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秩父市移住ロゴ
「暮らす、秩父」あなたのライフスタイルを描いてみませんか。

秩父暮らしのお手伝い

秩父地域の不動産業者紹介
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秩父市の賃貸物件のイメージ

家賃相場は諸条件によって異なり、一概にいくらとは説明できません。
下記は2020年5月時点の物件数146のデーター分析です。参考例として記載します。

＜秩父市の平均的物件イメージ＞
① 建物の種類：アパートが全体の78％を占める(2階建てが主流）
② 家賃分布：4万～6万が全体の74％を占める。
③ 物件の広さ：40㎡前後が中心。
④ 間取り：２DK/３DKがメインの間取り。LDKタイプは少ない。
⑤ ㎡単価：秩父市の平均的㎡単価は1100円前後。(東京都心3000～4000円)

◆想定イメージ：家賃5万円・間取2DK・40㎡(㎡単価1100円）◆

円



掲載不動産会社リスト 2020年6月　更新

No. 会社名 市町 所在地 電話 Mail HP 賃貸 売買 新築 中古

1 AKホーム㈱ 横瀬町 横瀬6479-7 0494-26-6355 ●

2 ㈱いのうえ工務店 秩父市 黒谷368-1 0494-25-3458 〇 〇 ● ● ●

3 ㈱エルハウス 秩父市 東町23-4 0494-25-7777 〇 〇 ●

4 ㈱FP資産設計事務所 秩父市 東町21-13 0494-26-7886 〇 〇 ● ●

5 さいとう不動産 秩父市 大野原745 0494-23-2943 ●

6 ㈲サクラ住研 横瀬町 横瀬5314-1 0494-22-7500 ●

7 サクラホーム㈱ 秩父市 宮側町21-22 0494-21-5200 〇 〇 ● ● ● ●

8 サンホーム㈱ 秩父市 阿保町11-3 0494-53-9299 〇 〇 ●

9 ㈱住幸プランニング 秩父市 上影森825-8 0494-22-4090 〇 〇 ● ● ●

10 ㈱武甲住宅 秩父市 黒谷796-2 0494-27-1001 〇 ● ●

11 ㈱増田不動産 秩父市 番場町6-15 0494-22-5311 ●

12 ㈱松﨑住宅産業 横瀬町 横瀬4233-3 0494-24-4756 〇 〇 ● ● ●

13 ㈱丸晃住販 秩父市 下影森2078-3 0494-23-1515 〇 〇 ● ● ● ●

14 みなの不動産 皆野町 大渕241-4 0494-26-5063 〇 ● ●

15 三原産業㈱ 秩父市 野坂町1-20-32 0494-24-5111 〇 〇 ● ● ●

16 ㈲柳田不動産 秩父市 上野町11-11 0494-23-2350 〇 〇 ●

17 ㈲吉屋不動産 秩父市 上宮地町10-6 0494-24-9191 〇 〇 ● ●

18 ㈱依田商店 秩父市 本町3-5 0494-22-0707 〇 ● ●

19 ㈱ライフクリエイト 秩父市 中町17-3 0494-27-8811 〇 ● ●

20 ㈱ルームサポート 秩父市 中村町4-8-40 0494-25-2300 〇 〇 ●

21 わかば綜合不動産事務所 秩父市 上宮地町23-24 0494-26-6422 〇 〇 ● ●

22 ㈲若林建築所 秩父市 上宮地町30-3 0494-22-3073 〇 〇 ● ● ● ●

秩父市お試し居住住宅 秩父市 宮側町1-7 0494-26-7946

秩父市有　井ノ尻住宅 秩父市 宮側町1-7 0494-26-7946

取扱物件

秩父生活の無料体験居住

秩父市提供の市有賃貸住宅

問合せ先:　秩父市移住相談センター



1:AKホーム株式会社

2:株式会社 いのうえ工務店

会社名 AKホーム　株式会社

住所 〒368-0072　秩父郡横瀬町横瀬6479-7

電話 0494-26-6355

mail

HP

取扱物件 □賃貸　■売買　□新築　□中古住宅

得意な地域 ■秩父市

■秩父郡（□横瀬町　□小鹿野町　□皆野町　□長瀞町)

お客様へ 地元密着営業ですので、物件探しに有利です。

地域に根差しておりますので、秩父の物件はもちろん

お店の情報や治安などもご相談ください。

会社名 株式会社　いのうえ工務店

住所 〒368-0001　秩父市黒谷368-1

電話 0494-25-3458

mail tanaka@f-products.jp

HP http://www.irodori-house.jp/ :彩ハウス

取扱物件 □賃貸　■売買　■新築　■中古住宅

得意な地域 ■秩父市（補足:　　　　）

■秩父郡（□横瀬町　□小鹿野町　□皆野町　□長瀞町)

お客様へ 秩父郡市で「住宅新築着工棟数13期連続No.1」のいのうえ

グループです。土地の仕入れから、新居へのご入居迄、一括

で責任をもって最後迄お客様の為にお手伝いさせて頂きます。



3:株式会社 エルハウス 会社名 株式会社　エルハウス

住所 〒368-0042　秩父市東町23-4

電話 0494-25-7777

mail info@lc-house.jp

HP http://lc-house.jp/ : ㈱エルハウス

取扱物件 □賃貸　■売買　□新築　□中古住宅

得意な地域 ■秩父市

□秩父郡（□横瀬町　□小鹿野町　□皆野町　□長瀞町)

お客様へ 移住のお手伝いをします。

お気軽にお立ち寄りください。

4:株式会社
FP資産設計事務所

会社名 株式会社　FP資産設計事務所

住所 〒368-0042　秩父市東町21-13

電話 0494-26-7886

mail tomita@fp-sisan.com/

HP http://fp-sisan.com/ 地域総合ワンストップ相談

取扱物件 □賃貸　■売買　□新築　■中古住宅

得意な地域 ■秩父市

■秩父郡（□横瀬町　□小鹿野町　□皆野町　□長瀞町)

お客様へ 空家・空地で困っている人と、空家・空地を必要とする人を

マッチング。当社も空家をリフォームし、内部を古民家風に

しました。不動産のことは勿論、移住にとって大切なお金・

ライフプランなど幅広く対応いたします。



5:さいとう不動産 会社名 さいとう不動産

住所 〒368-0005　秩父市大野原745

電話 0494-23-2943

mail

HP

取扱物件 □賃貸　■売買　□新築　□中古住宅

得意な地域 ■秩父市（補足:大野原　　　）

□秩父郡（□横瀬町　□小鹿野町　□皆野町　□長瀞町)

お客様へ

6:有限会社 サクラ住研 会社名 有限会社　サクラ住研

住所 〒368-0072　秩父郡横瀬町横瀬5314-1

電話 0494-22-7500

mail

HP

取扱物件 □賃貸　■売買　□新築　□中古住宅

■その他(田舎暮らし）

得意な地域 ■秩父市（補足:西武秩父駅・横瀬駅周辺）

□秩父郡（■横瀬町　□小鹿野町　□皆野町　□長瀞町)

お客様へ 地域密着で、不動産のことから住まいの修繕、管理まで、

自社で対応しております。



7:サクラホーム株式会社 会社名 サクラホーム　株式会社

住所 〒368-0046　秩父市宮側町21-22

電話 0494-21-5200

mail info@sakurahome-kk.co.jp

HP https://sakurahome-kk.co.jp :サクラホーム㈱

取扱物件 ■賃貸　■売買　■新築　■中古住宅

得意な地域 ■秩父市（補足:　　　　）

■秩父郡（□横瀬町　□小鹿野町　□皆野町　□長瀞町)

お客様へ 私ども、サクラホームは皆様に必ずやご満足いただける

土地購入・新築住宅購入・中古住宅購入、または、アパート

賃貸住宅探しを誠心誠意お手伝いさせていただきます。

8:サンホーム株式会社 会社名 サンホーム株式会社

住所 〒368-0016　秩父市阿保町11-3

電話 0494-53-9299

mail sunhome@arrow.ocn.ne.jp

HP http://sunhome9299.sakura.ne.jp/

取扱物件 ■賃貸　■売買　□新築　■中古住宅

得意な地域 ■秩父市（補足:　　　　）

■秩父郡（□横瀬町　□小鹿野町　□皆野町　□長瀞町)

お客様へ 秩父地域に密着しお客様の立場になって考えます。

物件探しのお手伝いをさせていただきます。お気軽にご相談

下さい。
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9:株式会社
住幸プランニング

10:株式会社 武甲住宅 会社名 株式会社　武甲住宅

住所 〒368-0001　秩父市黒谷796-2　エスペランサ武甲1階

電話 0494-27-1001

mail bukou-jyutaku@titan.ocn.ne.jp

HP

取扱物件 □賃貸　■売買　■新築　□中古住宅

■その他（リフォーム.古民家再生）

得意な地域 ■秩父市

□秩父郡（□横瀬町　□小鹿野町　□皆野町　□長瀞町)

お客様へ 秩父移住だけでなく、移住してからの楽しみ方をサポート

いたします。

会社名 株式会社　住幸プランニング

住所 〒369-1872　秩父市上影森825-8

電話 0494-22-4090

mail info@jyukoh-p.jp

HP.1 http://www.jyukoh-p.jp/ : ㈱住幸プランニング

HP.2 http://chichibu-sumuie.net/ :ちちぶ住む家バンク

取扱物件 □賃貸　■売買　■新築　■中古住宅

■その他（投資物件・田舎暮らし物件）

得意な地域 ■秩父市

■秩父郡（□横瀬町　□小鹿野町　□皆野町　□長瀞町)

お客様へ 弊社は平成9年創業し不動産業を地元密着型として営業していま

す。不動産売買だけでなく、司法書士.不動産鑑定士.土地家屋調査

士.弁護士.税理士.行政書士等の不動産に関わるエキスパートと連携

し、オールラウンドの不動産コンサルタントを行っております。



11:株式会社 増田不動産

12:株式会社
松﨑住宅産業

会社名 株式会社　増田不動産

住所 〒368-0041　秩父市番場町6-15

電話 0494-22-5311　　（FAX　0494-22-8211）

mail

HP

取扱物件 □賃貸　■売買　□新築　□中古住宅

得意な地域 ■秩父市

■秩父郡（□横瀬町　□小鹿野町　□皆野町　□長瀞町)

お客様へ 創業昭和25年の経験をもとに、田舎物件探しに特化した業務

活動を行っております。

会社名 株式会社　松﨑住宅産業

住所

電話 0494-24-4756

mail mail@mjs-housing.co.jp

HP http://mjs-housing.co.jo/ :㈱松﨑住宅産業

取扱物件 ■賃貸　■売買　■新築　■中古住宅

■その他（リフォーム）

得意な地域 ■秩父市

■秩父郡（□横瀬町　□小鹿野町　□皆野町　□長瀞町)

お客様へ 弊社は昭和49年工務店として創業以来、住宅建設を中心に営

業して参りました。近年はちちぶ空き家バンクのメンバーと

して、田舎暮らしのお手伝いも致しておりますので、中古住

宅のリフォーム等も是非ご相談ください。

〒368-0072　秩父郡横瀬町大字横4233-3

　　　　　　 アピアランス三番館



13:株式会社 丸晃住販

14:みなの不動産

会社名 株式会社　丸晃住販

住所 〒369-1871　秩父市下影森2078-3

電話 0494-23-1515

mail info@marukou-jyuhan.co.jp

HP http://www.marukou-jyuhan.co.jp/ :丸晃住販

取扱物件 ■賃貸　■売買　■新築　■中古住宅

■その他（分譲・資産運用）

得意な地域 ■秩父市

■秩父郡（□横瀬町　□小鹿野町　□皆野町　□長瀞町)

お客様へ 創業以来地域の皆様にご愛顧いただき、この街の暮らしづくりの

お手伝いをさせていただいています。豊富な物件データとネット

ワークと真心を込めたサービスでお客様の多様なニーズにお応え

します。相談・査定無料、秘密厳守、メンテナンスや修繕計画等

のアフターサービスも充実しております。

会社名 みなの不動産

住所 〒368-1623　秩父郡皆野町大渕241-4

電話 0494-26-5063　（携帯　090-6945-6705）

mail j.kubota.2233190@hotmail.co.jp

HP

取扱物件 ■賃貸　■売買　□新築　□中古住宅

■その他（田舎暮らしサポート）

得意な地域 □秩父市（補足:　　　　）

□秩父郡（□横瀬町　□小鹿野町　■皆野町　■長瀞町)

お客様へ 秩父の豊かな自然の中でレジャーを満喫したい方や第2の人生を

希望する方ご連絡ください。



15:三原産業株式会社

16:有限会社 柳田不動産

会社名 三原産業株式会社

住所 〒368-0033　秩父市野坂町1-20-32

電話 0494-24-5111　（　　　0120-155-111 )

mail kanken3762@yahoo.co.jp

HP http://www.mihara-chichibu.co.jp/ :三原産業㈱

取扱物件 ■賃貸　■売買　□新築　■中古住宅

得意な地域 ■秩父市（西武線「西武秩父駅」～秩父鉄道「秩父駅」周辺）

□秩父郡（□横瀬町　□小鹿野町　□皆野町　□長瀞町)

お客様へ 昭和48年からの不動産部開設による経験から幅広くお客様の不動

産に対するご相談をお受けいたします。またご所有の不動産資産

の運用相談等も親身にお受けします。地元の会計事務所・司法書

士事務所・家屋調査事務所の紹介もいたします。

会社名 有限会社　柳田不動産

住所 〒368-0031　秩父市上野町11-11

電話 0494-23-2350

mail info@e-yanagida.com

HP https://www.e-yanagida.com/

取扱物件 ■賃貸　□売買　□新築　□中古住宅

得意な地域 ■秩父市

■秩父郡（□横瀬町　□小鹿野町　□皆野町　□長瀞町)

お客様へ 秩父に住んでよかった！と思って頂けるような住まいをご提供

できるよう、従業員一同誠心誠意お手伝いさせていただきま

す。



18:株式会社 依田商店

17:有限会社吉屋不動産
会社名 有限会社　吉屋不動産

住所 〒368-0024　秩父市上宮地町10-6

電話 0494-24-9191

mail info@yoshiya919.com

HP http://yoshiya919.com/ :吉屋不動産

取扱物件 ■賃貸　■売買　□新築　□中古住宅

得意な地域 ■秩父市

□秩父郡（□横瀬町　□小鹿野町　□皆野町　□長瀞町)

お客様へ お客様のニーズに合った物件探しのお手伝いをさせて頂き

ますのでよろしくお願いいたします。

会社名 株式会社　依田商店

住所 〒368-0044　秩父市本町3-5

電話 0494-22-0707

mail yo-head707@pure.ocn.ne.jp

HP

取扱物件 ■賃貸　■売買　□新築　□中古住宅

■その他（空き家の活用提案）

得意な地域 ■秩父市

■秩父郡（□横瀬町　□小鹿野町　□皆野町　□長瀞町)

お客様へ ちちぶ空き家バンク発足時から、埼玉県空き家管理サービス事業

者登録制度の発足時時から『ちかいなか秩父Life Style』の提案を

行っています。ちちぶ地域に居を移される、ちちぶ地域に行った

り来たり住まわれる、そんな希望のお客様を応援しています。



20:株式会社
ルームサポート

19:株式会社
ライフクリエイト

会社名 株式会社　ルームサポート

住所 〒368-0051　秩父市中村町4-8-40

電話 0494-25-2300

mail info@room-support.com

HP http://room-support.com/ :ルームサポート.com

取扱物件 ■賃貸　□売買　□新築　□中古住宅

得意な地域 ■秩父市

■秩父郡（□横瀬町　□小鹿野町　□皆野町　□長瀞町)

お客様へ いきなりの移住がご心配でしたら、まずは賃貸でお試しはいか

がでしょうか？賃貸物件専門に取り扱っています。

会社名 株式会社　ライフクリエイト

住所 〒368-0043　秩父市中町17-3

電話 0494-27-8811

mail life-8811@sage.ocn.ne.jp

HP

取扱物件 □賃貸　■売買　□新築　■中古住宅

得意な地域 ■秩父市

□秩父郡（□横瀬町　□小鹿野町　□皆野町　□長瀞町)

お客様へ お客様のニーズに合った物件探しのお手伝い致します。お気軽

にご連絡お待ちしています。



21:わかば綜合不動産事務所
会社名 わかば綜合不動産事務所

住所 〒368-0024　秩父市上宮地町23-24　CPビル2階

電話 0494-26-6422

mail w-estate@ic-net.or.jp

HP https://wakaba-estate.com/

取扱物件 □賃貸　■売買　□新築　■中古住宅

■その他（遊休地・空き家対策.不動産有効活用相談）

得意な地域 ■秩父市

■秩父郡（□横瀬町　□小鹿野町　□皆野町　□長瀞町)

お客様へ 当事務所は不動産の売買、仲介、調査、測量、登記、有効活用な

どの不動産に関わるサービスをワンストップで提供できる秩父地

域で唯一の不動産専門店として展開中です。

自然豊かな秩父暮らしのお手伝いをさせて頂きますので、どうぞ

お気軽にご相談下さい。(代表者:若林秀則 1968年秩父市生まれ)

22:有限会社若林建築所
会社名 有限会社　若林建築所

住所 〒368-0024　秩父市上宮地町30-3

電話 0494-22-3073

mail homewellchichibu@homewell.co.jp

HP http://www.homewell.co.jp

取扱物件 ■賃貸　■売買　■新築　■中古住宅

■その他(リフォーム）

得意な地域 ■秩父市（補足:　　　　）

■秩父郡（□横瀬町　□小鹿野町　□皆野町　□長瀞町)

お客様へ 創業昭和40年。お客様のご要望に全力でお答えします。

個々のライフスタイルに合わせ、より生活しやすい方法を提

案いたします。秩父の土地を知り尽くしていると自負してお

りますので、どんな事でもご相談ください。



連絡先：0494-26-7946(秩父市移住相談センター）



秩父市に移住をお考えの方へ

い の じ り

秩父市が提供する市有賃貸住宅がご利用しやすくなりました。

① 単身またはシェアハウス(共同利用)が可能です。
② ２地域居住が可能です。（市外の自己住宅所有者でも可能）

③ 入居の際の所得基準額(月額)が、低額になりました。
④ 敷金は1ヵ月です。（6万円）

⑤ 入居期間は5年となります。（更新も可能です）

⑥ 連帯保証契約（市の指定する信用保証法人）の利用が可能になりました。

生活施設が充実した、
静かな環境です。

月家賃 ６万円
間取り ３ＬＤＫ(７２.５㎡ )
共益費 ４,０００円程度
駐車場 ３,０００円

空室についてはご相談ください。ご一緒に内覧いたします。

・スーパー・ドラッグストア
(徒歩4分)

・市立病院 (徒歩13分)

（最寄り駅）
秩父駅より徒歩 16分、 西武秩父駅より徒歩 23分

西
武
秩
父
駅

連絡先：0494-26-7946(秩父市移住相談センター）


