
（参考）相談窓口一覧 

 

■ 特定非営利活動法人空家・空地管理センター 

ホームページ：https://www.akiya-akichi.or.jp/ 

電話番号：0120-336-366（窓口共通）  

電話受付時間：9 時～17 時（年中無休（GW・年末年始を除く）） 

メールアドレス：contact@akiya-akichi.or.jp 

 

窓口 

[東京]空き家相談センター 

〒160-0023  

新宿区西新宿 3-8-4 BABA ビル 9 階 

本部 

 〒359-1144 

 所沢市西所沢 2-1-12 第 2 北斗ビル 

 

■ 株式会社ジェクトワン 

ホームページ：https://jectone.jp/ 

電話番号：03-6427-9832 

電話受付時間：10 時～18 時（定休日：土曜・日曜・祝日） 

メールアドレス：info@akisapo.jp 

 

窓口 受付時間 定休日 

本社 

 〒150-0002 

 渋谷区渋谷 1-7-7 住友不動産青山通ビ

ル 13 階 

10 時～18 時 

土曜・日曜・祝

日定休 

コマワリキッチン（※要予約） 

 〒171-0052 

 豊島区南長崎 2-3-3 エクウス南長崎 1

階 

10 時～17 時 

かめやキッチン（※要予約） 

 〒173-0023 

 板橋区大山町 40-5 

b.e.park/living 祖師谷大蔵（※要予約） 

 〒150-0072 

 世田谷区祖師谷 3-31-3 

二子玉川支店（※要予約） 

 〒158-0094 

 世田谷区玉川 2-25-10 アーバンキャビ

ン 103 号室 



窓口 受付時間 定休日 

ビスカス空き家相談窓口（※要予約） 

 〒150-0011 

 渋谷区東 3-13-11 A-PLACE 恵比寿東 10

階 

10 時～17 時 
土曜・日曜・祝

日定休 

レバレジーズ空き家相談窓口（※要予約） 

 〒150-6190 

 渋谷区渋谷 2-24-12 渋谷スクランブル

スクエア 24 階/25 階 

坂東総合法律事務所空き家相談窓口（※

要予約） 

 〒104-0061 

 中 央 区 銀 座 2-16-7 恒 産 第 三 ビ ル 8       

階 

パセリ空き家相談窓口（※要予約） 

 〒102-0083 

 千代田区麹町 4-1-5 麹町志村ビル 9 階 

いきいきらいふ空き家相談窓口（※要予

約） 

 〒110-0014 

 台東区北上野 2-6-14 

 

■ 東急株式会社 

ホームページ：https://www.tokyu-sumaitokurashi.com/akiya/ 

電話番号：0120-057-109（窓口共通） 

電話受付時間：10 時～19 時（年中無休（年末年始等除く））  

メールアドレス：consultingdesk.concierge@tkk.tokyu.co.jp 

 

窓口（住まいと暮らしのｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ） 受付時間 定休日 

目黒店 

 〒141-0021 

 品川区上大崎 3-1-1  

JR 東急目黒ビル B2F 

10 時～19 時 

年中無休（年末

年始を除く） 

二子玉川ライズ S.C.店 

 〒158-0094 

世田谷区玉川 2-22-12  

二子玉川ライズ 

S.C.ステーションマーケット 1F  

火曜定休（年末

年始休業） 

鷺沼駅前店 

 〒216-0004 

 川崎市宮前区鷺沼 3-1-2 

年中無休（年末

年始を除く） 



窓口（住まいと暮らしのｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ） 受付時間 定休日 

たまプラーザ店 

 〒225-0002 

横浜市青葉区美しが丘 2-17-5 

ROOF125 1F 
10 時～19 時 

年中無休 

（ 年 末 年 始 を

除く） 
武蔵小杉東急スクエア店 

 〒211-0063 

川崎市中原区小杉町 3-472 

武蔵小杉東急スクエア 1F 

 

■ ネクスト・アイズ株式会社 

ホームページ：https://www.nexteyes.co.jp/ 

電話番号：0120-406-212（窓口共通） 

電話受付時間：9 時～18 時（水曜定休） 

メールアドレス：info@nexteyes.co.jp 

 

窓口 

本社相談窓口 

〒106-0045  

港区麻布十番 1-3-1 アポリアビル 5F 

東京駅前サテライトオフィス 

〒104-0031 

中央区京橋 1-3-2 モリイチビル 304 （受付 4F）OFFICE HIRANO 

吉祥寺サテライトオフィス 

〒180-0004 

武蔵野市吉祥寺本町 2-8-4 i-office 吉祥寺 

調布サテライトオフィス 

〒182-0022 

調布市国領町 2-5-15 コクティ 2F 

さいたまサテライトオフィス 

〒338-0001  

さいたま市中央区上落合 2-3-2 MIO 新都心 

横浜戸塚サテライトオフィス 

〒244-0817  

横浜市戸塚区吉田町 81 

千葉サテライトオフィス 

〒273-0046  

船橋市上山町 1-236-1-538 

東京メトロポリタン税理士法人 

〒163-1304 

新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー4F 

メールアドレス：info@tmcg.co.jp 



窓口 

東京グリーン法律事務所 

 〒105-0001 

 港区虎ノ門 1-12-9 スズエ・アンド・スズエビル 5 階 

メールアドレス：office@greenlaw.ne.jp 

司法書士法人もみき法務事務所 

〒169-0075  

新宿区高田馬場 3-1-5-106 号 

メールアドレス：info@office-momiki.com 

 

■ ミサワホーム株式会社 

ホームページ：http://www.misawa.co.jp/soudan/akiya 

電話番号：0120-727-330（窓口共通）  

電話受付時間：24 時間 365 日（年中無休）  

メールアドレス：akiyasoudan@home.misawa.co.jp  

 

窓口（住まいるりんぐ Desk） 受付時間 定休日 

東京窓口 

〒104-0031 

中央区京橋 1-1-1 八重洲ダイビル B2 階 

10 時～17 時 

火曜・水曜・

第 １ 日 曜 定

休 

北千住窓口 

 〒120-0034 

 足立区千住 1-4-1  東京芸術センター9 階 

城南窓口 

〒140-0013 

品川区南大井 6-25-3 いちご大森ビル 6 階 

杉並窓口 

 〒168-0072 

 杉並区高井戸東 2-4-5 

世田谷窓口 

 〒156-0055 

 世田谷区船橋 1-37-4 

武蔵野窓口 

 〒180-0004 

 武蔵野市吉祥寺本町 3-23-1 

多摩窓口 

 〒190-0023 

 立川市柴崎町 6-17-16 

町田窓口 

 〒194-0013 

 町田市原町田 5-8-18 

http://www.misawa.co.jp/soudan/akiya
mailto:akiyasoudan@home.misawa.co.jp


窓口（住まいるりんぐ Desk） 受付時間 定休日 

調布窓口 

 〒182-0024 

 調布市布田 2-35-1 

10 時～17 時 
日曜・月曜定

休 

 

 




