市大宮区下町 2-72-5F

有限会社山一ハウジング 048-644-3111 さいたま市大宮区桜木町 1-1-19

理光建設株式会社 048-665-2261 さいたま市大宮区櫛引町 1-455

さいたま市
北　　　区

株式会社アップル　土呂店 048-653-3535 さいたま市北区土呂町 2-10-11

株式会社アップル　宮原店 048-615-3737 さいたま市北区宮原町 2-49-19

株式会社オフィスサンエス 048-776-9367 さいたま市北区日進町 2-763-11

株式会社ハウジングネット 048-652-3300 さいたま市北区宮原町 3-284-1

株式会社不動産管理システム 048-665-0361 さいたま市北区土呂町 1-12-4-101

さいたま市桜区 アパマン有限会社 048-857-2233 さいたま市桜区下大久保 770

市区町村 サポート店名 電話番号 住所
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さ さいたま市桜区 株式会社サンエイハウス 048-856-0607 さいたま市桜区中島 1-21-21

さいたま市
中　央　区

株式会社アップル　与野店 048-823-5363 さいたま市中央区大字下落合 1034　駒崎ビル 2 階

すまいの日建住器有限会社 048-852-2484 さいたま市中央区上落合 3-8-9

株式会社平和不動産　与野本町店 048-853-1111 さいたま市中央区本町東 2-4-8 3F

さいたま市
緑　　　区

株式会社サツキ住宅販売 048-875-2511 さいたま市緑区東浦和 1-17-1

芝コーポレーション 048-699-8805 さいたま市緑区太田窪 3-2-22

株式会社中央ビル管理さいたま支店東浦和営業所 048-876-1611 さいたま市緑区東浦和 1-14-7 榎本ビル 1F

ロウプライス賃貸株式会社 048-876-5666 さいたま市緑区東浦和 7-1-1

さいたま市見沼区 株式会社アップル　東大宮店 048-668-3535 さいたま市見沼区東大宮 4-18-10

さいたま市
南　　　区

株式会社アップル　南浦和店 048-881-1010 さいたま市南区南浦和 2-38-1　北原ビル 3 階

株式会社アップル　武蔵浦和店 048-845-8056 さいたま市南区白幡 5-19-19　マーレ A 館 2 階

有限会社オレンジホーム 048-881-1680 さいたま市南区南浦和 2-40-7

株式会社尾張屋プロパティ 048-872-0390 さいたま市南区別所 7-6-8

株式会社尾張屋　武蔵浦和駅前店 048-872-0381 さいたま市南区別所 7-6-8

中央開発株式会社 048-882-5020 さいたま市南区南浦和 3-45-15

株式会社中央ビル管理さいたま支店武蔵浦和営業所 048-838-8822 さいたま市南区別所 7-9-5

有限会社バックアップ 048-839-8806 さいたま市南区文蔵 4-29-13

株式会社バンダイ 048-711-3712 さいたま市南区南浦和 2-36-16 2 階

有限会社武蔵 048-866-0829 さいたま市南区沼影 1-8-22

坂戸市
株式会社住研川越　坂戸店 049-288-0011 坂戸市日の出 2-6 三櫻ビル 1 階

株式会社松堀不動産　坂戸店 049-288-0022 坂戸市日の出町 14-5

幸手市
三陽不動産株式会社 0480-42-4485 幸手市東 2-19-26

株式会社ヒノマル商事 0480-42-4757 幸手市中 3-18-10

狭山市
有限会社いりそ不動産 04-2959-4560 狭山市大字南入曽 560

有限会社東工住宅社 04-2958-4038 狭山市水野 557-100

し 志木市 株式会社登喜和志木本店 048-473-1515 志木市本町 6-17-8　

白岡市 株式会社東洋不動産 白岡店 0480-90-4001 白岡市新白岡 4-14-5

す 杉戸町 有限会社山信ホーム 0480-34-2919 杉戸町高野台南 1-1-9

そ

草加市

株式会社アップル　草加店 048-928-7373 草加市高砂 2-18-4　たまらビル 1 階

有限会社金明堂不動産 048-935-0001 草加市金明町 330

株式会社小勝観光会館 048-929-2020 草加市谷塚 1-21-1-109

株式会社小山建設本社営業部 048-932-0002 草加市旭町 3-5-1

株式会社小山建設草加駅西口支店 048-928-2881 草加市氷川町 2126-1  

有限会社正興不動産 048-936-1515 草加市八幡町 1323-4    

株式会社中央ビル管理東武支店草加営業所 048-927-8311 草加市氷川町 2131-3    

株式会社中央ビル管理東武支店草加新田営業所 048-930-2300 草加市金明町 276 

株式会社ベストハウジング　草加店 048-920-5141 草加市氷川町 2129-1

株式会社ベストハウジング　松原団地本店 048-930-2581 草加市栄町 3-4-6

ち 秩父市 有限会社増井製材所 0494-22-1856 秩父市上宮地町 22-11

つ
鶴ヶ島市

株式会社マイカヤエイブルネットワーク若葉店 049-271-8778 鶴ヶ島市富士見 2-4-3

サンライズ住研株式会社 049-298-8842 鶴ヶ島市上広谷 17-30

と 所沢市 株式会社あぱねっと 所沢支店 04-2927-6301 所沢市くすのき台 3-18-15

市区町村 サポート店名 電話番号 住所
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と

所沢市

三巧商事株式会社 04-2993-7242 所沢市くすのき台 3-1-10   

株式会社住研川越　所沢店 04-2929-3355 所沢市日吉町 11-20 フジビル 5 階

有限会社トリプレット 04-2939-1576 所沢市緑町 1-20-1 新所沢ミナミプラザ 2F

株式会社フロンティアホーム 04-2929-2231 所沢市緑町 2-13-19

北斗アセットマネジメント株式会社 04-2925-9495 所沢市西所沢 2-1-12 第 2 北斗ビル

戸田市

株式会社クラウドコンサルティング 048-434-6690 戸田市川岸 3-5-20-102

株式会社中央ビル管理さいたま支店戸田営業所 048-441-4021 戸田市大字新曽 353-6

株式会社平和不動産　北戸田店 048-433-1121 戸田市新曽 2186-1

株式会社平和不動産　戸田店 048-445-1122 戸田市新曽 348

株式会社平和不動産　戸田公園店 048-445-1123 戸田市本町 4-17-23

な 滑川町 株式会社東上不動産　つきのわ店 0493-61-1100 滑川町月の輪 3-7-1

に

新座市

株式会社クレア　ホームメイト FC 志木店 050-3532-4100 新座市東北 2-30-13

株式会社ナイキ 048-483-2180 新座市野火止 6-6-17

株式会社ナイキ　新座駅前店 048-483-2190 新座市野火止 5-2-35　サウスヴィラージュ 1F

は 羽生市 有限会社スズヨシ 048-594-7281 羽生市西 1-1-1

ひ

東松山市

株式会社東上不動産 0493-23-8500 東松山市箭弓町 2-2-16

ピタットハウス東松山東口店　株式会社東上不動産 0493-24-7001 東松山市箭弓町 1-12-22

株式会社松堀不動産 0493-24-1111 東松山市箭弓町 2-3-2

株式会社松堀不動産　アパマン情報館東松山西口店 0493-23-6666 東松山市箭弓町 2-2-12

株式会社松堀不動産　東松山駅東口店 0493-21-5550 東松山市箭弓町 1-6-13

日高市 高麗川不動産株式会社 042-989-6909 日高市高麗川 3-1-4 

ふ
深谷市

有限会社グランディア 048-575-3330 深谷市上柴町東 4-19-7

有限会社埼北地所 048-571-1826 深谷市上柴町東 5-4-1

富士見市
コシキハウジング 049-252-1237 富士見市西みずほ台 2-5-6

ホシノ株式会社 049-251-3336 富士見市大字鶴馬 2612-7

ふじみ野市 有限会社マルシン住地 049-261-2888 ふじみ野市霞ヶ丘 1-5-15  

ほ

本庄市

株式会社アットホームズ 0495-24-6688 本庄市けや木 1-2-1

株式会社滝澤建設 0495-72-0018 本庄市児玉町八幡山 389

株式会社宅建プランナー 0495-25-8800 本庄市駅南 1-2-17

福本不動産 0495-21-1078 本庄市田中 104-1

み
三郷市

株式会社佐藤住宅 048-953-0001 三郷市三郷 1-27-10   

マコト・ハウスサービスセンター株式会社 048-954-6182 三郷市幸房 123

宮代町 株式会社東洋不動産 0480-32-5032 宮代町中央 3-8-25

や 八潮市 有限会社ヨシダ 048-935-3499 八潮市南後谷 58-1

ら 嵐山町 株式会社三愛不動産 0493-63-2233 嵐山町むさし台 2-17-3

わ 和光市 ワコウホーム株式会社 048-450-5555 和光市新倉 1-1-34  

蕨市

有限会社アイ 048-420-2100 蕨市塚越 5-47-6

有限会社アイユーホーム 048-433-5778 蕨市塚越 2-11-21

株式会社アップル　蕨東口店 048-499-3737 蕨市塚越 1-4-22　山本ビル 4F

株式会社クレオン蕨店 048-444-2233 蕨市塚越 1-3-3

有限会社恒和ハウス 048-444-6271 蕨市塚越 3-3-2

有限会社大黒堂 048-242-3957 蕨市塚越 5-19-3-111 号

市区町村 サポート店名 電話番号 住所



問合せ先⃝埼玉県住まい安心支援ネットワーク
	 〒 330-8516	 埼玉県さいたま市浦和区仲町 3-12-10
	 	 	 	 （埼玉県住宅供給公社内）
	 電話：048-829-2865
（団体概要）
　埼玉県住まい安心支援ネットワークは、埼玉県と住宅関連事業
者団体、居住支援団体及び県内市町村等で構成する「住まい」に
関するセーフティネットと子育て支援を応援する協議会組織です。
URL　http://www.sasn.jp/
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