
鑑定業者　登録順　(平成27年国土交通省業務実績による)

登録
番号

不動産鑑定業者の名称又は商号 代表者氏名 初回登録年月日 所在地

1 埼玉県知事登録 0000002 有限会社　埼玉不動産鑑定所 今西　芳夫 1965/02/19 川越市 中原町２－１５－５
2 国土交通大臣登録0000001 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 若林　辰雄 1965/03/30 千代田区 丸の内１－４－５
3 国土交通大臣登録0000006 日本土地建物株式会社 平松　哲郎 1965/03/30 千代田区 霞が関１－４－１ 日土地ビル
4 国土交通大臣登録0000011 みずほ信託銀行株式会社 中野　武夫 1965/03/30 中央区 八重洲１－２－１
5 国土交通大臣登録0000013 三井不動産株式会社 菰田　正信 1965/03/30 中央区 日本橋室町２－１－１
6 国土交通大臣登録0000001 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 若林　辰雄 1965/03/30 大阪市中央区 伏見町３－６－３
7 国土交通大臣登録0000006 日本土地建物株式会社 平松　哲郎 1965/03/30 大阪市中央区 北浜３－６－１３ 日土地淀屋橋ビル
8 国土交通大臣登録0000011 みずほ信託銀行株式会社 中野　武夫 1965/03/30 大阪市中央区 高麗橋４－１－１
9 国土交通大臣登録0000013 三井不動産株式会社 菰田　正信 1965/03/30 大阪市中央区 備後町４－１－３

10 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 札幌市中央区 北二条西４－１ 北海道ビル６階
11 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 青森市 古川２－２０－３ 朝日生命青森ビル５Ｆ
12 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 盛岡市 中央通１－７－２５ 朝日生命盛岡中央通ビル３Ｆ
13 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 仙台市青葉区 一番町４－６－１ 仙台第一生命タワービル２Ｆ
14 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 秋田市 大町３－４－１ マニュライフプレイス秋田６Ｆ
15 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 山形市 十日町２－４－１９ 住友生命山形第２ビル６Ｆ
16 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 郡山市 長者１－７－２０ 郡山東京海上日動ビル４Ｆ
17 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 水戸市 南町３－４－１４ 明治安田生命水戸南町ビル５Ｆ
18 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 宇都宮市 小幡１－１－２７ ＫＭＧビルディング小幡５Ｆ
19 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 前橋市 本町２－２－１２ 前橋本町スクエアビル６Ｆ
20 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 さいたま市大宮区 仲町１－１０４ 大宮仲町ＡＫビル２Ｆ
21 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 千葉市中央区 新田町１－１ ＩＭＩ未来ビル６Ｆ
22 国土交通大臣登録0000012 三井住友信託銀行（株） 常陰　均 1965/03/31 千代田区 丸の内１丁目４番１号
23 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 港区 虎ノ門１－３－２ 勧銀不二屋ビル４Ｆ
24 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 横浜市西区 みなとみらい２－２－１ 横浜ランドマークタワー４２Ｆ
25 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 新潟市中央区 東堀前通六番町１０５８－１ 中央ビルディング４Ｆ
26 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 富山市 桜橋通り２－２５ 富山第一生命ビルディング７Ｆ
27 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 金沢市 本町１－５－２ リファーレ１２Ｆ
28 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 福井市 大手３－２－１ 日本生命福井大手ビル２階
29 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 甲府市 丸の内１－１７－１０ 東武穴水ビル３Ｆ
30 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 長野市 南石堂町１２８２－１１ 長栄第一ビル３Ｆ
31 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 松本市 中央２－１－２７ 松本本町第一生命ビルディング７Ｆ
32 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 岐阜市 神田町１－８－５ 協和興業ビルディング５Ｆ



33 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 静岡市葵区 七間町８－２０ 毎日江崎ビル５Ｆ
34 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 浜松市中区 板屋町１１１－２ 浜松アクトタワー２６Ｆ
35 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 名古屋市中区 錦２－４－３ 錦パークビル７Ｆ
36 国土交通大臣登録0000012 三井住友信託銀行（株） 常陰　均 1965/03/31 名古屋市中区 栄３丁目１５番３３号
37 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 津市 丸之内３４－５ 津中央ビル２Ｆ
38 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 大津市 浜大津１－１－３ 朝日生命大津ビル４Ｆ
39 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 京都市中京区 車屋御池下ル梅屋町３６１－１ アーバネックス御池ビル東館８Ｆ
40 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 大阪市北区 堂島１－１－５ ザイマックス梅田新道ビル２Ｆ
41 国土交通大臣登録0000012 三井住友信託銀行（株） 常陰　均 1965/03/31 大阪市中央区 北浜四丁目５番３３号（大阪東郵便局私書箱第４６２号）
42 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 神戸市中央区 小野柄通７－１－１ 日本生命三宮駅前ビル８Ｆ
43 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 奈良市 本子守町１－１ 奈良上三条ビル３Ｆ
44 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 和歌山市 六番丁５ 和歌山第一生命ビルディング５Ｆ
45 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 鳥取市 扇町１１５－１ 鳥取駅前第一生命ビル２Ｆ
46 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 松江市 御手船場町５４９－１ 損保ジャパン日本興亜松江ビル６Ｆ
47 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 岡山市北区 幸町８－２９ 三井生命岡山ビル９Ｆ
48 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 広島市中区 胡町４－２１ 朝日生命広島胡町ビル８Ｆ
49 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 山口市 米屋町１－１５ みずほ銀行山口支店２Ｆ
50 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 徳島市 八百屋町３－２６ 大同生命徳島ビル６Ｆ
51 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 高松市 亀井町２－１ 朝日生命高松ビル７Ｆ
52 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 松山市 千舟町４－１－５ 高岡ビル６Ｆ
53 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 北九州市小倉北区 魚町１－４－２１ 魚町センタービル８Ｆ
54 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 福岡市中央区 天神１－１２－７ 福岡ダイヤモンドビル９Ｆ
55 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 佐賀市 駅前中央１－５－１０ 朝日生命佐賀駅前ビル３Ｆ
56 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 長崎市 興善町２－３１ 太陽生命長崎ビル５Ｆ
57 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 熊本市中央区 桜町１－２０ 西嶋三井ビル１１Ｆ
58 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 大分市 府内町３－４－２０ 大分恒和ビル６Ｆ
59 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 宮崎市 高千穂通１－６－３８ ニッセイ宮崎ビル３Ｆ
60 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 鹿児島市 山之口町１－１０ 鹿児島中央ビル８Ｆ
61 国土交通大臣登録0000008 一般財団法人日本不動産研究所 福田　進 1965/03/31 那覇市 久茂地３－１－１ 日本生命那覇ビル９Ｆ
62 東京都知事登録 0000009 日本不動産株式会社 坂口　安雄 1965/04/01 千代田区 岩本町１－１－７
63 国土交通大臣登録0000015 株式会社りそな銀行 東　和浩 1966/03/28 江東区 木場１丁目５番６５号
64 国土交通大臣登録0000015 株式会社りそな銀行 東　和浩 1966/03/28 大阪市中央区 備後町２－１－１
65 東京都知事登録 0000072 株式会社　立花不動産鑑定事務所立花　克彦 1966/12/01 大田区 田園調布１－４５－９
66 福岡県知事登録 0000004 日本不動産鑑定事務所 清水　優 1967/01/16 北九州市小倉北区 足原１－１３－１
67 和歌山県知事登録0000001 清水不動産鑑定士事務所 清水　正義 1967/02/10 和歌山市 吹上１－１－２２
68 新潟県知事登録 0000003 新潟不動産鑑定事務所 五十嵐　忠司1967/02/16 新潟市中央区 東大通２－２－２３



69 熊本県知事登録 0000051 （株）九州不動産鑑定所 青木　充信 1967/02/21 熊本市中央区 坪井４－１０－１
70 東京都知事登録 0000081 株式会社　横須賀不動産鑑定事務所林　達郎 1967/03/06 千代田区 岩本町２－３－９ 横須賀第一ビル１階
71 千葉県知事登録 0000013 株式会社　千葉不動産鑑定所 安田　雄策 1967/03/09 千葉市中央区 松波２－１－８
72 福岡県知事登録 0000007 株式会社　西日本不動産鑑定所 滝口　良爾 1967/03/16 福岡市城南区 樋井川７－２０－５
73 神奈川県知事登録0000004 株式会社　河村不動産鑑定事務所河村　龍 1967/03/31 横須賀市 富士見町１－７
74 愛知県知事登録 0000016 名鉄不動産株式会社 福嶋　敏雄 1967/07/04 名古屋市中村区 名駅４－２６－２５
75 国土交通大臣登録0000090 関東不動産鑑定事務所 井坂　雄 1967/07/31 土浦市 蓮河原新町１－３２
76 国土交通大臣登録0000090 関東不動産鑑定事務所 井坂　雄 1967/07/31 小美玉市 江戸９０－６４
77 国土交通大臣登録0000090 関東不動産鑑定事務所 井坂　雄 1967/07/31 中央区 京橋１－１４－４ 京橋東栄ビル１階
78 国土交通大臣登録0000019 株式会社谷澤総合鑑定所 岡村　秀樹 1967/08/14 仙台市青葉区 本町３－４－１８
79 国土交通大臣登録0000019 株式会社谷澤総合鑑定所 岡村　秀樹 1967/08/14 港区 赤坂１－１１－４４
80 国土交通大臣登録0000019 株式会社谷澤総合鑑定所 岡村　秀樹 1967/08/14 名古屋市中区 錦２－９－２７
81 国土交通大臣登録0000019 株式会社谷澤総合鑑定所 岡村　秀樹 1967/08/14 大阪市北区 中之島２－２－７
82 国土交通大臣登録0000019 株式会社谷澤総合鑑定所 岡村　秀樹 1967/08/14 神戸市中央区 磯上通７－１－８
83 国土交通大臣登録0000019 株式会社谷澤総合鑑定所 岡村　秀樹 1967/08/14 広島市中区 立町１－２３
84 国土交通大臣登録0000019 株式会社谷澤総合鑑定所 岡村　秀樹 1967/08/14 福岡市中央区 天神１－１０－１７
85 国土交通大臣登録0000020 株式会社中央不動産鑑定所 安澤　誠一郎1967/09/22 千葉市中央区 新町２４－９
86 国土交通大臣登録0000020 株式会社中央不動産鑑定所 安澤　誠一郎1967/09/22 中央区 日本橋３－５－１４
87 国土交通大臣登録0000020 株式会社中央不動産鑑定所 安澤　誠一郎1967/09/22 横浜市中区 海岸通３－９
88 国土交通大臣登録0000020 株式会社中央不動産鑑定所 安澤　誠一郎1967/09/22 大阪市中央区 淡路町１－６－９
89 国土交通大臣登録0000020 株式会社中央不動産鑑定所 安澤　誠一郎1967/09/22 高松市 寿町２－２－１０
90 群馬県知事登録 0000003 群馬土地株式会社 五十嵐　富三郎1968/02/13 前橋市 本町２－１３－１１ 前橋センタービル１４階
91 東京都知事登録 0000122 調和社不動産鑑定部 倉橋　總八 1968/02/13 大田区 田園調布２－４９－１５
92 長野県知事登録 0000002 株式会社長野県不動産鑑定事務所三原　三千雄1968/02/17 松本市 大手３－７－３
93 秋田県知事登録 0000001 エルグ不動産鑑定（株） 山陰　広和 1968/03/21 秋田市 山王６－１－１３ 山王プレスビル３階
94 国土交通大臣登録0000024 株式会社共立不動産鑑定事務所 横田　道隆 1968/04/13 渋谷区 渋谷１－１２－１２
95 国土交通大臣登録0000024 株式会社共立不動産鑑定事務所 横田　道隆 1968/04/13 横浜市中区 弁天通３－４３－１ サングレース関内１４０２
96 東京都知事登録 0000136 神田土地建物株式会社 山本　道廣 1968/12/02 千代田区 西神田１－３－６
97 国土交通大臣登録0000027 中央不動産（株） 矢野　正敏 1969/03/26 千代田区 神田美土代町７ 神田第二中央ビル
98 国土交通大臣登録0000027 中央不動産（株） 矢野　正敏 1969/03/26 大阪市中央区 南船場２－３－２ 南船場ハートビル
99 香川県知事登録 0000032 株式會社　岡會計事務所 岡　英一 1969/06/03 小豆郡土庄町 甲７３７－４

100 国土交通大臣登録0000030 大和不動産鑑定（株） 八杉　茂樹 1969/10/02 仙台市青葉区 二日町３－１０
101 国土交通大臣登録0000030 大和不動産鑑定（株） 八杉　茂樹 1969/10/02 千代田区 一ツ橋１－１－１
102 国土交通大臣登録0000030 大和不動産鑑定（株） 八杉　茂樹 1969/10/02 名古屋市中村区 名駅南１－２７－２
103 国土交通大臣登録0000030 大和不動産鑑定（株） 八杉　茂樹 1969/10/02 京都市下京区 四条通東洞院東入立売西町６０
104 国土交通大臣登録0000030 大和不動産鑑定（株） 八杉　茂樹 1969/10/02 大阪市西区 西本町１－４－１



105 国土交通大臣登録0000030 大和不動産鑑定（株） 八杉　茂樹 1969/10/02 奈良市 西大寺東町２－１－５６
106 国土交通大臣登録0000030 大和不動産鑑定（株） 八杉　茂樹 1969/10/02 北九州市小倉北区 魚町１－４－２１
107 国土交通大臣登録0000030 大和不動産鑑定（株） 八杉　茂樹 1969/10/02 福岡市中央区 天神１－１２－２０
108 大阪府知事登録 0000065 株式会社大阪鑑定所 荒木　久三 1969/11/15 大阪市住吉区 長峡町４－２
109 長野県知事登録 0000011 有限会社　大蔵不動産鑑定所 赤羽根　資裕1970/03/01 長野市 花咲町 １２５０－５
110 宮城県知事登録 0000002 青葉不動産鑑定株式会社 小野寺　和夫1970/03/05 仙台市青葉区 二日町６－６ シャンボール青葉１００１
111 東京都知事登録 0000173 かんべ土地建物（株） 神戸　雄一郎1970/04/10 品川区 大井１‐３‐６
112 岡山県知事登録 0000004 株式会社エスティマ 塚村　善明 1970/04/25 岡山市北区 大供二丁目１３－８
113 東京都知事登録 0000180 株式会社　近藤不動産総合鑑定所近藤　伸彦 1970/06/28 北区 王子１－２２－１５ コ－プ野村王子８０１
114 東京都知事登録 0000186 株式会社朝日不動産鑑定事務所 田坂　道生 1970/10/28 千代田区 内神田３－１１－１０
115 栃木県知事登録 0000005 株式會社　総研 五十嵐　仁 1970/10/29 宇都宮市 小幡２－４－５
116 大阪府知事登録 0000077 阪神電気鉄道株式会社 藤原　崇起 1971/01/04 大阪市北区 芝田１－１－４ 阪急ターミナルビル１５階
117 大分県知事登録 0000003 株式会社長嶋不動産鑑定事務所 土師　一弘 1971/02/09 大分市 城崎町２－４－７
118 宮崎県知事登録 0000001 株式会社　中神不動産鑑定所 菅野　道雅 1971/03/01 宮崎市 霧島２－２６１
119 神奈川県知事登録0000014 澤野法律・不動産鑑定事務所 澤野順彦 1971/03/06 横浜市中区 住吉町５－５７
120 静岡県知事登録 0000005 河口不動産鑑定事務所 河口　桂之助1971/03/18 熱海市 春日町２－９ 熱海駅前第二ビル
121 東京都知事登録 0000193 東電不動産株式会社 曽我　大平 1971/03/22 台東区 東上野４－１０－３ ＡＳＡＮＯビル
122 東京都知事登録 0000194 株式会社日興不動産鑑定所 栗原　友美 1971/03/22 杉並区 高円寺南４丁目２７番１０ 日興ビル
123 和歌山県知事登録0000003 株式会社山中不動産鑑定所 山中　静 1971/03/31 和歌山市 西汀丁３６番地 和歌山商工会議所２階
124 東京都知事登録 0000205 安田不動産株式会社 柳原　香積 1971/04/02 千代田区 神田錦町２－１１ ＴＧ安田ビル
125 鹿児島県知事登録0000035 株式会社南日本鑑定センター 室屋　京一 1971/04/08 鹿児島市 新屋敷町１２－１９
126 福島県知事登録 0000001 東北総合鑑定所 佐藤　雄一郎1971/05/12 白河市 大手町１１－１５
127 東京都知事登録 0000217 株式会社東京鑑定所 三山　義明 1971/05/27 中野区 野方５－２６－７
128 大阪府知事登録 0000088 中央不動産株式会社 金子　賢一郎1971/06/11 大阪市中央区 本町２－３－６ 本町ビジネスビル２階
129 福岡県知事登録 0000021 山内不動産鑑定事務所 山内　英行 1971/06/14 北九州市小倉北区 砂津１－３－１８
130 北海道知事登録 0000012 札幌不動産鑑定（株） 今田　幹丈 1971/07/28 札幌市東区 北十四条東１５－３－５ ＳＴビル３Ｆ
131 京都府知事登録 0000050 京都不動産鑑定所 清水　幸子 1971/09/07 京都市下京区 御影堂前町８４３
132 茨城県知事登録 0000011 小森不動産鑑定所 小森　次雄 1971/10/09 日立市 弁天町２－３－３
133 愛媛県知事登録 0000014 株式会社ＪＢＡ不動産鑑定事務所 合田　英昭 1971/12/10 四国中央市 川之江町２９７８－１
134 北海道知事登録 0000014 株式会社北海道中央不動産鑑定所猪子　道夫 1972/01/20 札幌市中央区 大通西８丁目２番地 レジディア大通西ビル２Ｆ
135 北海道知事登録 0000014 株式会社北海道中央不動産鑑定所猪子　道夫 1972/01/20 釧路市 幸町６丁目１０番地 幸６ビル２Ｆ
136 大分県知事登録 0000007 （株）九州鑑定 髙橋　薫 1972/03/01 大分市 猪野９５７－３８
137 神奈川県知事登録0000133 大塚不動産鑑定士事務所 大塚　隆 1972/03/30 横浜市中区 7-2桜木町３丁目７－２
138 大阪府知事登録 0000099 株式会社　大阪合同鑑定事務所 堀　三芳 1972/03/31 大阪市北区 天満２－１２－２０
139 兵庫県知事登録 0000023 前田総合鑑定所 前田秋雄 1972/04/05 神戸市灘区 大石北町６－２
140 新潟県知事登録 0000013 有限会社関越総合不動産鑑定所 植木　幸雄 1972/04/15 長岡市 左近３丁目８番地 カーサ左近１０２号



141 東京都知事登録 0000278 株式会社　日本鑑定所 萱原　英一 1972/05/25 江戸川区 西葛西６－２８－２０－４１４
142 山口県知事登録 0000006 山口鑑定協会 白石　征洋 1972/06/09 山口市 下竪小路６２番地
143 愛媛県知事登録 0000016 日野不動産鑑定事務所 日野　敦夫 1972/06/23 西条市 大町１５１１‐１
144 国土交通大臣登録0000045 株式会社三交不動産鑑定所 吉村　幹雄 1972/08/01 名古屋市中村区 名駅３－２１－７ 名古屋三交ビル７階
145 国土交通大臣登録0000045 株式会社三交不動産鑑定所 吉村　幹雄 1972/08/01 津市 丸之内９－１８
146 長野県知事登録 0000009 （株）長栄 藤澤　秀夫 1972/09/14 長野市 岡田１７８－２ 長野バスターミナル会館３階
147 国土交通大臣登録0000046 野村不動産株式会社 宮嶋　誠一 1972/11/01 新宿区 西新宿１丁目２６－２ 新宿野村ビル
148 国土交通大臣登録0000046 野村不動産株式会社 宮嶋　誠一 1972/11/01 大阪市中央区 平野町３－５－１２ 御堂筋野村ビル
149 愛知県知事登録 0000060 株式会社名古屋不動産鑑定所 原田　克己 1972/11/02 名古屋市千種区 池下１－１１－２１
150 愛媛県知事登録 0000019 （株）宮田鑑定会計事務所 清田　明弘 1972/12/20 松山市 歩行町１丁目７－１
151 長崎県知事登録 0000005 株式会社宮崎不動産鑑定所 宮崎英樹 1972/12/25 長崎市 興善町７－３
152 宮崎県知事登録 0000004 株式会社　長友総研 長友　岳夫 1973/03/23 宮崎市 旭２－１－５ 総研ビル
153 神奈川県知事登録0000030 東湘不動産鑑定所 宮寺　栄一 1973/03/28 藤沢市 鵠沼桜が岡４－１５－３６
154 福岡県知事登録 0000038 新日本総合鑑定株式会社 石田　美紀子1973/04/23 福岡市中央区 大名２－１０－２ シャンボール大名Ｂ－２０１
155 大阪府知事登録 0000123 三越不動産株式会社 竹中　一志 1973/05/17 大阪市天王寺区 上本町１－１－２０ 三越不動産ビル１階
156 沖縄県知事登録 0000003 有限会社南西リアルティ 下地　香代子1973/05/18 那覇市 泊１－２７－１６
157 富山県知事登録 0000006 不動産鑑定増井事務所 増井　洋 1973/05/28 富山市 桜橋通り５－１３ 富山興銀ビル５階
158 東京都知事登録 0000339 田原都市鑑定株式会社 田原　拓治 1973/07/10 千代田区 一番町１１－１－２０２
159 大阪府知事登録 0000127 公認会計士不動産鑑定士西浦康邦事務所西浦　康邦 1973/07/20 大阪市中央区 瓦町１－６－１ シティタワー大阪３５０３号
160 兵庫県知事登録 0000077 株式会社建部会計不動産事務所 建部　好治 1973/07/23 宝塚市 中州１－１１－１３
161 東京都知事登録 0000348 東栄株式会社 水田　敏夫 1973/09/05 千代田区 神田東松下町１７番地 もとみやビル５階
162 福岡県知事登録 0000039 渡辺不動産鑑定事務所 渡辺　安正 1973/09/25 北九州市小倉北区 下富野４－１６－３０
163 広島県知事登録 0000016 株式会社　山陽不動産鑑定所 高野　普吉 1974/03/08 広島市中区 堺町１－４－７－１００６
164 埼玉県知事登録 0000021 株式会社　日建鑑定 小林　章治 1974/03/28 熊谷市 仲町３
165 鳥取県知事登録 0000005 株式会社地域デザイン研究所 吉田　幹男 1974/04/01 鳥取市 大覚寺１７０－５８
166 大分県知事登録 0000010 有限会社　西日本圏不動産鑑定 脇坂　紘 1974/04/01 大分市 都町２－７－２３
167 大分県知事登録 0000011 田中不動産鑑定事務所 田中　民三 1974/04/01 日田市 玉川町１２番地
168 東京都知事登録 0000375 株式会社国土鑑定研究所 中西　英治 1974/04/02 新宿区 高田馬場４－２－９ コーポ白峰４０２
169 茨城県知事登録 0000038 株式会社榊原不動産鑑定事務所 榊原　武壽 1974/04/04 土浦市 下高津１－１５－１２
170 北海道知事登録 0000028 株式会社北海道地価研究所 石川　陽三 1974/04/05 旭川市 ６条通８丁目左３号 遠野ビル７階
171 兵庫県知事登録 0000038 株式会社　佐藤総合鑑定 佐藤仁思 1974/04/09 西宮市 和上町１－６
172 長野県知事登録 0000012 昭和不動産鑑定　株式会社 金子　和寛 1974/04/12 上田市 緑が丘１－２７－５９
173 福岡県知事登録 0000042 株式会社毎長不動産鑑定所 八木　穆 1974/04/19 福岡市中央区 西中洲１２－１３ 樋口ビル１Ｆ
174 東京都知事登録 0000392 芳村不動産鑑定問題研究所 芳村　栄太 1974/05/09 台東区 根岸２－１８－２－２１０
175 石川県知事登録 0000005 （株）石川県不動産鑑定事務所 野本　幸二 1974/05/14 小松市 本町３－１１
176 大阪府知事登録 0000261 株式会社近畿中部総合鑑定所 小倉　康秀 1974/06/03 大阪市中央区 玉造１－１８－５



177 富山県知事登録 0000008 住吉不動産鑑定事務所 住吉　徳一郎1974/06/06 富山市 砂町２－８
178 神奈川県知事登録0000123 横山不動産鑑定事務所 横山　智 1974/06/30 逗子市 逗子２－６－３３
179 山口県知事登録 0000010 株式会社中央総合鑑定事務所 福田　浩一 1974/08/16 下関市 南部町２３－６福田ビル３階
180 東京都知事登録 0000413 株式会社新日本不動産鑑定所 田口　浩 1974/10/03 渋谷区 渋谷１－２０－１７ 美竹ハイム４１１
181 愛知県知事登録 0000079 株式会社　愛知不動産鑑定所 松原　一隆 1974/10/04 名古屋市中区 栄３－１８－１ ナディアパークビジネスセンタービル１９階
182 宮崎県知事登録 0000006 （株）黒木総合鑑定 黒木　勇人 1974/10/23 宮崎市 松橋１－５－２７
183 徳島県知事登録 0000008 株式会社　近藤不動産鑑定所 近藤　茂雄 1974/11/01 阿南市 富岡町トノ町３４－１１
184 静岡県知事登録 0000144 （株）芝口不動産鑑定所 芝口　直樹 1975/03/06 静岡市葵区 銭座町１８－２２
185 大阪府知事登録 0000144 京阪電気鉄道株式会社 加藤　好文 1975/03/07 大阪市中央区 大手前１丁目７番３１号　ＯＭＭビル
186 岡山県知事登録 0000009 長家不動産鑑定士事務所 長家　靖 1975/03/26 岡山市北区 京橋町１番２号
187 大阪府知事登録 0000147 株式会社　補償評価研究所 渡邊　直 1975/03/29 大阪市中央区 谷町１丁目５番７－８０３号 ストークビル天満橋８階
188 東京都知事登録 0000444 向陽不動産鑑定所 福島　雄一 1975/04/05 中野区 上鷺宮５－１９－３
189 群馬県知事登録 0000014 須田不動産鑑定事務所 須田　知治 1975/04/11 伊勢崎市 昭和町３８０９
190 徳島県知事登録 0000009 （株）大和経済鑑定所 福家　功治 1975/04/15 徳島市 新蔵町１丁目７４番地 ＡＳＵＫＡⅢ　３Ｆ
191 熊本県知事登録 0000007 （株）三和不動産鑑定所 園田　修司 1975/04/15 熊本市東区 健軍１－６－２
192 沖縄県知事登録 0000008 上原不動産鑑定事務所 上原　勝雄 1975/04/18 那覇市 宇栄原３－３４－１７
193 東京都知事登録 0000450 株式会社　北嶋鑑定測量事務所 北嶋　守 1975/04/22 大田区 西蒲田７－４６－９ 月村ビル８０１
194 長崎県知事登録 0000009 鴻池不動産 池田　憲三 1975/05/17 長崎市 万才町２－７ 松本ビル４０２号
195 宮崎県知事登録 0000007 有限会社　宇田ビル鑑定 宇田　鋼司郎1975/06/16 宮崎市 広島１－１２－１７
196 大阪府知事登録 0000154 株式会社近畿鑑定地所 三浦　弘光 1975/06/28 大阪市中央区 南本町３－３－２３－６０８ インペリアル船場６０８号
197 福岡県知事登録 0000054 大東鑑定（株） 松﨑　能久 1975/08/23 福岡市中央区 舞鶴２－４－３０
198 東京都知事登録 0000474 株式会社　共同不動産鑑定所 北口　勝 1975/09/01 台東区 東上野３－２８－４ 上野スカイハイツ３０３
199 岐阜県知事登録 0000009 清水不動産鑑定事務所 清水　尚徳 1975/09/12 安八郡神戸町 南方９７６－１
200 奈良県知事登録 0000003 奈良総合鑑定（株） 西岡　譲二 1975/11/01 奈良市 南紀寺町１－１８１－１
201 愛知県知事登録 0000089 株式会社　桑澤鑑定補償研究所 伊藤　高義 1975/12/25 名古屋市千種区 今池２－１－６ 千種橋ビル８Ｆ
202 山口県知事登録 0000011 古屋不動産鑑定事務所 古屋　和利 1976/01/28 下関市 汐入町３９－７
203 埼玉県知事登録 0000028 株式会社　吉野アプレイザル 吉野　禎一 1976/02/06 さいたま市浦和区 常盤１－４－２３
204 長野県知事登録 0000015 田子不動産鑑定事務所 田子　忠男 1976/03/15 須坂市 小山２５５３－９
205 愛媛県知事登録 0000022 （株）北四国不動産鑑定センター 松本　英幸 1976/03/16 松山市 永木町１丁目７－１９
206 国土交通大臣登録0000276 （株）総合鑑定調査 山本　英次 1976/03/19 中津川市 中一色町３－１４
207 国土交通大臣登録0000276 （株）総合鑑定調査 山本　英次 1976/03/19 名古屋市千種区 仲田２－１７－７ 池下タワーズ４階
208 国土交通大臣登録0000276 （株）総合鑑定調査 山本　英次 1976/03/19 豊橋市 神明町４７－２
209 香川県知事登録 0000034 株式会社　平成不動産鑑定 小川　康俊 1976/03/27 高松市 屋島東町６３６番地
210 千葉県知事登録 0000027 清水不動産鑑定測量事務所 清水　文雄 1976/04/12 松戸市 馬橋２４１８－１４
211 北海道知事登録 0000035 株式会社　長瀬不動産鑑定事務所長瀨　公昭 1976/04/27 札幌市中央区 北二条西１４－３－３６
212 栃木県知事登録 0000010 有限会社鈴木不動産鑑定事務所 鈴木　泰彦 1976/04/27 宇都宮市 戸祭２－７－８



213 大阪府知事登録 0000168 （株）秋田不動産鑑定事務所 秋田佳紀 1976/05/28 大阪市中央区 高津２－７－５
214 神奈川県知事登録0000059 片岡不動産鑑定所 片岡周治 1976/06/15 鎌倉市 大船１－２６－３３ 片岡ビル
215 岐阜県知事登録 0000012 岐阜不動産鑑定所 小島　正三 1976/07/23 岐阜市 光町２－３３－２　 野村ビル１Ｆ
216 群馬県知事登録 0000019 株式会社　設楽総合鑑定所 設楽　篤司 1976/09/14 前橋市 大手町二丁目１８番１号
217 神奈川県知事登録0000061 株式会社三枚不動産 織茂誠一 1976/10/05 横浜市神奈川区 三枚町２６６－６
218 沖縄県知事登録 0000016 株式会社国土鑑定センター 仲本　徹 1976/10/14 那覇市 松山２－２５－１７
219 大阪府知事登録 0000178 アールピーかわい事務所 河合　睦博 1976/12/22 大阪市中央区 北久宝寺町４－３－８ 本町アーバンライフ９０５号
220 熊本県知事登録 0000010 有限会社　冨田不動産鑑定所 冨田　正毅 1977/02/05 熊本市中央区 上水前寺２－８－１７
221 富山県知事登録 0000012 江上不動産鑑定事務所 江上　修 1977/02/24 富山市 城北町１２－８
222 愛知県知事登録 0000094 株式会社東洋不動産鑑定コンサルタント小川　隆 1977/02/26 名古屋市中区 栄３－１１－５ 栄マンション７０１号
223 東京都知事登録 0000525 株式会社　米山 米山　重昭 1977/03/04 豊島区 駒込３－３－２２ 第九米山ビル
224 神奈川県知事登録0000237 （有）瀨戸不動産鑑定事務所 瀬戸　知昭 1977/03/10 海老名市 河原口２－２４－７
225 岡山県知事登録 0000041 株式会社馬場総合鑑定所 馬場　勉 1977/03/10 岡山市北区 大供３－１－１８ 瀬戸内海放送ＫＳＢ会館４階
226 青森県知事登録 0000003 （株）みちのく鑑定事務所 鈴木　泰雄 1977/03/20 青森市 中央１－３－１
227 群馬県知事登録 0000020 株式会社　五十嵐不動産鑑定事務所五十嵐　惇和1977/03/22 桐生市 東六丁目５番４０号
228 福岡県知事登録 0000061 貞和不動産鑑定株式会社 貞弘　賢治 1977/03/24 福岡市中央区 高砂２－１１－１８
229 山形県知事登録 0000004 有限会社　植松不動産鑑定事務所植松　知明 1977/03/28 酒田市 本町３－２－２
230 東京都知事登録 0000529 株式会社富士不動産鑑定所 赤尾　和男 1977/03/30 葛飾区 堀切７－１３－２２
231 広島県知事登録 0000052 株式会社豊田不動産鑑定所 豊田　武夫 1977/03/30 福山市 若松町７－８
232 鹿児島県知事登録0000038 株式会社モリ不動産鑑定事務所 山口幸太郎 1977/04/19 鹿児島市 鷹師１－４－１２
233 東京都知事登録 0000536 有限会社　尾嵜不動産鑑定事務所尾嵜　保 1977/05/02 立川市 錦町２－７－２２
234 愛知県知事登録 0000097 株式会社　新日 秋山　学 1977/05/11 名古屋市中川区 山王１－８－２８
235 愛知県知事登録 0000097 株式会社　新日 秋山　学 1977/05/11 豊橋市 駅前大通３－６０ 豊橋イーストビル６Ａ
236 京都府知事登録 0000036 信和不動産鑑定事務所 梅景　博一 1977/05/17 京都市上京区 室町通今出川下る北小路室町３９３－１
237 広島県知事登録 0000036 株式会社不動産評価研究所山下事務所山下　哲 1977/05/19 福山市 若松町３－２２
238 兵庫県知事登録 0000265 松枝リアルエステート 松枝　隆資 1977/05/23 神戸市北区 花山中尾台３－１８－６
239 兵庫県知事登録 0000115 株式会社　播磨総合鑑定 一色　かつみ1977/05/26 たつの市 龍野町堂本３４－１３
240 広島県知事登録 0000037 株式会社白築鑑定事務所 白築忠治 1977/05/30 広島市中区 上幟町３－２５ レオビル５階
241 群馬県知事登録 0000021 有限会社 星野不動産鑑定事務所 星野　昇 1977/05/31 高崎市 新後閑町９－１３
242 東京都知事登録 0000544 松前不動産鑑定事務所 松前　良子 1977/07/07 町田市 山崎町１３８０ シーアイハイツⅠ－１４０４
243 鹿児島県知事登録0000028 株式会社　柳元不動産鑑定事務所柳元　丘 1977/07/12 鹿児島市 上之園町７－１６ 柳元事務所４Ｆ
244 静岡県知事登録 0000026 伊豆不動産鑑定事務所 加藤　喜久 1977/08/10 三島市 文教町1-1-34
245 大阪府知事登録 0000190 株式会社善宝不動産鑑定所 上田　正行 1977/08/18 大阪市北区 西天満 （書協ビル３階）
246 栃木県知事登録 0000014 株式会社　県央鑑定所 森田　信也 1977/08/26 宇都宮市 東原町８－３１
247 栃木県知事登録 0000013 本沢鑑定補償研究所 本沢　利夫 1977/08/26 栃木市 小平町１１－３６
248 熊本県知事登録 0000011 株式会社西部不動産鑑定所 大原　洋一 1977/09/20 熊本市中央区 水前寺２－６－１１



249 国土交通大臣登録0000068 （株）NISSO 大谷　栄一 1977/10/11 千代田区 神田佐久間町１－２５
250 国土交通大臣登録0000068 （株）NISSO 大谷　栄一 1977/10/11 大阪市北区 豊崎２－７－９
251 東京都知事登録 0000550 株式会社西東京不動産鑑定所 山本　正光 1977/10/12 八王子市 八幡町５－４
252 神奈川県知事登録0000070 株式会社　京浜不動産鑑定所 代表取締役　勝木　雅治1977/10/12 横浜市中区 尾上町４－４７
253 栃木県知事登録 0000015 株式会社　山田総合鑑定 山田　和夫 1977/10/29 佐野市 亀井町２６５２
254 静岡県知事登録 0000028 小林不動産鑑定事務所 小林　繁 1977/11/22 静岡市葵区 上足洗１－２－１６
255 大阪府知事登録 0000194 阪和アセットアドバイザーズ株式会社安松谷　博之1977/12/24 大阪市中央区 伏見町３－２－４ 淀屋橋戸田ビル４階
256 神奈川県知事登録0000074 株式会社神奈川県都市開発研究所三平　治憲 1978/02/20 厚木市 栄町１－１６－１２ あいおい損保厚木ビル
257 岡山県知事登録 0000016 株式会社　倉敷不動産鑑定事務所原田　均 1978/02/28 倉敷市 玉島黒崎５０６０－１
258 千葉県知事登録 0000037 樫野不動産鑑定士事務所 樫野　浩史 1978/03/01 千葉市中央区 松波２－１－２
259 福岡県知事登録 0000071 株式会社不動産評価研究所　岩渕事務所岩渕　三千昭1978/03/13 北九州市小倉北区 馬借１－１－１７ ＫＯＫＵＲＡ　ＴＯＷＥＲ　７０１
260 神奈川県知事登録0000075 江蔵不動産鑑定士事務所 江蔵　耕一 1978/03/28 横浜市中区 常盤町２－２０ ヴェラハイツ関内３０７
261 熊本県知事登録 0000012 株式会社鑑定ソリュート熊本 麻生田　栄壽1978/03/30 熊本市中央区 城東町２－２０ 明治安田生命熊本ビル５階
262 愛知県知事登録 0000103 株式会社桜木不動産コンサルタント武藤　正行 1978/03/31 名古屋市中区 丸の内３－７－９ 丸の内チサンビル
263 愛知県知事登録 0000103 株式会社桜木不動産コンサルタント武藤　正行 1978/03/31 豊橋市 草間町字東山７５－１・（２０７）
264 岡山県知事登録 0000017 株式会社　岡山合同鑑定研究所 鎌田宣郎 1978/03/31 岡山市中区 東川原４０１－４
265 大阪府知事登録 0000248 （株）不動産市場研究所 藤尾　光司 1978/04/03 大阪市北区 天満２－８－４－８０５
266 神奈川県知事登録0000076 森不動産鑑定事務所 森　健治 1978/04/06 横浜市都筑区 茅ケ崎中央１２－１０ セレスティアルピーク５０１号室
267 山形県知事登録 0000006 小笠原不動産鑑定事務所 小笠原　寛明1978/04/13 山形市 松波２－３－９
268 徳島県知事登録 0000011 太子不動産鑑定株式会社 大平　恒己 1978/04/26 徳島市 一番町１－２０－３
269 静岡県知事登録 0000031 （株）財団評価研究所 兼橋　勲 1978/05/08 掛川市 亀の甲１－１９－１２
270 神奈川県知事登録0000078 有限会社　森田不動産鑑定事務所森田　明見 1978/05/12 秦野市 入船町１－１５ ＳＡＭビル２Ｂ
271 埼玉県知事登録 0000045 （株）関田不動産鑑定事務所 関田　啓之 1978/06/07 さいたま市浦和区 常盤９丁目４番１０－１５０２号
272 埼玉県知事登録 0000045 （株）関田不動産鑑定事務所 関田　啓之 1978/06/07 行田市 桜町２－２４－９
273 岐阜県知事登録 0000013 玉垣不動産鑑定士事務所 玉垣　一夫 1978/07/07 揖斐郡揖斐川町 三輪９６７－１
274 神奈川県知事登録0000082 林不動産鑑定事務所 林　次郎 1978/07/31 横浜市南区 榎町２－６２
275 茨城県知事登録 0000036 筑波補償鑑定株式会社 土田　達雄 1978/08/25 守谷市 久保ケ丘１－３－２
276 神奈川県知事登録0000259 株式会社　日土不動産鑑定所 田村　玲子 1978/08/27 横浜市神奈川区 神奈川本町７－９
277 愛媛県知事登録 0000023 水田不動産鑑定事務所 水田　正明 1978/09/01 四国中央市 川之江町１８２６
278 千葉県知事登録 0000040 株式会社島田不動産鑑定所 島田　憲二 1978/09/08 市川市 八幡２－４－９ かんていビル
279 東京都知事登録 0000586 株式会社第一エステートコンサルタンツ土谷　幸治 1978/09/14 港区 元赤坂１－１－７ オリエント赤坂モートサイドビル１１０７
280 千葉県知事登録 0000042 （株）小駒システム鑑定 小駒　博基 1978/09/30 木更津市 大和１丁目４－３
281 静岡県知事登録 0000034 松浦不動産鑑定所 松浦　英彦 1978/10/05 静岡市葵区 日出町１０－１７
282 国土交通大臣登録0000074 株式会社　関東不動産鑑定所 佐藤　吉男 1978/10/11 船橋市 前原西２－１４－１
283 国土交通大臣登録0000074 株式会社　関東不動産鑑定所 佐藤　吉男 1978/10/11 千代田区 五番町１２ ドミール五番町２－０１１
284 神奈川県知事登録0000083 本州不動産鑑定所 吉田　隆男 1978/10/23 横浜市港北区 新羽町１６２８番地 ＮＹビル



285 静岡県知事登録 0000035 長谷川不動産鑑定事務所 長谷川　鋭治1978/11/06 静岡市駿河区 東新田４－１４－２１
286 富山県知事登録 0000014 井上不動産鑑定事務所 井上　勉 1978/12/12 富山市 五福 ４１２１－１１
287 神奈川県知事登録0000088 湘南総合不動産鑑定株式会社 内田　章 1979/03/05 小田原市 城山１－９－１４ ファーストマンションⅡ－２０１
288 岐阜県知事登録 0000016 株式会社ライン不動産鑑定所 伊藤　正雄 1979/03/05 多治見市 音羽町４丁目２１番地 ハヤシビル　２階
289 和歌山県知事登録0000012 株式会社森本不動産鑑定所 森本　好典 1979/03/05 和歌山市 美園町５丁目１番地の１ 和歌山県ＪＡビル５階
290 岡山県知事登録 0000021 株式会社　岡山第一鑑定所 三宅　康雄 1979/03/05 岡山市北区 蕃山町４－５ 岡山繊維会館２階
291 岡山県知事登録 0000067 有限会社神田不動産鑑定所 神田　博美 1979/03/05 岡山市北区 一宮１９６－２４
292 香川県知事登録 0000019 有限会社　三誠不動産鑑定所 中山　武男 1979/03/16 高松市 多肥下町１５４９－４
293 愛知県知事登録 0000109 株式会社　フタバ補償コンサルタント太田　佳宏 1979/03/19 名古屋市千種区 菊坂町２－３６
294 秋田県知事登録 0000014 株式会社平岡不動産鑑定事務所 平岡　為義 1979/03/27 大館市 東台６丁目７－８０
295 岡山県知事登録 0000022 野納不動産鑑定事務所 野納芳昭 1979/03/27 岡山市北区 南方１－５－２ 奥村ビル４階
296 栃木県知事登録 0000016 （株）資産管理協会 深澤　昌治 1979/03/30 宇都宮市 下戸祭２丁目１２番１４号
297 福井県知事登録 0000009 株式会社福井県不動産鑑定センタ－力石　浩一 1979/04/01 福井市 松本３－１６－３９
298 大阪府知事登録 0000215 吉田総合不動産鑑定事務所 吉田武雄 1979/04/04 大阪市北区 西天満６丁目３＊６＊１０１ ＪＴビル１階
299 三重県知事登録 0000009 桝田不動産鑑定所 桝田　紘信 1979/04/05 津市 白塚町３５７２－１
300 埼玉県知事登録 0000043 瀬尾不動産鑑定士事務所 瀬尾　守 1979/04/11 越谷市 宮本町１－１４８－１－６１０ スカイマンション
301 千葉県知事登録 0000049 吉永不動産鑑定事務所 吉永　英明 1979/04/11 千葉市若葉区 北大宮台２－１１
302 富山県知事登録 0000015 富山総合不動産研究所 堀江　行一 1979/04/20 富山市 古鍛冶町６－１
303 青森県知事登録 0000005 （株）国土鑑定研究所 森　浩一郎 1979/05/02 弘前市 城東中央１－４－７
304 愛知県知事登録 0000112 株式会社愛知県不動産鑑定センター鳥居　信行 1979/05/02 豊橋市 向山町字中畑６７－４
305 福岡県知事登録 0000083 福岡不動産鑑定株式会社 山下　洋生 1979/05/10 福岡市中央区 渡辺通２－１－８２ 電気ビル北館４階
306 大阪府知事登録 0000221 株式会社天満橋鑑定事務所 福田　忠博 1979/05/17 大阪市中央区 谷町１－７－３
307 福岡県知事登録 0000084 株式会社　第一総合不動産鑑定事務所田中　信孝 1979/05/17 北九州市小倉北区 田町１０－３８
308 神奈川県知事登録0000252 有限会社大多和不動産鑑定事務所大多和　徳弘1979/05/31 横浜市栄区 小山台２－１－１７ 大多和ビル２階
309 東京都知事登録 0000613 日通不動産株式会社 井手野　高大1979/06/01 港区 東新橋１－９－３ 日本通運本社ビル１７階
310 大阪府知事登録 0000505 株式会社大同都市鑑定所 岩本柄力 1979/06/14 大阪市生野区 小路東２－１５－６
311 京都府知事登録 0000049 中西不動産鑑定士事務所 中西　肇 1979/07/02 京都市中京区 室町通錦小路下る菊水鉾町５７０－５ サンクタス四条室町４０２号
312 長崎県知事登録 0000011 長崎総合鑑定株式会社 渡辺　浩一 1979/07/13 長崎市 築町１－１９ 井手ビル
313 東京都知事登録 0000614 株式会社日本合同鑑定所 小田桐　雅也1979/07/16 千代田区 平河町１－６－８ 平河町貝坂ビル
314 国土交通大臣登録0000077 山下不動産鑑定株式会社 山下　峰正 1979/07/18 岐阜市 美江寺町２－１ 蚕糸会館４階
315 国土交通大臣登録0000077 山下不動産鑑定株式会社 山下　峰正 1979/07/18 名古屋市東区 葵１－１６－２８ 日吉ビル　６階
316 愛知県知事登録 0000114 太栄不動産鑑定所 鬼頭　博 1979/08/01 名古屋市中川区 宮脇町１－１１５
317 神奈川県知事登録0000494 共同不動産鑑定システムズ合同会社杉田　義朗 1979/08/04 横浜市西区 北幸２－４－１５ 中山ビル２階
318 愛知県知事登録 0000115 合資会社　豊田不動産鑑定所 梅村正明 1979/08/24 豊田市 元城町２丁目８番地２
319 奈良県知事登録 0000007 出川不動産鑑定事務所 出川邦雄 1979/10/01 香芝市 逢坂６－７８５
320 愛知県知事登録 0000117 髙木不動産鑑定事務所 髙木　一博 1979/10/06 名古屋市中村区 名駅４－２－７ 丸森パークビル４０１号



321 大阪府知事登録 0000226 有限会社 ＴＳＫ不動産鑑定 吉田　忠史 1979/11/21 大阪市中央区 安土町２丁目５－５ 本町明大ビル　７０５
322 東京都知事登録 0000633 株式会社虎ノ門鑑定所 繁本　晶 1979/12/15 港区 西新橋１－４－１３ ＢＦＫビル３Ｆ
323 兵庫県知事登録 0000079 株式会社　協同鑑定所 大家　通孝 1979/12/27 神戸市中央区 北長狭通５－８－４　大家ビル２階 大家ビル２階
324 栃木県知事登録 0000018 三宅不動産鑑定事務所 三宅　健一 1980/01/05 栃木市 薗部町２－１７－１７
325 東京都知事登録 0000635 株式会社　きめたハウジング 木目田　征 1980/01/14 町田市 南成瀬１－１－２
326 山梨県知事登録 0000006 竹野測量鑑定株式会社 竹野　満 1980/01/25 甲府市 武田１－６－９
327 福岡県知事登録 0000088 株式会社旭鑑定補償 津久井　顯 1980/02/01 福岡市中央区 白金２－１１－９ ＣＲ福岡ビル　５Ｆ
328 神奈川県知事登録0000094 横浜綜合鑑定事務所 志賀　善典 1980/02/14 横浜市中区 相生町１－１８ 光南ビル６階
329 香川県知事登録 0000021 合同不動産鑑定所 高橋　護 1980/02/23 高松市 扇町２－８－９
330 長野県知事登録 0000019 株式会社　信濃不動産鑑定事務所大日方　一成1980/03/01 松本市 本庄２－３－１８ 不動産情報センタービル
331 新潟県知事登録 0000032 株式会社北辰鑑定リサーチ 伊藤　正弘 1980/03/06 新潟市中央区 学校町通２番町５９８－３２
332 神奈川県知事登録0000119 株式会社飯田不動産鑑定事務所 飯田　行雄 1980/03/10 横浜市中区 相生町 トーカン馬車道キャステール６０４号
333 岡山県知事登録 0000025 西山不動産鑑定事務所 西山　悟 1980/03/17 岡山市南区 新保１３０１－１
334 宮城県知事登録 0000039 大友不動産鑑定事務所 大友　孝昭 1980/03/24 仙台市青葉区 一番町２－１０－１４ 旭コーポラス一番町ビルＢ－２１０
335 東京都知事登録 0000643 東京不動産鑑定事務所 中山　善次 1980/04/01 武蔵野市 中町３－２５－３
336 新潟県知事登録 0000033 浅妻不動産鑑定株式会社 浅妻　信 1980/04/01 新潟市中央区 寺裏通１－２４９
337 兵庫県知事登録 0000081 株式会社兵庫不動産鑑定所 塩住直彦 1980/04/10 姫路市 安田二丁目７５番地 西浦ビル
338 滋賀県知事登録 0000006 株式会社　近畿総合鑑定所 園田　淳史 1980/04/30 大津市 衣川２－１４－１０
339 愛知県知事登録 0000120 株式会社中部第一鑑定所 小川　隆文 1980/05/01 名古屋市千種区 内山３－２９－１０ 千種ＡＭビル
340 和歌山県知事登録0000015 株式会社井崎不動産鑑定事務所 井崎　睦朗 1980/05/10 和歌山市 広道２０　 田中ビル
341 岡山県知事登録 0000026 株式会社岡山不動産鑑定事務所 石田　正美 1980/05/14 岡山市北区 石関町２番１号 岡山県総合福祉会館１階
342 千葉県知事登録 0000057 合同不動産鑑定事務所 鈴木　常雄 1980/05/15 流山市 江戸川台東１－１２３
343 愛媛県知事登録 0000026 株式会社ケンホームズ 田中　健 1980/05/16 松山市 三番町４－１１－６ ＫＨ三番町プレイス５階
344 東京都知事登録 0000649 株式会社　文京不動産鑑定所 山口　紘一 1980/05/20 豊島区 南池袋２－５－１２
345 鳥取県知事登録 0000008 前田不動産鑑定事務所 前田　六仁 1980/05/28 倉吉市 南昭和町５９番地
346 兵庫県知事登録 0000083 （株）伊原鑑定綜合事務所 伊原　岳人 1980/06/06 豊岡市 正法寺２５０－９
347 愛知県知事登録 0000121 株式会社　安間不動産鑑定研究所安間　眞之助1980/06/12 名古屋市中区 丸の内３－７－９　１１Ｆ
348 茨城県知事登録 0000043 新都市鑑定補償株式会社 髙橋　敏夫 1980/06/30 土浦市 永国７８７
349 国土交通大臣登録0000129 株式会社　三友システムアプレイザル吉村　昌晴 1980/07/01 仙台市青葉区 一番町４－７－１７ 小田急仙台ビル６Ｆ
350 国土交通大臣登録0000129 株式会社　三友システムアプレイザル吉村　昌晴 1980/07/01 千代田区 平河町１－２－１０ 平河町第一生命ビル４Ｆ
351 国土交通大臣登録0000129 株式会社　三友システムアプレイザル吉村　昌晴 1980/07/01 名古屋市中区 錦１－１８－２４ ＨＦ伏見ビル８Ｆ
352 国土交通大臣登録0000129 株式会社　三友システムアプレイザル吉村　昌晴 1980/07/01 大阪市中央区 久太郎町２－１－３０ 船場ダイヤモンドビル１５Ｆ
353 東京都知事登録 0000660 株式会社都市総合不動産鑑定所 東村　昭平 1980/07/15 文京区 本郷６－１－１３
354 岡山県知事登録 0000027 株式会社 山下不動産鑑定事務所 山下　信一郎1980/08/04 岡山市北区 天神町２－８
355 広島県知事登録 0000045 有限会社　三谷不動産鑑定所 三谷　正登 1980/08/07 福山市 若松町１０－７ 若松ビル
356 新潟県知事登録 0000034 有限会社松本不動産鑑定所 松本　良司 1980/08/25 長岡市 西宮内２－１２６－２



357 埼玉県知事登録 0000056 中武不動産鑑定株式会社 松島　俊輔 1980/09/22 さいたま市大宮区 吉敷町１－１３３－１ ワンライトビル７階
358 大阪府知事登録 0000627 株式会社アイカワ事務所 相川　静江 1980/10/17 吹田市 千里山西１－３４－１７
359 愛知県知事登録 0000126 株式会社　五十嵐鑑定調査事務所五十嵐　康幸1980/10/25 名古屋市千種区 星ケ丘２－３９ カヤノビル２階
360 熊本県知事登録 0000015 資産総合鑑定株式会社 西川　毅彦 1980/11/04 熊本市中央区 水前寺６－２７－２０ 神水恵比須ビル３０３号
361 大阪府知事登録 0000242 高田省三 高田省三 1980/11/11 大阪市中央区 内淡路町１－４－８ 中大江ビル２階２０３号室
362 兵庫県知事登録 0000086 株式会社小林エステイト 長谷川大輔 1980/11/19 西宮市 南昭和町５－８
363 広島県知事登録 0000046 株式会社瀬戸内不動産鑑定事務所平木　三千人1980/12/18 福山市 若松町 ３－１０
364 東京都知事登録 0000673 株式会社日新不動産鑑定所 高澤　善光 1981/02/02 世田谷区 若林１－２－６
365 福岡県知事登録 0000094 株式会社　環境評価コンサルタント荒川　保昇 1981/02/12 福岡市中央区 天神４－５－１０ チサンマンション第２天神３１１号
366 千葉県知事登録 0000058 佐藤不動産鑑定事務所 佐藤　雅晴 1981/02/17 松戸市 新松戸４－７８ グリーンエステート３０１
367 長野県知事登録 0000028 有限会社　永山不動産鑑定事務所永山　博明 1981/02/25 上伊那郡辰野町 辰野１６１６番地
368 山形県知事登録 0000009 草刈不動産鑑定事務所 草刈昭次 1981/03/01 山形市 城西町５－２－６
369 宮城県知事登録 0000024 株式会社　寺田不動産鑑定事務所寺田　正俊 1981/03/03 仙台市青葉区 大町２－３－５－７０１
370 山口県知事登録 0000022 中村不動産鑑定士事務所 中村　安紹 1981/03/04 岩国市 錦見２－９－３４
371 香川県知事登録 0000043 株式会社国土評価システム 葛西　勇雄 1981/03/10 坂出市 林田町１６４０番地
372 静岡県知事登録 0000041 太田不動産鑑定事務所 太田　聰 1981/03/13 静岡市葵区 御幸町3-21-1704
373 東京都知事登録 0000678 不動産鑑定士齋藤康章事務所 齋藤康章 1981/03/14 荒川区 南千住５－２８－１０
374 新潟県知事登録 0000036 株式会社上越不動産鑑定所 小林　正夫 1981/03/14 上越市 五智１－２－１９
375 茨城県知事登録 0000023 東洋補償鑑定株式会社 岩﨑　晴男 1981/03/16 筑西市 直井１１６１－４
376 栃木県知事登録 0000020 池田不動産鑑定事務所 池田　克幸　 1981/03/16 宇都宮市 中今泉５－２－３４
377 福井県知事登録 0000013 立地カンテイ株式会社 斎藤　健治 1981/03/25 福井市 江守中２－２４０２
378 秋田県知事登録 0000007 （株）不動産鑑定センター 成田　忠一 1981/03/27 秋田市 東通３－９－２０
379 愛媛県知事登録 0000027 松山不動産鑑定　株式会社 井東　孝行 1981/03/27 松山市 萱町一丁目３番地３
380 山口県知事登録 0000020 山口総合不動産鑑定事務所 中司　完治 1981/04/01 防府市 多々良２－９－１８
381 神奈川県知事登録0000099 帝國不動産鑑定所 黒川　裕一郎1981/04/03 藤沢市 藤が岡２－１７－１
382 熊本県知事登録 0000018 有限会社　村山総合鑑定事務所 村山光範 1981/04/06 熊本市中央区 坪井３丁目１番６号
383 埼玉県知事登録 0000060 大宮不動産鑑定所 切敷　幸志 1981/04/11 さいたま市北区 大成町４－８９
384 埼玉県知事登録 0000061 渋谷不動産鑑定士事務所 渋谷正雄 1981/04/11 蓮田市 東５－５－１０
385 東京都知事登録 0000685 植松不動産鑑定士事務所 植松　行永 1981/04/15 大田区 大森北３－１９－９　　２０１
386 大阪府知事登録 0000249 株式会社田園不動産鑑定 中野　聡 1981/04/21 大阪市中央区 谷町９－１－２２ ＮＫ谷町ビル４０５号
387 愛知県知事登録 0000128 株式会社中央鑑定評価研究所 十倉　幸 1981/04/27 名古屋市名東区 上社２丁目１６番地
388 長野県知事登録 0000024 株式会社　信州不動産鑑定 寺沢　秀文 1981/05/22 飯田市 高羽町３－７－３ 寺沢コーポ
389 兵庫県知事登録 0000093 株式会社　浜之上補償評価 濱之上　神年1981/06/01 神戸市須磨区 神撫町４－３－３５
390 島根県知事登録 0000004 株式会社福田鑑定 福田　満信 1981/07/02 松江市 東本町５－１６－９ 山根ビル
391 神奈川県知事登録0000105 平山不動産鑑定事務所 平山　廣司 1981/07/07 相模原市中央区 清新６－１７－２０
392 国土交通大臣登録0000089 （株）大河内不動産鑑定事務所 張間　雄次 1981/07/20 市川市 東菅野１－２－８ ユノビル２階４号



393 国土交通大臣登録0000089 （株）大河内不動産鑑定事務所 張間　雄次 1981/07/20 新宿区 新宿１－３０－５ ＫＮＣビル４０３号
394 大阪府知事登録 0000251 株式会社　建元不動産研究所 建元　登美子1981/07/27 大阪市北区 天満４－１５－３
395 新潟県知事登録 0000038 長岡不動産鑑定所 高橋　保 1981/08/27 長岡市 台町１－３－３
396 北海道知事登録 0000057 株式会社加藤不動産鑑定所 加藤　一郎 1981/10/06 室蘭市 高砂町２－１３－２
397 長野県知事登録 0000025 共信不動産鑑定株式会社 宮本　吉豊 1981/11/26 上田市 緑が丘３－１８－１７
398 福井県知事登録 0000016 株式会社　林不動産鑑定所 林　逸男 1981/12/16 福井市 大願寺２－９－１ 福井開発ビル６０１
399 青森県知事登録 0000008 （株）Ｊカンテイ 久保田　新 1982/02/05 青森市 橋本３－１３－５－２０６
400 千葉県知事登録 0000065 松原不動産鑑定事務所 松原　一彦 1982/02/13 市川市 新田１－５－９
401 大阪府知事登録 0000259 関西不動産研究所 塩見　宙 1982/02/17 大阪市中央区 北浜１－９－１０ 宗田ビル
402 山口県知事登録 0000021 富士不動産鑑定（株） 藤井　正隆 1982/02/20 下関市 秋根本町２－１０－１０
403 青森県知事登録 0000009 （有）東奥不動産鑑定事務所 後藤　薫 1982/02/23 青森市 桜川６丁目１９－７
404 東京都知事登録 0000725 楽満鑑定事務所 楽満　徹 1982/03/01 港区 赤坂２－１７－６５－１０３
405 兵庫県知事登録 0000097 長谷川不動産鑑定事務所 長谷川　一嘉1982/03/01 神戸市西区 富士見が丘４－３－１６
406 愛知県知事登録 0000131 宝不動産株式会社 長崎　守利 1982/03/03 名古屋市熱田区 神宮四丁目７番２７号
407 長野県知事登録 0000035 西入不動産鑑定事務所 西入　悦雄 1982/03/05 上田市 中央１丁目３番１３号
408 静岡県知事登録 0000045 濱松不動産鑑定株式会社 中村　進一郎1982/03/08 浜松市中区 早馬町３番地６
409 静岡県知事登録 0000044 竹村不動産鑑定事務所 竹村　俊男 1982/03/08 沼津市 大手町四丁目５番１７号
410 国土交通大臣登録0000095 （株）立地評価研究所 若崎　周 1982/03/09 中央区 銀座１－１４－４ プレリー銀座ビル７階
411 国土交通大臣登録0000094 株式会社　関西総合鑑定所 細見　正博 1982/03/09 大津市 京町３丁目２番１０号 京町アークビル４階
412 国土交通大臣登録0000094 株式会社　関西総合鑑定所 細見　正博 1982/03/09 京都市中京区 烏丸通竹屋町下ル少将井町２３０－１　 トライグループ烏丸ビル３階
413 国土交通大臣登録0000094 株式会社　関西総合鑑定所 細見　正博 1982/03/09 大阪市中央区 北浜１丁目１番２７号 グランクリュ大阪北浜５０９号室
414 国土交通大臣登録0000095 （株）立地評価研究所 若崎　周 1982/03/09 大阪市中央区 北浜３―２―２５
415 栃木県知事登録 0000024 株式会社　統信不動産鑑定所 古川　一正 1982/03/10 小山市 城東６－８－８
416 埼玉県知事登録 0000069 三京株式会社 榎本　研二 1982/03/11 入間市 小谷田 １－８－１７
417 神奈川県知事登録0000176 有限会社三浦不動産鑑定所 関　秀一 1982/03/11 横浜市港南区 上大岡西1-12-3 サンシティ上大岡４０５
418 山口県知事登録 0000043 有限会社　榎本不動産鑑定・補償コンサルタント榎本　孝義 1982/03/11 周南市 原宿町２－１ 梅田ビル２０１
419 神奈川県知事登録0000186 株式会社　松崎不動産鑑定事務所松崎　明 1982/03/16 海老名市 中央２－４－４５ 池田ビル３階
420 大分県知事登録 0000021 有限会社　折原不動産鑑定事務所折原　修己 1982/03/26 大分市 生石港町２－７－１６
421 島根県知事登録 0000005 出雲総合不動産鑑定事務所 中村　裕一 1982/03/27 出雲市 大津町５５８番地
422 東京都知事登録 0000733 株式会社大坪不動産鑑定所 大坪　広治 1982/04/01 港区 新橋３－３－２
423 新潟県知事登録 0000042 信越不動産鑑定所 内田　一夫 1982/04/06 上越市 青木２８５－４
424 千葉県知事登録 0000070 株式会社三共不動産鑑定所 鈴木　茂生 1982/04/14 松戸市 根本８－３
425 沖縄県知事登録 0000023 有限会社 大央財産コンサルタンツ山里　英也 1982/04/17 那覇市 泊１－２９－７ １Ｆ
426 宮城県知事登録 0000028 有限会社大山不動産鑑定事務所 大山　明政 1982/05/01 仙台市青葉区 二日町１１－１２
427 埼玉県知事登録 0000071 （株）川名不動産鑑定事務所 川名　俊行 1982/06/01 上尾市 愛宕１－７－１０ コスモ上尾２０７
428 東京都知事登録 0000743 株式会社髙橋不動産総合鑑定所 髙橋　正一 1982/06/01 練馬区 豊玉北６－２－１－２８０７ ディアマークスキャピタルタワー



429 大阪府知事登録 0000262 信和不動産鑑定事務所 伊藤　暢昭 1982/06/14 八尾市 西山本町５丁目１０－２８
430 新潟県知事登録 0000057 有限会社　佐藤不動産鑑定士事務所佐藤　勤 1982/07/01 長岡市 喜多町１０８５－２ 第二戸貴田ビル３階
431 北海道知事登録 0000063 株式会社本間不動産鑑定事務所 本間　敏弘 1982/07/12 札幌市中央区 南一条西２３－１－１ 朝日ビル３階
432 福岡県知事登録 0000101 川崎一秀不動産鑑定士事務所 川崎　一秀 1982/07/14 大牟田市 花園町３８
433 北海道知事登録 0000064 株式会社山本不動産鑑定所 山本　諭 1982/07/16 旭川市 東光１６条５－１－８
434 大阪府知事登録 0000387 株式会社　小山不動産鑑定事務所小山　道孝 1982/08/05 大阪市北区 東天満２－９－４ 千代田ビル東館１０階
435 大阪府知事登録 0000265 株式会社メガロポリス研究所 網家　邦夫 1982/08/09 箕面市 粟生外院４－１７－１
436 東京都知事登録 0000748 西田不動産鑑定事務所 西田　紘一 1982/09/01 世田谷区 等々力５－２１－１７
437 埼玉県知事登録 0000073 有限会社　神山不動産鑑定所 神山　喜久男1982/09/16 所沢市 松葉町２２－１８
438 埼玉県知事登録 0000074 株式会社　武蔵不動産鑑定所 加藤　齊 1982/09/27 桶川市 加納８６３－２
439 京都府知事登録 0000057 岩本義不動産鑑定事務所 岩本　　一 1982/10/19 京都市中京区 七観音町６３３
440 広島県知事登録 0000055 向井不動産鑑定士事務所 向井弘二 1982/11/08 広島市中区 広瀬町３－７－５０２
441 神奈川県知事登録0000113 中津川不動産鑑定事務所 中津川　治 1982/11/16 厚木市 旭町５－４３－３２
442 東京都知事登録 0000755 株式会社 日興商事不動産 藤澤　稔 1982/12/01 三鷹市 上連雀１ー１ー５ー１０２
443 愛知県知事登録 0000138 株式会社中総合鑑定所 水谷　明 1982/12/06 名古屋市中区 新栄２－１－９ 雲竜ビル東館１００４
444 兵庫県知事登録 0000100 有限会社　神戸アプレーザル事務所野水　俊彦 1982/12/21 神戸市中央区 多聞通２－１－１０ 第２法友会館６階
445 富山県知事登録 0000017 有限会社貫田鑑定補償事務所 貫田　貞夫 1983/01/04 富山市 鹿島町２－２－２
446 岡山県知事登録 0000032 坪田不動産鑑定事務所 坪田　隆治 1983/01/04 岡山市北区 野田２丁目７番１２号 プチブル野田２０２号
447 島根県知事登録 0000006 山内不動産鑑定事務所 山内　瑛明 1983/01/12 出雲市 今市町北本町２－４－１
448 大阪府知事登録 0000764 近鉄不動産株式会社 赤坂　秀則 1983/01/28 大阪市天王寺区 上本町６－５－１３ 上本町新歌舞伎座ビル１１Ｆ
449 滋賀県知事登録 0000010 内田不動産鑑定事務所 内田　宏 1983/02/01 大津市 京町３－２－２３
450 青森県知事登録 0000010 （有）斎藤不動産鑑定事務所 斎藤　優 1983/02/02 弘前市 元大工町３５－４
451 秋田県知事登録 0000008 ジェイ．ビイ．ブライアン株式会社 白沢　啓 1983/02/02 秋田市 八橋新川向１０－１５
452 茨城県知事登録 0000025 関山不動産鑑定事務所 関山　成康 1983/02/14 日立市 弁天町３－９－１
453 茨城県知事登録 0000026 大塚不動産鑑定士事務所 大塚　恆寛 1983/02/21 日立市 助川町２－１－１５
454 茨城県知事登録 0000028 村上不動産鑑定事務所 村上　功夫 1983/02/21 守谷市 みずき野４－６－１３
455 福島県知事登録 0000016 　有限会社赤塚不動産鑑定事務所赤塚　治夫 1983/03/04 いわき市 小島町２－１６－１３
456 北海道知事登録 0000067 株式会社三好不動産鑑定事務所 三好　克治 1983/03/07 札幌市中央区 南十一条西２０－１－１４
457 愛知県知事登録 0000139 株式会社　玄同鑑定事務所 藤井　圓隆 1983/03/10 名古屋市中村区 名楽町４－１６
458 大阪府知事登録 0000271 磯部不動産鑑定株式会社 磯部　博 1983/03/10 大阪市北区 天満４丁目１７－１５ 宮永ビル２階
459 茨城県知事登録 0000027 イワイ不動産鑑定センター 小祝　良廣 1983/03/14 水戸市 備前町１番３２－１０１号
460 長崎県知事登録 0000015 新都市不動産鑑定株式会社 原口　直聰 1983/03/16 長崎市 万才町３番４号 大和生命ビル３Ｆ
461 神奈川県知事登録0000115 飯田不動産鑑定事務所 飯田　俊雄 1983/03/18 横浜市港南区 港南3-22-3
462 神奈川県知事登録0000114 石田不動産鑑定事務所 石田　茂 1983/03/18 川崎市高津区 久本３－６－１－１２０１
463 東京都知事登録 0000761 中澤不動産鑑定事務所 中澤　裕治 1983/03/22 豊島区 池袋２－６１－５　 エシールＫＴ５０１
464 石川県知事登録 0000014 西野総合鑑定（株） 西野　卓実 1983/03/23 金沢市 泉野町１－８－７



465 宮崎県知事登録 0000011 （株）今村鑑定補償 出水　昌文 1983/03/24 都城市 前田町１５－１０－２
466 岐阜県知事登録 0000020 株式会社東海不動産鑑定所 赤堀　壽宏 1983/03/31 岐阜市 加納上本町４－２－２
467 東京都知事登録 0000767 株式会社不動産鑑定企画 田辺和夫 1983/04/01 文京区 千駄木１－３－５
468 国土交通大臣登録0000100 （株）太陽不動産鑑定所 黒田　静男 1983/04/04 足利市 久松町１８
469 国土交通大臣登録0000100 （株）太陽不動産鑑定所 黒田　静男 1983/04/04 港区 西新橋２－１３－１６ 町田ビル２Ｆ
470 北海道知事登録 0000070 株式会社　早坂不動産鑑定所 早坂　元 1983/04/11 札幌市豊平区 西岡一条５丁目８番２号
471 福岡県知事登録 0000106 株式会社アプレイザル福岡 安木　徳男 1983/04/13 福岡市博多区 博多駅前４－１４－２０ ライオンズステーションプラザ博多２０１号室
472 佐賀県知事登録 0000006 株式会社鑑定ソリュート佐賀 福田　勝法 1983/04/13 佐賀市 長瀬町１０－１８
473 群馬県知事登録 0000057 株式会社　アイエヌ鑑定 飯塚　博忠 1983/04/16 館林市 西本町 ３－２８
474 長野県知事登録 0000027 株式会社都市不動産鑑定事務所 矢崎　敏臣 1983/04/26 茅野市 塚原２－５－１７
475 東京都知事登録 0000771 有限会社　内田不動産管理 内田　義久 1983/05/02 大田区 田園調布本町２９－１５－３０１
476 東京都知事登録 0000774 山本不動産鑑定事務所 山本　洋一 1983/05/16 千代田区 神田神保町２－１４ 朝日神保町プラザ９０６号
477 東京都知事登録 0000772 有限会社大矢不動産企画鑑定所 大矢　内蔵司1983/05/16 立川市 富士見町４丁目２０番２４号
478 沖縄県知事登録 0000025 株式会社　沖縄不動産総合鑑定所島袋　寛盛 1983/06/03 那覇市 古波蔵４－７－５
479 山口県知事登録 0000027 （株）共同不動産鑑定システムズ 稲田　豊 1983/06/23 下関市 長府才川１－４３－６２
480 長崎県知事登録 0000017 株式会社県央総合不動産鑑定 池田　光利 1983/06/25 諫早市 上町４－３
481 岡山県知事登録 0000033 小笠原不動産鑑定事務所 小笠原　照也1983/06/29 岡山市中区 竹田４７－１
482 神奈川県知事登録0000212 落合不動産鑑定事務所 落合　繁雄 1983/07/23 川崎市川崎区 砂子１丁目１０－２ ソシオ砂子ビル２０３
483 山形県知事登録 0000015 株式会社　羽陽不動産鑑定事務所森谷昌幸 1983/08/11 山形市 上町５－５－２７
484 宮崎県知事登録 0000012 （株）カワノ不動産鑑定事務所 河野　純一 1983/08/18 宮崎市 瀬頭２－３－４ カワノ鑑定ビル
485 岡山県知事登録 0000076 有限会社不動産鑑定士宗友事務所宗友　隆明 1983/09/01 和気郡和気町 泉４６５－２
486 東京都知事登録 0000787 青沼不動産鑑定事務所 青沼　康男 1983/09/16 港区 芝４－６－１６ ライオンズ三田８０５
487 大阪府知事登録 0000277 株式会社空間評価研究所 横　準介 1983/09/26 高槻市 寺谷町２３番８号
488 宮崎県知事登録 0000013 株式会社　林不動産鑑定所 林　和夫 1983/09/28 延岡市 本町２－３－８
489 宮城県知事登録 0000030 有限会社仙台カンテイ 齋　正晴 1983/10/04 仙台市青葉区 二日町１３－２６－４０６
490 鹿児島県知事登録0000044 株式会社綜合不動産鑑定研究所 吉田　捷夫 1983/11/25 鹿児島市 武岡５ー１２－２
491 鹿児島県知事登録0000045 株式会社　中原総合鑑定所 中原　良平 1984/01/06 鹿児島市 鴨池１－１２－１７
492 神奈川県知事登録0000136 株式会社ワタナベ不動産鑑定事務所渡部秀一 1984/01/07 横浜市神奈川区 台町１－４－８０３ ライオンズマンション台町第２
493 岩手県知事登録 0000008 有限会社尾形不動産鑑定事務所 尾形　善美 1984/01/18 一関市 八幡町1-37 一関河北ビル２Ｆ
494 新潟県知事登録 0000045 相川不動産鑑定士事務所 相川　良平 1984/01/26 新潟市中央区 新和４－５－１５
495 岩手県知事登録 0000009 小笠原不動産鑑定所 小笠原　徳雄1984/01/31 盛岡市 永井１７－３９
496 千葉県知事登録 0000080 株式会社　第一総合鑑定所 齋藤雅裕 1984/02/01 松戸市 日暮１－２－８
497 高知県知事登録 0000011 有限会社　松村不動産鑑定所 松村　幸生 1984/02/01 高知市 升形９－１０
498 鹿児島県知事登録0000046 株式会社　前田総合鑑定所 前田　豊 1984/02/01 鹿児島市 泉町１１－１９ 第三丸福ビル２Ｆ
499 静岡県知事登録 0000052 岩井不動産鑑定所 岩井正幸 1984/02/02 浜松市中区 中央２－１２－１２
500 大阪府知事登録 0000279 河南不動産鑑定 福冨　順一 1984/02/03 羽曳野市 羽曳が丘西１－６－４５



501 熊本県知事登録 0000019 猿渡一巳事務所 猿渡一巳 1984/02/08 山鹿市 山鹿４３８番地 大宮パークハイツ１０２号
502 東京都知事登録 0000795 深町不動産鑑定事務所 深町和正 1984/02/16 世田谷区 成城７－３５－３７
503 三重県知事登録 0000018 コクド鑑定・調査株式会社 鈴木　茂基 1984/02/22 津市 広明町１２１－２
504 山梨県知事登録 0000007 （株）山梨不動産鑑定所 高柳　知則 1984/03/05 甲府市 中央４－５－２０
505 山形県知事登録 0000016 月田不動産鑑定事務所 月田　真吾 1984/03/06 山形市 松山３－１０－１１
506 神奈川県知事登録0000125 杉本不動産鑑定株式会社 杉本　隆司 1984/03/15 小田原市 栄町１丁目４－９ 尾崎ビル３階
507 京都府知事登録 0000064 若尾不動産鑑定事務所 若尾　一郎 1984/03/15 京都市山科区 音羽野田町２７－９
508 東京都知事登録 0000802 西南不動産鑑定事務所 井上　光夫 1984/03/16 町田市 鶴川２－１８－５
509 宮城県知事登録 0000032 （有）奥村不動産鑑定所 奥村　徹 1984/03/21 仙台市青葉区 二日町１３－２６ ネオハイツ勾当台６０５号
510 東京都知事登録 0000805 （株）新都市不動産鑑定 黒木　中 1984/03/21 福生市 牛浜１２８ コート・アドバンス　２０２
511 山梨県知事登録 0000010 今井不動産鑑定事務所 今井　邦夫 1984/04/02 甲府市 丸の内2-28-12
512 奈良県知事登録 0000066 若林行政書士事務所 若林平三郎 1984/04/08 北葛城郡王寺町 本町２丁目２０番２号
513 福岡県知事登録 0000108 石井不動産鑑定士事務所 石井　修 1984/04/12 福岡市中央区 舞鶴２－１－２１
514 広島県知事登録 0000058 有限会社　成不動産鑑定 成　芳則 1984/05/24 三次市 十日市南７－１－１５
515 千葉県知事登録 0000083 有限会社本州不動産鑑定所 嶋田　典明 1984/05/30 習志野市 本大久保４－４－８１
516 青森県知事登録 0000012 株式会社　陽気不動産鑑定事務所佐藤　俊彦 1984/06/15 青森市 長島３－１７－４
517 東京都知事登録 0000815 株式会社総合不動産鑑定コンサルタント菊池洋三 1984/06/15 豊島区 東池袋３－４－３ 池袋イーストビル２階
518 新潟県知事登録 0000047 岩橋不動産鑑定士事務所 岩橋泰規 1984/06/29 新潟市中央区 美咲町１－１１－１５
519 大分県知事登録 0000022 株式会社　九州補償センター 芦刈　冨士太1984/08/02 大分市 金池町１－５－７－８０９
520 東京都知事登録 0000819 株式会社ランド・コンサルタント 長尾　圭司 1984/09/05 豊島区 北大塚２－２７－３
521 群馬県知事登録 0000023 有限会社吉門不動産鑑定士事務所吉門　慶良 1984/09/07 高崎市 九蔵町５３－６
522 山口県知事登録 0000029 地域政策研究所 濱口紘好 1984/09/18 下関市 武久町２－７１－１２
523 広島県知事登録 0000060 株式会社　シラキ会計鑑定 新良貴　明 1984/09/25 福山市 沖野上町４－１８－１７
524 福岡県知事登録 0000113 （株）総研 吉崎　武雄 1984/10/20 福岡市中央区 天神１丁目１３－２ 興銀ビル５階
525 茨城県知事登録 0000029 佐藤不動産鑑定（株） 佐藤　実 1984/11/06 水戸市 五軒町１－３－３４ 会計ビル２Ｆ
526 千葉県知事登録 0000087 山野井会計鑑定事務所 山野井　孝義1984/11/09 船橋市 海神４－１４－１０
527 兵庫県知事登録 0000103 株式会社　冨久屋商事 小堂安彦 1984/11/20 芦屋市 大桝町７－２ 芦屋ファイブ５０１
528 岡山県知事登録 0000050 株式会社都市空間調査研究所 三宅　伴雄 1984/11/25 岡山市北区 内山下２－１１－２６
529 富山県知事登録 0000021 株式会社かけい補償コンサルタント筧　秀衛 1984/12/19 富山市 稲荷元町１－８－６
530 東京都知事登録 0000833 株式会社日本不動産コンサルタント星　英彦 1985/01/16 品川区 東五反田１－１１－８
531 北海道知事登録 0000075 六星不動産鑑定株式会社 松井　良洋 1985/01/21 札幌市中央区 南２条東２－８－１ 大都ビル８階
532 北海道知事登録 0000076 株式会社三原不動産鑑定事務所 三原　正之 1985/02/01 札幌市中央区 南二条西７－８－２ 南２条ビル　２０１号
533 宮城県知事登録 0000035 （株）東北都市不動産鑑定事務所 石墨　正明 1985/02/07 仙台市青葉区 北目町3-3 ＪＢＳ第二萬栄ビル４０１号
534 東京都知事登録 0000838 双葉不動産鑑定事務所 指田　明 1985/02/15 中野区 鷺宮６－１８－７
535 大阪府知事登録 0000296 岸田不動産鑑定事務所 岸田克美 1985/02/25 大阪市中央区 東心斎橋１－３－１９ 五興ビル４階
536 兵庫県知事登録 0000105 株式会社　神明総合鑑定所 松井　孝晴 1985/02/28 明石市 和坂１３番地６ プラスパ西明石　２０２号



537 愛媛県知事登録 0000029 （株）阿部総合鑑定所 阿部　弘治 1985/03/02 松山市 西一万町９－３
538 福島県知事登録 0000021 石井不動産鑑定事務所 石井　金男 1985/03/04 相馬市 中村字笹川１４－１
539 鹿児島県知事登録0000048 南九州鑑定（株） 前原　秀昭 1985/03/09 鹿児島市 西千石町７－３９
540 愛知県知事登録 0000149 株式会社岡崎不動産鑑定事務所 熊谷　春樹 1985/03/13 岡崎市 向山町５－１１
541 東京都知事登録 0000841 山本不動産鑑定事務所 山本　忍 1985/03/22 町田市 金井２－２２－３２－４０２
542 佐賀県知事登録 0000007 有限会社九州鑑定サービス 堺　弘康 1985/03/22 佐賀市 赤松町9-19
543 愛知県知事登録 0000150 名西総合鑑定所 西田幹夫 1985/03/28 名古屋市西区 城西三丁目２１番２３号
544 福岡県知事登録 0000115 株式会社鑑定ソリュート福岡 廣原　浩一 1985/03/28 福岡市博多区 博多駅東２－６－１ 九勧筑紫通ビル３階
545 北海道知事登録 0000077 株式会社不動産評価コンサルタント合田　修 1985/04/01 帯広市 西六条南１４丁目２番地
546 岡山県知事登録 0000038 山陽鑑定コンサルタント株式会社 竹下　俊彦 1985/04/01 岡山市北区 大供１－７－９
547 岡山県知事登録 0000039 株式会社日興不動産鑑定事務所 大塚　恒一 1985/04/01 岡山市北区 磨屋町２－１
548 広島県知事登録 0000062 株式会社　田原総合鑑定所 田原　寛 1985/04/01 広島市中区 本川町２－５－１７
549 岩手県知事登録 0000011 陸中不動産鑑定事務所 槻舘　弘見 1985/04/06 盛岡市 中野２－４－７
550 福島県知事登録 0000022 株式会社高橋不動産鑑定事務所 高橋　雄三 1985/04/08 福島市 北五老内町１－３ 福島法曹ビル２０１
551 岡山県知事登録 0000040 藤原鑑定事務所 藤原　秀幸 1985/04/10 岡山市東区 瀬戸町宗堂６９１
552 鹿児島県知事登録0000049 西村不動産鑑定事務所 西村　重行 1985/04/25 鹿児島市 真砂町３５－６ 北島ビル
553 広島県知事登録 0000063 株式会社畝川不動産鑑定士事務所畝川　芳彦 1985/05/21 広島市南区 京橋町５－１３ 畝川ビル３Ｆ
554 長野県知事登録 0000030 株式会社久保田不動産鑑定所 久保田　修二1985/05/30 上田市 中央北２－６－１７ ＪＯＢ第一ビル２Ｆ
555 広島県知事登録 0000064 （株）中央鑑定所 畠中　政國 1985/06/01 東広島市 西条昭和町１２－４ 高千穂ビル３階
556 秋田県知事登録 0000009 有限会社　河辺不動産鑑定所 河辺　信男 1985/07/10 秋田市 山王６－１８－２４
557 東京都知事登録 0000857 有限会社　信栄鑑定所 天野　健造 1985/07/30 練馬区 石神井台５－２５－２
558 北海道知事登録 0000066 株式会社勘田不動産鑑定事務所 勘田省吾 1985/08/30 札幌市東区 北１７条東１０丁目４番３号
559 兵庫県知事登録 0000110 原田不動産鑑定事務所 原田　茂 1985/09/07 神戸市西区 美賀多台１－２－Ｅ－１４０７
560 兵庫県知事登録 0000111 株式会社尼崎鑑定所 小出　紀久男1985/09/17 尼崎市 塚口町１－１３－１ アビりティ塚口２０３
561 東京都知事登録 0000861 株式会社東京アプレイザル 芳賀　則人 1985/10/02 港区 西新橋１－２０－３ 虎ノ門法曹ビル９Ｆ　虎ノ門法律経済事務所内
562 東京都知事登録 0000861 株式会社東京アプレイザル 芳賀　則人 1985/10/02 新宿区 高田馬場１－３１－１８ 高田馬場センタービル３Ｆ
563 富山県知事登録 0000022 株式会社富山地価調査センター 法澤　智機 1985/10/03 富山市 大泉町１－１－１０ ヤクルトビル
564 長野県知事登録 0000031 有限会社　三長財産評価研究所 中村　康徳 1985/10/18 長野市 早苗町７７番地２
565 徳島県知事登録 0000017 西部不動産鑑定所 藤本　誠司 1985/11/20 三好市 池田町シマ７２７－５
566 国土交通大臣登録0000116 朝日航洋株式会社 立野　良太郎1985/12/28 川越市 南台３－１－１
567 国土交通大臣登録0000116 朝日航洋株式会社 立野　良太郎1985/12/28 名古屋市東区 東大曽根町１２－１９ ＯＺヒメノビル
568 鹿児島県知事登録0000050 （株）今村不動産鑑定所 今村　元秀 1986/01/20 鹿児島市 田上台２－１９－２
569 三重県知事登録 0000019 株式会社中央鑑定コンサルタント 代表取締役　西村　昭彦1986/02/03 津市 羽所町５５６
570 国土交通大臣登録0000179 株式会社　共立鑑定所 鳴島　隆明 1986/02/10 さいたま市大宮区 桜木町１丁目１１番２ ＹＫ－１２ビル６階
571 国土交通大臣登録0000179 株式会社　共立鑑定所 鳴島　隆明 1986/02/10 千代田区 神田神保町３－１１ 望月ビル２Ｆ
572 熊本県知事登録 0000024 （有）中西不動産鑑定事務所 中西　信久 1986/02/19 熊本市西区 出町４－２３－１０２



573 高知県知事登録 0000024 有限会社　中内不動産鑑定所 中内　健次 1986/02/24 高知市 相模町７番８号
574 北海道知事登録 0000081 株式会社前川不動産鑑定事務所 前川　忠男 1986/03/01 札幌市中央区 南一条西１４丁目１－２３０ フォーライフ大通南８０３号
575 神奈川県知事登録0000230 荻原不動産研究所 荻原久男 1986/03/01 横浜市青葉区 大場町
576 大阪府知事登録 0000303 株式会社財産プランニング研究所 熊澤　一郎 1986/03/01 豊中市 上野西１－１０－７
577 東京都知事登録 0000869 株式会社東京不動産経済研究所 江蔵　龍 1986/03/08 練馬区 北町１－３－７－１０１
578 広島県知事登録 0000065 有限会社重吉不動産鑑定士事務所重吉　学 1986/03/10 広島市中区 平野町３－３９－３０１ 第一ＳＫビル
579 熊本県知事登録 0000023 新和総合鑑定有限会社 小田　哲生 1986/03/11 熊本市中央区 帯山３－２０－１７
580 熊本県知事登録 0000043 馬渕不動産鑑定有限会社 馬渕　信一郎1986/03/11 八代市 横手新町２５－１
581 栃木県知事登録 0000026 小川不動産鑑定事務所 小川　勉 1986/03/12 真岡市 並木町２－１９－２０
582 愛知県知事登録 0000154 （有）菅原不動産経済研究所 菅原　悟 1986/03/14 名古屋市中区 金山２－８－４　 エスポア金山５階
583 沖縄県知事登録 0000027 そうよう（双葉）鑑定 新垣　隆司 1986/03/14 宜野湾市 長田３－１１－６ １階
584 東京都知事登録 0000872 株式会社　総合不動産鑑定所 千葉　良夫 1986/03/25 新宿区 新宿１－２３－６ グローイン新宿御苑７０３号
585 神奈川県知事登録0000145 伊藤不動産鑑定所 伊藤孝彦 1986/03/25 横須賀市 吉倉町１－６０
586 静岡県知事登録 0000054 西島不動産鑑定事務所 大木文子 1986/03/25 裾野市 須山２２５５－３１２５
587 福岡県知事登録 0000117 株式会社立地研 荒牧　恭一 1986/04/01 福岡市中央区 大名１－９－１４ シティマンション大名６０５
588 宮城県知事登録 0000040 （有）河北不動産鑑定 江澤　亜樹 1986/04/08 仙台市青葉区 二日町３－５ ハウザービル内
589 青森県知事登録 0000015 （有）北日本鑑定 南　彰 1986/04/10 青森市 千刈１－１３－８
590 兵庫県知事登録 0000113 株式会社　尼信経営相談所 長谷川　裕 1986/04/19 尼崎市 立花町１‐１７－２４
591 埼玉県知事登録 0000090 株式会社　国土評価 鈴木　秀敏 1986/04/21 所沢市 並木３－１－７－１０４
592 宮崎県知事登録 0000015 株式会社　池辺不動産鑑定事務所池辺　孝一 1986/04/25 宮崎市 宮田町１１－３２ 正力ビル４０１号
593 鹿児島県知事登録0000051 （株）二の丸不動産鑑定 坂口　哲矢 1986/04/26 鹿児島市 松原町１１－２４ ＴＳビル
594 大阪府知事登録 0000306 有限会社　禄寿壱 西宮　富夫 1986/05/02 池田市 旭丘２－６－１
595 兵庫県知事登録 0000114 株式会社扇屋プランニング 足立　英基 1986/05/21 宝塚市 湯本町５－３－１０５
596 東京都知事登録 0000884 株式会社あおば不動産鑑定 大川好昭 1986/05/22 国立市 中１－１８－５７
597 埼玉県知事登録 0000091 大東不動産鑑定株式会社 長谷川　弘 1986/05/28 熊谷市 肥塚１３０６－１０４
598 大阪府知事登録 0000309 株式会社晴鑑定 竹岡晴人 1986/06/25 大阪市北区 梅田１－２－２－２００ 大阪駅前第２ビル
599 東京都知事登録 0000885 （株）日本不動産鑑定所 百瀬　晴英 1986/07/08 中央区 京橋３－９－５ 永井ビル４階
600 北海道知事登録 0000084 株式会社景澤不動産鑑定事務所 景澤　周平 1986/07/18 函館市 新川町２３－２５ 共栄火災ビル４階
601 愛媛県知事登録 0000030 平和不動産鑑定株式会社 平田　耕二 1986/08/05 新居浜市 中村１－１－４７
602 福岡県知事登録 0000120 総和不動産鑑定株式会社 松田　徹 1986/08/05 福岡市中央区 渡辺通５－２３－３ 東急ドエルアルス天神９０１号
603 埼玉県知事登録 0000092 株式会社首都圏不動産鑑定所 鈴木　正人 1986/08/11 草加市 氷川町２１３１－１０－１０１
604 山梨県知事登録 0000011 有限会社朝日不動産鑑定所 渡辺　和男 1986/09/19 甲府市 太田町７－３
605 東京都知事登録 0000895 日本アプレイザル株式会社 京野　賀典 1986/10/14 千代田区 麹町１－３－５ ミクニビル２Ｆ
606 静岡県知事登録 0000058 千代田不動産鑑定所 望月　正平 1986/10/16 静岡市葵区 上足洗４ー６ー７
607 鹿児島県知事登録0000053 株式会社　共同不動産鑑定システムズ徳永　悦穂 1986/12/10 鹿児島市 岡之原町８２番地２
608 三重県知事登録 0000020 西部不動産鑑定株式会社 山本　正敏 1987/01/08 松阪市 野村町３２８－１



609 徳島県知事登録 0000023 株式会社　片山不動産鑑定士事務所片山　岩雄 1987/01/08 徳島市 新蔵町１丁目９３番地 和泉ビル２Ｆ
610 山形県知事登録 0000018 株式会社　金子総合鑑定 金子　純也 1987/01/26 山形市 旅篭町１－１２－５３
611 東京都知事登録 0000902 ＴＯＫＹＯ地価研究所 橋本　收 1987/02/09 杉並区 下井草５－１１－８－２０１
612 愛知県知事登録 0000160 株式会社　村田不動産鑑定事務所村田　信夫 1987/02/27 名古屋市中区 錦１－１７－１３ 名興ビルディング２階
613 愛知県知事登録 0000160 株式会社　村田不動産鑑定事務所村田　信夫 1987/02/27 豊橋市 老松町１６９－１
614 大阪府知事登録 0000321 株式会社中井綜合鑑定所 中井　敬和 1987/03/04 大阪市中央区 本町橋６－２１ シャンボール内本町１０１１号
615 大阪府知事登録 0000393 有限会社　唐澤不動産鑑定事務所唐澤　幸造 1987/03/04 堺市堺区 一条通６番１２号 サンライズ一条２０３号
616 長崎県知事登録 0000021 有限会社　北島不動産鑑定所 北島　順朗 1987/03/17 長崎市 平和町１５－１７
617 広島県知事登録 0000066 有限会社中国総合アプレイザル 武田　辰雄 1987/03/19 広島市中区 白島九軒町７番２１号 メゾンドール白島２Ｆ
618 沖縄県知事登録 0000028 株式会社　鑑定ソリュート沖縄 玉那覇　兼雄1987/03/19 那覇市 金城２－１１－４ エナジー２Ｆ
619 北海道知事登録 0000085 株式会社工藤不動産鑑定事務所 工藤　博行 1987/03/20 江別市 文京台東町１２－１０
620 茨城県知事登録 0000045 羽場不動産鑑定事務所 羽場　睦夫 1987/03/20 龍ケ崎市 馴馬町６０１－９
621 山口県知事登録 0000030 福島不動産鑑定事務所 福島　久能 1987/03/20 周南市 三番町２－１５－１－６０５
622 岐阜県知事登録 0000027 株式会社岐阜鑑定 松原　弘昌 1987/03/24 多治見市 太平町１－４７－２ 太平ビル２Ｆ
623 神奈川県知事登録0000209 外川不動産鑑定事務所 外川徳次郎 1987/04/01 横浜市港南区 日野７－２８－１７
624 滋賀県知事登録 0000024 株式会社田中勝不動産鑑定士事務所田中　勝 1987/04/01 近江八幡市 中村町２４－１８
625 東京都知事登録 0000914 秦不動産鑑定評価コンサルタント 秦　義昭 1987/04/02 目黒区 鷹番2-18-23
626 鹿児島県知事登録0000055 （株）林川不動産鑑定事務所 林川　信行 1987/04/02 鹿児島市 鴨池２－１９－１４　 末吉ビル２Ｆ
627 愛知県知事登録 0000161 有限会社アプレイザル 上村　逞彦 1987/04/15 名古屋市名東区 藤が丘８４－１
628 山口県知事登録 0000034 國宗不動産鑑定事務所 國宗信彦 1987/04/18 山口市 円政寺町６－７
629 東京都知事登録 0000918 株式会社平松不動産鑑定事務所 平松　宏子 1987/04/22 中央区 日本橋室町１－１３－８ ナカヤビル８階
630 東京都知事登録 0000916 吉野不動産鑑定事務所 吉野　伸 1987/04/22 新宿区 西新宿３－５－３－６１３
631 岩手県知事登録 0000014 田口不動産鑑定士事務所 田口　俊光 1987/04/25 盛岡市 本町通３－１８－８ 小山田第一ビル４Ｆ
632 愛知県知事登録 0000163 地域総合コンサルタント（株） 水野　成彌 1987/04/28 名古屋市中村区 椿町１－３　 地産ビル
633 山口県知事登録 0000031 株式会社 都市評価研究所 増井　聰彦 1987/05/13 下関市 一の宮町３－１０－３　 ＯＡビル３階
634 東京都知事登録 0000921 株式会社アーバンコンサルタンツ 坂本　道昭 1987/05/20 千代田区 外神田２－３－７ アーバンファーストビル
635 東京都知事登録 0000927 郡不動産鑑定事務所 郡　彪 1987/06/15 国立市 西１丁目５番地の５
636 愛知県知事登録 0000166 株式会社　補償センター 山下　峰正 1987/06/17 名古屋市東区 葵１－１６－２８ 日吉ビル　６階
637 東京都知事登録 0000949 株式会社日本鑑定 西村　　髙志 1987/07/13 西東京市 ひばりが丘北３－２－３ グリーンコーポ２０５
638 国土交通大臣登録0000120 株式会社都市企画 石井　通之 1987/07/22 前橋市 下細井町３６８－２　セジュールフジＢ１０１
639 国土交通大臣登録0000120 株式会社都市企画 石井　通之 1987/07/22 新宿区 新宿１－３４－１２
640 東京都知事登録 0000937 株式会社　坂井不動産鑑定事務所安藝　元祐 1987/08/24 中央区 日本橋２－１６－３ 加藤ビル２階
641 大阪府知事登録 0000333 株式会社桂総合鑑定事務所 桂　徹 1987/09/01 堺市西区 鳳中町５－１６２－１０
642 東京都知事登録 0000940 秋津洲不動産鑑定事務所 髙橋和隆 1987/09/16 江東区 東雲１－９－１６－８０６
643 香川県知事登録 0000028 石塚不動産鑑定士事務所 石塚　寛之 1987/09/26 高松市 伏石町
644 大阪府知事登録 0000336 株式会社三昌不動産鑑定所 三原　寛憲 1987/10/07 大阪市北区 西天満１－９－１３ パークビル中之島



645 東京都知事登録 0000952 株式会社新宿不動産鑑定 佐々木　利哉1987/10/16 新宿区 高田馬場１－３１－８ ダイカンプラザ４１１
646 佐賀県知事登録 0000009 杉尾総合鑑定所 杉尾　均 1987/10/21 鳥栖市 宿町１４３４番地１０
647 愛知県知事登録 0000169 中日不動産鑑定株式会社 浅見　勝 1987/11/10 名古屋市北区 金城１－６－１６ 市松ビル２０１
648 石川県知事登録 0000018 （株）日　鑑 福田　修一 1987/11/11 白山市 東柏町１－２
649 島根県知事登録 0000009 原田不動産鑑定事務所 原田　勤 1987/11/12 浜田市 殿町１７－３ 日本興亜浜田ビル４階
650 東京都知事登録 0000962 ときわ総合事務所 常盤　信雄 1987/11/27 小平市 花小金井５－４６－３１
651 栃木県知事登録 0000027 大竹不動産鑑定事務所 大竹　正巳 1988/01/08 小山市 花垣町１丁目１０番１１号
652 東京都知事登録 0000968 片岡不動産鑑定士事務所 片岡　勇　 1988/01/09 千代田区 九段北１－２－１ 九段中央ビル６階
653 東京都知事登録 0000969 東洋鑑定所 藤本勝美 1988/01/09 港区 西新橋２－２－３西新橋ビル６Ｆ
654 熊本県知事登録 0000031 有限会社舟津不動産鑑定事務所 舟津正徳 1988/01/14 熊本市東区 新外２ー７ー２３
655 大阪府知事登録 0000340 株式会社　明日香不動産研究所 石川　春子 1988/01/20 大阪市北区 南森町２－２－２ 南森町千代田ビル９階
656 大阪府知事登録 0000341 株式会社赤澤総合計画鑑定 赤澤禎信 1988/01/20 大阪市中央区 北久宝寺町２－６－１０－２０４
657 山口県知事登録 0000033 共同不動産鑑定システムズ徳山事務所高尾　憲二 1988/01/28 周南市 慶万町２－２１－５０３
658 熊本県知事登録 0000032 西里不動産鑑定事務所 西里　和俊 1988/02/01 熊本市中央区 白山２－７－２１
659 富山県知事登録 0000023 株式会社富山不動産鑑定事務所 朝倉　秀朗 1988/02/08 富山市 旅籠町４－６
660 国土交通大臣登録0000122 エム・ユー不動産調査株式会社 清水　明 1988/02/23 千代田区 神田小川町１－５－１
661 国土交通大臣登録0000122 エム・ユー不動産調査株式会社 清水　明 1988/02/23 大阪市中央区 常盤町１－３－８
662 千葉県知事登録 0000104 株式会社　森不動産鑑定事務所 森　正利 1988/02/29 市原市 五井２２４４－１
663 東京都知事登録 0000974 株式会社都市評価 千葉　周二 1988/03/01 新宿区 新宿１－３６－１
664 沖縄県知事登録 0000029 那覇不動産鑑定株式会社 仲程　通五郎1988/03/01 那覇市 樋川１－１３－１ ２階
665 埼玉県知事登録 0000102 株式会社都市総合企画 貫井　正之 1988/03/11 所沢市 上安松８１８番地５
666 千葉県知事登録 0000105 株式会社　都市鑑定ハウジング 上田　守男 1988/03/11 八千代市 萱田町１０３５番２３ ＮＩＣＳコーポ八千代２０１号
667 大阪府知事登録 0000345 不動産鑑定士足立良夫事務所 足立　良夫 1988/03/14 大阪市中央区 安土町３丁目４番５号 本丸田ビル２階
668 東京都知事登録 0000978 株式会社山口地所鑑定センタ－ 山口　隆志 1988/03/15 町田市 中町３－５－６ 山口ビル３階
669 東京都知事登録 0000979 細田不動産鑑定事務所 細田　正男 1988/03/15 西東京市 柳沢５－１０－２４
670 北海道知事登録 0000091 株式会社　時計台鑑定 濵野　勝 1988/04/01 札幌市中央区 南１２条西１－１－８５ ラ・クラッセ中島公園１３０３
671 宮城県知事登録 0000044 株式会社日本会計評価センター 髙橋　幾夫 1988/04/01 仙台市青葉区 中央４－９－１３ アソルティ仙台北目町６階
672 群馬県知事登録 0000032 中塚不動産鑑定事務所 中塚　純一 1988/04/01 太田市 飯田町１２４０
673 神奈川県知事登録0000163 株式会社　フタムラ 二村　政毅 1988/04/06 厚木市 旭町1-24-13 第一伊藤ビル１２階
674 神奈川県知事登録0000181 難波鑑定コンサルティング株式会社難波　秀夫 1988/04/06 厚木市 中町３－１－７ 中三ビル４Ｆ
675 神奈川県知事登録0000165 安達不動産鑑定事務所 安達　誠也 1988/04/08 横浜市港南区 上永谷３丁目３５番１３号
676 秋田県知事登録 0000013 相馬不動産鑑定事務所 相馬　完 1988/04/09 大仙市 大曲金谷町１－１１
677 佐賀県知事登録 0000010 有限会社　西九州不動産鑑定所 武富　繁幸 1988/04/18 佐賀市 栄町１－２２
678 愛知県知事登録 0000173 河西不動産鑑定所 河西　邦夫 1988/04/22 豊橋市 南牛川２－６－２４
679 東京都知事登録 0000986 ジェイアールイー日本不動産鑑定コンサルタント株式会社清宮　昭男 1988/04/26 中央区 京橋１－４－１１ 竹本ビル３階
680 東京都知事登録 0000987 株式会社　四谷不動産鑑定 藤川安夫 1988/04/26 中野区 東中野５－４－４ ウィステリア１０１号



681 東京都知事登録 0000985 有限会社　中川不動産鑑定事務所中川　貴夫 1988/04/26 町田市 本町田２５５９－１ 木曽住宅ト５－５０６
682 宮崎県知事登録 0000018 株式会社松井不動産鑑定事務所 松井　繁樹 1988/05/09 宮崎市 橘通西５－５－７ エムシーコート橘通り１１０２号
683 東京都知事登録 0000988 株式会社都市総合鑑定事務所 岡　亨 1988/05/20 小平市 花小金井南町２－１７－２ ワコーレ花小金井Ｂ１
684 千葉県知事登録 0000111 株式会社　齋藤不動産鑑定事務所齋藤　秀行 1988/05/25 茂原市 東郷１７９９－３
685 静岡県知事登録 0000061 有限会社　渥美不動産鑑定事務所渥美　正樹 1988/05/27 静岡市駿河区 稲川１－１－１５－４０３
686 北海道知事登録 0000090 株式会社槙不動産鑑定事務所 槙　二夫 1988/05/28 札幌市南区 真駒内緑町１－１－２０－２１０
687 三重県知事登録 0000021 （株）九鬼不動産鑑定事務所 九鬼　精一郎1988/06/01 四日市市 鵜の森１丁目１番１７号
688 東京都知事登録 0000992 杉浦アプレイザル有限会社 杉浦　　明 1988/06/07 中野区 本町１－２１－５
689 福島県知事登録 0000029 株式会社　北陽不動産鑑定事務所金子克之 1988/06/16 福島市 五老内町１７－２０
690 埼玉県知事登録 0000105 有限会社　山口不動産鑑定所 山口　和範 1988/07/15 東松山市 神明町２－４－１８
691 国土交通大臣登録0000125 三栄不動産鑑定株式会社 中本　敦士 1988/07/25 さいたま市中央区 鈴谷８－１０－２７
692 国土交通大臣登録0000125 三栄不動産鑑定株式会社 中本　敦士 1988/07/25 豊島区 南池袋2-33-6 佐藤ビルディング５階
693 岐阜県知事登録 0000029 板津不動産鑑定　株式会社 加藤　誠治 1988/08/01 多治見市 日ノ出町１－２５
694 東京都知事登録 0000999 （株）仙秋不動産鑑定 伊藤正行 1988/08/02 江東区 塩浜１－１－１３－２０８
695 大阪府知事登録 0000351 （株）セントラル不動産鑑定 中　正雄 1988/08/08 寝屋川市 東神田町２０－１ ＭボナールＢの２０２
696 埼玉県知事登録 0000106 株式会社永福不動産鑑定事務所 岡本　香織 1988/08/10 熊谷市 籠原南１－４６
697 群馬県知事登録 0000033 株式会社 共立不動産鑑定事務所 星野　亘男 1988/08/23 桐生市 巴町２－１８２１－２７ 共立ビル３階
698 東京都知事登録 0001004 株式会社五明不動産鑑定事務所 五明　新太郎1988/08/23 世田谷区 南烏山3-12-1 グローリオ蘆花公園Ｅ２０３
699 岡山県知事登録 0000043 有限会社　小野不動産鑑定事務所小野　優 1988/09/01 倉敷市 玉島１３７５番地１ みかげビル３階
700 大阪府知事登録 0000354 株式会社　不動産経営研究所 工藤　象三 1988/09/12 大阪市中央区 淡路町１－５－１０ ＧＳハイム船場２０２号
701 福岡県知事登録 0000126 恒川不動産鑑定事務所 恒川　恵一 1988/09/19 福岡市中央区 大名２－１－４３－３０１
702 東京都知事登録 0001011 （株）日本橋合同鑑定 西沢　昭 1988/09/29 中央区 日本橋小伝馬町１－３ 日本橋ニシキビル６階
703 東京都知事登録 0001009 株式会社新都心アプレイザル 下崎　寛 1988/09/29 新宿区 西新宿８－１４－１７ アルテール新宿１２１１号
704 東京都知事登録 0001007 川村不動産鑑定士事務所 川村英通 1988/09/29 青梅市 新町３－５９－８
705 島根県知事登録 0000011 松江不動産鑑定事務所 内田　義紀 1988/10/04 松江市 東本町５丁目１６番地９ 山根ビル２階
706 大阪府知事登録 0000356 エイチ・ビー・ユー廣内不動産鑑定株式会社廣内　禎介 1988/10/05 大阪市北区 西天満４丁目５番５号 マーキス梅田５１３号
707 愛知県知事登録 0000177 有限会社佐藤不動産鑑定事務所 佐藤　邦男 1988/10/18 津島市 唐臼町東田面１３－１
708 栃木県知事登録 0000029 有限会社　仁保不動産鑑定 仁保　謙二 1988/10/19 那須塩原市 永田町１５－１０ 那須オフィスビル２階
709 大阪府知事登録 0000357 株式会社　ティーエムブレーン 松井　正雄 1988/10/25 大阪市北区 与力町１－５ 与力町パークビル　２階
710 岐阜県知事登録 0000030 株式会社　地域不動産鑑定 北村　修一 1988/11/02 岐阜市 美園町 ４－７　ノノガキビル４Ｆ
711 兵庫県知事登録 0000127 長谷川総合鑑定事務所 長谷川　啓次1988/11/04 三田市 広野５８８－１
712 新潟県知事登録 0000053 富所不動産鑑定士事務所 富所健司 1988/11/07 見附市 今町７－１－２３
713 兵庫県知事登録 0000128 有限会社　旭不動産鑑定所 八田　全弘 1988/11/20 神戸市中央区 磯辺通３－２－４ 藤和シティホームズ三宮１０２号
714 大阪府知事登録 0000359 小野不動産鑑定士事務所 小野　愼太郎1988/11/30 豊中市 東豊中町５－２－１３５－１０１
715 東京都知事登録 0001018 （株）新日本鑑定所 小川　正 1988/12/02 豊島区 東池袋１－３６－３ 池袋陽光ハイツ９１０号
716 長野県知事登録 0000034 株式会社エステートコスモス 林部　敏弘 1988/12/07 長野市 川中島町今里６８８



717 埼玉県知事登録 0000108 株式会社赤熊不動産鑑定所 赤熊　正保 1988/12/20 上尾市 柏座２－８－１０
718 三重県知事登録 0000022 創和不動産鑑定有限会社 中西　光男 1988/12/20 津市 栄町１－８９４
719 大阪府知事登録 0000360 株式会社都市不動産研究所 南　穰 1988/12/21 大阪市北区 鶴野町４番 Ａ－１４２８号
720 沖縄県知事登録 0000030 株式会社　沖縄地所鑑定 秋田　稔 1989/01/04 那覇市 牧志１－９－８ 丸生ビル２Ｆ
721 東京都知事登録 0001030 自由が丘不動産鑑定所 長谷川　功 1989/01/06 世田谷区 奥沢８－１７－５ グリーンハイツ関口１Ａ
722 東京都知事登録 0001028 株式会社　アーバン鑑定所 山口敏和 1989/01/06 荒川区 荒川６－２１－４
723 石川県知事登録 0000019 （有）西野正治不動産鑑定士事務所西野　正治 1989/01/18 金沢市 入江１－５４
724 千葉県知事登録 0000116 ミヤマ不動産鑑定事務所 見山　慶一 1989/01/20 柏市 桜台３－１
725 千葉県知事登録 0000117 有限会社大平不動産鑑定事務所 大平　利資夫1989/01/26 千葉市中央区 中央４－１０－８ コーケンボイス千葉中央５０４号
726 和歌山県知事登録0000017 名手不動産鑑定株式会社 名手　孝和 1989/02/09 和歌山市 雑賀屋町３６番地
727 宮崎県知事登録 0000019 株式会社都市総合鑑定所 斉藤　晃一 1989/02/20 宮崎市 橘通東１－４－７ Ｔシティビル　２階
728 三重県知事登録 0000023 （株）コスモ鑑定コンサルタント 梅村　斉 1989/03/01 四日市市 新正３－４－７
729 大阪府知事登録 0000367 株式会社　五島不動産鑑定所 五島　輝美 1989/03/03 大阪市北区 南森町１－１－２５ 八千代ビル南館３階
730 沖縄県知事登録 0000031 株式会社 仲本不動産鑑定研究所 仲本　兼徹 1989/03/08 那覇市 久茂地１－４－１５ 泉崎ＵＦビル５０２号
731 神奈川県知事登録0000178 株式会社小俣要一不動産鑑定士事務所小俣　要一 1989/03/20 横浜市中区 住吉町２－２６ 洋服会館ビル２階
732 鹿児島県知事登録0000060 有限会社　田中鑑定事務所 田中　敏昭 1989/03/22 鹿児島市 高麗町４２－１１
733 大分県知事登録 0000027 ひかり補償鑑定株式会社 栗田　光雄 1989/03/30 大分市 舞鶴町１－２－１５
734 埼玉県知事登録 0000112 株式会社　佐久間不動産鑑定事務所佐久間　文彦1989/03/31 春日部市 中央３－５－５－１０１
735 埼玉県知事登録 0000111 有限会社　堀口不動産鑑定事務所堀口　剛 1989/03/31 志木市 本町６－２３－１７
736 埼玉県知事登録 0000113 有限会社松崎不動産鑑定事務所 松﨑　文一路1989/03/31 富士見市 西みずほ台２－１２－１ エクレシア１０３
737 長崎県知事登録 0000023 （有）アプレイザル長崎 山下　章二郎1989/04/01 長崎市 本河内１－１１－１１－３０１
738 東京都知事登録 0001036 株式会社大川不動産鑑定事務所 大川　満 1989/04/04 品川区 南大井６－２４－１ セブンスターマンション第５大森９０６
739 熊本県知事登録 0000035 地域鑑定コンサルタント 塩本　一丸 1989/04/06 熊本市中央区 帯山９－４－４８
740 岡山県知事登録 0000044 公正経済研究所 藤本　俊昭 1989/04/10 津山市 林田１７８５
741 兵庫県知事登録 0000130 難波不動産鑑定事務所 難波　俊二 1989/04/25 神崎郡福崎町 福田４７０－５５
742 愛知県知事登録 0000179 株式会社ＩＣＨＩ 市川　繁 1989/04/27 名古屋市中区 栄２－１０－１９ 名古屋商工会議所ビルディング内
743 埼玉県知事登録 0000114 株式会社佐山不動産鑑定事務所 佐山　茂夫 1989/04/28 川口市 本町４－７－２１ オーベル本町８０８
744 東京都知事登録 0001050 （株）谷本不動産鑑定コンサルタント谷本　充弘 1989/05/02 千代田区 神田神保町３－６－２ セントラルレジデンス九段下シティタワー５０１
745 東京都知事登録 0001051 木下不動産鑑定事務所 木下　幸生 1989/05/02 葛飾区 西新小岩４－２５－３－５１６
746 埼玉県知事登録 0000115 株式会社　遠山総合鑑定所 遠山　誠 1989/05/08 さいたま市浦和区 岸町３－５－１１
747 埼玉県知事登録 0000116 埼玉アプレイザル 岩崎　勉 1989/05/15 上尾市 井戸木１－８－３
748 東京都知事登録 0001054 佐藤不動産鑑定コンサルティング 佐藤　勝利 1989/06/05 豊島区 西池袋１－１１－１　 メトロポリタンプラザビル１８階
749 愛知県知事登録 0000180 株式会社吉野アーバン・アプレイザル吉野　竹夫 1989/06/12 名古屋市南区 松城町３－１７ 吉野ビル１Ｆ
750 東京都知事登録 0001055 三菱地所リアルエステ－トサ－ビス株式会社代表取締役社長　伊藤　裕慶1989/06/23 千代田区 大手町２丁目２－１ 新大手町ビル
751 群馬県知事登録 0000035 武井不動産鑑定事務所 武井　輝雄 1989/07/05 前橋市 大手町１－５－１１ 大手町ビル２階
752 大阪府知事登録 0000365 井上不動産鑑定事務所 井上　啓一 1989/07/11 大阪市中央区 備後町１－６－７ 三星備後町ビル７階



753 北海道知事登録 0000098 株式会社　道央鑑定 吉田　仁 1989/07/19 札幌市中央区 北１条西１５丁目１番地３ 大通ハイム２１０
754 神奈川県知事登録0000182 有限会社吉村不動産鑑定事務所 吉村　満 1989/07/20 大和市 つきみ野７－１７－５５
755 福島県知事登録 0000030 不動産リサーチ･アンド･アプレイザル株式会社鈴木禎夫 1989/07/24 郡山市 池ノ台１１－１
756 福岡県知事登録 0000128 株式会社　アプレイザル 加藤　一生 1989/07/24 北九州市八幡西区 熊手３丁目３番１２号
757 高知県知事登録 0000014 有限会社 楠目鑑定所 楠目　孝男 1989/08/01 南国市 大埇甲２３０２－１２
758 鳥取県知事登録 0000016 （有）本池不動産鑑定事務所 本池　潤一 1989/08/09 米子市 大篠津町２１７９番地
759 京都府知事登録 0000068 有限会社　サンキョーアプレイザル 　西　野　慶　二1989/08/16 長岡京市 開田３丁目６番８号
760 岡山県知事登録 0000045 株式会社　末藤不動産鑑定事務所末藤　悦行 1989/08/28 岡山市北区 富田町２－７－５ サンワビル４０１号
761 東京都知事登録 0001060 有限会社リアルカンテイ 二村昌利 1989/09/12 中央区 八丁堀2-15-9 今宮ビル
762 山梨県知事登録 0000016 河西秀夫不動産鑑定事務所 河西　秀夫 1989/10/01 甲府市 丸の内１－８－１３
763 東京都知事登録 0001064 株式会社二又川不動産鑑定 二又川　喜保1989/10/02 品川区 東五反田１－７－１１ アイオス五反田アネックス４０４
764 埼玉県知事登録 0000120 有限会社斉木不動産鑑定事務所 斉木　信夫 1989/10/09 朝霞市 溝沼２－６－２
765 東京都知事登録 0001066 松本不動産鑑定事務所 松本　敏明 1989/10/18 清瀬市 野塩５－２４８－２０ サンホームズ秋津２０５
766 埼玉県知事登録 0000121 （株）相川不動産鑑定事務所 相川　晶彦 1989/10/19 本庄市 緑１－３－８
767 静岡県知事登録 0000064 木村不動産鑑定所 木村　和雄 1989/10/25 静岡市葵区 車町５２
768 佐賀県知事登録 0000011 繁友不動産鑑定士事務所 繁友　統夫 1989/10/31 佐賀市 赤松町９－１１
769 神奈川県知事登録0000185 有限会社上出不動産鑑定事務所 上出　直行 1989/11/01 横浜市中区 本町１－５－２ ロワレール横浜本町７０４号室
770 東京都知事登録 0001072 有限会社　小西不動産鑑定事務所小西　正行 1989/11/02 板橋区 蓮根１－２４－６－４０３
771 群馬県知事登録 0000036 （有）君島不動産鑑定士事務所 君島　准逸 1989/12/01 高崎市 江木町１５５６－４
772 千葉県知事登録 0000123 株式会社　総武不動産鑑定 岸　和男 1990/01/22 千葉市中央区 中央１丁目１０番６号 榎家ビル４階
773 三重県知事登録 0000024 （株）マット鑑定コンサルタント 駒田　真人 1990/02/03 松阪市 高町１９８－７
774 愛媛県知事登録 0000034 株式会社渡辺不動産鑑定士事務所渡辺　正隆 1990/02/15 今治市 南大門町２－３－８
775 兵庫県知事登録 0000134 （株）資産評価研究所 横野　忠敏 1990/02/21 西宮市 産所町１５－１４ 西宮ロイヤルビル３階
776 北海道知事登録 0000100 株式会社都市総合鑑定 小川　宏 1990/02/22 札幌市南区 澄川五条１１丁目１６番２１号
777 東京都知事登録 0001081 有限会社　シティ・アイ 佐藤　重彦 1990/02/22 大田区 中央 ３－１０－１２
778 広島県知事登録 0000075 （株）ホソイ鑑定 細井　資伸 1990/02/23 福山市 若松町５－２１
779 大阪府知事登録 0000380 株式会社石上不動産鑑定 石上達郎 1990/02/26 豊中市 東寺内町５－２８
780 大阪府知事登録 0000377 株式会社難波不動産鑑定 難波　里美 1990/03/02 大阪市西区 九条１－６－２３ 向井ビル３階
781 大阪府知事登録 0000378 株式会社オフイス・エム 山本　敦子 1990/03/05 大阪市中央区 南本町３－６－７
782 東京都知事登録 0001086 株式会社シティ・アプレイザル 坂元　勇 1990/03/06 渋谷区 千駄ヶ谷４－２７－１３ シャトレー代々木８０６
783 千葉県知事登録 0000127 （有）藤田不動産鑑定事務所 藤田　宗晴 1990/03/26 松戸市 日暮２－３－１５
784 長野県知事登録 0000037 佐久不動産鑑定事務所 高畑　登 1990/03/26 佐久市 中込２４０２－５
785 滋賀県知事登録 0000020 （株）山内不動産鑑定所 山内　敏彰 1990/04/09 草津市 草津３－１３－５３
786 熊本県知事登録 0000038 有限会社　地域クリエイト科学研究所津留　伴一 1990/04/16 熊本市東区 健軍本町９－１１
787 東京都知事登録 0001094 株式会社日本カンテイセンター 山崎　岳士 1990/04/26 立川市 錦町２－１－３２ 山﨑ビル１Ｆ
788 兵庫県知事登録 0000162 株式会社　池田不動産鑑定所 池田　富美夫1990/04/27 神戸市東灘区 本山北町5-10-24



789 大阪府知事登録 0000383 株式会社小林商事不動産鑑定事務所小林　和則 1990/05/17 大阪市中央区 瓦町３－４－９ ステーツ本町７０１
790 大阪府知事登録 0000570 株式会社　日住サービス 大原　修 1990/06/01 大阪市北区 梅田１－１１－４－３００ 大阪駅前第４ビル３階
791 静岡県知事登録 0000065 （有）リアルエステートコンサルティング黒田　逸郎 1990/06/20 富士市 錦町１－１－２１
792 東京都知事登録 0001107 森ビル株式会社 辻　慎吾 1990/06/21 港区 六本木６－１０－１ 六本木ヒルズ森タワー１０階
793 埼玉県知事登録 0000127 （株）埼央不動産鑑定事務所 岩﨑　仁三郎1990/07/02 東松山市 六反町７－７
794 千葉県知事登録 0000129 （株）古沢不動産鑑定事務所 古沢忠男 1990/07/09 船橋市 西船５－２５－６
795 千葉県知事登録 0000130 株式会社　河津不動産総合鑑定 河津　満 1990/07/11 千葉市中央区 長洲１－１１－１ ヴィヴァン千葉中央５０５号
796 埼玉県知事登録 0000128 有限会社小原鑑定コンサルティング小原　俊彦 1990/07/23 所沢市 所沢新町２５２６－２
797 千葉県知事登録 0000131 株式会社　東葉鑑定 髙橋　繁 1990/07/26 八千代市 勝田台１－３９－２０
798 兵庫県知事登録 0000138 有限会社　栄総合鑑定 多田敏章 1990/08/02 神戸市中央区 旭通１－２－７
799 和歌山県知事登録0000019 （有）紀州不動産鑑定事務所 浪花　崇 1990/08/08 田辺市 末広町５－４６
800 東京都知事登録 0001113 株式会社横山不動産鑑定事務所 横山　正 1990/08/10 板橋区 大谷口北町４６－１２
801 茨城県知事登録 0000041 株式会社　水戸鑑定 小林　康男 1990/08/15 水戸市 白梅４－１－３８ 栃木ビル
802 福岡県知事登録 0000137 新都市中央鑑定株式会社 税田　健司 1990/08/24 福岡市中央区 大名２－９－２９ 第２プリンスビル９階
803 東京都知事登録 0001116 株式会社コスモ鑑定 田上　克彦 1990/08/29 港区 南青山２－２－１５ ウィン青山４３０
804 東京都知事登録 0001115 株式会社　神田不動産鑑定 神田　直樹 1990/08/29 新宿区 新宿５－４－１ 新宿Ｑフラットビル４０１
805 東京都知事登録 0001118 株式会社地価理論研究所 明石　正美 1990/09/17 港区 西新橋１－１８－９ 西新橋ノアビル６階
806 栃木県知事登録 0000031 （有）宇都宮不動産鑑定 上野初雄 1990/10/09 宇都宮市 上戸祭町７３８－１７
807 広島県知事登録 0000078 有限会社　広島土地経済研究所 多川　泰男 1990/10/17 広島市東区 光町１－１１－５－５０６
808 沖縄県知事登録 0000034 仲程不動産鑑定株式会社 仲程　通良 1990/10/19 那覇市 久米２－５－７ ３階
809 埼玉県知事登録 0000131 有限会社　不動産鑑定研究所 能見　孟俊 1990/10/30 熊谷市 筑波 １－１９５
810 埼玉県知事登録 0000132 有限会社坂東不動産鑑定事務所 坂東　健男 1990/10/30 所沢市 上安松1051-8
811 東京都知事登録 0001127 株式会社ジェー・アール・シー岡本鑑定岡本　茂延 1990/11/02 豊島区 池袋２－４６－２ 岡本ビル
812 千葉県知事登録 0000132 小松不動産鑑定事務所 小松　信彦 1990/11/26 柏市 西山１－１１－６
813 千葉県知事登録 0000133 増間不動産鑑定事務所 増間　真一 1990/11/26 鎌ケ谷市 東鎌ケ谷３－２－１６
814 福岡県知事登録 0000139 古田不動産鑑定士事務所 古田　幹雄 1990/12/05 糟屋郡宇美町 宇美3-1-10
815 大阪府知事登録 0000401 （株）伊与不動産鑑定所 伊与　忠司 1990/12/10 大阪市北区 西天満５－１５－１８ 実業ビル５階
816 北海道知事登録 0000106 株式会社　創鑑システムズ 下重　勝博 1990/12/14 釧路市 白金町２２番６号
817 愛知県知事登録 0000190 有限会社　藤和不動産総合事務所伊藤　郁史 1990/12/17 弥富市 前ケ須町野方７１５番地
818 埼玉県知事登録 0000134 株式会社昭和鑑定 竹村　実 1990/12/21 行田市 城西３－８－３６
819 兵庫県知事登録 0000140 株式会社土地システム研究所 上田　節夫 1990/12/25 神戸市中央区 下山手通５－５－８ 明和山手ビル３Ｆ
820 石川県知事登録 0000021 （有）寺田正成不動産鑑定士事務所寺田　正成 1990/12/26 金沢市 長坂台７－３４
821 千葉県知事登録 0000134 株式会社　富井総合鑑定 富井　康司 1991/01/08 千葉市稲毛区 轟町１－１８－１６
822 愛媛県知事登録 0000035 有限会社　藤本不動産鑑定 藤本　孝明 1991/01/17 松山市 千舟町７－３－１
823 福岡県知事登録 0000141 藤野不動産鑑定事務所 藤野　新一 1991/01/17 福岡市南区 大橋２－１９－３ メヌエット大橋駅前７０３
824 福岡県知事登録 0000142 株式会社　都市リサーチ 中村　秀紀 1991/02/04 福岡市中央区 大名２－１－１２ メゾン天神４０２



825 大阪府知事登録 0000406 有限会社タムラ不動産鑑定 田村　周治 1991/02/13 大阪市北区 天神橋３－２－１３ 大阪謄写館ビル７０４
826 愛知県知事登録 0000192 株式会社　アーバン鑑定 粟谷　達也 1991/02/18 名古屋市天白区 平針２－１８０５ ユニーブル第５平針３０２号
827 滋賀県知事登録 0000022 有限会社　野﨑不動産鑑定事務所野﨑　平 1991/02/27 高島市 今津町中沼１－５－１７
828 岐阜県知事登録 0000032 株式会社岐阜不動産研究所 樹下　健志 1991/02/28 高山市 昭和町２－１１７－５
829 広島県知事登録 0000079 株式会社中森不動産鑑定 中森　一吉 1991/03/01 廿日市市 串戸４－１０－１６
830 大阪府知事登録 0000405 エフケイハウジング株式会社 橋本　隆吉 1991/03/04 堺市堺区 賑町３‐１－１０
831 青森県知事登録 0000020 株式会社　総合不動産鑑定 島根　幹夫 1991/03/05 青森市 浪打１－３－１４
832 静岡県知事登録 0000067 横山不動産鑑定事務所 横山保夫 1991/03/08 焼津市 宗高１４０９番地
833 千葉県知事登録 0000139 株式会社　豊田不動産鑑定所 豊田　正一 1991/03/19 茂原市 茂原１５６５－１２
834 東京都知事登録 0001138 株式会社久富不動産鑑定事務所 久富可美 1991/03/20 文京区 音羽２－２－２ アベニュー音羽１１０
835 東京都知事登録 0001139 開成不動産鑑定株式会社 戸田　吉政 1991/03/20 足立区 千住曙町３６－３
836 愛媛県知事登録 0000037 有限会社不動産評価研究所石井事務所石井　滋 1991/03/25 松山市 平和通２－４－８
837 岐阜県知事登録 0000033 寺崎不動産鑑定事務所 寺崎　博男 1991/03/26 大垣市 長松町７８４―３
838 茨城県知事登録 0000042 株式会社　アーバン・アプレイザル 高橋　恒・木崎　誉史1991/03/28 土浦市 港町１－４－１９ ワコー第２ビル
839 新潟県知事登録 0000056 吉沢不動産鑑定士事務所 吉沢　実 1991/04/01 新潟市中央区 鐙西２－１４－１２
840 鹿児島県知事登録0000061 （株）鑑定ソリュート鹿児島 西川　修一 1991/04/01 鹿児島市 東千石町２－１ 芙蓉ビル３階
841 三重県知事登録 0000025 古川不動産鑑定事務所 古川　吉宏 1991/04/10 四日市市 久保田１－６－８
842 東京都知事登録 0001144 （株）石井不動産総合鑑定所 石井隆人 1991/04/12 稲城市 東長沼４１１－７
843 福岡県知事登録 0000145 広域不動産鑑定株式会社 小野田　秀幸1991/04/12 福岡市中央区 輝国２－１１－７０
844 和歌山県知事登録0000022 （株）明和不動産鑑定所 新増　基樹 1991/04/17 和歌山市 田中町３－２５
845 山梨県知事登録 0000013 株式会社中央カンテイ 大澤　昇 1991/04/19 甲府市 国母１－６－２７
846 東京都知事登録 0001147 株式会社啓和鑑定社 梶山　彰 1991/04/25 荒川区 荒川５－１１－１５－２０２ クオーレ東館
847 山梨県知事登録 0000014 徳丸不動産鑑定株式会社 徳丸　昌邦 1991/05/01 甲府市 幸町２０－１０
848 鳥取県知事登録 0000019 谷口不動産鑑定事務所 谷口　敬雄 1991/05/15 東伯郡北栄町 江北４８１－４
849 群馬県知事登録 0000040 荻原不動産鑑定事務所 荻原松雄 1991/05/20 前橋市 大手町１－５－５
850 岐阜県知事登録 0000037 株式会社　水野総合鑑定 水野　雅文 1991/05/28 岐阜市 市橋６－１０－１８
851 東京都知事登録 0001150 株式会社東京システム鑑定 星　力三 1991/05/31 渋谷区 代々木２－３３－１ フラット熊沢２０５号
852 北海道知事登録 0000111 アーバン鑑定　株式会社 澤田　直記 1991/07/16 札幌市中央区 北五条西２９丁目２－２８
853 北海道知事登録 0000110 北央鑑定サービス株式会社 堀川　裕巳 1991/07/16 札幌市豊平区 豊平五条二丁目４－１４ 豊平５・２ビル
854 東京都知事登録 0001160 株式会社　西不動産鑑定所 西　賢治 1991/07/16 渋谷区 渋谷３－１８－４ 渋谷三丁目ビル４階
855 愛知県知事登録 0000195 中村貴之事務所 中村　貴之 1991/07/23 名古屋市中区 錦１－１４－２１ 東海ＣＳビル２階
856 兵庫県知事登録 0000141 野村事務所 野村国世 1991/08/02 神戸市中央区 港島１－１－９－１２０６
857 兵庫県知事登録 0000207 （株）長谷川鑑定事務所 長谷川　豊文1991/08/26 姫路市 豊沢町１５６ 姫路アドバンスビル７階
858 東京都知事登録 0001169 有限会社　若林総合鑑定 若林　眞 1991/08/29 港区 芝１－９－１５
859 神奈川県知事登録0000196 有限会社山口総合鑑定所 山口隆一 1991/09/02 相模原市中央区 中央１－１－１４－２０２
860 国土交通大臣登録0000134 株式会社　コスモシステム 松川　一哉 1991/09/05 仙台市青葉区 五橋１－４－２４ ライオンズビル４階



861 国土交通大臣登録0000134 株式会社　コスモシステム 松川　一哉 1991/09/05 千代田区 九段北４－１－３ 日本ビルディング九段別館１０階
862 国土交通大臣登録0000134 株式会社　コスモシステム 松川　一哉 1991/09/05 名古屋市中区 栄２－５－１ 宝第一ビル７階
863 国土交通大臣登録0000134 株式会社　コスモシステム 松川　一哉 1991/09/05 大阪市中央区 高麗橋２－６－１０ 新高麗橋ビル５階
864 国土交通大臣登録0000134 株式会社　コスモシステム 松川　一哉 1991/09/05 広島市中区 鉄砲町１－２０ 第３ウエノヤビル３階
865 国土交通大臣登録0000134 株式会社　コスモシステム 松川　一哉 1991/09/05 福岡市中央区 渡辺通１－１２－９ フジイビル８階
866 岐阜県知事登録 0000035 （有）トヨタカンテイ 豊田　真弘 1991/09/06 岐阜市 加納栄町通４－１７
867 北海道知事登録 0000112 森田不動産鑑定所 森田　壤介 1991/10/01 旭川市 ４条西１－２－５ カスタムプラザ３階
868 神奈川県知事登録0000198 有限会社長田鑑定コンサルティング長田好文 1991/10/18 横浜市旭区 二俣川１－２－１
869 鳥取県知事登録 0000020 有限会社鑑定センター 神田　樹 1991/10/24 鳥取市 西町３－１０５
870 東京都知事登録 0001175 有限会社鵜野和夫不動産鑑定事務所鵜野　和夫 1991/10/25 渋谷区 松濤２－７－１０－３０３
871 宮城県知事登録 0000051 株式会社　仙台中央不動産鑑定所須藤　信行 1991/10/28 仙台市青葉区 五橋１－４－２４ ライオンズビル五橋１０３号
872 東京都知事登録 0001178 株式会社　明倫鑑定 小山　博之 1991/11/01 調布市 国領町３－１－３８ ココスクエア国領１４０７
873 北海道知事登録 0000114 株式会社橘不動産鑑定士事務所 橘　健藏 1991/11/02 函館市 新川町２３－２５ 共栄火災ビル２階
874 愛知県知事登録 0000196 補償評価システム株式会社 藤嶋　洋一 1991/12/06 名古屋市中区 丸の内３－６－１９ ライオンズシティ久屋２０１
875 東京都知事登録 0001181 有限会社　本田不動産鑑定事務所本田　博 1991/12/09 渋谷区 南平台町１２－１３－５２３
876 東京都知事登録 0001184 株式会社　板橋不動産鑑定 板橋　隆夫 1991/12/16 板橋区 板橋１－５３－１７ 新板橋ビュ－ハイツ　４０２
877 国土交通大臣登録0000139 森井総合鑑定株式会社 森井　正太郎1991/12/27 中央区 日本橋茅場町１－８－３ 郵船茅場町ビル８Ｆ
878 国土交通大臣登録0000139 森井総合鑑定株式会社 森井　正太郎1991/12/27 大阪市北区 西天満２－６－８
879 千葉県知事登録 0000145 株式会社高橋不動産鑑定事務所 高橋　晋 1992/01/10 成田市 美郷台２－１５－１
880 神奈川県知事登録0000200 アーバンコンサルテイング 古田幸男 1992/01/10 横浜市青葉区 あかね台２－５－１８
881 福島県知事登録 0000034 有限会社　吉田不動産鑑定事務所吉田　喜一 1992/01/16 郡山市 本町２－１６－１５
882 沖縄県知事登録 0000036 有限会社　玉城不動産鑑定 玉城　邦治 1992/01/17 浦添市 伊祖２－２１－１２
883 群馬県知事登録 0000076 石井不動産鑑定士事務所 石井　由紀夫1992/01/20 太田市 小舞木町 中塚ビル２Ｆ
884 鳥取県知事登録 0000021 有限会社　徳永不動産鑑定事務所徳永　猛 1992/01/22 米子市 内町１６９－２
885 岩手県知事登録 0000016 株式会社　浅井不動産鑑定事務所浅井　敏博 1992/02/03 盛岡市 中ノ橋通１－４－２２　中ノ橋１０６ビル８階
886 広島県知事登録 0000082 有限会社中村不動産鑑定 中村　真二 1992/02/03 広島市中区 東白島町２０－２２ ホワイトパーク２Ｆ
887 千葉県知事登録 0000146 飯田不動産鑑定事務所 飯田　重隆 1992/02/12 千葉市中央区 中央３－１２－９
888 宮城県知事登録 0000052 有限会社　権利鑑定研究社 小関　富雄 1992/02/13 仙台市青葉区 二日町２－１５ 二日町鹿島ビル７階
889 山形県知事登録 0000022 株式会社　日本不動産コンサルティング渡辺　晃 1992/02/17 山形市 荒楯町１１－１４－２１
890 静岡県知事登録 0000069 渡辺不動産鑑定所 渡辺純夫 1992/02/24 富士市 広見西本町８－３
891 秋田県知事登録 0000010 シンコウ補償株式会社 武田　勉 1992/02/28 秋田市 山王中園町３－２９
892 山梨県知事登録 0000015 株式会社小泉不動産鑑定事務所 小泉吉廣 1992/02/28 大月市 御太刀二丁目９番４号
893 東京都知事登録 0001195 株式会社　アーヴァンネット鑑定 山田　修司 1992/03/02 大田区 上池台１－４４－５
894 三重県知事登録 0000026 マルセ産業株式会社 瀬古　博之 1992/03/04 四日市市 白須賀１－１１－２６
895 宮城県知事登録 0000053 （有）コーディネート・オブ・スペシャリスト不動産鑑定大場　博 1992/03/12 仙台市青葉区 花京院１－４－２５ シティタワー仙台９０６号
896 宮城県知事登録 0000054 株式会社ケー・シー評価システム 千葉　和俊 1992/03/12 仙台市青葉区 一番町１－４－１ 福田ビル４階



897 東京都知事登録 0001200 ランドコンサルティング（株） 塚田英俊 1992/03/13 千代田区 神田駿河台２－１－１９－８０３
898 東京都知事登録 0001199 有限会社鉄谷不動産鑑定事務所 鉄谷　義宏 1992/03/13 練馬区 関町北５－７－２０
899 東京都知事登録 0001201 武蔵野不動産鑑定事務所 榎本　清志 1992/03/13 八王子市 暁町１－１５－１０
900 福岡県知事登録 0000149 大塚不動産鑑定士事務所 大塚　弘孝 1992/03/16 福岡市中央区 舞鶴３－２－３２ 舞鶴ロイヤービル３階
901 石川県知事登録 0000023 （株）　北陸不動産鑑定所 上内　惠治 1992/03/17 金沢市 西念２－３１－７
902 栃木県知事登録 0000033 金田不動産鑑定事務所 金田　敏夫 1992/03/23 宇都宮市 千波町１４－１
903 千葉県知事登録 0000148 有限会社大島総合鑑定事務所 大島　紀典 1992/03/24 柏市 酒井根２－１７－３８
904 東京都知事登録 0001203 都市評価コンサルタント 堂下裕史 1992/03/25 杉並区 井草４－３－１６
905 神奈川県知事登録0000202 北川不動産鑑定株式会社 北川　孝 1992/03/25 横浜市中区 不老町１－１－５ 横浜東芝ビル４階
906 福島県知事登録 0000037 株式会社東日本不動産鑑定事務所岩城　恭子 1992/04/01 福島市 南中央３－１３－４
907 福島県知事登録 0000035 有限会社浜通り鑑定 江尻　久壽 1992/04/01 いわき市 平南白土字広町８７番地
908 栃木県知事登録 0000034 コンサルト株式会社 黒崎　光也 1992/04/01 宇都宮市 西二丁目６番９号
909 広島県知事登録 0000083 （有）平和不動産鑑定所 守屋　昭志 1992/04/01 福山市 三吉町５－５－２０
910 鹿児島県知事登録0000063 有限会社不動産鑑定岩元事務所 岩元　透 1992/04/01 鹿屋市 寿７－８－３０－２
911 大阪府知事登録 0000419 株式会社堂島商会 入江　哲治 1992/04/06 大阪市北区 堂島２－１－１４ 堂島商会ビル
912 長崎県知事登録 0000029 有限会社　大野総合鑑定事務所 大野　敏行 1992/04/08 佐世保市 高砂町３－１ 高砂スクエアビル２Ｆ
913 宮城県知事登録 0000055 株式会社東日本補償鑑定 贄田　好信 1992/04/09 仙台市泉区 泉中央１－３５－３
914 千葉県知事登録 0000149 有限会社渡邉不動産鑑定事務所 渡邉　雅広 1992/04/15 館山市 北条１１４４番地１
915 静岡県知事登録 0000070 静岡県不動産鑑定協同組合 洞口　義紀 1992/04/18 静岡市葵区 伝馬町１８－１１
916 大阪府知事登録 0000420 阪和ビジコン株式会社 櫻井　孝茂 1992/04/20 大阪市中央区 久太郎町３－５－１３ 又一ビル４階
917 東京都知事登録 0001207 喜多不動産鑑定事務所 喜多　三枝子1992/04/21 渋谷区 千駄ヶ谷１－２０－１５ ＵＫビル
918 東京都知事登録 0001213 株式会社日本地域開発研究所 石尾　融 1992/05/07 中央区 日本橋蛎殻町１－３２－９ 深山ビル４０２
919 大阪府知事登録 0000422 株式会社　津島総合鑑定 津島　和彦 1992/05/20 大阪市北区 西天満３－１３－１８ 島根ビル７階
920 鹿児島県知事登録0000064 株式会社松浦鑑定リサーチ 松浦　義典 1992/05/25 鹿児島市 鴨池１－５９－２６ 新穂ビル３階
921 三重県知事登録 0000027 株式会社　財団評価研究所 吉田　望実 1992/06/01 松阪市 末広町１丁目２７８番地６
922 大阪府知事登録 0000423 （株）名阪不動産鑑定 青木　敦 1992/06/02 大阪市中央区 瓦町３－４－１０ 日宝御堂ビル４階
923 福岡県知事登録 0000152 株式会社田村不動産鑑定事務所 田村　常美 1992/06/10 北九州市門司区 広石１－１－１４
924 青森県知事登録 0000022 （有）不動産評価コンサルティング 成田　哲夫 1992/06/11 青森市 緑１－２２－９
925 兵庫県知事登録 0000149 野島不動産鑑定事務所 野島　準一 1992/06/16 神戸市中央区 浜辺通４－１－２３ 三宮ベンチャ－ビル２０８号
926 熊本県知事登録 0000042 株式会社瑞穂鑑定センター 松嶋　忍 1992/07/01 熊本市中央区 水前寺３－５－２０ コープ野村水前寺１Ｆ
927 東京都知事登録 0001222 （有）不動産ソフトバンクリミテッド 鈴木　優 1992/07/13 渋谷区 南平台町１２－１７－１０３
928 島根県知事登録 0000012 竹内不動産鑑定士事務所 竹内　義和 1992/08/17 松江市 殿町２５４番地 前島ビル
929 奈良県知事登録 0000020 谷口不動産鑑定株式会社 谷口　清 1992/08/28 生駒市 新旭ケ丘７－４５
930 東京都知事登録 0001230 株式会社土地評価センター 丹羽　安夫 1992/09/09 大田区 山王２－６－７ ランビックス山王１０２号
931 兵庫県知事登録 0000151 有限会社神戸不動産鑑定 山下　裕 1992/09/21 神戸市東灘区 御影山手１丁目１１－１２ パレロワイヤル御影２０２号
932 東京都知事登録 0001233 株式会社　小森不動産鑑定事務所小森　秀夫 1992/09/28 文京区 千駄木３－５０－２ ＦＴ文京１階



933 石川県知事登録 0000024 （有）堀江不動産鑑定システム 堀江　寿郎 1992/10/01 金沢市 笠舞３－９－１７
934 東京都知事登録 0001240 新生不動産調査サービス株式会社日下部　裕文1992/11/02 中央区 日本橋宝町２－４－３ 日本橋宝町野村ビル
935 福岡県知事登録 0000153 株式会社　北九州システム鑑定　 土手　栄治 1992/11/04 北九州市小倉北区 田町１２ー１９－２０２ 元永ビル
936 福岡県知事登録 0000154 フジ総合補償鑑定株式会社 藤岡　一雄 1992/11/10 久留米市 津福今町１９５－１２
937 東京都知事登録 0001241 小菅不動産鑑定事務所 小菅　雅巳 1992/11/12 立川市 一番町２－１３－１５
938 東京都知事登録 0001185 株式会社サン都市計画 森口　英晴 1992/11/23 渋谷区 富ヶ谷１－５２－１
939 東京都知事登録 0001244 有限会社小谷不動産鑑定事務所 小谷　芳正 1992/12/02 葛飾区 東金町１－３４－１
940 東京都知事登録 0001246 株式会社大森不動産鑑定事務所 大森　和夫 1992/12/14 府中市 紅葉丘３－３３－２１
941 兵庫県知事登録 0000152 株式会社　不動産評価システムズ 名倉　友樹 1992/12/15 加古川市 加古川町北在家２２４０
942 秋田県知事登録 0000016 秋田鑑定院 大河　康隆 1992/12/17 秋田市 泉字登木２２７－２
943 静岡県知事登録 0000072 アーバンアプレイザル有限会社 橋本雅文 1993/01/25 静岡市駿河区 下川原１－１２－８
944 奈良県知事登録 0000022 勝田不動産鑑定所 勝田　耕次 1993/01/29 橿原市 新賀町２０１－２　 仲川ビル４階
945 埼玉県知事登録 0000150 内藤不動産鑑定事務所 内藤　秀一 1993/02/01 さいたま市大宮区 大成町２－３２１ スカイハウス１０２
946 和歌山県知事登録0000024 株式会社　阪和不動産鑑定所 泉屋　勉 1993/02/01 和歌山市 雑賀屋町６ ラ・フェ・ド・メール３Ｆ
947 東京都知事登録 0001252 株式会社　さかい不動産鑑定事務所内田　憲一 1993/02/02 立川市 曙町２－３２－１４ セレナハイム立川スクエアコート１０５
948 北海道知事登録 0000119 株式会社　川井不動産鑑定事務所川井　一男 1993/02/08 札幌市中央区 大通西１７－２－１
949 神奈川県知事登録0000211 有限会社アイエー不動産鑑定事務所渡辺　康男 1993/02/08 横浜市神奈川区 鶴屋町３－３２－１４ エクレール横浜西口８０１
950 愛知県知事登録 0000204 水野不動産鑑定事務所 水野　芳洋 1993/02/16 刈谷市 一里山町新屋敷２７
951 福島県知事登録 0000039 株式会社共立不動産鑑定事務所 小橋　達夫 1993/02/22 郡山市 安積町荒井字茸谷地４
952 東京都知事登録 0001254 有限会社 榎本不動産鑑定事務所 榎本幸一 1993/02/26 練馬区 東大泉２丁目８番７号 パレス・フォンテーン３－２００号
953 静岡県知事登録 0000073 有限会社　川村不動産鑑定事務所　川村都孝 1993/03/01 静岡市葵区 新富町４－８
954 鳥取県知事登録 0000022 野口不動産鑑定 野口　淑文 1993/03/01 鳥取市 西町４－１０９－１
955 長崎県知事登録 0000028 （有）鑑定評価研究所 宮崎　博史 1993/03/01 佐世保市 山祗町２３０－８
956 大阪府知事登録 0000428 株式会社寺本鑑定計画研究所 寺本　久夫 1993/03/17 大阪市中央区 内平野町１－１－８
957 茨城県知事登録 0000044 （株）ひたち不動産鑑定 塚本　修一 1993/03/19 水戸市 赤塚２丁目２０１８－４０ 赤塚スカイビル１Ｆ
958 東京都知事登録 0001257 高橋不動産鑑定事務所 高橋　正治 1993/03/22 武蔵村山市 榎３－３３－１
959 大阪府知事登録 0000431 有限会社北井不動産 北井　孝彦 1993/03/23 東大阪市 東山町１８番２０号
960 滋賀県知事登録 0000025 株式会社 せいらん不動産鑑定事務所大住元　肇 1993/03/25 大津市 粟津町７番２１号 シティコーポせいらん２０１号
961 和歌山県知事登録0000025 関西コンサルティングシステム株式会社安藤　元二 1993/03/29 和歌山市 木広町５－２－２２
962 東京都知事登録 0001262 江沢不動産鑑定 江沢　正彦 1993/03/31 港区 赤坂２－２１－１２ 江沢ビルＢ１Ｆ
963 埼玉県知事登録 0000153 （株）新武南不動産鑑定所 石田　清巳 1993/04/01 川口市 中青木２－１９－２７ 第３丸弘ビル
964 大阪府知事登録 0000436 株式会社アプレイザル・キンキ 前田　安弘 1993/04/01 大阪市中央区 北久宝寺町
965 東京都知事登録 0001269 株式会社　都市総合マネジメント 海老原　章 1993/04/12 墨田区 江東橋２－１８－４ 村山ビル２Ｆ
966 広島県知事登録 0000084 ひろぎんモーゲージサービス株式会社三賀森　修 1993/04/13 広島市中区 舟入中町９－１２ 舟入信愛ビル３階
967 東京都知事登録 0001270 日本不動産コンサルティング株式会社権藤幸憲 1993/04/19 港区 虎ノ門３－２２－７
968 兵庫県知事登録 0000153 清水総合鑑定 清水　信博 1993/04/22 神戸市西区 井吹台西町６－１９－３



969 神奈川県知事登録0000234 有限会社石川不動産鑑定事務所 石川　公一 1993/05/04 川崎市幸区 南幸町２－１０ シノザキビル２階
970 千葉県知事登録 0000154 有限会社　杉田不動産鑑定事務所杉田　秀樹 1993/05/10 印西市 小林１８０９
971 大阪府知事登録 0000432 株式会社　河井鑑定調査 河井　要祐 1993/05/17 堺市堺区 熊野町東４－４－２４　 大小路ビル
972 愛知県知事登録 0000208 有限会社　大羽正芳不動産鑑定事務所大　　羽　　　正　　芳1993/05/18 名古屋市昭和区 川名山町２５－５　 オークヒルズ川名山１Ｂ
973 大阪府知事登録 0000434 株式会社 坂本鑑定・建築事務所 坂本　勝男 1993/06/08 大阪市中央区 安土町３－４－５ 本丸田ビル
974 埼玉県知事登録 0000154 株式会社浦和鑑定 小林　隆敏 1993/07/01 さいたま市南区 別所７－１４－４６
975 静岡県知事登録 0000074 芹沢不動産鑑定事務所 芹沢博親 1993/07/06 駿東郡長泉町 東野５１５－１３８
976 埼玉県知事登録 0000155 有限会社　中山不動産鑑定事務所中山　晶夫 1993/07/14 朝霞市 本町３－７－７９
977 東京都知事登録 0001279 有限会社　小島不動産鑑定事務所小島　利仁 1993/07/15 多摩市 一ノ宮４－１９－１ 聖蹟桜ヶ丘パーク・ホームズ１００２
978 兵庫県知事登録 0000155 株式会社　中村総合鑑定 中村増秀 1993/07/22 神戸市中央区 三宮町２－９－２ イシダビル３Ｆ
979 山口県知事登録 0000038 さくら鑑定所 寺井　博教 1993/09/01 下関市 石神町７－１２
980 福岡県知事登録 0000159 藤村不動産鑑定事務所 藤村　吉次 1993/09/09 北九州市小倉北区 井堀２－１－１３－９０２ ディアヒルズ小倉参番館
981 東京都知事登録 0001289 神川鑑定事務所 神川　清 1993/09/13 北区 赤羽南１－４－１２ ジュヒロプラザ赤羽　７０７
982 東京都知事登録 0001292 東日本旅客鉄道株式会社 冨田　哲郎 1993/09/28 渋谷区 代々木２－２－２
983 静岡県知事登録 0000075 （有）アプレイズメント 洞口　義紀 1993/10/08 静岡市葵区 吉野町7-12
984 神奈川県知事登録0000224 株式会社松原不動産鑑定事務所 松原　壮太郎1993/11/02 横浜市神奈川区 台町１６－１ ソレイユ台町８０７号
985 千葉県知事登録 0000162 株式会社京葉不動産評価システム鈴木　恒一 1993/11/15 千葉市中央区 登戸１－１１－１８ 第２潮ビル３０２
986 東京都知事登録 0001301 板橋不動産調査鑑定事務所 板橋愼一 1993/12/20 国分寺市 東京都国分寺市光町１－２６－９ リバ－ランドハイツＢ－２０２
987 東京都知事登録 0001304 株式会社寺島鑑定システム 寺島　敦 1993/12/27 目黒区 鷹番３－４－１８ 八木ビル２階
988 長崎県知事登録 0000030 三浦不動産鑑定事務所 三浦　純一 1994/01/10 長崎市 五島町５－９ サーパス五島町２０４号
989 京都府知事登録 0000077 藤井不動産鑑定株式会社 藤井　忠夫 1994/01/12 福知山市 東羽合町６８－２
990 神奈川県知事登録0000226 武井不動産鑑定事務所 武井　美重子1994/01/19 川崎市宮前区 宮崎６－５－１３２
991 香川県知事登録 0000041 向山不動産鑑定士事務所 向山　茂 1994/01/24 高松市 牟礼町牟礼１６３４－２１
992 長崎県知事登録 0000031 井﨑不動産鑑定事務所 井﨑　嘉幸 1994/01/24 長崎市 万才町３－１２ フォーレ長崎県庁通り８０１号
993 愛知県知事登録 0000216 株式会社土地評価センター 有賀　辰彦 1994/01/27 名古屋市天白区 植田南２－１５１１ ４０２
994 東京都知事登録 0001307 株式会社松本 松本　敦彦 1994/01/28 西東京市 北原町２－１－３２
995 福島県知事登録 0000041 有限会社いわき不動産鑑定所 星　勝行 1994/01/31 いわき市 郷ケ丘２－３４－１０
996 大阪府知事登録 0000440 笠井不動産鑑定 笠井　靖彦 1994/01/31 大阪市北区 西天満４－５－５－２０８ マーキス梅田２階
997 神奈川県知事登録0000229 石原不動産鑑定事務所 石原　光義 1994/02/04 横浜市南区 南太田３－２０－１９
998 東京都知事登録 0001310 有限会社　不動産評価研究所千葉事務所千葉　祐之 1994/02/15 千代田区 富士見１－５－１ パラシオン飯田橋４０７号
999 東京都知事登録 0001308 有沢不動産鑑定事務所 有沢　範芳 1994/02/15 足立区 綾瀬２－２４－８ 日興パレス綾瀬４０２

1000 京都府知事登録 0000078 株式会社　一 信 社 百合口　賢次1994/02/16 京都市中京区 烏丸通丸太町下る大倉町２０１
1001 東京都知事登録 0001315 有限会社倉部不動産鑑定 倉部豊彦 1994/02/22 世田谷区 上北沢１－３４－１８
1002 山梨県知事登録 0000018 有限会社甲斐資産評価システム 窪田　修 1994/03/01 甲府市 千塚３－９－３７
1003 佐賀県知事登録 0000013 （株）栄城不動産鑑定事務所 大串　俊三 1994/03/01 佐賀市 城内２丁目７－９
1004 茨城県知事登録 0000046 総合不動産鑑定事務所 高橋　俊策 1994/03/07 ひたちなか市 笹野町２丁目１８－１１



1005 香川県知事登録 0000042 有限会社熊井不動産鑑定事務所 熊井幸秀 1994/03/07 高松市 城東町１－８－３
1006 東京都知事登録 0001316 山田不動産鑑定士事務所 山田　順一 1994/03/09 江戸川区 西葛西３－１６－２０－４１０
1007 東京都知事登録 0001318 シマダハウス株式会社 島田　成年 1994/03/09 調布市 仙川町２－１７－２６
1008 三重県知事登録 0000064 株式会社ランドフォーライフ研究所 田中　利彦 1994/03/09 桑名市 大山田６－７－１８６
1009 国土交通大臣登録0000149 オリックス（株） 井上　亮 1994/03/14 港区 浜松町２－４－１ 世界貿易センタービル
1010 国土交通大臣登録0000149 オリックス（株） 井上　亮 1994/03/14 大阪市西区 西本町１－４－１ オリックス本町ビル
1011 東京都知事登録 0001320 イースト不動産株式会社 山口　皓章 1994/03/16 港区 赤坂６－５－１１ 鹿島赤坂別館
1012 茨城県知事登録 0000048 （有）山崎不動産鑑定事務所 山崎　善市 1994/03/18 常総市 水海道宝町２７５９
1013 東京都知事登録 0001326 小松不動産総合鑑定事務所 小松　輝男 1994/03/23 荒川区 荒川７－９－１２ グリーンコーポ町屋７１４
1014 岡山県知事登録 0000052 有限会社　内村不動産鑑定事務所内村　順治 1994/03/24 岡山市北区 弓之町１－１７
1015 福島県知事登録 0000043 （有）新和不動産鑑定 安達　一夫 1994/03/29 郡山市 大槻町字針生西１３－１５
1016 大阪府知事登録 0000443 株式会社東亜立地鑑定 山際　智裕 1994/03/29 大阪市中央区 北久宝寺町２－１－２
1017 神奈川県知事登録0000232 南部不動産鑑定所 石川　伸彦 1994/03/30 横浜市磯子区 洋光台１－１－１６
1018 静岡県知事登録 0000077 富士鑑定アールアンドディ 鈴木　敦 1994/03/31 富士市 青島町１９５－３－６０２
1019 愛知県知事登録 0000217 不動産鑑定士藤林賢児事務所 藤林　賢児 1994/04/01 名古屋市名東区 猪子石原１－１８０７－１
1020 栃木県知事登録 0000038 坂本不動産鑑定士事務所 坂本　嘉男 1994/04/08 真岡市 荒町２－１２－１１
1021 福岡県知事登録 0000164 有限会社重松不動産鑑定 重松　英和 1994/04/11 福岡市早良区 祖原１４－１３ ロマネスク西新２０１
1022 茨城県知事登録 0000049 つくば不動産研究所 外山　茂樹 1994/04/12 つくば市 竹園２－１４－１７
1023 東京都知事登録 0001337 トーエー不動産鑑定株式会社 吉本　博貴 1994/04/19 品川区 西五反田７－２２－１７ ＴＯＣビル１０階
1024 東京都知事登録 0001335 株式会社中央都市鑑定所 佐保田雅利 1994/04/19 渋谷区 渋谷２－９－１０ 青山台ビル
1025 三重県知事登録 0000028 小林不動産鑑定士事務所 小林克 1994/04/19 四日市市 三栄町３番１５号 小林ビル７階
1026 国土交通大臣登録0000152 株式会社不動産鑑定ブレインズ 山路　敏之 1994/04/20 千代田区 麹町３－１０－６ メリ－ハウス
1027 国土交通大臣登録0000152 株式会社不動産鑑定ブレインズ 山路　敏之 1994/04/20 横浜市保土ケ谷区 常盤台８６－１－８０１
1028 埼玉県知事登録 0000163 北首都不動産鑑定所 宇田川　稔 1994/04/25 春日部市 大枝１３５－７　５－１－５０６
1029 国土交通大臣登録0000153 株式会社宮﨑補償鑑定 宮﨑　賢 1994/05/01 龍ケ崎市 佐貫３－１１－５ アセット・アルファビル３階
1030 国土交通大臣登録0000153 株式会社宮﨑補償鑑定 宮﨑　賢 1994/05/01 千代田区 鍛冶町２－９－７ 大貫ビル５階
1031 山形県知事登録 0000023 株式会社山形中央鑑定所 今田　修一 1994/05/09 山形市 七日町１－４－１０
1032 三重県知事登録 0000029 株式会社　松阪不動産鑑定所 山中　英紀 1994/05/10 松阪市 黒田町１６９０
1033 大阪府知事登録 0000445 北川不動産鑑定事務所 北川　忠志 1994/05/11 大阪市西区 江戸堀３－８－１６ オーラムアルジャン１２０１
1034 大阪府知事登録 0000448 成邦不動産鑑定（株） 西川　和孝 1994/05/17 堺市北区 百舌鳥赤畑町１－８－１０ 西川商事ビル５Ｆ
1035 東京都知事登録 0001341 株式会社　昭和鑑定法人 松村清一 1994/05/20 新宿区 新宿７－３－３５ クリオ新宿戸山６０１
1036 千葉県知事登録 0000166 （株）第一中央鑑定所 勝見　秀男 1994/05/23 船橋市 本町５－１２－１２
1037 千葉県知事登録 0000167 花輪不動産鑑定 佐藤　佳恵 1994/05/25 船橋市 東船橋５－４－１８
1038 千葉県知事登録 0000169 小菅不動産鑑定事務所 小菅　教良 1994/06/10 千葉市中央区 生実町１９６４－１
1039 埼玉県知事登録 0000164 有限会社　永井不動産鑑定 永井　倫博 1994/06/29 戸田市 喜沢２－３４－３
1040 東京都知事登録 0001345 株式会社富士不動産鑑定所 村上　民夫 1994/07/26 中央区 日本橋茅場町２－１４－１ 第一井上ビル６Ｆ



1041 東京都知事登録 0001346 有限会社　石渡不動産鑑定事務所石渡　伸和 1994/08/01 大田区 新蒲田２－１４－４
1042 東京都知事登録 0001353 斎藤不動産鑑定事務所 斎藤　進一 1994/09/19 杉並区 天沼３－２６－１６
1043 東京都知事登録 0001355 山崎不動産鑑定事務所 山崎康夫 1994/09/30 新宿区 富久町１３－１４第１００３号
1044 埼玉県知事登録 0000165 法師人不動産鑑定事務所 法師人育央 1994/10/03 新座市 片山１－１４－７
1045 東京都知事登録 0001358 沖総合不動産鑑定所 沖　健信 1994/10/07 葛飾区 堀切７－２９－１８
1046 茨城県知事登録 0000051 高田不動産鑑定株式会社 高田　文明 1994/10/19 水戸市 白梅３－１１－１４
1047 東京都知事登録 0001363 有限会社　六本木ネットワーク 春名　万里子1994/10/26 港区 六本木４－２－２０－４０３
1048 兵庫県知事登録 0000161 株式会社三宮鑑定所 植木　剛 1994/11/02 神戸市中央区 浜辺通３－１－３１ ６０５
1049 福島県知事登録 0000044 （株）ランド・システム鑑定社 橋本　真一 1994/11/10 郡山市 細沼町４－１１
1050 佐賀県知事登録 0000014 市丸不動産鑑定 市丸亮介 1994/11/14 唐津市 和多田海士町１－１２
1051 岩手県知事登録 0000020 有限会社 小泉不動産鑑定事務所 小泉　寛 1994/11/17 盛岡市 南大通１－８－７ ＣＦＣビル５階
1052 福岡県知事登録 0000170 （有）筑紫不動産鑑定事務所 松本　俊朗 1994/11/17 筑紫野市 二日市中央５－３－１６ 第２丸明ビル２階
1053 宮城県知事登録 0000059 広瀬不動産鑑定事務所 角田宗夫 1994/11/18 仙台市太白区 長町南４－２４－１２ 長町南４２４ビル　４０３号
1054 石川県知事登録 0000025 織部不動産鑑定事務所 織部　秀一 1994/12/01 金沢市 富樫２丁目２番３４号
1055 大阪府知事登録 0000662 株式会社　内藤不動産鑑定 内藤　善彦 1994/12/02 寝屋川市 日之出町５－５
1056 愛知県知事登録 0000224 玉野総合コンサルタント株式会社 関根　博道 1994/12/07 名古屋市東区 東桜２－１７－１４
1057 神奈川県知事登録0000310 不動産鑑定士橋本公夫事務所 橋本　公夫 1994/12/12 川崎市高津区 梶ケ谷３－１－８ アムール梶ヶ谷２０１
1058 三重県知事登録 0000030 （株）日正不動産鑑定コンサルタント日下部　正 1994/12/15 桑名市 中央町１－９２ 桑名ＲＥビル３階
1059 東京都知事登録 0001373 有限会社　安藤測量鑑定事務所 安藤剛史 1994/12/20 文京区 千駄木２－３４－８
1060 千葉県知事登録 0000171 有限会社若松不動産鑑定事務所 若松　利幸 1994/12/21 船橋市 前原西２－１７－１１
1061 岐阜県知事登録 0000040 深貝不動産鑑定事務所 深貝　哲郎 1994/12/26 岐阜市 岩崎２－５－２４
1062 大阪府知事登録 0000457 松本和子不動産鑑定事務所 松本　和子 1995/01/05 大阪市中央区 内平野町１－２－８ マツモトビルディング２階
1063 千葉県知事登録 0000172 長谷川不動産鑑定事務所 長谷川　千恵子1995/01/11 千葉市緑区 おゆみ野中央４－９－２７
1064 東京都知事登録 0001376 佑希不動産総合鑑定 長友　和彦 1995/01/24 調布市 入間町１－３６－１ クロステージ調布仙川１０５
1065 神奈川県知事登録0000239 保坂不動産鑑定事務所 保坂　泰久 1995/01/25 横浜市保土ケ谷区 川島町１４６５－３
1066 北海道知事登録 0000123 有限会社　菊地不動産鑑定事務所菊地　優広 1995/02/01 札幌市中央区 南１条東３丁目１０番地１ 北海道日伊文化会館　新館６階
1067 富山県知事登録 0000024 日俣不動産鑑定事務所 日俣　学 1995/02/01 富山市 旅籠町６－５
1068 東京都知事登録 0001380 株式会社　鈴木綜合鑑定 鈴木　哲雄 1995/02/10 荒川区 東日暮里５－５２－２ 神谷ビル５０７号
1069 北海道知事登録 0000124 更科不動産鑑定事務所 更科慎一 1995/02/13 札幌市中央区 北二条東１－２－１０ 日宝北２条ビル７階
1070 神奈川県知事登録0000242 有限会社　岡不動産鑑定事務所 岡　秀次 1995/02/15 横浜市金沢区 西柴４丁目１５番１９号
1071 千葉県知事登録 0000175 横島不動産鑑定事務所 横島　義之 1995/02/20 千葉市花見川区 朝日ケ丘４－２－２２
1072 北海道知事登録 0000125 川瀬不動産鑑定 川瀬　良伸 1995/02/22 札幌市北区 北十七条西６－１－１ パークホームズ北大前１０３号
1073 東京都知事登録 0001381 井上不動産鑑定所 井上勝文 1995/02/22 板橋区 板橋１－４９－３－４１４ 板橋ライオンズマンション
1074 京都府知事登録 0000079 佐藤不動産鑑定事務所 佐藤　克美 1995/02/23 向日市 寺戸町西野辺１９番地１
1075 静岡県知事登録 0000079 ナイズ鑑定事務所 中野雅史 1995/02/24 熱海市 20桃山町１８－２０
1076 佐賀県知事登録 0000015 若楠鑑定 於保繁樹 1995/02/24 佐賀市 城内２－９－２８ ＯＦＦＩＣＥ　ＳＡＧＡ２１　２－Ｃ



1077 石川県知事登録 0000030 （有）武田不動産鑑定事務所 武田　昭男 1995/03/03 金沢市 長坂１－１１－２０
1078 沖縄県知事登録 0000040 株式会社　琉球総合鑑定 仲程　正和 1995/03/03 那覇市 東町１５－９ イーストロイヤル２０５
1079 東京都知事登録 0001386 日経不動産鑑定株式会社 長谷川　茂 1995/03/06 千代田区 神田淡路町２－４－６ Ｆ＆Ｆロイヤルビル３階
1080 大阪府知事登録 0000460 株式会社安井不動産鑑定 安井　英二朗1995/03/09 大阪市中央区 船越町１－１－１ レックスヒルズ大手前２０２号
1081 長崎県知事登録 0000033 ながさき都市開発鑑定 宮崎英之 1995/03/09 諫早市 天満町１０－３
1082 神奈川県知事登録0000243 税理士　不動産鑑定士　前川賢治事務所前川賢治 1995/03/10 大和市 大和東１－５－６ 大和スリーエスビル６０２号
1083 長崎県知事登録 0000034 森不動産鑑定士事務所 森　茂範 1995/03/10 長崎市 ダイヤランド１－１３－１
1084 鹿児島県知事登録0000065 有限会社福井総合鑑定所 福井　章夫 1995/03/10 鹿児島市 真砂町４８－２ 鑑定ビル３階
1085 兵庫県知事登録 0000163 株式会社山本総合鑑定 山本　幸生 1995/03/13 神戸市中央区 磯辺通４丁目２番８号 田嶋ビル１０階
1086 静岡県知事登録 0000081 早川不動産鑑定事務所 早川　和宏 1995/03/17 沼津市 三園町５－３　三園ビル２Ｆ
1087 大阪府知事登録 0000463 平岩鑑定事務所 平岩　宗晴 1995/03/22 茨木市 春日２－２－１２ 茨木セントラルビル２０１号
1088 福岡県知事登録 0000173 株式会社第一鑑定リサーチ 吉田　稔 1995/03/22 福岡市中央区 大名２－２－５０ 大名ＤＴビル６階
1089 群馬県知事登録 0000044 有限会社　木村不動産鑑定士事務所木村　泰章 1995/03/24 渋川市 渋川
1090 東京都知事登録 0001391 有限会社プライム不動産鑑定 山口　徹雄 1995/03/24 日野市 多摩平１－４－１８ 山口多摩平ビル２０１
1091 神奈川県知事登録0000248 株式会社　黒羽総合鑑定 黒羽　聡 1995/03/27 横浜市中区 本町４－４１ Ｄ｀グラフォート横浜８０４
1092 埼玉県知事登録 0000168 平野不動産鑑定事務所 平野　光芳 1995/04/03 熊谷市 石原１７３２
1093 大分県知事登録 0000038 有限会社　河野不動産鑑定事務所河野　清 1995/04/03 日田市 上城内町１番３５号
1094 北海道知事登録 0000126 株式会社木野村不動産鑑定事務所木野村　英六1995/04/05 河東郡音更町 木野大通東７丁目１番地
1095 福岡県知事登録 0000174 国土総合研究所 松本　忠人 1995/04/05 福岡市博多区 千代２－１０－１
1096 岐阜県知事登録 0000041 （株）藤垣不動産鑑定事務所 藤垣　博史 1995/04/17 大垣市 藤江町５－５３－１
1097 東京都知事登録 0001401 株式会社増田不動産鑑定事務所 増田秀行 1995/04/28 葛飾区 宝町1-6-19-101
1098 千葉県知事登録 0000179 株式会社　朝日鑑定 清水　清好 1995/05/10 松戸市 新松戸１－３７４－１ 政和ビル５０３
1099 島根県知事登録 0000013 株式会社オフィスエー・シー・シー 外浦　萬夫 1995/05/20 益田市 あけぼの西町２－３
1100 大阪府知事登録 0000469 株式会社タブ不動産鑑定事務所 田畑　慶裕 1995/05/22 大阪市中央区 島町２－２－１０　４階
1101 和歌山県知事登録0000027 株式会社きんき鑑定 西本　和生 1995/05/22 和歌山市 有田屋町南ノ丁２８
1102 東京都知事登録 0001408 東急リバブル株式会社 榊　真二 1995/06/13 千代田区 丸の内２－７－２ ＪＰタワー３３階
1103 東京都知事登録 0001408 東急リバブル株式会社 榊　真二 1995/06/13 渋谷区 道玄坂１－９－５ 渋谷スクエアＡ６階
1104 神奈川県知事登録0000253 竹本不動産鑑定事務所 竹本　晋作 1995/06/27 川崎市麻生区 白山５－１－１－１３０３
1105 愛知県知事登録 0000227 下村不動産鑑定事務所 下村茂樹 1995/06/27 丹羽郡扶桑町 大字柏森字中島１５０－７
1106 島根県知事登録 0000014 小村不動産鑑定士事務所 小村光寛 1995/07/07 松江市 母衣町７５－３ ＰＡＣスクエア
1107 和歌山県知事登録0000028 有限会社茶谷不動産鑑定事務所 茶谷　芳行 1995/07/10 和歌山市 七番丁１１－１ セブン・セブンビル４階
1108 京都府知事登録 0000080 株式会社　都市不動産鑑定所 栃岡　研悟 1995/07/14 京都市中京区 少将井町２４５
1109 東京都知事登録 0001413 千代田都市鑑定株式会社 土内　昌紀 1995/07/17 千代田区 九段北３－２－１ 神戸田中ビル７階
1110 東京都知事登録 0001414 都市鑑定コンサルティング 吉村雄司 1995/07/17 中央区 日本橋室町４－２－７ 滝澤ビル２０２
1111 宮城県知事登録 0000060 有限会社　杜の都不動産鑑定事務所沓澤振作 1995/07/27 仙台市泉区 長命ケ丘４－１８－４
1112 山梨県知事登録 0000019 株式会社　久保嶋不動産鑑定 久保嶋　仁 1995/07/31 甲府市 湯田２－３－１８



1113 静岡県知事登録 0000083 （有）ランドリサーチ 佐野　雅彦 1995/07/31 富士市 松岡４２９－１
1114 千葉県知事登録 0000181 総合財産鑑定 佐藤　元彦 1995/08/14 鎌ケ谷市 富岡３－１５－７
1115 東京都知事登録 0001419 樋口信夫不動産鑑定士事務所 樋口　信夫 1995/08/14 杉並区 西荻北３－１４－９
1116 北海道知事登録 0000127 株式会社北二条不動産鑑定 石川　明 1995/09/04 札幌市中央区 北二条東１－４－９ アーバンコート武蔵野１階
1117 茨城県知事登録 0000052 常総鑑定 藤沼　宏明 1995/09/06 筑西市 菅谷１７０４ ゴーライズマンション１０１
1118 東京都知事登録 0001422 有限会社フジ総合鑑定事務所 後藤清 1995/09/07 八王子市 川町２４４－２８５
1119 茨城県知事登録 0000053 株式会社　山本不動産鑑定事務所山本　光雄 1995/09/08 牛久市 田宮町３９１番地１０１
1120 長野県知事登録 0000041 ちよだ鑑定 羽田　富雄 1995/09/11 上田市 諏訪形
1121 高知県知事登録 0000021 有限会社瑞穂不動産鑑定 清水　卓 1995/09/22 高知市 大膳町１－２４
1122 東京都知事登録 0001423 株式会社アーバンアプレイザル 福本　壽男 1995/09/25 千代田区 神田神保町１丁目３８番地 Ｂ・Ｆビル４０１
1123 栃木県知事登録 0000039 蓼沼不動産鑑定事務所 蓼沼堅寿 1995/10/04 佐野市 田沼町１３９４
1124 青森県知事登録 0000024 株式会社土地評価システム 山本　善長 1995/11/01 青森市 長島２－１３－１６
1125 岩手県知事登録 0000021 有限会社空環研究所 近藤光保 1995/11/01 盛岡市 盛岡駅前北通９－１８－１１０
1126 東京都知事登録 0001430 深川綜合鑑定事務所 深川　博光 1995/12/01 千代田区 神田駿河台２－１－１９ アルベルゴ御茶ノ水ビル６２０号
1127 宮城県知事登録 0000061 西山総合鑑定所 西山　敦 1995/12/04 仙台市青葉区 国分町３－８－１７ 日東ハイツ２０１
1128 愛知県知事登録 0000230 （有）アプス地価研究所 大野　興四郎1995/12/15 名古屋市中村区 則武１－１３－９
1129 大阪府知事登録 0000795 株式会社　地域経済研究所 清野　寛 1995/12/19 大阪市中央区 石町１‐１‐１ 天満橋千代田ビル２号館５階
1130 東京都知事登録 0001433 星野総合鑑定所 星野　英仁 1995/12/20 多摩市 桜ヶ丘２－３８－６
1131 神奈川県知事登録0000258 有限会社　アプレイザル横浜 狩野　信一 1995/12/25 横浜市中区 太田町２－２１－２ 新関内ビル３０１
1132 国土交通大臣登録0000159 株式会社都市開発研究所 平澤　春樹 1996/01/05 新宿区 新宿１－１２－１２　オスカカテリーナ５階
1133 国土交通大臣登録0000159 株式会社都市開発研究所 平澤　春樹 1996/01/05 伊那市 手良中坪１４３５－イ
1134 東京都知事登録 0001434 株式会社薮崎会計・不動産鑑定事務所薮崎　秀明 1996/01/10 三鷹市 下連雀３－３４－２２ ４０７
1135 東京都知事登録 0001436 （有）堤不動産鑑定事務所 堤　実 1996/01/10 多摩市 唐木田１－３０－２１
1136 大阪府知事登録 0000474 原口不動産鑑定事務所 原口友良 1996/01/11 大阪市中央区 内平野町１－２－９ グランドメゾン大手前８０３
1137 兵庫県知事登録 0000475 有限会社　曽我部不動産鑑定 曽我部　剛廣1996/01/17 西宮市 浜甲子園３丁目４番９号
1138 兵庫県知事登録 0000168 あすか総合事務所 廣嶋琢也 1996/01/22 尼崎市 武庫町１－４９－２
1139 福岡県知事登録 0000182 中央鑑定株式会社 松本　武洋 1996/02/08 北九州市八幡西区 東鳴水２－４－３５
1140 福岡県知事登録 0000182 中央鑑定株式会社 松本　武洋 1996/02/08 福岡市中央区 舞鶴１－２－３３ ライオンズマンション天神２０１
1141 和歌山県知事登録0000036 有限会社衣奈不動産鑑定所 衣奈　伸和 1996/02/13 有田郡湯浅町 湯浅２０２６－５ 豊國ビル２階
1142 東京都知事登録 0001440 株式会社中央都市鑑定 山下哲之 1996/02/16 中央区 築地２－１５－１５ セントラル東銀座７０４
1143 長野県知事登録 0000053 長野税務鑑定事務所 槇平　章 1996/02/22 上伊那郡中川村 片桐４３６２番地
1144 岐阜県知事登録 0000042 洞田事務所 洞田　肇 1996/02/23 岐阜市 都通 ４－８　損保ジャパン日本興亜岐阜都通ビル５Ｆ
1145 沖縄県知事登録 0000041 有限会社国土評価センター 黒島　唯一 1996/02/26 石垣市 字登野城１４３５－７ ２階
1146 千葉県知事登録 0000182 房総不動産鑑定 村上　宗丈 1996/02/27 東金市 日吉台 ３－３７－１
1147 千葉県知事登録 0000183 有限会社オフィスケンゾージャパン村上　兼三 1996/02/27 柏市 あけぼの１丁目３番１０号
1148 茨城県知事登録 0000055 （株）ときわ綜合事務所 安　智範 1996/02/28 ひたちなか市 笹野町２－１３－３０



1149 山形県知事登録 0000025 有限会社篠田不動産鑑定事務所 篠田　卓洋 1996/03/01 米沢市 成島町３－２－１２７－４
1150 栃木県知事登録 0000040 茂垣不動産鑑定事務所 茂垣　雅德 1996/03/06 宇都宮市 豊郷台２－２３－４
1151 埼玉県知事登録 0000172 株式会社　ニイハラ 﨡　原　康　善1996/03/11 川越市 諏訪町１９－５
1152 千葉県知事登録 0000185 有限会社河野システム鑑定 河野　宗博 1996/03/18 市原市 西五所２５－１２
1153 東京都知事登録 0001447 株式会社　市川不動産鑑定事務所市川　洋介 1996/03/18 目黒区 鷹番２－５－２１ グリーンヒルズ鷹番Ｓ－１０１
1154 東京都知事登録 0001448 三恵不動産鑑定 長谷川　正恵1996/03/18 大田区 上池台１－３０－１１
1155 茨城県知事登録 0000056 せつた不動産鑑定事務所 説田　賢哉 1996/03/21 土浦市 天川２－２２－１８
1156 東京都知事登録 0001451 日本土地コンサルタント株式会社 中野　智 1996/03/29 新宿区 新宿４－３－１５ レイフラットビル１０階
1157 岡山県知事登録 0000053 有限会社廣畑不動産鑑定事務所 廣畑寬治 1996/04/04 岡山市北区 鹿田町１－４－８－１５０3
1158 山形県知事登録 0000026 大貫不動産鑑定士事務所 大貫　良一 1996/04/08 山形市 緑町４－２６－１６
1159 国土交通大臣登録0000160 株式会社　第一不動産鑑定所 莇　勇二 1996/04/17 仙台市宮城野区 榴岡２－２－１０ セントールビル
1160 国土交通大臣登録0000160 株式会社　第一不動産鑑定所 莇　勇二 1996/04/17 会津若松市 追手町３－１６ 一之丁ビル４階
1161 国土交通大臣登録0000160 株式会社　第一不動産鑑定所 莇　勇二 1996/04/17 郡山市 桑野２－３１－７
1162 福岡県知事登録 0000184 （有）武田大道事務所 武田　多門 1996/04/18 福岡市中央区 赤坂１－５－２２ 赤坂えがしらビル６階
1163 佐賀県知事登録 0000016 アール・ケー不動産鑑定 藤田　好男 1996/05/01 佐賀市 神野東１－２－２１
1164 福島県知事登録 0000045 （有）齋藤不動産鑑定事務所 齋藤　和彦 1996/05/02 福島市 矢剣町８－３０
1165 愛知県知事登録 0000234 日本ランドエンジニアリング株式会社松田　静雄 1996/05/07 名古屋市中区 錦２－１５－２２ りそな名古屋ビル７階
1166 秋田県知事登録 0000017 戸澤不動産鑑定事務所 戸澤　一喜 1996/05/09 秋田市 御所野元町７－５－５
1167 岡山県知事登録 0000055 田麦不動産鑑定事務所 田麦　律夫 1996/05/13 岡山市南区 築港新町２－３２－４
1168 山形県知事登録 0000027 後藤不動産鑑定事務所 後藤　正弘 1996/05/23 山形市 南栄町二丁目５番１５号
1169 広島県知事登録 0000090 （株）小川不動産鑑定 小川　和夫 1996/06/03 広島市中区 八丁堀７－２
1170 東京都知事登録 0001458 株式会社津田不動産鑑定事務所 津田　作實 1996/06/10 世田谷区 新町２－２２－１５ ユニベル新町２０２
1171 広島県知事登録 0000091 （有）森嶋鑑定事務所 森嶋　久雄 1996/06/11 広島市中区 鉄砲町１－２０ 第３ウエノヤビル２Ｆ
1172 東京都知事登録 0001461 株式会社井元総合鑑定 井元　俊二 1996/06/17 千代田区 神田須田町１－１２ 山萬ビル９０１
1173 東京都知事登録 0001463 瀬口不動産鑑定事務所 瀬口崇弘 1996/06/17 千代田区 五番町１０ パルシオ五番町５０８
1174 東京都知事登録 0001460 株式会社日本エステートリサーチ 仙田修 1996/06/17 港区 新橋６－２２－８　 尾島ビル６階
1175 東京都知事登録 0001462 神代不動産鑑定事務所 高橋　宏和 1996/06/17 調布市 菊野台１－４６－７－１０１
1176 神奈川県知事登録0000263 ふじみ不動産鑑定株式会社 佐藤実 1996/07/08 横浜市中区 山下町１９４ 外丸ビル８０２
1177 長野県知事登録 0000043 内藤事務所有限会社 内藤　武美 1996/07/08 長野市 北尾張部８４２
1178 静岡県知事登録 0000084 三栄不動産鑑定株式会社 矢野　敏夫 1996/07/10 三島市 大社町２番２１号 尾崎ビル３階
1179 大阪府知事登録 0000481 ジオ不動産鑑定 松島敏郎 1996/07/10 大阪市北区 天神橋１－７－１２ デュール５０１
1180 埼玉県知事登録 0000176 （株）国土鑑定研究所 新井　寛久 1996/07/17 秩父市 桜木町９－１５ 国土ビル２０２
1181 福岡県知事登録 0000187 株式会社　戸川鑑定士事務所 戸川　英二 1996/07/18 北九州市小倉北区 堺町２－１－１
1182 東京都知事登録 0001466 信和不動産コンサルタント株式会社柏原　英明 1996/08/02 文京区 千駄木３－４４－９ パレドール千駄木Ⅱ３０６
1183 三重県知事登録 0000032 株式会社伊藤不動産鑑定士事務所伊藤　達家 1996/08/14 四日市市 尾平町３８０６－１０５
1184 東京都知事登録 0001468 株式会社シティリサーチ 箕輪　勝弘 1996/08/22 新宿区 新宿１－７－１０ グランドメゾン新宿御苑９０４



1185 神奈川県知事登録0000265 合資会社イワサワ不動産鑑定事務所岩澤　誠 1996/08/26 横浜市旭区 南希望が丘３３－３
1186 神奈川県知事登録0000264 （有）佐野不動産鑑定事務所 佐野一松 1996/09/03 相模原市中央区 弥栄１丁目２番５号
1187 東京都知事登録 0001470 有限会社　佐藤不動産鑑定所 佐藤　安俊 1996/09/13 渋谷区 渋谷２－２－４ 青山アルコーブ３０４号
1188 大阪府知事登録 0000486  丸信総合鑑定株式社 鈴木　信治 1996/09/18 大阪市中央区 南本町２－６－５　 ファ－スト船場１１０５
1189 愛知県知事登録 0000237 株式会社コウケツ総合事務所 纐纈　正剛 1996/09/25 名古屋市中区 富士見町１３番２２号 ファミール富士見事務所棟
1190 栃木県知事登録 0000041 （株）栃木不動産鑑定 阪上　真佐彦1996/09/26 宇都宮市 小幡１－２－１０
1191 愛知県知事登録 0000238 不動産鑑定士　土屋浩之事務所 土屋　浩之 1996/10/02 名古屋市守山区 城土町１１７
1192 東京都知事登録 0001471 西村鑑定事務所 西村　憲夫 1996/10/03 中央区 築地２－１０－１０ ＧＹ築地ビル７階
1193 愛知県知事登録 0000240 公認会計士・税理士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・行政書士　牧原総合事務所牧原　徳充 1996/10/04 名古屋市千種区 池下１丁目１１番２１号 ファースト池下ビル４階
1194 愛知県知事登録 0000239 株式会社　寺島不動産研究所 寺島　鐐太 1996/10/04 名古屋市中区 栄1-12-6 １２０３
1195 埼玉県知事登録 0000177 株式会社みつば総合鑑定所 三田和巳 1996/10/11 春日部市 中央４－９－９－２
1196 広島県知事登録 0000092 株式会社ひかり不動産鑑定 吉村　壽美子1996/10/14 広島市中区 富士見町８－２６
1197 奈良県知事登録 0000030 藤田不動産鑑定所 藤田　秀紀 1996/10/21 奈良市 東紀寺町１丁目３－２０５
1198 神奈川県知事登録0000267 原不動産鑑定事務所 原　伸二郎 1996/11/01 横浜市瀬谷区 中央３７－６
1199 沖縄県知事登録 0000042 有限会社田村総合鑑定事務所 田村就史 1996/11/14 那覇市 樋川１－１３－３６
1200 東京都知事登録 0001477 角張不動産鑑定士事務所 角張敏郎 1996/11/20 港区 六本木７－１３－１
1201 福井県知事登録 0000017 （株）中嶋総合鑑定所 中嶋　寿彦 1996/11/25 越前市 新町９－２－１
1202 東京都知事登録 0001479 塚田不動産鑑定士事務所 塚田　武昭 1996/11/26 三鷹市 井口５－１－１０
1203 神奈川県知事登録0000268 豊田不動産鑑定事務所 豊田　宏 1996/11/27 川崎市高津区 末長１－３５－９
1204 岐阜県知事登録 0000043 加藤不動産鑑定事務所 加藤　修 1996/11/28 岐阜市 太郎丸新屋敷１４６
1205 静岡県知事登録 0000086 静岡不動産鑑定株式会社 徳田　夏雄 1996/12/16 静岡市葵区 水落町１０－１
1206 千葉県知事登録 0000196 あけぼの不動産鑑定事務所 長谷川　昇 1997/01/16 船橋市 浜町１－５－３－１１９
1207 茨城県知事登録 0000060 （株）宮本不動産鑑定事務所 宮本　正人 1997/01/20 猿島郡境町 １０４－５
1208 大阪府知事登録 0000491 不動産鑑定士後藤幸基事務所 後藤　幸基 1997/01/21 大阪市中央区 瓦町四丁目３番１４ 御堂アーバンライフ６１８号
1209 東京都知事登録 0001484 株式会社　大森総合鑑定所 大森　綱光 1997/01/31 多摩市 南野２－３１－２９
1210 兵庫県知事登録 0000172 有限会社　システム鑑定 長宗　巧 1997/02/05 西宮市 甲子園網引町３－１８ シーマー甲子園３０２号
1211 宮城県知事登録 0000065 有限会社　城北不動産鑑定 平林　肇 1997/02/10 仙台市青葉区 上杉２丁目１番１４号 ダイアパレス上杉５０５号
1212 広島県知事登録 0000093 朝辺不動産鑑定事務所 朝辺博史 1997/02/10 広島市中区 上幟町８－３４－１００４
1213 宮城県知事登録 0000066 株式会社　明東不動産鑑定 遠藤　公元 1997/02/13 仙台市青葉区 一番町１－１４－２０ ダイアパレス一番町２０３号
1214 新潟県知事登録 0000062 神保不動産鑑定企画 神保　和穂 1997/02/17 燕市 小高５１８
1215 東京都知事登録 0001488 さとう不動産鑑定士事務所 佐藤　幸秀 1997/02/28 八王子市 平岡町１７－１１
1216 埼玉県知事登録 0000178 不動産ブレーン 町田　晋平 1997/03/05 鶴ケ島市 中新田６６－１６
1217 大阪府知事登録 0000493 清水不動産鑑定事務所 清水　幸一 1997/03/12 大阪市北区 西天満３－８－４ 朝日プラザ西天満１００１
1218 群馬県知事登録 0000045 有限会社石川不動産鑑定士事務所石川直美 1997/03/14 前橋市 天川大島町１－３－２
1219 埼玉県知事登録 0000180 森田不動産鑑定事務所 森田　裕之 1997/03/14 越谷市 東越谷７丁目１４０番地
1220 福島県知事登録 0000047 不動産鑑定士鈴木伸之事務所 鈴木　伸之 1997/03/17 南相馬市 原町区南町三丁目１０６－１



1221 兵庫県知事登録 0000174 佐伯不動産鑑定事務所 佐伯　志朗 1997/03/18 加古郡播磨町 東野添２－８－２９
1222 東京都知事登録 0001492 東京アーバンコンサルティング株式会社相馬　耕三 1997/03/19 港区 西麻布４－２２－１１ ＭＩＣ西麻布ビル４Ｆ
1223 東京都知事登録 0001489 足立不動産鑑定株式会社 足立和男 1997/03/19 八王子市 千人町１－５－１５－２０４ ライオンズプラザ西八王子
1224 愛知県知事登録 0000242 藤哲不動産鑑定事務所 藤本　哲太郎1997/03/19 名古屋市名東区 梅森坂西１－８４０－２
1225 神奈川県知事登録0000271 小林隆志不動産鑑定事務所 小林　隆志 1997/03/26 鎌倉市 玉縄１－２－４ コーポ・フォルテ１０１号
1226 長崎県知事登録 0000036 （有）評価分析研究室 森永　啓次 1997/03/26 佐世保市 城山町８－２４ チャオ城山３階
1227 東京都知事登録 0001494 有限会社加川不動産鑑定所 加川勉 1997/04/01 新宿区 新宿４－４－８ ロイヤルパレス新宿御苑１０１
1228 福井県知事登録 0000018 土谷不動産鑑定事務所 土谷　重美 1997/04/01 福井市 城東４－２２－１６ ヨコヤマビル２階
1229 京都府知事登録 0000085 有限会社山下不動産鑑定所 山下光弘 1997/04/01 京都市中京区 東洞院通御池下ル笹屋町４３６－４ 永和御池ビル
1230 富山県知事登録 0000025 山本不動産鑑定事務所 山本　茂雄 1997/04/04 富山市 久方町８－４３ 久方ビル３階
1231 大分県知事登録 0000034 株式会社　都市評価システム 安東　正二 1997/04/04 大分市 １－１－２３ 吉次勧業ビル３階
1232 東京都知事登録 0001495 牧野不動産鑑定事務所 牧野　治世子1997/04/08 千代田区 九段南４－１－１０ グランドメゾン九段南４０１
1233 京都府知事登録 0000084 ティー・プラン不動産価格情報 高田泰光 1997/04/11 京都市中京区 夷川通烏丸東入西九軒町２９１ 藤和シティ・コープ烏丸８０１号
1234 栃木県知事登録 0000043 とちの木不動産鑑定 阿部　正弘 1997/04/15 那須塩原市 三島２－１４－１６
1235 愛媛県知事登録 0000040 有限会社岡田不動産評価システム岡田　浩 1997/04/15 松山市 二番町４－２－９－６０１ グランディア番町
1236 神奈川県知事登録0000273 有限会社桐ヶ谷不動産鑑定事務所桐ヶ谷正紀 1997/04/22 横須賀市 追浜町３－２７
1237 茨城県知事登録 0000062 大月不動産鑑定 大月　一代 1997/04/23 水戸市 五軒町１－４－１９ 茨城県酒造会館
1238 山梨県知事登録 0000022 さくら不動産鑑定事務所株式会社 小川　和彦 1997/04/30 甲府市 相生１－１－５ 甲府西川ビル
1239 東京都知事登録 0001497 青木不動産鑑定事務所 青木　幸男 1997/05/01 中央区 八重洲２丁目１１番２号 城辺橋相互ビル４階
1240 千葉県知事登録 0000200 （有）安部不動産総合鑑定事務所 安部　保 1997/05/06 佐倉市 南ユーカリが丘１－１ Ａ－３０４
1241 千葉県知事登録 0000201 （有）林システム不動産鑑定 林　崇布 1997/05/16 千葉市緑区 おゆみ野中央１－１６－１ サンクレイドルおゆみ野中央１００６
1242 神奈川県知事登録0000274 広域立地鑑定有限会社 中島　雄二 1997/05/26 横浜市中区 太田町４－４８ 川島ビル２０２
1243 千葉県知事登録 0000202 渡邊共同不動産鑑定事務所 渡邊　一夫 1997/06/19 千葉市中央区 中央３－５－７ 千葉中央ハイツ１１０２
1244 茨城県知事登録 0000063 安藤不動産鑑定事務所 不動産鑑定士　安藤　元信1997/07/01 牛久市 上柏田２－３１－１１
1245 東京都知事登録 0001505 幸和不動産鑑定事務所 渡辺　幸男 1997/07/04 渋谷区 本町６－３２－９
1246 香川県知事登録 0000047 西不動産鑑定事務所 西哲夫 1997/07/07 高松市 浜ノ町６０－５５ イトーピア高松７０５号
1247 京都府知事登録 0000086 エス・エスコンサルグループ株式会社安井　隆廣 1997/07/30 京都市中京区 烏丸通夷川上る少将井町２４５番地１ 藤和シティスクエア４０１号室
1248 千葉県知事登録 0000203 山中不動産鑑定士事務所 山中　宗一 1997/08/08 柏市 あかね町２０番１４号
1249 神奈川県知事登録0000278 石井不動産鑑定事務所 石井健之 1997/08/09 川崎市川崎区 駅前本町２３－６ ロワールガーデン１０１
1250 国土交通大臣登録0000164 アクセス鑑定 松永　明 1997/08/21 大阪市北区 西天満３－１４－１６ 西天満パークビル３号館
1251 国土交通大臣登録0000164 アクセス鑑定 松永　明 1997/08/21 神戸市東灘区 住吉本町３－１－１７－４０７
1252 和歌山県知事登録0000038 （株）川端不動産研究所 川端　一郎 1997/08/21 和歌山市 福町４９ 和歌山中橋ビル５Ｆ
1253 岡山県知事登録 0000057 有田不動産鑑定事務所 有田　修一 1997/08/26 倉敷市 西富井６９５番地１１
1254 愛知県知事登録 0000244 岡谷不動産株式会社 岡谷　篤一 1997/09/01 名古屋市中村区 名駅南一丁目１６番３０号 東海ビルディング９階
1255 兵庫県知事登録 0000178 有限会社　グリーン不動産鑑定事務所柳川　浩 1997/09/16 姫路市 飯田 １丁目１０７番地
1256 福岡県知事登録 0000197 有限会社景平不動産鑑定 景平　良邦 1997/09/25 北九州市小倉北区 清水４丁目１－３０ 石川ビル１０２



1257 福岡県知事登録 0000198 有限会社エステート・プランニング 吉田　博之 1997/09/25 福岡市中央区 渡辺通５－６－１８－１３０８
1258 福島県知事登録 0000048 有限会社　英不動産鑑定 吉村　英博 1997/10/01 いわき市 平字三町目１２ 英ビル３階
1259 北海道知事登録 0000135 川原不動産鑑定事務所 川原　健一 1997/10/07 札幌市中央区 大通西１４丁目１ 山田ビル４Ｆ
1260 埼玉県知事登録 0000181 齋藤不動産鑑定所 齋藤雅一 1997/10/22 羽生市 中央１－６－５
1261 和歌山県知事登録0000031 株式会社　池田不動産鑑定事務所池田　功 1997/10/24 和歌山市 鳴神９９５－８
1262 徳島県知事登録 0000029 有限会社　村上不動産鑑定士事務所村上　幸二郎1997/10/24 鳴門市 撫養町立岩字七枚２０５－１
1263 東京都知事登録 0001514 有限会社岸田不動産鑑定士事務所岸田　健 1997/10/28 渋谷区 代々木２－２３－１－１３２０
1264 大阪府知事登録 0000507 不動産鑑定士藤岡秀夫事務所 藤岡秀夫 1997/11/26 大阪市天王寺区 清水谷町１４－１８－２４０２
1265 埼玉県知事登録 0000182 株式会社　根岸綜合鑑定事務所 根岸　一雄 1997/12/02 白岡市 篠津６４９－１
1266 千葉県知事登録 0000206 加藤不動産鑑定士事務所 加藤修二 1997/12/05 千葉市中央区 中央３－１５－３ 朝日プラザ千葉中央５０１号
1267 青森県知事登録 0000026 （有）東海不動産鑑定センター 東海林　信行1997/12/10 八戸市 柏崎４－１－８
1268 神奈川県知事登録0000282 髙畠不動産鑑定事務所 髙畠　祐二 1997/12/11 横浜市中区 本町２－１０ 横浜大栄ビル３階
1269 千葉県知事登録 0000207 若木不動産鑑定士事務所 若木　忠 1997/12/12 浦安市 東野２－２３－６－１２１
1270 埼玉県知事登録 0000183 若井不動産鑑定事務所 若井　孝三 1997/12/19 朝霞市 岡２－１３－２７
1271 愛媛県知事登録 0000041 （株）西日本不動産鑑定 山口　貴弘 1997/12/22 新居浜市 坂井町１－６－１
1272 長野県知事登録 0000045 有限会社清水不動産鑑定事務所 清水　洋一 1997/12/26 長野市 県町４８１－１ センターボア４０１号
1273 千葉県知事登録 0000208 有限会社重蔵不動産鑑定事務所 鈴木　信夫 1998/01/08 習志野市 津田沼５－１３－４ 津田沼ハイライズ１４０７号
1274 福岡県知事登録 0000200 株式会社さくらビジネスパートナーズ井上　慶一 1998/01/30 福岡市中央区 大名２－４－２２ 新日本ビル５階
1275 石川県知事登録 0000037 きざき不動産鑑定 木崎良隆 1998/02/01 加賀市 大聖寺三ツ町錦城ケ丘４１－５
1276 北海道知事登録 0000137 国土鑑定所　 村上　昭雄 1998/02/02 旭川市 曙北２条７－１－２１
1277 福岡県知事登録 0000201 株式会社　都市評価システム福岡 重松　正信 1998/02/02 福岡市中央区 天神１－１１－１７ 福岡ビル７階
1278 埼玉県知事登録 0000184 仲野不動産鑑定所 仲野　文孝 1998/02/04 ふじみ野市 大井１０８４番地
1279 東京都知事登録 0001522 内藤不動産鑑定 内藤　九亀 1998/02/09 北区 赤羽１－１９－３
1280 新潟県知事登録 0000065 勝見不動産鑑定士事務所 勝見　秀樹 1998/02/13 三条市 須頃１丁目８０番地 ２０７号
1281 福島県知事登録 0000049 有限会社栄鑑定評価 佐藤栄一 1998/02/18 郡山市 鶴見坦２－１４－１８
1282 東京都知事登録 0001523 服部不動産鑑定株式会社 服部正利 1998/02/19 豊島区 東池袋３－１－４ メゾンサンシャイン１２０３号
1283 石川県知事登録 0000029 （有）吉田不動産鑑定事務所 吉田　弘幸 1998/02/19 金沢市 八日市３－２０８
1284 国土交通大臣登録0000171 （株）都市不動産鑑定 渡邉　眞宏 1998/02/23 仙台市太白区 八木山本町１－３０－２
1285 国土交通大臣登録0000171 （株）都市不動産鑑定 渡邉　眞宏 1998/02/23 郡山市 不動前１－１
1286 静岡県知事登録 0000102 杉田不動産鑑定事務所 杉田篤彦 1998/02/24 浜松市中区 城北1-18-37
1287 兵庫県知事登録 0000179 橋本不動産鑑定事務所 橋本　明人 1998/02/24 神戸市北区 桂木４－１－６５
1288 埼玉県知事登録 0000185 早川不動産鑑定事務所 早川　治 1998/02/25 さいたま市大宮区 桜木町３－３８
1289 千葉県知事登録 0000210 （有）都市コンサルト 中西　徳久 1998/02/25 松戸市 根本８－１５ 高木ビル６０５
1290 長崎県知事登録 0000037 未来補償鑑定 石橋　孝作 1998/03/02 諫早市 永昌東町１９－２８ ピュア２１ビル　３０５号
1291 静岡県知事登録 0000088 有限会社深澤竜介不動産鑑定士事務所深澤　竜介 1998/03/06 富士宮市 星山８４－２
1292 茨城県知事登録 0000066 （株）国土鑑定研究所 小野瀬　益夫1998/03/10 水戸市 見和一丁目２９９－１



1293 東京都知事登録 0001525 株式会社協和不動産鑑定 梅澤　春雄 1998/03/10 八王子市 絹ケ丘２－４５－４－１０３ 絹ヶ丘ハイツ
1294 奈良県知事登録 0000032 みさと不動産鑑定 井岡　みや子1998/03/12 奈良市 敷島町１－５４４－５０
1295 東京都知事登録 0001527 　（株）國武不動産鑑定 國武　久幸 1998/03/13 台東区 駒形１－１２－６－７０４ マツイビル
1296 京都府知事登録 0000089 北京都不動産鑑定 山本　洋一 1998/03/17 京丹後市 峰山町丹波５８０番地の４
1297 鳥取県知事登録 0000023 未来不動産鑑定有限会社 村上　保雄 1998/03/17 鳥取市 吉成南町２－１－７
1298 千葉県知事登録 0000213 （有）投資評価 浅井　利明 1998/03/25 松戸市 緑ヶ丘１－１０１－１
1299 岐阜県知事登録 0000046 有限会社　横幕不動産鑑定事務所横幕　輝俊 1998/03/26 大垣市 小野１－２６
1300 愛媛県知事登録 0000042 有限会社さくら総合鑑定事務所 大西　宏直 1998/03/26 松山市 松末２－１６－２４ ジョイフルプラザ松末６０１号
1301 福岡県知事登録 0000205 有限会社アイ・アール不動産鑑定 山内　浩幸 1998/03/26 福岡市城南区 鳥飼７－２２－１４
1302 国土交通大臣登録0000263 株式会社プライム評価研究所 中嶋　裕二 1998/03/27 千代田区 麹町４－３－５ 紀尾井観光ビル８階
1303 国土交通大臣登録0000263 株式会社プライム評価研究所 中嶋　裕二 1998/03/27 北九州市八幡西区 幸神１－２－１６
1304 国土交通大臣登録0000263 株式会社プライム評価研究所 中嶋　裕二 1998/03/27 福岡市中央区 大名２－４－３０ 西鉄赤坂ビル７階
1305 千葉県知事登録 0000214 有限会社鈴木邦幸不動産鑑定事務所鈴木　邦幸 1998/04/01 習志野市 本大久保３－５－６
1306 国土交通大臣登録0000266 株式会社日本総合不動産鑑定 佐藤　裕子 1998/04/01 印西市 大森３３６５－２０
1307 国土交通大臣登録0000266 株式会社日本総合不動産鑑定 佐藤　裕子 1998/04/01 港区 新橋６－２３－７ 新橋ＴＳビル４階
1308 東京都知事登録 0001530 田中不動産鑑定事務所 木内　かをり 1998/04/01 練馬区 氷川台３－３１－２２ ウッディ氷川台２０４
1309 福岡県知事登録 0000208 出雲不動産鑑定士事務所有限会社出雲　重成 1998/04/01 福岡市博多区 博多駅前２－１９－１７－５０６
1310 北海道知事登録 0000138 （有）伊澤不動産鑑定事務所 伊澤　珠樹 1998/04/08 岩見沢市 五条西８－１－１
1311 東京都知事登録 0001529 丸山不動産鑑定士事務所 丸山　静夫 1998/04/09 千代田区 三崎町３－５－１ ダイアパレス水道橋５０４
1312 京都府知事登録 0000091 有限会社　不動産鑑定コジマ事務所小島崇史 1998/04/09 京都市西京区 山田平尾町４３－１ ダイアパレスロイヤル京都桂４０４号
1313 東京都知事登録 0001535 （株）猿橋鑑定システム 猿橋　正和 1998/04/21 町田市 森野２－３０－１０ 町田不動産会館ビル２階
1314 愛知県知事登録 0000248 三英総合コンサルタント株式会社 坂井　哲郎 1998/04/28 名古屋市名東区 高社１－８９ 第二東昭ビル４－Ｃ
1315 神奈川県知事登録0000288 やまゆり不動産鑑定事務所 諸田　浩之 1998/05/21 相模原市南区 相模大野３－１６－１５ スカイビル５０１
1316 岡山県知事登録 0000059 河本不動産鑑定事務所 河本　憲秀 1998/06/02 岡山市北区 清輝橋１丁目５番１２号 第一新和ビル１０１
1317 茨城県知事登録 0000067 茨城土地鑑定株式会社 飯塚　啓治 1998/06/10 水戸市 東台１－７－１１
1318 埼玉県知事登録 0000189 有限会社　久下事務所 久下　武男 1998/06/11 飯能市 稲荷町２３－８
1319 奈良県知事登録 0000054 西都不動産研究所 竹村　牧 1998/06/29 生駒市 真弓３－４－１９
1320 茨城県知事登録 0000068 常陸不動産鑑定所 岡田久男 1998/06/30 取手市 東２－８－４５ドミール東２０２
1321 北海道知事登録 0000140 前田不動産鑑定事務所 前田芳秀 1998/07/03 札幌市中央区 北二条西３丁目１－２９ タケサトビル５０２
1322 京都府知事登録 0000094 髙木不動産鑑定事務所 髙木　正夫 1998/07/09 京都市中京区 富小路通二条下る俵屋町１９１－１ 髙木ビル２階
1323 埼玉県知事登録 0000190 たなか不動産鑑定 田中　美奈子1998/07/30 所沢市 東所沢和田２－５－１３
1324 大阪府知事登録 0000517 辰和不動産 大西　薫 1998/08/03 大阪市旭区 大宮1-19-17
1325 北海道知事登録 0000141 （株）システム鑑定 石川　俊二 1998/08/10 札幌市中央区 南一条西１丁目１６番地４ シルキービル
1326 東京都知事登録 0001549 株式会社アクセス鑑定センター 高橋　丈人 1998/08/10 豊島区 巣鴨３－３４－１０－１２０１ イーグル巣鴨１２階
1327 北海道知事登録 0000142 井上鑑定事務所株式会社 井上　勝法 1998/08/13 札幌市中央区 南一条西１－１６－４ シルキービル２階
1328 東京都知事登録 0001550 鈴鹿不動産鑑定事務所 角田　綾子 1998/08/21 中央区 明石町５－１２－８０４



1329 埼玉県知事登録 0000192 阿久津不動産鑑定事務所 阿久津　裕志1998/09/10 ふじみ野市 霞ケ丘３－３－８
1330 東京都知事登録 0001557 室町不動産株式会社 小野寺　文敏1998/09/10 新宿区 新宿１－８－５ 新宿御苑室町ビル４階
1331 東京都知事登録 0001556 岡村不動産鑑定士事務所+ 岡村　登美男1998/09/10 小平市 大沼町４－４９－３
1332 京都府知事登録 0000096 中信興産株式会社 甲斐　博 1998/09/11 京都市下京区 烏丸通七条西入中居町１１３番地
1333 宮崎県知事登録 0000022 有限会社　東部不動産鑑定所 松元義武 1998/09/16 宮崎市 佐土原町下田島１２００２－２
1334 兵庫県知事登録 0000184 （株）山陽総合鑑定 田辺　邦彦 1998/09/29 姫路市 東延末２－１６６ ハリマ第一ビル３Ｆ
1335 大阪府知事登録 0000503 株式会社ツムラ総合研究所 津村　孝 1998/10/01 茨木市 舟木町２１－２７
1336 兵庫県知事登録 0000185 山陽不動産鑑定株式会社 新玉　正男 1998/10/02 神戸市中央区 三宮町1-1-1 新神戸ビル５０２号
1337 東京都知事登録 0001560 吉川不動産鑑定事務所 吉川　潔 1998/10/20 港区 新橋４－９－１－７０４
1338 兵庫県知事登録 0000186 増井総合鑑定 　増井　常人 1998/11/04 西宮市 泉町５－５－３０５ 香枦園スカイハイツ３０５
1339 青森県知事登録 0000027 （有）地域総合鑑定 堀米　昭二 1998/11/09 八戸市 南白山台２－１９－７
1340 東京都知事登録 0001563 大栄不動産鑑定所 本多　大人 1998/11/09 武蔵野市 八幡町３－３－１０
1341 北海道知事登録 0000143 渡邉都市鑑定株式会社 渡邉博司 1998/11/27 札幌市中央区 南二条西８丁目１－１－６０２
1342 北海道知事登録 0000144 株式会社いしかわ不動産鑑定事務所石川　雅啓 1998/12/15 札幌市豊平区 平岸１ー２ー４－２５
1343 東京都知事登録 0001567 株式会社アイレックス 越智　信夫 1998/12/18 港区 西新橋２－７－４ ＣＪビル１１階
1344 宮城県知事登録 0000070 ＭＹＧ綜合鑑定 高田　康弘 1998/12/21 仙台市泉区 長命ケ丘２－３－１６
1345 東京都知事登録 0001569 株式会社レーサム 田中　剛 1998/12/21 千代田区 霞が関３－２－１ 霞が関コモンゲート西館３６Ｆ
1346 宮城県知事登録 0000071 アルファ不動産鑑定 齋藤　和雄 1999/01/04 名取市 植松３－９－３２
1347 埼玉県知事登録 0000194 沖田不動産鑑定士事務所 沖田　豊明 1999/01/04 川口市 本町４－１－６ 第１ビル４階
1348 東京都知事登録 0001572 新中央鑑定 泉　達夫 1999/01/04 渋谷区 代々木２－２３－１ ニューステイトメナー７１１号
1349 愛知県知事登録 0000250 株式会社愛知不動産経済研究所 足　木　茂 1999/01/05 名古屋市昭和区 滝川町６７番地 三旺マンション滝川２０４
1350 千葉県知事登録 0000226 有限会社　梶ノ葉不動産鑑定所 福﨑隆一 1999/01/14 市川市 南八幡１丁目６番６号
1351 北海道知事登録 0000146 有限会社藤澤不動産鑑定事務所 藤澤　豊喜 1999/01/21 札幌市中央区 南３条東２丁目１０番地１ リビオ大通１０１号
1352 東京都知事登録 0001574 株式会社あさかエンジニアリング 増渕　幸三 1999/01/22 港区 六本木７－８－５ 藤和六本木コープⅡ７０４
1353 北海道知事登録 0000147 澄川不動産鑑定所 横川　準二 1999/01/26 札幌市南区 澄川二条４丁目７－６
1354 北海道知事登録 0000148 有限会社エルム鑑定 後藤　敏之 1999/02/09 札幌市中央区 大通西１－１４－２
1355 東京都知事登録 0001580 田中雅之不動産鑑定事務所 田中　雅之 1999/02/17 港区 白金台４－１８－５
1356 福島県知事登録 0000051 有限会社　秋山不動産鑑定事務所秋山　恒夫 1999/02/22 福島市 西中央四丁目８５－４
1357 高知県知事登録 0000023 有限会社伊藤不動産鑑定 伊藤　和彦 1999/02/24 高知市 北本町４－２－３３ サーパス北本町第２－８０２
1358 三重県知事登録 0000036 吉川理論不動産鑑定事務所 吉川　輝樹 1999/03/08 津市 一身田上津部田３０１３番地 アーツ山の手４番館８０１号
1359 福岡県知事登録 0000211 ランド鑑定設計 佐藤　浩一 1999/03/09 北九州市門司区 大里戸ノ上２－６－６
1360 茨城県知事登録 0000070 （有）協同鑑定 植木　康雄 1999/03/15 笠間市 石井９２９
1361 神奈川県知事登録0000297 新百合不動産鑑定事務所 長畑　正子 1999/03/19 川崎市麻生区 王禅寺東１－２－１
1362 東京都知事登録 0001583 日本都市不動産鑑定 杉田洋一 1999/03/23 千代田区 飯田橋２－１－４ 九段セントラルビル９０１号
1363 東京都知事登録 0001586 株式会社レソシオ 南陽　政道 1999/03/25 千代田区 飯田橋１－７－１０ 山京ビル本館９階
1364 岐阜県知事登録 0000047 不動産鑑定士　丸山事務所 丸山　正樹 1999/03/25 岐阜市 野一色８－１７－９



1365 兵庫県知事登録 0000188 富山不動産鑑定 富山　有治 1999/03/29 伊丹市 昆陽東５－４－１０ １Ｆ
1366 岡山県知事登録 0000062 浮田不動産鑑定事務所 浮田　幹夫 1999/03/29 岡山市北区 川入７９６－１３５
1367 東京都知事登録 0001592 株式会社アセットアプレイザル青山杉浦　公庸 1999/04/01 港区 南青山２－２０―１ 平野ビル２０２
1368 島根県知事登録 0000015 有限会社　大畑不動産鑑定 大畑　裕治 1999/04/01 益田市 あけぼの西町９－１５
1369 福岡県知事登録 0000212 株式会社平成総合鑑定所 都合　哲男 1999/04/07 北九州市門司区 柳町４－１２－３４
1370 千葉県知事登録 0000227 小澤不動産鑑定事務所 小澤　勝広 1999/04/09 柏市 明原３－８－８
1371 福井県知事登録 0000019 北川登貴美不動産鑑定事務所 北川　登貴美1999/04/13 福井市 上北野１－４１０６
1372 東京都知事登録 0001596 株式会社エムツーソリューション 戸澤　恒夫 1999/04/19 港区 新橋２－１６－１ ニュー新橋ビル４１２号
1373 愛知県知事登録 0000253 株式会社エーエムエス 樋沢　武司 1999/04/19 名古屋市東区 葵２－１２－１ ナカノビル３Ｆ
1374 大阪府知事登録 0000528 有限会社大京不動産鑑定 横井　敬史 1999/04/19 大阪市淀川区 西中島５－９－８ 新大阪ＤＴＫビル９階
1375 大阪府知事登録 0000529 藤原不動産鑑定事務所 藤原　博司 1999/04/19 大阪市北区 南森町２‐１‐２３
1376 三重県知事登録 0000038 株式会社藤川不動産鑑定事務所 藤川　勝彦 1999/04/27 津市 栄町１－８４０
1377 東京都知事登録 0001601 中田不動産鑑定事務所 中田　文央 1999/05/01 文京区 千石３－１４－５－４０３
1378 石川県知事登録 0000041 （有）広島不動産鑑定事務所 広島　章生 1999/05/12 金沢市 泉本町１－４８
1379 茨城県知事登録 0000072 （株）茨城第一鑑定所 長島　理 1999/05/13 水戸市 南町２－６－３４ 浅野ビル２０１号
1380 大阪府知事登録 0000530 株式会社島田不動産鑑定事務所 島田　正 1999/05/17 大阪市北区 鶴野町４－Ａ－９２８
1381 兵庫県知事登録 0000189 是川不動産鑑定事務所 是川　哲明 1999/05/17 姫路市 安田４丁目１７番地 高田ビル４Ｆ
1382 兵庫県知事登録 0000190 みなとアセットリサーチ株式会社 代表取締役　菱田　信之　1999/05/18 神戸市須磨区 戎町２丁目２番６号
1383 国土交通大臣登録0000183 日本ヴァリュアーズ株式会社 小室　淳 1999/06/03 千代田区 富士見２－４－３ 朝日観光ビル４階
1384 国土交通大臣登録0000183 日本ヴァリュアーズ株式会社 小室　淳 1999/06/03 名古屋市東区 泉１－２１－２７ 泉ファーストスクエア９階
1385 宮崎県知事登録 0000023 株式会社鑑定ソリュート宮崎 古清水　賢一1999/06/09 宮崎市 大工３－２４４
1386 兵庫県知事登録 0000191 西神不動産鑑定事務所 田渕　謙三 1999/06/17 神戸市西区 狩場台２－１０－１０
1387 大阪府知事登録 0000531 辰己不動産鑑定事務所 辰己　雅信 1999/06/21 大阪市港区 磯路２－３－１５　 ２階
1388 茨城県知事登録 0000073 茨城総合鑑定所 河村　直行 1999/06/25 取手市 野々井１１０１－１ ハーモニータウン１－６０７
1389 埼玉県知事登録 0000198 彩都不動産鑑定 杉田博昭 1999/07/02 さいたま市西区 指扇１６８９－３ さかえハイツＣ１０２
1390 愛知県知事登録 0000258 有限会社ヒロ不動産鑑定企画 竹本　弘司 1999/07/08 名古屋市東区 東桜1-3-2 さくらビル４階
1391 神奈川県知事登録0000299 にわの鑑定リサーチ 庭野　篤 1999/07/09 横浜市中区 本町３－２４－２ ニュー本町ビル８階
1392 神奈川県知事登録0000300 竹村不動産鑑定事務所 竹村　久 1999/07/09 川崎市宮前区 宮崎３－１６－１７
1393 石川県知事登録 0000038 （有）西田不動産鑑定サービス 西田　雄一 1999/07/09 河北郡津幡町 庄リ７３－４
1394 東京都知事登録 0001618 株式会社コスモスイニシア 高木　嘉幸 1999/07/29 港区 芝５－３４－６新田町ビル１１階
1395 茨城県知事登録 0000074 中央総合鑑定所 高橋　研二 1999/08/03 牛久市 中央５－２３－５
1396 福岡県知事登録 0000213 神谷不動産鑑定士事務所 神谷　孝 1999/08/03 北九州市小倉南区 企救丘１－２９－２３
1397 徳島県知事登録 0000030 有限会社富永不動産鑑定事務所 富永　守 1999/08/09 徳島市 助任本町４－４０
1398 岐阜県知事登録 0000048 クニタチ鑑定事務所 山村　寛 1999/08/11 多治見市 大日町41-1
1399 神奈川県知事登録0000302 多賀不動産鑑定事務所 多賀　裕史 1999/08/12 横浜市都筑区 荏田南４－３１－１６
1400 東京都知事登録 0001620 株式会社エー・ディー・ワークス 田中　秀夫 1999/08/16 千代田区 内幸町１－１－７ ＮＢＦ日比谷ビル１３階



1401 神奈川県知事登録0000389 松本不動産鑑定事務所 松本　東五 1999/08/19 大和市 下鶴間１６００－３－４０７
1402 千葉県知事登録 0000232 京葉不動産鑑定所 高柳正勝 1999/09/01 千葉市緑区 おゆみ野５－２９－３
1403 東京都知事登録 0001627 吉澤不動産鑑定事務所 吉澤　真美 1999/09/10 豊島区 目白３－１３－２－６０５
1404 神奈川県知事登録0000303 菊池総合鑑定所 菊池　伸明 1999/09/10 川崎市麻生区 栗木台５－５－４
1405 神奈川県知事登録0000304 長尾不動産鑑定事務所 長尾　ゆき子1999/09/17 横浜市青葉区 みたけ台１０－４６
1406 国土交通大臣登録0000277 株式会社アプレイザルジャパン 竹下憲治 1999/10/01 千代田区 三崎町３－２－１２ 山順ビル３階
1407 国土交通大臣登録0000277 株式会社アプレイザルジャパン 竹下憲治 1999/10/01 福岡市中央区 舞鶴１－９－３ 朝日プラザ天神１１０５
1408 愛知県知事登録 0000260 足立総合鑑定事務所 足立　哲実 1999/10/08 名古屋市中区 新栄２－１－９ 雲竜ビル西館９０３
1409 東京都知事登録 0001635 一不二興産株式会社 千葉　隆 1999/10/14 渋谷区 渋谷２－７－１３ 大一ビル４階
1410 北海道知事登録 0000151 中村不動産鑑定事務所 中村　豊 1999/11/02 札幌市西区 山の手４条９丁目４－１４ 中村アパート２０２
1411 石川県知事登録 0000033 （有）　小西不動産鑑定所 小西　均 1999/11/04 金沢市 二口町ロ１７ 戸板ホール２階
1412 東京都知事登録 0001639 （有）桝本不動産鑑定事務所 桝本　行男 1999/11/09 台東区 東浅草１－１６－６
1413 東京都知事登録 0001641 ビジョンリアルティ株式会社 下野好弘 1999/11/22 千代田区 神田須田町１－８－３ メトロフロント神田３０５
1414 東京都知事登録 0001642 日本不動産投資顧問株式会社 佐々木宏之 1999/11/25 渋谷区 広尾１－７－２０ ＤＯＴビル
1415 栃木県知事登録 0000044 有限会社伊矢野不動産鑑定 伊矢野　忠寿1999/12/03 鹿沼市 玉田町６５３
1416 岐阜県知事登録 0000049 有限会社水野不動産鑑定所 水野　恩 1999/12/06 各務原市 蘇原申子町１－７６
1417 東京都知事登録 0001644 上原不動産鑑定事務所 上原　建八 1999/12/10 新宿区 上落合３－１４－１
1418 東京都知事登録 0001646 菱永鑑定調査（株） 布施　雅弘 1999/12/16 中央区 八重洲２－８－５ 菱進八重洲ビル１階
1419 愛知県知事登録 0000262 （有）塩谷不動産鑑定 塩谷　和彦 1999/12/27 名古屋市名東区 高針原１－５４４
1420 東京都知事登録 0001650 石原不動産鑑定士事務所 石原　伸彦 2000/01/04 世田谷区 池尻３－１－１ 駒場ネオパレス５０４
1421 東京都知事登録 0001649 深山不動産鑑定事務所 深山　方生 2000/01/04 練馬区 高野台１－１８－１２
1422 岐阜県知事登録 0000050 向川原不動産鑑定士事務所 向川原　毅彦2000/01/04 高山市 岡本町３－１１０－１
1423 愛媛県知事登録 0000043 伊予髙筑不動産鑑定事務所 髙月新介 2000/01/04 宇和島市 寿町２－５－１－２０１ コトブキビル
1424 千葉県知事登録 0000234 ジオ不動産研究所 溝渕　清彦 2000/01/07 千葉市若葉区 西都賀１－５－１５
1425 長崎県知事登録 0000039 佐世保不動産鑑定事務所 松尾　和江 2000/01/07 佐世保市 島瀬町３－２７－７０１
1426 福岡県知事登録 0000216 アイ・ブレインズ 土橋　幸夫 2000/01/11 北九州市小倉北区 馬借１－５－１８ ランドスペース馬借５０１号
1427 山梨県知事登録 0000025 有限会社　野田不動産鑑定 野田　岳志 2000/01/12 甲斐市 富竹新田
1428 静岡県知事登録 0000089 （株）　村井不動産鑑定所 村井　秀樹 2000/01/31 浜松市中区 板屋町５１５番地
1429 新潟県知事登録 0000067 （有）草間不動産鑑定事務所 草間　克己 2000/02/01 長岡市 喜多町１３５５番地
1430 群馬県知事登録 0000056 有限会社　前原不動産鑑定システム前原　徹児 2000/02/04 太田市 浜町１６－１９
1431 東京都知事登録 0001655 坂野不動産鑑定士事務所 坂野　辰 2000/02/10 世田谷区 代田６－１４－５
1432 福井県知事登録 0000020 株式会社梅田不動産鑑定事務所 梅田　真 2000/02/23 福井市 二の宮４－２５－２１ ＭＯビル
1433 東京都知事登録 0001660 石垣不動産鑑定事務所 石垣哲嗣 2000/03/01 台東区 松が谷２－２９－４
1434 大阪府知事登録 0000540 藤田総合鑑定事務所 藤田辰夫 2000/03/06 枚方市 高野道２丁目２０番１２－５０７号
1435 秋田県知事登録 0000018 千田不動産鑑定 千田　幸紀 2000/03/07 秋田市 広面字土手下５５‐３
1436 長崎県知事登録 0000040 荒川不動産鑑定士事務所 荒川千洋 2000/03/07 長崎市 片淵２丁目１番１９号



1437 北海道知事登録 0000153 うばさわ鑑定事務所 姥澤　克文 2000/03/08 札幌市厚別区 もみじ台北３－５－１
1438 京都府知事登録 0000099 池田不動産研究所 池田　祥司 2000/03/14 京都市西京区 樫原江ノ本町１１－２６
1439 大阪府知事登録 0000542 株式会社和田総合鑑定 和田　浩 2000/03/16 堺市堺区 新町５－３２ 新町ビル６階
1440 兵庫県知事登録 0000195 中村不動産鑑定士事務所 中村　要 2000/03/17 伊丹市 荻野３－２６－１－１０４
1441 宮城県知事登録 0000072 不動産鑑定青田事務所 青田令子 2000/03/21 仙台市青葉区 一番町２－１－１ 仙台銀行ビル７階
1442 愛知県知事登録 0000263 名成鑑定調査事務所 竹中　成仁 2000/03/21 大府市 共西町五丁目６７番地の４９
1443 長崎県知事登録 0000041 有限会社アセットプランニング長崎笹嶋　洋 2000/03/22 長崎市 大井手町４７番 森井ビル２階
1444 鹿児島県知事登録0000067 大吉不動産鑑定士事務所 大吉　修郎　 2000/03/22 鹿児島市 下荒田３－４１－１０－１Ｆ
1445 静岡県知事登録 0000090 有限会社　いずみ総合事務所 和泉清明 2000/03/24 富士市 川成島６８４－２０
1446 東京都知事登録 0001665 株式会社　不動産市場科学研究所浅利　隆文 2000/03/27 千代田区 有楽町１－１２－１ 新有楽町ビル１０階
1447 東京都知事登録 0001667 有限会社庚申不動産鑑定所 酒匂　悦郎 2000/03/27 八王子市 東浅川町５４６番１９ 八王子サニーハイツ８０８号
1448 福岡県知事登録 0000217 株式会社みずほ不動産鑑定所 井上　真輔 2000/03/29 福岡市中央区 舞鶴３－２－４ 福岡舞鶴ビル６階
1449 岡山県知事登録 0000064 株式会社岩田屋 岩田尚士 2000/03/31 岡山市北区 奉還町１－１３－１６
1450 福岡県知事登録 0000218 福銀不動産調査株式会社 藤原　宏 2000/04/04 福岡市東区 箱崎１－４－１３ 福銀箱崎ビル６Ｆ
1451 群馬県知事登録 0000059 有限会社武井清不動産鑑定事務所武井　清 2000/04/05 前橋市 表町２－９－１５
1452 埼玉県知事登録 0000203 清岡不動産鑑定 清岡　明 2000/04/11 さいたま市緑区 中尾 ３０７４－１
1453 静岡県知事登録 0000091 株式会社資産評価センター 長島　和芳 2000/04/14 浜松市中区 富塚町５７８－４
1454 兵庫県知事登録 0000196 フジミ鑑定企画 藤原　美樹 2000/04/14 神戸市中央区 中尾町２番１ ブルックス神戸６０５
1455 京都府知事登録 0000101 三浦不動産鑑定所 三浦　正樹 2000/04/17 京都市中京区 三条通新町西入釜座町２６番 南部ビル３階
1456 神奈川県知事登録0000312 加藤一重不動産鑑定事務所 加藤　一重 2000/04/18 川崎市中原区 中丸子５３８ メルベ－ユマルダ５０１
1457 愛知県知事登録 0000266 株式会社丸石不動産鑑定 石脇　雄生 2000/04/19 名古屋市中区 千代田１－１０－１６ ネスパルドＥＶＥ３０４
1458 愛知県知事登録 0000267 不動産鑑定士古田豊人事務所 古田　豊人 2000/04/19 豊橋市 新本町６７－２
1459 愛知県知事登録 0000268 ＯＦＦＩＣＥ　ナスカ 岩田　肇 2000/04/24 名古屋市中川区 富田町千音寺東尼ヶ塚７６－１
1460 北海道知事登録 0000154 有限会社　増村不動産鑑定 増村　哲史 2000/04/26 小樽市 銭函１－２９－１７
1461 大阪府知事登録 0000544 宮部不動産鑑定事務所 宮部　秀和 2000/04/26 大阪市福島区 鷺洲５－６－４１－３０１
1462 福岡県知事登録 0000219 株式会社紺碧 宮﨑　浩 2000/05/01 糟屋郡新宮町 花立花３－６－６
1463 静岡県知事登録 0000092 （有）鍋田不動産鑑定事務所 鍋田　俊彦 2000/05/08 静岡市清水区 北矢部町１－２－３１
1464 東京都知事登録 0001679 文京本郷不動産鑑定 鈴木　喜代子2000/05/12 文京区 本郷3-39-1 シティハウス本郷三丁目３０２
1465 東京都知事登録 0001681 株式会社大丸商会 大久保　文男2000/05/15 中央区 東日本橋２－１６－１０ ヴィップ東日本橋７０１
1466 神奈川県知事登録0000313 世良田不動産鑑定事務所 世良田　叡 2000/05/22 横浜市港北区 富士塚１－９－６
1467 富山県知事登録 0000026 益井都市鑑定 益井　美明 2000/05/24 富山市 神通町２－８－１６
1468 長崎県知事登録 0000042 山本鑑定評価事務所 山本　潤二 2000/05/24 佐世保市 折橋町５４－８０
1469 茨城県知事登録 0000076 ＲＥＡ増田不動産鑑定事務所 増田　潤志 2000/06/06 坂東市 岩井４３５５－１０
1470 福岡県知事登録 0000222 株式会社地域経済研究所 森部　清司 2000/06/22 飯塚市 弁分５５４－５
1471 新潟県知事登録 0000069 有限会社　ランド・コンサル 伴　正久 2000/06/23 新潟市中央区 南笹口２－２－１０－３０１
1472 香川県知事登録 0000052 有限会社松岡良幸事務所 松岡　良幸 2000/06/23 高松市 瓦町１－４－１０



1473 東京都知事登録 0001690 株式会社都市コンサルティング 岡崎　徹也 2000/07/12 新宿区 市谷田町１－１９ ＥＣＳ第１９ビル６階
1474 愛知県知事登録 0000271 伊藤不動産鑑定株式会社 伊藤　勝國 2000/07/14 豊橋市 羽根井西町１２－７
1475 大阪府知事登録 0000546 アセットコンサル株式会社 遠山　直樹 2000/07/27 大阪市中央区 北浜３－７－１２ 京阪御堂筋ビル８階
1476 東京都知事登録 0001692 浅川不動産鑑定コンサルティング 淺川　肇 2000/07/31 練馬区 豊玉南３－２７－１８－１００５
1477 東京都知事登録 0001689 吉田総合鑑定所 吉田雅一 2000/08/01 北区 志茂１－１５－８
1478 岐阜県知事登録 0000051 みずほ不動産鑑定事務所 水野　隆吾 2000/08/01 多治見市 白山町５－３７－１
1479 千葉県知事登録 0000237 小高不動産鑑定所 小高　秀雄 2000/08/04 千葉市花見川区 宮野木台４－１２－１
1480 神奈川県知事登録0000316 横浜振興株式会社 小松　俊二 2000/08/08 横浜市中区 南仲通２－２１－１
1481 愛知県知事登録 0000273 福岡鑑定事務所 福岡洋介 2000/08/08 岡崎市 羽根町陣場１０４－３
1482 福岡県知事登録 0000223 有限会社北九州不動産鑑定 森　幸太朗 2000/08/08 北九州市八幡西区 南鷹見町１０番１０号－２０２ ビブレ折尾
1483 長野県知事登録 0000050 楢原事務所 楢原　邦雄 2000/08/10 長野市 三輪３－１６－８
1484 東京都知事登録 0001696 インターナショナル・アプレイザル株式会社三井　正則 2000/08/15 港区 海岸１－２－３ 汐留芝離宮ビルディング２１階
1485 京都府知事登録 0000102 シマザキ不動産鑑定士事務所 嶋嵜　敦 2000/08/15 京都市中京区 柳馬場通竹屋町下る五丁目２２８ 碇ビル２階
1486 千葉県知事登録 0000238 相川不動産鑑定事務所 相川　紘二郎2000/08/18 千葉市若葉区 都賀５丁目１７番８号
1487 神奈川県知事登録0000317 有限会社甘糟不動産鑑定事務所 甘糟　隆司 2000/08/18 横浜市西区 みなとみらい４－１０－１ Ｅ２２０９
1488 大阪府知事登録 0000550 株式会社 川崎不動産研究所 川崎　隆 2000/08/30 大阪市住吉区 墨江１丁目８番１０号
1489 大阪府知事登録 0000549 株式会社鈴木不動産鑑定所 鈴木雅人 2000/08/30 大阪市中央区 安堂寺町１－３－６ 大阪上町ビル５０２
1490 埼玉県知事登録 0000206 （有）清水都市総合鑑定 清水　潤一 2000/08/31 所沢市 くすのき台３－３－７ サンフォーレ所沢１０２号
1491 神奈川県知事登録0000318 飯嶋不動産鑑定事務所 飯嶋　俊夫 2000/09/01 横浜市青葉区 市ケ尾町１６７８－２２
1492 神奈川県知事登録0000319 有限会社岩渕不動産鑑定士事務所岩渕　隆 2000/09/08 横浜市中区 尾上町 横浜尾上町ビル４階
1493 岡山県知事登録 0000066 佐々木不動産鑑定事務所 佐々木　正尚2000/09/11 岡山市中区 浜１－１６－１３
1494 国土交通大臣登録0000184 株式会社タス 立野　良太郎2000/09/25 中央区 八丁堀２－２５－９ トヨタ八丁堀ビル７階
1495 国土交通大臣登録0000184 株式会社タス 立野　良太郎2000/09/25 静岡市清水区 楠新田２８－１ モンレーブ北草薙４０５
1496 埼玉県知事登録 0000207 小山光男不動産鑑定事務所 小山　光男 2000/10/02 さいたま市浦和区 岸町４－８－３
1497 東京都知事登録 0001700 長山不動産鑑定事務所 長山　征廣 2000/10/02 杉並区 本天沼１－７－１０
1498 東京都知事登録 0001698 納富不動産鑑定事務所 納富　久昭 2000/10/02 国立市 北２丁目１３番１８
1499 青森県知事登録 0000029 有限会社　片桐不動産鑑定事務所片桐　武志 2000/10/23 弘前市 大字城西４－２－７
1500 青森県知事登録 0000030 下北不動産鑑定 宮本　寛治 2000/10/23 むつ市 下北町７－２０
1501 奈良県知事登録 0000035 有限会社槙原不動産鑑定所 槙原　清一 2000/10/23 生駒市 さつき台２丁目４５１－１１４
1502 宮城県知事登録 0000073 有限会社　菅谷不動産鑑定 菅谷　正志 2000/10/27 仙台市青葉区 上杉３丁目４番７号 北２ビル
1503 大阪府知事登録 0000553 勝本不動産鑑定事務所 勝本　信男 2000/10/30 大阪市北区 東天満１丁目１０番８－５０１号
1504 東京都知事登録 0001704 株式会社陽栄 早川　貴之 2000/10/31 中央区 銀座７－１４－１６ 太陽銀座ビル
1505 北海道知事登録 0000155 あおば不動産鑑定事務所 梅坪　勝 2000/11/01 札幌市厚別区 青葉町８丁目１２－３８
1506 東京都知事登録 0001706 ＪＦＥライフ株式会社 守安　進 2000/11/01 台東区 蔵前２－１７－４ ＪＦＥ蔵前ビル７階
1507 埼玉県知事登録 0000209 有限会社彩京不動産鑑定 伊勢　秀 2000/11/21 川口市 戸塚２－２１－３１ ベルエリゼ２０２
1508 東京都知事登録 0001707 株式会社アール・イー・ジー 今井　修一 2000/11/22 千代田区 三番町７－２－５０１



1509 京都府知事登録 0000104 有限会社　藤原総合不動産鑑定 藤原　陽 2000/12/08 京都市西京区 上桂森下町１番地１７１
1510 北海道知事登録 0000156 山田不動産鑑定 山田　浩市 2000/12/10 札幌市中央区 南十三条西２１－２－２４－５０３
1511 国土交通大臣登録0000186 株式会社緒方不動産鑑定事務所 緒方　瑞穂 2000/12/14 港区 虎ノ門３－２０－４ 虎ノ門鈴木ビル２階
1512 国土交通大臣登録0000186 株式会社緒方不動産鑑定事務所 緒方　瑞穂 2000/12/14 名古屋市中区 栄４－３－２６ 昭和ビル２階
1513 国土交通大臣登録0000186 株式会社緒方不動産鑑定事務所 緒方　瑞穂 2000/12/14 大阪市北区 天神橋２丁目北１－２１ 八千代ビル東館５階
1514 福岡県知事登録 0000224 有限会社アセッツ鑑定 川村　勇人 2001/01/04 福岡市中央区 舞鶴２－２－１ 筑邦ビル４階
1515 岐阜県知事登録 0000053 有限会社エリアオフィス 荒山　徳統 2001/01/10 岐阜市 端詰町５６ ＪＡぎふビル２Ｆ
1516 愛知県知事登録 0000276 株式会社中部不動産鑑定センター 中野正之 2001/01/11 豊川市 松原町京田５１－１
1517 東京都知事登録 0001714 ディー・ディー・マイスター株式会社 岡内幸策 2001/01/15 千代田区 神田小川町2-3-7 兼七ビル８Ｆ
1518 石川県知事登録 0000035 松不動産鑑定事務所 松山　友成 2001/01/18 金沢市 長坂台２－１５
1519 東京都知事登録 0001716 高瀬不動産鑑定士事務所 高瀬　貞夫 2001/01/22 墨田区 立花３－３－８－３０５ プリマドムス立花
1520 東京都知事登録 0001718 株式会社敷島鑑定 守永豊彦 2001/01/26 渋谷区 代々木２－２３－１ ニューステイトメナー１３６７号室
1521 宮城県知事登録 0000074 真木不動産鑑定事務所 真木芳美 2001/02/06 仙台市泉区 明石南３－９―２０
1522 京都府知事登録 0000106 京都不動産調査サービス 木田　洋二 2001/02/07 宇治市 木幡南山８０－１９９
1523 東京都知事登録 0001720 日本不動産総合評価トラスト株式会社平田　実 2001/02/13 中央区 日本橋馬喰町２－３－３ ファッションフェイスビル２階
1524 大阪府知事登録 0000557 有限会社太洋不動産鑑定 塩崎　修 2001/02/13 大阪市旭区 中宮２－１０－２１
1525 千葉県知事登録 0000241 さくら不動産鑑定（株） 広瀬　祥之 2001/02/15 佐倉市 寺崎北３－４－９
1526 奈良県知事登録 0000036 中村不動産鑑定所 中村　達雄 2001/02/21 生駒郡斑鳩町 興留 ８丁目９番２号
1527 福岡県知事登録 0000225 片山不動産鑑定事務所 片山　邦秀 2001/02/22 福岡市中央区 平尾２－１１－１１ グランドメゾン平尾８０１
1528 栃木県知事登録 0000046 富田不動産鑑定事務所 富田晃司 2001/03/07 小山市 宮本町２－２－６
1529 大分県知事登録 0000035 上原不動産鑑定 上原　弘稔 2001/03/08 日田市 大字三和３６５８－１
1530 群馬県知事登録 0000052 有限会社長壁不動産鑑定士事務所長壁　治 2001/03/09 高崎市 八千代町３－５－８
1531 神奈川県知事登録0000323 株式会社横浜不動産鑑定 守田　実 2001/03/09 横浜市中区 住吉町１－６ ３０５ＭＰＳ関内３０５
1532 三重県知事登録 0000040 布生鑑定事務所 布生太造 2001/03/13 名張市 希央台３番町３番町８番地
1533 群馬県知事登録 0000053 有限会社　石田不動産鑑定士事務所石田　寛 2001/03/14 高崎市 常盤町５８－１ ウィング高崎１１０号
1534 福岡県知事登録 0000226 西澤不動産鑑定事務所 西澤　義男 2001/03/15 北九州市小倉北区 弁天町９－６
1535 大阪府知事登録 0000558 有限会社中田事務所 中田　浩章 2001/03/16 大阪市西区 北堀江３－１０－２２ シティライフ有萬２Ｃ
1536 奈良県知事登録 0000037 きたまち不動産鑑定 谷　正直 2001/03/16 奈良市 北御門町２１
1537 宮崎県知事登録 0000024 株式会社宮崎中央鑑定所 山口　英之 2001/03/19 宮崎市 旭１－７－１５ ＭＲＫビル３階
1538 徳島県知事登録 0000032 有限会社朝日不動産鑑定 細井　一治 2001/03/26 徳島市 大和町１－１－１２
1539 千葉県知事登録 0000243 安達不動産鑑定事務所 安達　安男 2001/03/27 松戸市 常盤平２－１５－１３
1540 福岡県知事登録 0000227 福山不動産鑑定事務所 福山　節子 2001/03/27 北九州市小倉北区 浅野２－３－４７
1541 徳島県知事登録 0000031 有限会社阿部不動産鑑定事務所 阿部宏士 2001/03/28 徳島市 幸町３－１６
1542 石川県知事登録 0000036 能登不動産鑑定所 西郷　悟 2001/03/30 七尾市 府中町９６－１
1543 大阪府知事登録 0000560 株式会社　アプレ中之島 安原　香代 2001/03/30 大阪市淀川区 加島３丁目中２－１０－５１６
1544 大阪府知事登録 0000559 株式会社酒井総合鑑定事務所 酒井　利銀 2001/03/30 大阪市中央区 南船場２丁目６番８号 ニシヅカビル７階



1545 高知県知事登録 0000026 岡﨑不動産鑑定事務所 岡﨑　靜道 2001/04/01 高知市 石立町７８番地１
1546 滋賀県知事登録 0000035 有限会社村木アセット・コンサルタンツ村木　康弘 2001/04/02 大津市 御殿浜１９－１０
1547 島根県知事登録 0000016 大野不動産鑑定事務所 大野　豪俊 2001/04/03 松江市 東本町４‐１４１
1548 新潟県知事登録 0000071 株式会社北澤不動産鑑定所 北沢　利枝 2001/04/04 三条市 一ノ門２－１１－８
1549 大阪府知事登録 0000562 株式会社小松不動産鑑定事務所 小松　知史 2001/04/06 大阪市中央区 谷町１丁目４番３号 大手前ヒオビル９階
1550 東京都知事登録 0001730 不動産鑑定サロン 森田　元 2001/04/09 中央区 日本橋茅場町２－１４－１ 第一井上ビル４０２
1551 千葉県知事登録 0000244 森口不動産鑑定事務所 森口　利彦 2001/04/10 我孫子市 青山１－１－６０２
1552 福岡県知事登録 0000228 中央総合鑑定株式会社 池田　昌修 2001/04/12 福岡市中央区 大名２－４－３０
1553 国土交通大臣登録0000189 （株）日本不動産鑑定パートナーズ山岸　榮夫 2001/04/18 千代田区 神田錦町２－７ 乾ビル５階
1554 国土交通大臣登録0000189 （株）日本不動産鑑定パートナーズ山岸　榮夫 2001/04/18 名古屋市中村区 椿町１－３ チサンビル
1555 国土交通大臣登録0000189 （株）日本不動産鑑定パートナーズ山岸　榮夫 2001/04/18 大阪市中央区 淡路町２－１－１０ ユニ船場４階　４０２
1556 千葉県知事登録 0000245 有限会社亀形不動産鑑定事務所 亀形　巌 2001/04/20 香取市 佐原イ８０４番地 たがわビル１Ｆ
1557 東京都知事登録 0001733 王子不動産株式会社 小林　健司 2001/04/23 中央区 銀座５‐１２‐８
1558 東京都知事登録 0001734 浅井佐知子不動産鑑定事務所 浅井　佐知子2001/04/23 国分寺市 泉町２－５－２－６０１ 西国分寺ゆかり参番街
1559 大阪府知事登録 0000561 津和不動産鑑定事務所 津和　章雅 2001/04/23 大阪市西成区 岸里東２－３－３０－６０１
1560 奈良県知事登録 0000039 杉本不動産鑑定士事務所 杉本　忠樹 2001/04/23 橿原市 内膳町２－４－３
1561 奈良県知事登録 0000038 藤井不動産鑑定 藤井　敬裕 2001/04/23 生駒市 ひかりが丘１－１２－３
1562 東京都知事登録 0001735 株式会社吉村総合計画鑑定 吉村　真行 2001/04/24 千代田区 内幸町１－１－１ 帝国ホテル本館６階
1563 兵庫県知事登録 0000202 株式会社六甲アイランド鑑定事務所福永　美幸 2001/04/26 芦屋市 月若町６－９
1564 東京都知事登録 0001737 丸三住宅株式会社 北川　雅人 2001/04/27 北区 田端１－１９－８
1565 三重県知事登録 0000041 東海不動産鑑定事務所 田中　信正 2001/04/27 桑名市 野田２－７－１１６
1566 兵庫県知事登録 0000201 井出総合鑑定 井出　均 2001/04/27 神戸市灘区 岩屋中町５－２－２１－１０６
1567 福島県知事登録 0000052 （有）武藤不動産鑑定事務所 武藤　文則 2001/05/01 郡山市 大槻町字西ノ宮西３７－９
1568 愛知県知事登録 0000280 株式会社鎌塚不動産鑑定事務所 鎌塚　敦司 2001/05/02 名古屋市中村区 名駅３－２－１９－１２０１
1569 京都府知事登録 0000107 不動産鑑定ネットワークサービス株式会社新見　憲一郎2001/05/15 宇治市 木幡西浦６２－２
1570 兵庫県知事登録 0000204 株式会社　陰山不動産鑑定 陰山　陽史 2001/05/15 加古川市 野口町良野１１５‐３
1571 京都府知事登録 0000108 株式会社北白川不動産研究所 小西ひとみ 2001/05/17 京都市左京区 北白川小倉町５０
1572 千葉県知事登録 0000248 （有）橘不動産鑑定所 橘　英雄 2001/05/18 千葉市中央区 富士見２－８－８
1573 東京都知事登録 0001741 ジョーンズラングラサール株式会社河西　利信 2001/05/21 千代田区 三番町５－７ 精糖会館５階
1574 山口県知事登録 0000040 株式会社　地域整備機構 鈴尾　進 2001/05/24 下関市 新地西町９－１０
1575 徳島県知事登録 0000033 共同不動産鑑定システムズ 寺島　侑 2001/05/29 徳島市 幸町３－５ 出口ビル２階
1576 東京都知事登録 0001743 株式会社リサ・パートナーズ 田中　敏明 2001/06/01 港区 港南二丁目１５番３号 品川インターシティＣ棟１９階
1577 東京都知事登録 0001746 株式会社四門 那波　市郎 2001/06/25 千代田区 三崎町２－４－１ ＴＵＧ－Ⅰビル
1578 国土交通大臣登録0000192 株式会社　地域科学研究所 平井　慎一 2001/06/26 福岡市博多区 博多駅南１－８－３１ 九州ビル３Ｆ
1579 国土交通大臣登録0000192 株式会社　地域科学研究所 平井　慎一 2001/06/26 大分市 東春日町１－１ ＮＳ大分ビル４Ｆ
1580 神奈川県知事登録0000327 八木不動産鑑定事務所 八木　達彦 2001/06/27 大和市 下鶴間2129-3 ライオンズマンションつきみ野２－１０２



1581 愛知県知事登録 0000282 近澤不動産鑑定事務所 近澤　尚雄 2001/07/02 名古屋市中村区 太閤2-12-11
1582 栃木県知事登録 0000047 鈴木健司不動産鑑定士事務所 鈴木　健司 2001/07/05 宇都宮市 新町２－３－２４
1583 東京都知事登録 0001748 平井不動産鑑定事務所 平井　良之 2001/07/06 江東区 佐賀１－８－１２－９０２
1584 福岡県知事登録 0000230 株式会社国際不動産鑑定所 山口　勝彦 2001/07/06 福岡市博多区 博多駅東１－１２－５ 博多大島ビル４０３
1585 東京都知事登録 0001750 株式会社エー・シー・トラスト 越湖　裕之 2001/07/11 西東京市 栄町３－５－２２
1586 北海道知事登録 0000157 不動産鑑定士本間事務所 本間　芳樹 2001/07/18 函館市 石川町３３３番地３
1587 大阪府知事登録 0000567 箔本不動産鑑定所 箔本　康博 2001/07/24 大阪狭山市 大野台１－１９－４
1588 東京都知事登録 0001752 青山リアルティー・アドバイザーズ株式会社新家　玄千 2001/07/30 渋谷区 神宮前３－４－９ 神宮前プレイス３階
1589 京都府知事登録 0000109 森田不動産鑑定事務所 森田　信彦 2001/07/31 京都市中京区 六角油小路町３１４ デリード御池２０２号
1590 千葉県知事登録 0000250 足立不動産鑑定事務所 足立　順子 2001/08/01 浦安市 舞浜３－２０－１４
1591 大阪府知事登録 0000685 株式会社飛翔鑑定事務所 太田徳治 2001/08/01 大阪市中央区 本町 2F４－６－２０本町原田ビル２Ｆ
1592 徳島県知事登録 0000034 南四国不動産鑑定株式会社 阿部　啓治 2001/08/07 徳島市 川内町（平石夷野）１７６
1593 神奈川県知事登録0000329 坂本不動産鑑定事務所 坂本　圭一 2001/08/16 横浜市中区 南仲通１－１３－１０６
1594 茨城県知事登録 0000077 綿引不動産鑑定事務所 綿引　憲 2001/08/22 水戸市 元吉田町１０１５－１
1595 神奈川県知事登録0000330 有限会社　渡辺不動産鑑定所 渡辺俊一 2001/08/22 横浜市栄区 飯島町８４２－１０
1596 奈良県知事登録 0000040 朱雀住宅・都市評価 鴛海　由美子2001/08/23 奈良市 朱雀２－１０－１－１４
1597 兵庫県知事登録 0000206 堀田鑑定工学研究所 堀田　勝己 2001/09/06 尼崎市 南塚口町３－２－１８－２０５
1598 福岡県知事登録 0000231 大川不動産鑑定事務所 大川　弘太郎2001/09/06 北九州市小倉北区 浅野１－１－１ ＪＲ小倉駅ビル８Ｆ
1599 愛知県知事登録 0000285 株式会社三輪不動産研究所 三輪　勝年 2001/09/18 名古屋市中村区 名駅南１－１６－２１ 名古屋三井物産ビル４階
1600 東京都知事登録 0001758 有限会社　十文字会計鑑定事務所十文字良二 2001/09/26 豊島区 池袋２丁目１４番８号 池袋ＮＳビル
1601 東京都知事登録 0001759 鎌田不動産鑑定事務所 鎌田　孝男 2001/10/01 小平市 学園西町２－４－１３
1602 北海道知事登録 0000159 おおえぞ鑑定 星野　吉輝 2001/10/02 北見市 美山町南４－１５－５
1603 愛知県知事登録 0000287 森不動産鑑定事務所 森　　修 2001/10/02 名古屋市千種区 星が丘山手８０４－２０１
1604 愛知県知事登録 0000286 有限会社アセットリサーチ 中垣　滋彰 2001/10/02 春日井市 春見町３０番２
1605 長野県知事登録 0000051 みこしば不動産鑑定事務所 御子柴　進次2001/10/09 塩尻市 大字洗馬２５７番地１２
1606 佐賀県知事登録 0000018 前田不動産鑑定事務所 前田　辰王 2001/10/11 佐賀市 六座町２－８　セルシオ六座１０２
1607 大分県知事登録 0000036 有限会社櫻不動産鑑定 今石　啓子 2001/10/17 中津市 中殿町３－２４－９ ２階
1608 大阪府知事登録 0000616 有限会社春日不動産鑑定事務所 松田　嘉代子2001/11/01 大阪市中央区 北浜 淀屋橋ホワイトビル３階
1609 兵庫県知事登録 0000208 有限会社　依藤不動産鑑定事務所依藤　栄一 2001/11/06 加東市 上中４４６
1610 山形県知事登録 0000029 村石不動産鑑定 村石　俊三 2001/11/12 米沢市 窪田町窪田２８８５－１８
1611 静岡県知事登録 0000096 堀不動産鑑定所 堀　正美 2001/11/12 静岡市清水区 草薙１－２１－２１ エタニティ１０３
1612 茨城県知事登録 0000096 株式会社澤田不動産鑑定所 澤田慶一郎 2001/11/13 水戸市 泉町２－４－２８ ４階
1613 東京都知事登録 0001774 立川不動産鑑定事務所 立川　勲 2001/11/19 武蔵野市 吉祥寺本町３－７－１６
1614 岐阜県知事登録 0000060 有限会社寺村不動産鑑定所 寺村　建一郎2001/12/03 岐阜市 柳ケ瀬通１－３１ オアシス柳ケ瀬ビル１階
1615 徳島県知事登録 0000036 （株）あおぞら綜合コンサルタント 上垣　綾貴 2001/12/04 徳島市 南出来島町１－４４
1616 埼玉県知事登録 0000220 杉村不動産鑑定事務所 杉村　弘 2001/12/05 川口市 木曽呂９０２－４



1617 徳島県知事登録 0000037 徳島中部不動産鑑定 志摩　和男 2001/12/18 吉野川市 鴨島町鴨島５１５
1618 茨城県知事登録 0000079 植木不動産鑑定 植木　和貴 2002/01/04 龍ケ崎市 長山４－２－１６
1619 愛知県知事登録 0000289 株式会社新成不動産鑑定 成田　晃浩 2002/01/04 名古屋市中区 丸の内３－９－１６ 丸の内ＹＳビル６階
1620 兵庫県知事登録 0000209 野村不動産鑑定事務所 野村　公男 2002/01/07 加古川市 西神吉町鼎８７８
1621 埼玉県知事登録 0000222 有限会社みづほ不動産鑑定 立澤　靖弘 2002/01/08 さいたま市中央区 新中里５－７－５
1622 東京都知事登録 0001780 株式会社森善不動産鑑定事務所 代表取締役　森　正宏2002/01/16 新宿区 西早稲田２－９－１６アルス早稲田５０４号
1623 神奈川県知事登録0000335 有限会社マイテイーリサーチ 渡辺　聰 2002/01/16 横浜市港北区 新横浜１－１４－２０ 光正ビル２０１
1624 岡山県知事登録 0000095 木浦税務不動産鑑定事務所 木浦　丈夫 2002/01/16 真庭市 目木５３１
1625 東京都知事登録 0001782 東京アセットリサーチ株式会社 木根田　義也2002/01/25 中央区 銀座７－２－２２ 銀座同和ビル９階
1626 大阪府知事登録 0000572 東不動産鑑定事務所 東　徹 2002/01/28 大阪市中央区 天満橋京町３－５ 福助ビル１０階
1627 長野県知事登録 0000052 高山不動産鑑定事務所 高山　久夫 2002/02/04 松本市 沢村３－８－３５
1628 東京都知事登録 0001784 株式会社テイクス 武政　憲一郎2002/02/13 新宿区 西新宿１－１１－１２ イクタビル５階
1629 奈良県知事登録 0000042 古賀不動産鑑定事務所 古賀　紀昭 2002/02/13 生駒市 真弓２－８－５
1630 東京都知事登録 0001788 有限会社井上不動産鑑定 井上　尚 2002/03/01 千代田区 神田須田町１－８－３－８０１
1631 東京都知事登録 0001790 株式会社不動産鑑定士海老沼事務所海老沼　利幸2002/03/01 台東区 西浅草２－２６－１
1632 神奈川県知事登録0000336 塚田不動産鑑定事務所 塚田浩史 2002/03/01 川崎市麻生区 虹ケ丘１－２３－５
1633 秋田県知事登録 0000019 佐藤不動産鑑定事務所 佐藤　信博 2002/03/05 秋田市 手形字十七流１００－５
1634 埼玉県知事登録 0000225 アークアプレイザル 片岡　靖 2002/03/05 さいたま市岩槻区 本丸４－１７－３０
1635 滋賀県知事登録 0000036 株式会社アセッツ滋賀 浜本　博志 2002/03/06 大津市 梅林１－１５－２７
1636 千葉県知事登録 0000254 （有）富士鑑定 笹野　善基 2002/03/07 成田市 加良部６－６－１－１０１
1637 東京都知事登録 0001789 株式会社二十一鑑定 後藤　計 2002/03/07 台東区 東上野2-18-7 共同ビル上野１００５号
1638 神奈川県知事登録0000337 株式会社山田債権回収管理総合事務所山田晃久 2002/03/08 横浜市西区 北幸１－１１－１５ 横浜ＳＴビル１８階
1639 神奈川県知事登録0000342 長池不動産鑑定事務所 長池　淨見 2002/03/08 横浜市旭区 中沢３－２８－５
1640 茨城県知事登録 0000080 中島不動産鑑定事務所 中島　朋美 2002/03/12 水戸市 千波町１４９４－１
1641 埼玉県知事登録 0000226 株式会社ギガプランニング 石関　龍 2002/03/12 さいたま市大宮区 高鼻町１丁目４９ 明和マンション３０１
1642 東京都知事登録 0001792 株式会社ハリファックス・アソシエイツリチャードヴァンローイ2002/03/14 港区 六本木３－１６－２６ ハリファックスビル
1643 神奈川県知事登録0000338 鈴木信之不動産鑑定士事務所 鈴木　信之 2002/03/14 横浜市港北区 師岡町３７３－１８ ダイアパレス大倉山ヒルズスクエア５０１
1644 秋田県知事登録 0000020 白神不動産鑑定 工藤則夫 2002/03/19 秋田市 外旭川八柳２－５－４５
1645 京都府知事登録 0000110 辻倉不動産鑑定事務所 辻倉　伸介 2002/03/20 京都市西京区 川島三重町１４５－２
1646 京都府知事登録 0000111 向陽不動産鑑定 柿原　節夫 2002/03/20 向日市 上植野町御塔道２５ー３
1647 北海道知事登録 0000160 有限会社グランドワーク 酒井　寛太 2002/03/26 帯広市 西８条南１丁目１３－２
1648 栃木県知事登録 0000049 とちの葉不動産鑑定事務所 中山亮介 2002/03/26 宇都宮市 中戸祭１－１－３２
1649 千葉県知事登録 0000256 有限会社鴨川不動産鑑定事務所 高橋　由 2002/03/28 鴨川市 横渚１５４８－２
1650 東京都知事登録 0001795 村松不動産鑑定事務所 村松規安 2002/03/29 墨田区 吾妻橋１－２３－３０－１００８
1651 埼玉県知事登録 0000227 有限会社嘉藤不動産鑑定事務所 嘉藤　良治 2002/04/01 蕨市 中央１－１７－４０－７０２ 蕨スカイマンション
1652 滋賀県知事登録 0000057 株式会社初田不動産鑑定事務所 初田泰雄 2002/04/01 大津市 島の関７－１３－２０１ レジデンス琵琶２Ｆ



1653 奈良県知事登録 0000043 第一ビル株式会社　 井上　重人 2002/04/03 奈良市 内侍原町５０ 奈良第一ビル３階
1654 神奈川県知事登録0000339 有限会社不動産鑑定事務所 佐々木　泰輔2002/04/05 横浜市都筑区 荏田南１ー１３－２０
1655 愛知県知事登録 0000290 津金不動産鑑定事務所 津金　啓一 2002/04/08 名古屋市守山区 小幡中１－１－８ 第一大島ビル２Ｂ
1656 大阪府知事登録 0000574 有限会社西日本総合不動産鑑定所西浦　宣行 2002/04/08 大阪市北区 西天満4-5-5 マーキス梅田７０３
1657 千葉県知事登録 0000258 有限会社　岩下不動産鑑定事務所岩下　杉彦 2002/04/09 船橋市 宮本１－６－１８
1658 東京都知事登録 0001797 曽我不動産鑑定事務所 曽我一郎 2002/04/12 新宿区 西新宿８－１４－１９ タバタビル２の２階
1659 神奈川県知事登録0000340 有限会社岩崎不動産鑑定事務所 岩崎英一 2002/04/12 横浜市泉区 緑園４－３－１ サンステージ緑園都市東２－７１０
1660 神奈川県知事登録0000341 アールイーエー敏 酒井　敏夫 2002/04/12 川崎市宮前区 野川３０２８－１ ビクトリアヴェール鷺沼１２２
1661 大阪府知事登録 0000577 本町不動産鑑定株式会社 光岡　正史 2002/04/17 大阪市北区 東天満２－９－４ 千代田ビル東館７階
1662 福井県知事登録 0000021 島田不動産鑑定事務所 島田　嘉紀 2002/04/26 あわら市 自由ケ丘２－７－７
1663 岐阜県知事登録 0000055 株式会社　不動産鑑定北川事務所北川　彰 2002/04/30 岐阜市 月ノ会町１－１２－５６ Ｄ号棟４０３号室
1664 茨城県知事登録 0000082 関不動産鑑定事務所 関　哲也 2002/05/01 水戸市 千波町１３９６－２２
1665 茨城県知事登録 0000083 （有）アセットアプレイザル常陸 豊嶋　郁夫 2002/05/01 水戸市 千波町１４９８－２５
1666 新潟県知事登録 0000072 新潟鑑定リサーチ 渡邉　光幸 2002/05/01 上越市 春日新田５－５－６
1667 大阪府知事登録 0000579 有限会社アプレイザルカンサイ 玉原　栄治 2002/05/17 大阪市中央区 伏見町３－２－４ 淀屋橋戸田ビル４階
1668 東京都知事登録 0001798 株式会社　日本都市鑑定 奥出　研二 2002/05/22 北区 赤羽南１―１１－７－２０５
1669 岐阜県知事登録 0000056 東濃不動産鑑定事務所 牧野　信人 2002/05/24 恵那市 長島町正家２－１－１５　 フジビル２Ｆ
1670 千葉県知事登録 0000259 小畑不動産鑑定事務所 小畑　昌也 2002/05/28 浦安市 富士見４－８－２７
1671 兵庫県知事登録 0000210 岡本不動産鑑定士事務所 岡本　朋美 2002/05/28 加古川市 米田町平津４０２－５
1672 東京都知事登録 0001800 伊藤不動産鑑定事務所 伊藤直樹 2002/05/29 墨田区 両国 ２－１８－７－７０１　ハイツ両国駅前
1673 栃木県知事登録 0000050 有限会社　舘内綜合事務所 舘内宏宣 2002/06/03 足利市 通２丁目１４番地７ 足利市中橋ハイツ９０６
1674 奈良県知事登録 0000045 株式会社　環不動産鑑定所 沖塚　勝美 2002/06/07 奈良市 朱雀１－６－６
1675 静岡県知事登録 0000100 （株）大橋土地鑑定 大橋　澄夫 2002/06/12 沼津市 添地町１２０　 大橋ビル２階
1676 大阪府知事登録 0000580 高橋不動産鑑定事務所 高橋　晃嘉 2002/06/19 豊中市 上野西３－１２－８５
1677 北海道知事登録 0000161 有限会社すどう鑑定 須藤　秀行 2002/06/24 札幌市豊平区 豊平一条３丁目１番３３－７０３号
1678 兵庫県知事登録 0000211 有限会社近藤総合鑑定所 近藤　久男 2002/06/26 神戸市中央区 八幡通４－１－１１ 松竹ビル６階
1679 東京都知事登録 0001804 白鷺不動産鑑定 中澤　信行 2002/07/01 武蔵野市 吉祥寺本町３－２８－２０ コート，Ｆ，吉祥寺１０３
1680 神奈川県知事登録0000347 平井不動産鑑定事務所 平井　充 2002/07/01 川崎市宮前区 土橋７－２０－１２
1681 北海道知事登録 0000162 宮崎不動産鑑定事務所有限会社 宮﨑　信彦 2002/07/05 札幌市中央区 南二条西１２－３２３－１２ パシフィック三和９０１
1682 福岡県知事登録 0000235 あさひ不動産鑑定有限会社 境　達司 2002/07/08 北九州市小倉北区 魚町１－４－２１
1683 東京都知事登録 0001806 株式会社日本鑑定ネットワーク 長谷川宏樹 2002/07/09 豊島区 池袋３－８－８
1684 神奈川県知事登録0000349 土橋不動産鑑定事務所 土橋　直明 2002/07/11 横浜市港南区 日野３－４－１２ パークフロントレジデンス７０４
1685 福島県知事登録 0000053 有限会社原田不動産鑑定事務所 原田　昌明 2002/07/19 白河市 明戸５３番地３
1686 埼玉県知事登録 0000229 安川不動産鑑定事務所 安川　千春 2002/07/19 草加市 高砂１－５－１９ スリーウェルズ３０３
1687 東京都知事登録 0001810 立花不動産鑑定株式会社 立花　俊輔 2002/07/25 品川区 戸越４－７－１２
1688 兵庫県知事登録 0000212 勝沼不動産鑑定 勝沼　和子 2002/07/29 川西市 向陽台１－３－４



1689 埼玉県知事登録 0000230 なかじま鑑定・調査システム 中島　信吾 2002/08/01 春日部市 中央２－１５－７ 日商岩井第一春日部マンション５０９号室
1690 神奈川県知事登録0000351 上田不動産鑑定事務所 上田　弘樹 2002/08/01 横浜市中区 鷺山１０２－２４
1691 群馬県知事登録 0000054 たなか不動産鑑定士事務所 田中　聡一 2002/08/02 伊勢崎市 韮塚町１１９８－３２
1692 茨城県知事登録 0000085 アセット・オフィス 佐野　俊夫 2002/08/08 土浦市 文京町３－３１
1693 石川県知事登録 0000039 河畑不動産鑑定士事務所 河畑　靖宏 2002/08/08 加賀市 山代温泉１７－３－１
1694 広島県知事登録 0000095 株式会社八幡不動産鑑定 八幡　和真 2002/08/08 三原市 円一町４－２－１４ 三原ビューハイツ１１０４
1695 東京都知事登録 0001813 浅倉不動産鑑定事務所 浅倉一彦 2002/08/19 杉並区 天沼１丁目２１番１９号
1696 宮城県知事登録 0000077 佐々木不動産鑑定所 佐々木　真理2002/08/20 仙台市太白区 根岸町１０－３８
1697 埼玉県知事登録 0000231 北辰不動産アプレイザル 岡田武 2002/08/20 さいたま市南区 四谷１－８－３
1698 埼玉県知事登録 0000232 小暮不動産鑑定事務所 小暮　雅史 2002/08/21 上尾市 原市２０７０－３
1699 東京都知事登録 0001816 パートナー鑑定所 島野　惠 2002/08/21 港区 南青山５－４－３５－１００８
1700 神奈川県知事登録0000352 廣川不動産鑑定事務所 廣川　邦男 2002/08/21 横浜市青葉区 あざみ野１－６－３－２０２
1701 大阪府知事登録 0000586 日本住宅流通株式会社 藤田　実 2002/08/22 大阪市北区 梅田１－１－３－８００ 大阪駅前第３ビル８階
1702 熊本県知事登録 0000047 熊本総合鑑定株式会社 中原　盛敏 2002/08/22 熊本市南区 御幸笛田４－２０－１２
1703 千葉県知事登録 0000262 株式会社　セントラル総合鑑定 小野坂　圭裕2002/08/23 千葉市中央区 中央３－５－７ 千葉中央ハイツ４０１
1704 東京都知事登録 0001817 とうかつ不動産鑑定 岡村　淑子 2002/08/27 葛飾区 金町６－１０－１４ さかきマンション３０１号室
1705 大阪府知事登録 0000588 ユキアプレイザル 坂口　由記 2002/08/30 大阪市中央区 石町１－２－１ 天満橋スカイハイツ９１０
1706 千葉県知事登録 0000263 （有）三原不動産鑑定システム 三原　良作 2002/09/02 船橋市 前貝塚町５６５－１１ 塚田プラザ３階
1707 愛媛県知事登録 0000046 株式会社　髙橋不動産鑑定 髙橋　宏明 2002/09/02 新居浜市 宇高町１－６－４７
1708 東京都知事登録 0001819 有限会社　プロパティ・コンサルティング三浦　雅文 2002/09/03 港区 芝４－１６－１－２２０８
1709 東京都知事登録 0001823 株式会社ティーマックス 原田　毅 2002/09/10 千代田区 内幸町２－２－１ 日本プレスセンタービル２階
1710 兵庫県知事登録 0000213 FP鑑定 脇本　克己 2002/09/12 宝塚市 伊孑志４－２－６８ １１０号
1711 熊本県知事登録 0000048 （株）評価アソシエイト 菊川　耕思 2002/09/12 熊本市中央区 河原町４番地１（７０５号）
1712 愛知県知事登録 0000293 株式会社双輝資産コンサルタント 古川　信夫 2002/09/24 名古屋市天白区 向が丘一丁目１４０８番地１
1713 沖縄県知事登録 0000054 株式会社　あい総合研究所 竹内　優志 2002/09/26 沖縄市 山内３―１２―２ ヒルサイドテラス２０１号室
1714 大阪府知事登録 0000589 武藤不動産鑑定士事務所 武藤幸夫 2002/09/30 豊中市 北緑丘2－1－8－1101
1715 東京都知事登録 0001827 （株）加門鑑定事務所 岩崎隆 2002/10/01 千代田区 隼町３－１９ 隼東幸ビル４階
1716 東京都知事登録 0001826 かなつき不動産鑑定事務所 金築　伸樹 2002/10/01 中央区 築地４－４－１４－２０６ ラフィネ東銀座２階
1717 東京都知事登録 0001828 株式会社共信トラスティ 土屋　忠昭 2002/10/04 千代田区 平河町２－２－１ 平河町共和ビル
1718 長崎県知事登録 0000043 （有）中村不動産鑑定所 中村　一宇 2002/10/15 長崎市 岩屋町２１－１２ 山崎ビル２０２
1719 岩手県知事登録 0000024 （有）横田不動産鑑定 横田　浩 2002/10/17 盛岡市 中野１－１７－７ グリフィンビル２階
1720 東京都知事登録 0001829 株式会社オークリサーチ 樫野　匡彦 2002/10/31 千代田区 飯田橋１－１２－１５ 九段大和ビル
1721 大阪府知事登録 0000592 市野鑑定事務所 市野　重夫 2002/11/18 大阪市中央区 南本町３－６－７ 富士本町ビル４階
1722 大阪府知事登録 0000680 株式会社ＩＵコンサルティング 小林　康之 2002/11/18 堺市南区 三原台２－２－１－５０８
1723 神奈川県知事登録0000357 鈴木不動産鑑定 鈴木　昭弘 2002/12/02 川崎市麻生区 細山７－４－２２
1724 岐阜県知事登録 0000057 山田不動産研究所 山田　倬朗 2002/12/02 各務原市 緑苑南２－２３



1725 東京都知事登録 0001835 角田興業株式会社 角田　健一郎2002/12/10 目黒区 碑文谷２－１５－１４
1726 徳島県知事登録 0000039 株式会社山岡不動産研究所 山岡　和美 2002/12/12 徳島市 吉野本町３－３３
1727 大阪府知事登録 0000593 有限会社朝日エステートリサーチ 正井　智子 2002/12/16 大阪市中央区 伏見町３－２－４
1728 東京都知事登録 0001837 株式会社都市総合鑑定 澤井　俊樹 2002/12/20 新宿区 新宿１－１８－４ 東京蓮見ビル２階
1729 大阪府知事登録 0000595 株式会社北浜不動産鑑定 山下　俊朗 2002/12/26 大阪市中央区 石町２－１－７ 天満橋グリーンコーポラス４０７号
1730 滋賀県知事登録 0000040 株式会社　川﨑不動産鑑定事務所川﨑　光彦 2003/01/06 栗東市 手原５丁目２－１５ クレストコート３０５
1731 東京都知事登録 0001840 総合都市鑑定株式会社 松岡　貴史 2003/01/27 千代田区 神田神保町１－９ 神保町ハヤオビル５階
1732 愛媛県知事登録 0000047 有限会社石川不動産鑑定所 石川裕康 2003/01/27 西条市 大町４１８－２ 石川マンション１階
1733 東京都知事登録 0001841 野村不動産アーバンネット（株） 宮島　青史 2003/01/30 新宿区 西新宿１丁目２６番２号 新宿野村ビル２６階
1734 岡山県知事登録 0000069 プロパティ・リサーチ 坂本　一也 2003/02/04 津山市 川崎８４６
1735 東京都知事登録 0001843 サンフロンティア不動産株式会社 堀口　智顕 2003/02/07 千代田区 有楽町１－２－２ 東宝日比谷ビル１４階
1736 兵庫県知事登録 0000217 あいき不動産鑑定株式会社 土田　剛司 2003/02/12 神戸市中央区 北長狭通４－４－１８　富士信ビル３Ｆ
1737 広島県知事登録 0000096 鑑定企画 藤井洋司 2003/02/26 広島市南区 比治山町２－５ 住宅生協比治山ビル３Ｆ
1738 愛知県知事登録 0000295 有限会社現代不動産研究所 國島　章民 2003/03/05 名古屋市中区 丸の内３－１６－１１ 丸の内パークマンション２階
1739 東京都知事登録 0001847 アメリカン・アプレーザル・ジャパン株式会社渡辺　敦郎 2003/03/07 港区 赤坂２－１９－４ ＦＯＲＵＭ赤坂９階
1740 長野県知事登録 0000056 有限会社ＤＡＮ不動産鑑定事務所 土橋　重麿 2003/03/10 諏訪市 中洲１６０１
1741 埼玉県知事登録 0000233 有限会社松本不動産鑑定 松本　竜一 2003/03/11 さいたま市南区 辻８－２０－１１
1742 北海道知事登録 0000163 道創鑑定有限会社 河合　貢 2003/03/13 北見市 花月町１５番地３５
1743 東京都知事登録 0001848 株式会社ＮＴＴファシリティーズ 筒井清志 2003/03/17 港区 芝浦３－４－１ グランパークタワー２９階
1744 大阪府知事登録 0000598 木村不動産鑑定事務所 木村　邦宏 2003/03/24 箕面市 外院３－２１－１１
1745 長崎県知事登録 0000045 有限会社アール･ビー長崎鑑定 児島雅彦 2003/03/25 長崎市 三景台町６－２０
1746 東京都知事登録 0001851 大和プロパティ（株） 赤松　和彦 2003/03/26 中央区 京橋１－２－１ 大和八重洲ビル６階
1747 東京都知事登録 0001850 岩本育子不動産鑑定事務所 岩本　育子 2003/03/26 葛飾区 亀有３－１０－１９－４０３
1748 香川県知事登録 0000069 株式会社みとよ不動産鑑定事務所篠原広貴 2003/03/26 三豊市 詫間町松崎５７９番地６２
1749 東京都知事登録 0001856 多摩総合不動産鑑定有限会社 大和田公一 2003/04/01 国分寺市 西恋ケ窪１－４１－２ メゾンフローラ３０１号
1750 滋賀県知事登録 0000041 （株）湖南不動産鑑定所 小川　聡 2003/04/01 草津市 野路１－８－１８ ｅｅビル１１階
1751 石川県知事登録 0000040 （有）大場不動産鑑定 大場　修 2003/04/03 金沢市 小立野５－７－５
1752 東京都知事登録 0001859 株式会社エーアンドエス 齊藤　滋 2003/04/04 杉並区 阿佐谷北２－１４－４
1753 神奈川県知事登録0000358 有限会社　昇龍 渡部　基久 2003/04/05 横浜市都筑区 勝田南１－１－３５ サンシティー勝田Ｂ２０３
1754 山形県知事登録 0000030 手塚不動産鑑定事務所 手塚　典雄 2003/04/07 長井市 五十川２８７
1755 千葉県知事登録 0000265 海瀬不動産鑑定事務所 海瀬壽文 2003/04/08 習志野市 本大久保４－５－８５
1756 新潟県知事登録 0000074 有限会社水野不動産鑑定士事務所水野　雅夫 2003/04/10 長岡市 大手通１－４－１１
1757 静岡県知事登録 0000103 冨田不動産鑑定所 冨田稲子 2003/04/10 浜松市中区 野口町６２７
1758 愛知県知事登録 0000297 不動産鑑定士中村事務所 中村　伸二 2003/04/10 名古屋市北区 平安２－１－１０ 第５水光ビル７０２
1759 京都府知事登録 0000113 木村不動産鑑定事務所 木村　博 2003/04/10 京都市上京区 役人町241
1760 神奈川県知事登録0000359 有限会社中西不動産鑑定事務所 中西　章法 2003/04/15 横浜市中区 山下町１６０－２ 駐労会館１階



1761 神奈川県知事登録0000361 株式会社国土鑑定研究所 邊見　和弘 2003/04/15 藤沢市 湘南台２－１４－３ パシフィック湘南３０５
1762 東京都知事登録 0001862 （株）東京交通会館 飯塚　延幸 2003/04/16 千代田区 有楽町２－１０－１
1763 東京都知事登録 0001861 有限会社総合鑑定ファーム 紺谷　昌弘 2003/04/16 文京区 関口１－１０－１９ ドミール大江７０３
1764 富山県知事登録 0000027 宮川不動産鑑定事務所 宮川　裕司 2003/04/16 富山市 本郷町１２５－４
1765 大阪府知事登録 0000599 濵知不動産鑑定事務所 濵知　誠一 2003/04/16 四條畷市 岡山東１－１０－５ 忍ケ丘センタービル２Ｆ
1766 徳島県知事登録 0000040 聖不動産鑑定 西岡　聖記 2003/04/16 徳島市 徳島町城内６－１０１ 先田ビル１階
1767 福岡県知事登録 0000239 大武不動産鑑定士事務所 大武　克己 2003/04/16 北九州市八幡西区 石坂１－１７－１０
1768 熊本県知事登録 0000061 プロフェッション･サービス機構株式会社笹川　鼓 2003/04/17 熊本市中央区 坪井４－１０－３
1769 東京都知事登録 0001863 株式会社アプレイザル・ソリューション田中　敏夫 2003/04/18 中央区 日本橋久松町９－１３ 堀ビル２階
1770 神奈川県知事登録0000363 （有）横浜総合コンサルティング 小林　千秋 2003/04/18 横浜市中区 弥生町２－１７ ストークタワー大通り公園Ⅰ－８０２
1771 神奈川県知事登録0000364 有限会社湘南シティアプレイザル 四家　俊英 2003/04/18 平塚市 明石町１－２５ 原島ビル２Ｆ
1772 大阪府知事登録 0000603 有限会社　北川総合鑑定 北川博正 2003/04/21 寝屋川市 高宮栄町２９番２３号
1773 埼玉県知事登録 0000235 株式会社佐藤アセットプランニング佐藤　隆 2003/04/22 さいたま市大宮区 東町１－１７０－２
1774 埼玉県知事登録 0000236 有限会社リアルバリュー 浦野　一郎 2003/04/22 戸田市 上戸田１－２１－１６
1775 滋賀県知事登録 0000042 有限会社　湖北鑑定 小西　靖則 2003/04/22 長浜市 朝日町３１－７
1776 東京都知事登録 0001864 住友不動産販売株式会社 田中　俊和 2003/04/25 新宿区 西新宿２－４－１ 新宿ＮＳビル１９階
1777 埼玉県知事登録 0000237 有限会社　あづな鑑定 三好徳昌 2003/04/28 川口市 幸町１－２－２－９０６
1778 千葉県知事登録 0000266 株式会社ＪＰ不動産鑑定 佐藤　健一 2003/04/28 松戸市 本町７－１０ ちばぎん松戸ビル８階
1779 沖縄県知事登録 0000055 株式会社福治不動産鑑定所 福治　友次 2003/04/28 那覇市 大道１３０番地 森田ビル２０２号
1780 静岡県知事登録 0000105 （有）市川不動産鑑定事務所 市川　高史 2003/05/01 浜松市南区 三和町２６３
1781 大阪府知事登録 0000602 中野地所鑑定（株） 中野英満 2003/05/07 大阪市中央区 南船場1-3-10-106
1782 兵庫県知事登録 0000221 有限会社三和鑑定 三浦　一範 2003/05/09 姫路市 佃町７２番地 高橋ビル３階
1783 高知県知事登録 0000029 （有）高知不動産鑑定事務所 山本　一清 2003/05/13 高知市 三園町７番地
1784 大阪府知事登録 0000604 有限会社牧不動産鑑定 牧　士宣 2003/05/15 大阪市浪速区 日本橋西１－１－１２
1785 静岡県知事登録 0000106 （有）竹石不動産鑑定所 竹石　敦 2003/05/16 沼津市 大岡１０６６－３－２０３
1786 兵庫県知事登録 0000220 澤田不動産鑑定士事務所 澤田　良一 2003/05/19 神戸市中央区 加納町２－４－１５－４０５
1787 兵庫県知事登録 0000219 株式会社　三ツ矢不動産鑑定 布谷　嘉浩 2003/05/19 西宮市 里中町３－１１－２１
1788 大阪府知事登録 0000605 矢野アプレイザル 矢野　裕章 2003/05/23 大阪市旭区 新森４－１８－２３
1789 東京都知事登録 0001869 株式会社日税不動産情報センター吉田　雅俊 2003/05/27 新宿区 西新宿１－６－１ 新宿エルタワー　２９階
1790 東京都知事登録 0001870 有限会社ＫＹ不動産鑑定事務所 山崎　芳江 2003/06/03 千代田区 丸の内１－３－１ 東京銀行協会ビル１５階
1791 東京都知事登録 0001870 有限会社ＫＹ不動産鑑定事務所 山崎　芳江 2003/06/03 武蔵野市 境１－２２－１９
1792 大阪府知事登録 0000607 有限会社　arec 善本　かほり2003/06/04 大阪市中央区 伏見町３－２－４ 淀屋橋戸田ビル４階
1793 宮城県知事登録 0000078 株式会社資産管理評価研究所 佐藤　紀彦 2003/06/05 仙台市青葉区 大町１－１－６ 第１青葉ビル
1794 長野県知事登録 0000058 （有）あさま不動産鑑定 高　橋　　達　幸2003/06/05 北佐久郡軽井沢町 軽井沢東１８１
1795 大阪府知事登録 0000609 慶成鑑定 三上　有理子2003/06/11 東大阪市 西堤楠町３－３－３８
1796 埼玉県知事登録 0000238 しばた不動産鑑定 柴田　泰邦 2003/06/18 所沢市 東所沢１－１７－１ シャルマンコーポ東所沢２０３



1797 長野県知事登録 0000057 畔上事務所 畔上　豊 2003/06/20 長野市 三輪８－５３－１２
1798 神奈川県知事登録0000365 カワイ不動産鑑定事務所 川井　香苗 2003/06/23 藤沢市 下土棚
1799 京都府知事登録 0000114 寺田不動産鑑定事務所 寺田　吉宏 2003/06/30 福知山市 篠尾新町１丁目
1800 埼玉県知事登録 0000239 永瀬不動産鑑定事務所 永瀬　美幸 2003/07/01 北本市 東間２－１１７
1801 東京都知事登録 0001876 片岡不動産鑑定士事務所 片岡　哲也 2003/07/09 板橋区 成増１－３０－１０－９０７
1802 東京都知事登録 0001873 株式会社福家不動産 犬飼暁明 2003/07/09 葛飾区 西新小岩１－９－２
1803 高知県知事登録 0000030 （有）トータルエステートオフィス 橋本　隆行 2003/07/09 高知市 小津町８－１２ 西内ビル２階
1804 兵庫県知事登録 0000222 梶川不動産鑑定士事務所 梶川智保 2003/07/17 神戸市中央区 琴ノ緒町４－４－１２ 第二ことのビル２０１
1805 兵庫県知事登録 0000225 有限会社いずみアプレーザルオフィス小林　照幸 2003/07/17 神戸市中央区 下山手通２－１１－２２ Ｉ．Ｔ第２ビル２０１号
1806 兵庫県知事登録 0000224 かりゆし不動産鑑定 竹之内　浩 2003/07/17 西宮市 今津巽町７－３－２０４
1807 兵庫県知事登録 0000223 ＪＲ西日本不動産開発株式会社 近藤　隆士 2003/07/18 尼崎市 潮江１－１－６０
1808 香川県知事登録 0000056 真井不動産鑑定所 真井　修 2003/07/23 高松市 多肥下町１５４９番地１１
1809 大阪府知事登録 0000613 藤原総合鑑定事務所 藤原　忠顯 2003/07/25 豊中市 上野西2-20-36-102
1810 神奈川県知事登録0000366 ＨＩＳアセットリサーチ 岩本　弘光 2003/08/01 相模原市南区 相南３－３５－１０
1811 福岡県知事登録 0000241 （有）フィールズ鑑定法人 西川　浩二 2003/08/01 福岡市中央区 警固２－１２－５
1812 大阪府知事登録 0000614 橘不動産鑑定 橘　真里 2003/08/06 吹田市 津雲台６－７－１５
1813 北海道知事登録 0000165 株式会社北海道アプレイザーズ・ファーム大植　隆 2003/08/08 札幌市中央区 大通西４－１ 道銀ビル９階
1814 富山県知事登録 0000028 有限会社藤川不動産鑑定事務所 藤川　泰史 2003/08/13 高岡市 城東２－６－５
1815 福岡県知事登録 0000243 中園不動産鑑定事務所 中園　二郎 2003/08/18 福岡市中央区 舞鶴２－８－６ クラージュ舞鶴６０８
1816 愛知県知事登録 0000298 つばさ不動産鑑定株式会社 青山　幸憲 2003/08/19 名古屋市南区 本城町２丁目５番地
1817 愛媛県知事登録 0000048 有限会社　大西不動産鑑定事務所大西　泰祐 2003/08/19 松山市 石手１－３－３５
1818 和歌山県知事登録0000035 小林一三不動産鑑定事務所 小林　一三 2003/08/26 和歌山市 福町７
1819 神奈川県知事登録0000369 福田不動産鑑定事務所 福田　哲 2003/09/01 横浜市西区 浅間町２－１０５－１ アムール横浜２０２号
1820 東京都知事登録 0001885 森本不動産鑑定事務所 森本　有応 2003/09/16 杉並区 南荻窪１－２８－１９－１０２
1821 東京都知事登録 0001886 ビジネスアンドアセットソリューション株式会社谷澤　哲也 2003/09/30 港区 赤坂３－２－１２ 赤坂ノアビル７階
1822 埼玉県知事登録 0000241 門脇不動産鑑定株式会社 門脇　誠 2003/10/02 川越市 南台２－６－２０ サザンビルＭ１０１
1823 東京都知事登録 0001887 株式会社アプレイザル．ＪＰ 野坂　啓介 2003/10/06 文京区 本郷１－１８－２ 第３朋和ビル　２階
1824 大阪府知事登録 0000618 株式会社三島コーポレーション 千々岩　大輔2003/10/09 茨木市 西駅前町６－２２
1825 愛知県知事登録 0000300 シマダ鑑定システム 島田　雅明 2003/10/14 名古屋市緑区 鳴海町字伝治山１－３８
1826 大阪府知事登録 0000621 有限会社髙橋不動産鑑定事務所 髙橋　誠 2003/11/05 大阪市北区 天神橋３丁目３番３号 イシカワビル５階
1827 東京都知事登録 0001891 株式会社　グラックス・アンド・アソシエイツ中里　肇 2003/11/11 文京区 本郷２－３－７ ３階
1828 京都府知事登録 0000115 三嶋不動産鑑定事務所 三嶋　達男 2003/11/17 福知山市 字内記１４－３
1829 滋賀県知事登録 0000043 有限会社服部不動産鑑定事務所 服部　直幸 2003/12/10 大津市 石場８番８号
1830 千葉県知事登録 0000271 伊東不動産鑑定士事務所 伊東　滋晴 2003/12/11 銚子市 春日町８
1831 東京都知事登録 0001893 東郷不動産鑑定株式会社 木俣美晴 2004/01/05 渋谷区 神宮前３－２１－１８
1832 愛知県知事登録 0000304 白羽根不動産鑑定所 牧野　敦 2004/01/05 名古屋市瑞穂区 白羽根町２－５０－１



1833 福岡県知事登録 0000245 有限会社　アセット・インフィニティ 大塚　誠司 2004/01/05 福岡市中央区 西中洲１０－４ ワコービル３階
1834 大阪府知事登録 0000626 有限会社　北摂鑑定 木村惠子 2004/01/07 大阪市北区 西天満４丁目４番１２号 近藤ビルディング６００号室
1835 北海道知事登録 0000166 坂井不動産鑑定事務所有限会社 坂井　愼一 2004/01/09 札幌市中央区 南十八条西７丁目１－１－２０４ リバパークマンション
1836 福岡県知事登録 0000246 （株）九銀不動産鑑定所 内田　信行 2004/01/09 北九州市小倉北区 田町１１－１０ オークラ田町ハイツ
1837 福岡県知事登録 0000246 （株）九銀不動産鑑定所 内田　信行 2004/01/09 福岡市中央区 赤坂１－１６－１３ 上ノ橋ビル
1838 愛知県知事登録 0000305 森本不動産鑑定事務所 森本　達也 2004/01/14 稲沢市 小池３－２０－４ エクシヴコート１０６
1839 兵庫県知事登録 0000227 谷不動産鑑定事務所 谷　　仲忠 2004/01/21 尼崎市 東園田町８丁目１０８－１ ラウムズ東園田６０２
1840 千葉県知事登録 0000272 源不動産鑑定事務所 源　正人 2004/01/26 船橋市 本町６－６－１ 北翔ビル３Ｆ
1841 広島県知事登録 0000099 鯉城不動産鑑定 駒松　康弘 2004/01/26 広島市中区 東白島町１９－８３－９０２
1842 静岡県知事登録 0000145 （株）佐藤不動産鑑定研究所 佐藤　征郎 2004/01/27 浜松市西区 雄踏町山崎３６３２－３
1843 高知県知事登録 0000031 有限会社玉城不動産鑑定所 玉城　奨 2004/01/27 高知市 中の島１番６８－３０１号 サーパス中の島
1844 福岡県知事登録 0000247 山田不動産鑑定事務所 山田　元則 2004/02/06 福岡市西区 石丸３－４２－３
1845 神奈川県知事登録0000373 ケイ・ツー不動産鑑定 小林　一寿 2004/02/09 川崎市川崎区 新川通４－１５
1846 東京都知事登録 0001895 株式会社　江南不動産鑑定 高橋　光一 2004/02/24 新宿区 西新宿３－５－１２ トーカン新宿第２キャステール
1847 新潟県知事登録 0000075 こしわプレイス 岸本　卓也 2004/03/01 新潟市中央区 西堀通６－８６７－２－２６０３
1848 山口県知事登録 0000045 不動産鑑定士・行政書士田中悟事務所田中　悟 2004/03/01 山口市 駅通り１－３－１７ ポレスター山口駅通り７０４号
1849 香川県知事登録 0000057 有限会社濱本総合事務所 濱本　美夏 2004/03/01 丸亀市 浜町８４－４９－５０１
1850 埼玉県知事登録 0000244 中川不動産鑑定所 中川貞美 2004/03/02 上尾市 春日１－２－１７－２１３
1851 千葉県知事登録 0000274 吉田綜合鑑定事務所 吉田　司 2004/03/09 流山市 江戸川台東３－１０３
1852 宮城県知事登録 0000079 有限会社　居住環境研究所 代表取締役　二谷一雄2004/03/12 仙台市青葉区 葉山町 １－２５－６０３
1853 福岡県知事登録 0000249 プラス不動産鑑定有限会社 岩隈　良弘 2004/03/15 福岡市中央区 赤坂１－１１－１３ 大稲ビル７階
1854 静岡県知事登録 0000109 細川不動産鑑定所 細川豊昭 2004/03/17 下田市 田牛７１１－３６
1855 埼玉県知事登録 0000245 有限会社　福永不動産鑑定事務所福永　正子 2004/03/19 さいたま市中央区 本町西１－３－３１
1856 埼玉県知事登録 0000246 しまづ不動産鑑定有限会社 島津　通之 2004/03/19 さいたま市中央区 上落合２－１０－８
1857 北海道知事登録 0000168 株式会社ＡＲＣ 蒲生　恵介 2004/03/22 札幌市中央区 北二条西１０丁目２－７ Ｗａｌｌ
1858 山口県知事登録 0000046 たかさき不動産鑑定 高崎　幸恵 2004/03/23 下関市 綾羅木本町７－１９－３８
1859 高知県知事登録 0000032 松英鑑定会計 濵田　英資 2004/03/23 高知市 葛島２－５－３－８０２ サントノーレ葛島参番館
1860 島根県知事登録 0000017 内藤不動産鑑定事務所 内藤　進 2004/03/24 松江市 古志原７－９－３
1861 福岡県知事登録 0000250 あおば不動産研究所 地頭所　修一2004/03/30 福岡市東区 青葉２－２６－８
1862 大阪府知事登録 0000630 野村総合事務所 野村　和雄 2004/03/31 大阪市北区 東天満２－５－１０ フジイビル５０１号室
1863 埼玉県知事登録 0000249 大熊不動産鑑定事務所 大熊　一成 2004/04/01 さいたま市浦和区 仲町１－１５－５ リトルハイツ１０２
1864 埼玉県知事登録 0000247 さきたま不動産鑑定事務所 山口　邦男 2004/04/01 行田市 埼玉３５６１
1865 千葉県知事登録 0000275 野田不動産鑑定所 藤井　信吾 2004/04/05 野田市 岩名１－１１－１２
1866 東京都知事登録 0001900 金丸不動産鑑定事務所 金丸　昭吾 2004/04/06 大田区 蒲田本町１－６－１１ メゾン丸美３０１
1867 大阪府知事登録 0000631 日本総合不動産鑑定 飛鳥由美子 2004/04/07 大阪市中央区 北久宝寺町１－２－１ オーセンティック東船場
1868 福岡県知事登録 0000251 髙塚不動産鑑定所 髙塚　宏 2004/04/08 北九州市小倉北区 高峰町１５－１０



1869 群馬県知事登録 0000058 菅谷不動産鑑定事務所 菅谷　隆雄 2004/04/09 高崎市 新町１２７７－２
1870 愛知県知事登録 0000306 中谷総合鑑定 中谷　恵子 2004/04/09 豊橋市 中浜町２２（６０１）
1871 京都府知事登録 0000117 城南不動産鑑定 岡田　誠二郎2004/04/12 京都市中京区 押小路通柳馬場東入橘町６３１－３ 三洋橘ビル４Ｆ
1872 香川県知事登録 0000058 有限会社大手門不動産鑑定所 田村　曻 2004/04/13 丸亀市 土器町西４－２０３
1873 福岡県知事登録 0000252 アーバンコンサルティングファーム株式会社福山　道和 2004/04/14 福岡市早良区 祖原１６－１６－２０１
1874 三重県知事登録 0000043 佐々木不動産鑑定士事務所 佐々木勝己 2004/04/15 四日市市 楠町南川６５－３
1875 国土交通大臣登録0000210 東洋プロパティ株式会社 今﨑　恭生 2004/04/16 港区 虎ノ門１－１－２８ 東洋プロパティ虎ノ門ビル
1876 国土交通大臣登録0000210 東洋プロパティ株式会社 今﨑　恭生 2004/04/16 大阪市中央区 道修町３丁目６番１号
1877 大阪府知事登録 0000635 川崎不動産鑑定事務所 川崎　誠道 2004/04/21 大阪市港区 港晴３－１３－５
1878 大阪府知事登録 0000634 松本鑑定調査 松本　孝司 2004/04/21 大阪市阿倍野区 昭和町１－３－２９ メゾンプルミエール２階
1879 大阪府知事登録 0000633 喜多不動産鑑定士事務所 喜多　與次 2004/04/21 大阪市中央区 南船場３－６－５ 芦池ビル２５号
1880 長野県知事登録 0000061 西澤不動産鑑定事務所 西澤　俊次 2004/04/22 長野市 上松２－２９－５－２０１
1881 東京都知事登録 0001906 有限会社　高橋不動産鑑定事務所高橋　基夫 2004/04/23 大田区 田園調布２－３４－３ フェルテシモ田園調布１０５
1882 愛知県知事登録 0000307 香久山不動産鑑定事務所 安立　昌子 2004/04/28 日進市 岩崎台１－１２１７ 香久山シティハウス５０６
1883 京都府知事登録 0000118 吉岡不動産鑑定事務所 吉岡　和潔 2004/05/12 亀岡市 篠町森上垣内１６－１
1884 奈良県知事登録 0000049 昭和コンサルタント株式会社 尾下　千明 2004/05/12 奈良市 北登美ケ丘５－４－１５
1885 岩手県知事登録 0000026 東日本不動産コンサルタント有限会社細川　卓 2004/05/13 盛岡市 新田町１０番２５号 アーバンハイツ１０２号室
1886 国土交通大臣登録0000211 株式会社東京カンテイ 松村優一郎 2004/05/14 品川区 上大崎２－２４－１５ 目黒西口ビル４階
1887 国土交通大臣登録0000211 株式会社東京カンテイ 松村優一郎 2004/05/14 名古屋市東区 東桜１－１０－９ 栄プラザビル３階
1888 国土交通大臣登録0000211 株式会社東京カンテイ 松村優一郎 2004/05/14 大阪市中央区 本町３－２－８ 牧本本町ビル４階
1889 長野県知事登録 0000062 （有）茅野不動産鑑定 茅野　武弘 2004/05/18 松本市 大字島立１０５４番地１５　 吉澤ビル２０４
1890 兵庫県知事登録 0000231 株式会社新日本カンテイ神戸 櫻井　美津夫2004/05/25 神戸市中央区 江戸町９８－１ 東町・江戸町ビル９１０
1891 千葉県知事登録 0000277 都市不動産鑑定株式会社 寺田　由希子2004/05/28 船橋市 宮本１－１３－５
1892 兵庫県知事登録 0000230 松元不動産鑑定株式会社 松元照幸 2004/05/28 神戸市中央区 浜辺通５－１－１４ 神戸商工貿易センタービル８Ｆ
1893 千葉県知事登録 0000278 高城不動産鑑定事務所 高城　直樹 2004/06/03 船橋市 北本町２－３５－１０－２０７
1894 鹿児島県知事登録0000069 株式会社平田不動産鑑定 平田　福男 2004/06/03 鹿児島市 照国町４番１号
1895 兵庫県知事登録 0000233 清水重善不動産鑑定所 清水　重善 2004/06/08 神戸市灘区 赤坂通７－２－９
1896 東京都知事登録 0001912 タカコー不動産鑑定 髙橋　隆一 2004/06/14 豊島区 東池袋３－１５－１４ クレール東池袋３０６号室
1897 長野県知事登録 0000063 有限会社今牧不動産鑑定 今牧　一宏 2004/06/14 飯田市 松尾新井６９３２－５
1898 東京都知事登録 0001913 日本住環境評価センター株式会社 平田　実 2004/06/17 中央区 日本橋馬喰町２－３－３ ファッションフェイスビル２階
1899 宮城県知事登録 0000081 アセットアカデミー有限会社 髙森　幹雄 2004/06/18 仙台市泉区 市名坂字沖１０５－４
1900 三重県知事登録 0000044 水無月不動産鑑定事務所 稲垣　顕夫 2004/06/18 鈴鹿市 中瀬古町６０３－２
1901 千葉県知事登録 0000279 （有）葉梛不動産鑑定事務所 増田　優子 2004/06/24 柏市 柏３－９－２１ 山崎ビル３０１
1902 東京都知事登録 0001914 株式会社ＦＲＡコンサルティング 降矢　等 2004/06/24 墨田区 錦糸１－８－１ 降矢ビル１階
1903 国土交通大臣登録0000215 株式会社鑑定法人エイ・スクエア 畠山　文三 2004/06/29 中央区 日本橋室町４－３－１５ ＤＫ日本橋
1904 国土交通大臣登録0000215 株式会社鑑定法人エイ・スクエア 畠山　文三 2004/06/29 横浜市神奈川区 台町７－１２ セントラルビレッジ横浜４０３号



1905 大阪府知事登録 0000638 有限会社資産運用研究所 小林　吉則 2004/07/01 大阪市中央区 瓦町２－５－２
1906 神奈川県知事登録0000378 有限会社鈴木総合不動産鑑定所 鈴木　幹森 2004/07/02 横浜市中区 元浜町３－２１－２
1907 東京都知事登録 0001916 株式会社土屋不動産鑑定事務所 土屋俊世 2004/07/08 港区 新橋２－２０－１５ 新橋駅前ビル１号館９０９
1908 東京都知事登録 0001919 新井不動産株式会社 新井健之 2004/07/12 文京区 向丘１－１６－２３
1909 東京都知事登録 0001917 鈴木不動産コンサルティング事務所鈴木　一晴 2004/07/12 中野区 大和町３－２７－１
1910 広島県知事登録 0000100 宇佐不動産鑑定株式会社 宇佐　秀雄 2004/07/16 福山市 若松町２－１３
1911 千葉県知事登録 0000280 （株）ジャパン・アプレイザル 塚田孝久 2004/07/20 市川市 塩焼４－１０－２－６０２
1912 静岡県知事登録 0000110 静銀モーゲージサービス株式会社飯塚　嘉津美2004/07/22 静岡市清水区 草薙北２－１
1913 沖縄県知事登録 0000057 有限会社　アルファ不動産鑑定 武富　明夫 2004/07/22 那覇市 牧志２－１２－９
1914 東京都知事登録 0001922 株式会社朝日不動産鑑定事務所 倉田良成 2004/07/26 中野区 東中野４－９－２５ アルファ東中野４Ｆ
1915 東京都知事登録 0001921 倉本不動産鑑定事務所 倉本　穣一 2004/07/26 杉並区 阿佐谷北２－１４－９－６０１
1916 愛知県知事登録 0000309 産経鑑定センター 今枝　祥晃 2004/08/03 名古屋市中川区 西日置２－３－５ 名鉄交通ビル
1917 島根県知事登録 0000018 松浦不動産鑑定事務所 松浦　一夫 2004/08/10 大田市 大田町大田イ７０番地 渡辺ビル
1918 東京都知事登録 0001924 株式会社タカラレーベン 島田　和一 2004/08/11 新宿区 西新宿２－６－１ 西新宿新宿住友ビル２６階
1919 東京都知事登録 0001926 秋山不動産鑑定 秋山　実 2004/08/11 東村山市 栄町３－１１－２４ ホワイトコーポ３０１
1920 広島県知事登録 0000101 広島合同鑑定株式会社 三宅　功 2004/08/26 広島市中区 西十日市町６－８
1921 東京都知事登録 0001928 谷津不動産鑑定所 谷津　繁 2004/08/30 立川市 曙町２－９－１ 菊屋ビル６階
1922 東京都知事登録 0001929 有限会社松井総合鑑定 松井　俊明 2004/08/31 東村山市 美住町１－６－９
1923 大阪府知事登録 0000744 株式会社冨士カンテイ 吉田良信 2004/09/01 大阪市中央区 島之内１－１１－４ セイコウビル２階
1924 神奈川県知事登録0000379 佐々木龍不動産鑑定事務所 佐々木　龍 2004/09/03 横浜市中区 真砂町４－４３ 木下商事ビル６階Ｈ号室
1925 兵庫県知事登録 0000236 神栄リビングインダストリー株式会社山田　和俊 2004/09/06 神戸市中央区 京町７７－１
1926 東京都知事登録 0001930 新日鉄興和不動産株式会社 永井　幹人 2004/09/07 港区 南青山１－１５－５
1927 静岡県知事登録 0000111 田﨑不動産鑑定所  田﨑　穂 2004/09/07 駿東郡清水町 長沢１８２－１ ベルドミール３０２号
1928 静岡県知事登録 0000112 （有）田中不動産鑑定所 田中　弘樹 2004/09/09 駿東郡長泉町 下土狩１２８４－３
1929 神奈川県知事登録0000380 有限会社池田不動産研究所 池田博行 2004/09/14 横浜市神奈川区 六角橋５－１３－４１
1930 東京都知事登録 0001933 株式会社アースアプレイザル 長谷川　元彦2004/09/17 千代田区 神田淡路町 ２－４－６
1931 東京都知事登録 0001936 竹本不動産鑑定事務所 竹本　朗 2004/09/24 新宿区 西新宿３－１－５ 新宿嘉泉ビル８階
1932 神奈川県知事登録0000381 アース不動産鑑定事務所 加藤　鉄 2004/09/24 横浜市旭区 笹野台１丁目２８番５号
1933 北海道知事登録 0000170 水野不動産鑑定事務所 水野　裕司 2004/10/01 札幌市北区 北四十条西５－５－１ ＦＬＡＸ麻生７０３
1934 北海道知事登録 0000169 江口不動産鑑定事務所有限会社 江口　秀一 2004/10/01 札幌市南区 南三十一条西１０丁目１－８ クルーザーバレー　４０７
1935 神奈川県知事登録0000382 藤井不動産鑑定士事務所 藤井　一嘉 2004/10/01 川崎市宮前区 東有馬２－５－９
1936 静岡県知事登録 0000113 不動産鑑定士鈴木事務所 鈴木雅文 2004/10/04 静岡市葵区 七間町１２－４－９０６
1937 奈良県知事登録 0000050 株式会社　倉田総合鑑定 倉田　智史 2004/10/05 奈良市 法蓮町１６３‐１ 新大宮愛正寺ビル３階
1938 東京都知事登録 0001939 榎本不動産鑑定所 榎本　純 2004/10/06 新宿区 舟町１ シティタワー四谷２０５
1939 東京都知事登録 0001938 株式会社オー・ディー・ビー 岡村　健司 2004/10/06 文京区 根津２－３０－５
1940 岩手県知事登録 0000027 有限会社　国土鑑定研究所 吉田　勇光 2004/10/21 盛岡市 本宮６－４－２３



1941 国土交通大臣登録0000219 泉友総合不動産株式会社 西川　知宏 2004/10/25 千代田区 神田紺屋町７番地
1942 国土交通大臣登録0000219 泉友総合不動産株式会社 西川　知宏 2004/10/25 大阪市中央区 大手前１－４－１２ 大阪天満橋ビル６階
1943 福岡県知事登録 0000253 大堀不動産鑑定事務所 大堀　満郎 2004/11/05 福岡市早良区 田隈３－２３－２０
1944 三重県知事登録 0000045 （有）北勢不動産鑑定所 船橋　俊一 2004/11/18 四日市市 大井手３－３－５
1945 沖縄県知事登録 0000058 有限会社　平良不動産鑑定事務所平良　修 2004/12/01 那覇市 泊１－２－５ ３階
1946 福岡県知事登録 0000254 オフィス２１不動産鑑定士事務所 木原　正人 2004/12/08 北九州市八幡西区 春日台６－３－１２
1947 長崎県知事登録 0000046 有限会社織田不動産鑑定事務所 織田雅雄 2005/01/04 長崎市 玉園町3-70
1948 東京都知事登録 0001949 トオル土地鑑定 石川　徹 2005/01/05 清瀬市 旭が丘２－４－４－２０３
1949 長野県知事登録 0000064 有限会社長野不動産鑑定センター 金井久雄 2005/01/20 長野市 川中島町今井６７６－３
1950 神奈川県知事登録0000385 有限会社栁田不動産鑑定 栁田　さをり 2005/01/21 平塚市 菫平１２－１２－１－９１８ パレ平塚すみれ平
1951 奈良県知事登録 0000052 （有）若草不動産鑑定 梅本　剛 2005/01/25 奈良市 高天市町１１－１
1952 和歌山県知事登録0000039 有限会社　岡本不動産鑑定所 岡本　喜之 2005/01/27 和歌山市 湊通丁南１－３－１ ル・シャトー真砂２－Ｃ号
1953 兵庫県知事登録 0000237 大塚不動産鑑定事務所 大塚　甲藏 2005/01/31 神戸市北区 鳴子２－２－１３
1954 東京都知事登録 0001951 有限会社アールオー 盧　昌作 2005/02/02 新宿区 北新宿１－８－１０ 新宿司法書士会館３０４号
1955 東京都知事登録 0001952 大山不動産鑑定事務所 大山　光男 2005/02/10 台東区 上野７－３－９ アルベルゴ上野９０８号
1956 石川県知事登録 0000042 中村不動産鑑定 中村　聡 2005/02/10 河北郡津幡町 庄へ２５－５
1957 神奈川県知事登録0000386 磯部不動産鑑定株式会社 磯部　伸夫 2005/02/23 鎌倉市 長谷２－５－４３
1958 大阪府知事登録 0000647 咲不動産鑑定 佐藤さゆき 2005/03/02 大阪市西区 西本町１－８－２ 三晃ビル４０９
1959 愛知県知事登録 0000311 株式会社芙蓉不動産鑑定事務所 眞下　弘 2005/03/03 名古屋市中区 丸の内１－２－３１ 景雲橋ハイツ２０３号
1960 神奈川県知事登録0000388 有限会社鈴木げん不動産鑑定所 代表取締役　鈴木　元2005/03/07 相模原市中央区 富士見５－２１－３ ２Ｆ
1961 大阪府知事登録 0000648 阪急電鉄（株） 中川　喜博 2005/03/09 大阪市北区 芝田１－１－４
1962 大阪府知事登録 0000649 高木不動産鑑定事務所 高木　彰 2005/03/09 大阪市中央区 備後町３－４－９ 輸出繊維会館６階
1963 東京都知事登録 0001954 三菱マテリアル不動産株式会社 芝　恭介 2005/03/10 中野区 本町１－３２－２ ハーモニータワー４階
1964 岐阜県知事登録 0000061 中部圏不動産鑑定所有限会社 久保　輝 2005/03/11 美濃加茂市 新池町１－９－３ ＢＩＧＢＥＮ１０５号
1965 京都府知事登録 0000119 株式会社杉山不動産鑑定 杉山　修一郎2005/03/15 京都市中京区 三本木町４３８－２ 御所南・杉山ビル２階
1966 国土交通大臣登録0000221 ＳＭＢＣ不動産調査サービス株式会社加藤　隆彦 2005/03/17 墨田区 江東橋４－１９－５
1967 国土交通大臣登録0000221 ＳＭＢＣ不動産調査サービス株式会社加藤　隆彦 2005/03/17 大阪市福島区 海老江５－１－２
1968 東京都知事登録 0001955 ＯＦＦＩＣＥ横山 横山　宗忠 2005/03/18 文京区 本郷４－２８－３
1969 兵庫県知事登録 0000238 有限会社出田総合鑑定 出田　啓之 2005/03/23 姫路市 飾磨区野田町９５－１ 第２西木ビル３Ｆ
1970 愛知県知事登録 0000312 （株）壱成不動産鑑定 渡邉　一成 2005/03/25 名古屋市中区 栄２－１３－１ 名古屋パークプレイス８階
1971 熊本県知事登録 0000049 有限会社天草不動産鑑定 中井　詔太郎2005/03/25 天草市 佐伊津町５１９－２
1972 滋賀県知事登録 0000045 有限会社　鈴木事務所 鈴木　道代 2005/03/29 大津市 松本１－４－２０
1973 山形県知事登録 0000031 赤藤不動産鑑定有限会社 赤藤　元玄 2005/03/30 山形市 成沢西４－９－２３
1974 国土交通大臣登録0000238 株式会社アレイズ 千葉　慎太郎2005/03/30 中央区 銀座８－１０－８
1975 岐阜県知事登録 0000062 前田不動産鑑定 前田　和彦 2005/03/30 岐阜市 琴塚 Ｂ棟２０２
1976 国土交通大臣登録0000238 株式会社アレイズ 千葉　慎太郎2005/03/30 大阪市中央区 平野町３－４－９



1977 国土交通大臣登録0000238 株式会社アレイズ 千葉　慎太郎2005/03/30 西宮市 高須町１－１－１０ １００４
1978 香川県知事登録 0000060 鈴木不動産鑑定事務所 鈴木　祐司 2005/03/30 高松市 宮脇町２－１８－２５
1979 北海道知事登録 0000171 北有鑑定株式会社 清水　寛泰 2005/04/01 札幌市東区 北六条東７丁目１２番９
1980 静岡県知事登録 0000114 白井不動産鑑定事務所 白井　誠 2005/04/01 静岡市葵区 大岩２－２７－１
1981 広島県知事登録 0000103 長瀬不動産鑑定事務所 長瀬正光 2005/04/01 広島市中区 本川町２－３－１２
1982 愛知県知事登録 0000314 株式会社テクナス 那須　伸和 2005/04/04 豊田市 千石町１－２０－５
1983 国土交通大臣登録0000222 （株）九段都市鑑定 堀内　智 2005/04/05 所沢市 小手指町１－２２－１３ 小手指町ファランドール３階
1984 国土交通大臣登録0000222 （株）九段都市鑑定 堀内　智 2005/04/05 習志野市 津田沼５－１３－４－７０４
1985 国土交通大臣登録0000222 （株）九段都市鑑定 堀内　智 2005/04/05 千代田区 平河町１－９－９ レフラスック平河町ビル３階
1986 新潟県知事登録 0000077 小嶋不動産鑑定士事務所 小嶋　能憲 2005/04/06 新潟市秋葉区 山谷町１－４－２５
1987 新潟県知事登録 0000078 松田不動産鑑定事務所 松田光市 2005/04/06 新潟市西区 平島１－２２－１ パークサイド平島２０６号室
1988 広島県知事登録 0000104 有限会社オフィス・アレーナ 古井　正則 2005/04/06 福山市 東桜町９－２６－１００７
1989 愛媛県知事登録 0000050 松岡不動産鑑定事務所 松岡　稔 2005/04/06 松山市 美沢１－８－５７ ハイム美沢３０５号
1990 青森県知事登録 0000032 有限会社LＢＲ鑑定 工藤　美佐緒2005/04/08 弘前市 大町３－４－１４
1991 東京都知事登録 0001958 太田不動産鑑定事務所 太田　謁八 2005/04/08 品川区 西五反田５－２６－１２ ヒルサイドテラスＵ３０６
1992 岐阜県知事登録 0000063 不動産鑑定士　清水事務所 清水　裕示 2005/04/11 高山市 石浦町５丁目２２３番地２
1993 東京都知事登録 0001960 福富不動産鑑定事務所 福冨　英一 2005/04/13 千代田区 九段北１－５－５－３０２
1994 東京都知事登録 0001959 有限会社つかさ不動産鑑定事務所佐藤　麗司朗2005/04/13 豊島区 池袋４－２４－３ 武川ビル１階
1995 東京都知事登録 0001962 持田不動産鑑定・調査事務所 持田　幸宏 2005/04/13 北区 上十条 ３－２６－４
1996 京都府知事登録 0000120 不動産鑑定士　湯浅薫事務所 湯浅　薫 2005/04/13 京都市西京区 大原野西竹の里町二丁目３番３１３
1997 山梨県知事登録 0000028 株式会社　鶴田不動産鑑定 鶴田　郁哉 2005/04/15 甲府市 丸の内２－３０－１０
1998 埼玉県知事登録 0000258 株式会社新都心評価センター 鈴木　良彦 2005/04/18 さいたま市中央区 下落合５－１０－５
1999 兵庫県知事登録 0000239 藤原不動産鑑定 藤原　正秀 2005/04/18 神戸市垂水区 塩屋台
2000 岡山県知事登録 0000070 いしだ不動産鑑定事務所 石田　慎治 2005/04/18 笠岡市 東大戸４００１－１
2001 大阪府知事登録 0000656 株式会社杉谷アプレイザル＆リサーチ杉谷　知江子2005/04/20 大阪市浪速区 元町３丁目８番２７号 杉谷ビル
2002 千葉県知事登録 0000284 有限会社シンエー不動産鑑定 柳堀　文彦 2005/04/25 香取郡東庄町 新宿１２７９－１
2003 東京都知事登録 0001965 EYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社ペーター・ウェスプ2005/04/25 千代田区 霞が関３－２－５ 霞が関ビルディング２７階
2004 香川県知事登録 0000061 米田不動産鑑定事務所 米田　優 2005/04/30 坂出市 京町２－５－２２ 第２金山ビル２階
2005 東京都知事登録 0001967 みずほ不動産調査サービス（株） 原田　修 2005/05/02 中央区 日本橋堀留町２－３－３ 堀留中央ビル４Ｆ
2006 千葉県知事登録 0000285 有限会社みずき不動産鑑定所 　石井　恒德 2005/05/11 大網白里市 仏島５６－３
2007 国土交通大臣登録0000225 株式会社西原不動産鑑定 西原　崇 2005/05/12 南埼玉郡宮代町 笠原２－５－７
2008 国土交通大臣登録0000225 株式会社西原不動産鑑定 西原　崇 2005/05/12 中央区 銀座２－１２－３ ライトビル５階
2009 国土交通大臣登録0000227 （株）不動産投資研究所 伊藤　紀幸 2005/05/12 品川区 小山７－４－６
2010 国土交通大臣登録0000227 （株）不動産投資研究所 伊藤　紀幸 2005/05/12 横浜市中区 山下町３１番地 ベイサイド上田ビル７階
2011 東京都知事登録 0001969 かとうの不動産鑑定士事務所 上遠野　公一2005/05/17 大田区 仲池上２－１７－１２
2012 大阪府知事登録 0000657 atelier φ 山本　厚夫 2005/05/18 大阪市福島区 福島８－６－２２



2013 福岡県知事登録 0000255 江本不動産鑑定事務所 江本　庸時 2005/05/18 行橋市 中央２－５－１３
2014 神奈川県知事登録0000391 有限会社高橋アプレイザル 高橋　芳明 2005/05/20 鎌倉市 稲村ガ崎５－１３－２
2015 岐阜県知事登録 0000064 （有）不動産インベストリサーチ 安藤　一成 2005/05/24 岐阜市 徹明通８－３ 加藤ビル２階
2016 兵庫県知事登録 0000240 小杉不動産鑑定士事務所 小杉　正樹 2005/05/31 西宮市 甲陽園西山町５－２７－２
2017 神奈川県知事登録0000392 有限会社今井孝不動産鑑定事務所今井　孝 2005/06/01 厚木市 元町６－６－８０１
2018 国土交通大臣登録0000228 株式会社名渕総合鑑定所 名渕　薫 2005/06/07 徳島市 徳島町城内６番地５７ 城ノ内ビル２Ｆ
2019 国土交通大臣登録0000228 株式会社名渕総合鑑定所 名渕　薫 2005/06/07 高松市 花ノ宮町１丁目８番２１号
2020 東京都知事登録 0001973 不動産補償研究所 竹村　忠明 2005/06/17 世田谷区 上祖師谷６－１４－１４
2021 広島県知事登録 0000106 有限会社総合アプレイザル 生瀬　肇 2005/06/17 広島市中区 上八丁堀８－１０
2022 東京都知事登録 0001974 株式会社国土評価研究所 伊藤　泰明 2005/06/20 渋谷区 渋谷１－１０－３ スタープラザ青山２０２
2023 兵庫県知事登録 0000241 継田鑑定企画 継田　逸雄 2005/06/21 神戸市中央区 八幡通４－１－２７ 神戸三宮タワー　３２０６号
2024 和歌山県知事登録0000040 有限会社わかさ不動産鑑定 佐藤　健 2005/06/27 和歌山市 西釘貫丁２－６－６
2025 東京都知事登録 0001977 有限会社アプレイザル総研 谷藤　恵美子2005/06/28 中央区 佃２－１１－６－８０２
2026 長崎県知事登録 0000047 有限会社板山不動産鑑定事務所 板山　昌治 2005/06/29 長崎市 上戸石町２１３０－５２
2027 山口県知事登録 0000047 朝日不動産鑑定事務所 倉田良成 2005/07/06 下関市 石原１２８－６ アールヴィル新下関１３０３
2028 愛知県知事登録 0000316 富士見台不動産研究所 山田　亙朔 2005/07/07 名古屋市千種区 富士見台１－１８－１１
2029 岡山県知事登録 0000071 有限会社フェア鑑定スクエア 藤川　亮 2005/07/07 倉敷市 西阿知町３４３－１３
2030 北海道知事登録 0000173 株式会社北海道鑑定 林　誠 2005/07/08 札幌市中央区 南一条東２丁目　和興ビル９階
2031 岐阜県知事登録 0000052 株式会社　足立事務所 足立　和弘 2005/07/16 岐阜市 美江寺町１－２２ 奥村ビル２階
2032 神奈川県知事登録0000315 中澤不動産鑑定事務所 中澤　春比古2005/07/19 鎌倉市 長谷５－７－２５
2033 兵庫県知事登録 0000242 たかアプレイザルオフィス 小畑　敬重 2005/07/26 尼崎市 東園田町５－５６－１ プレアデス５０２
2034 神奈川県知事登録0000394 安藤不動産鑑定事務所 安藤　ひろみ2005/08/03 横浜市港南区 日野南１－１２－２４
2035 埼玉県知事登録 0000261 風岡不動産鑑定事務所 風岡淳一 2005/08/04 さいたま市浦和区 岸町７－１１－５ 三金県庁ビル２Ａ
2036 東京都知事登録 0001984 クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド株式会社タッド・オルソン2005/08/05 千代田区 永田町２－１１－１ 山王パークタワー１３階
2037 新潟県知事登録 0000079 清水不動産鑑定事務所 清水　裕 2005/08/11 新潟市西区 小針３丁目３７番２５号 こばりロード２０２
2038 東京都知事登録 0001986 有限会社アルファ・アプレイザル 陣内　利世 2005/08/29 世田谷区 奥沢３－４７－８ 三敬ビル
2039 国土交通大臣登録0000231 港共同鑑定株式会社 島田　喜久男2005/08/31 館林市 本町１－２－４５
2040 国土交通大臣登録0000231 港共同鑑定株式会社 島田　喜久男2005/08/31 さいたま市浦和区 岸町１－９－１４
2041 国土交通大臣登録0000231 港共同鑑定株式会社 島田　喜久男2005/08/31 港区 海岸１－２－２０ 汐留ビルディング３階
2042 大分県知事登録 0000040 田淵不動産鑑定事務所 田淵　文晴 2005/09/02 大分市 角子南１－２－２５
2043 大阪府知事登録 0000661 株式会社　今西不動産鑑定 今西　完治 2005/09/14 吹田市 垂水町３－２４－１４－７１３
2044 東京都知事登録 0001987 矢崎不動産鑑定事務所 矢﨑　美和子2005/09/22 練馬区 平和台３－７－１２－１０５ ヒルズ平和台ソルデンシア
2045 愛知県知事登録 0000319 （株）エステート・ラボ 安田　商基 2005/09/22 名古屋市中村区 則武２－３－９
2046 東京都知事登録 0001988 （有）富岡不動産鑑定所 富岡　次郎 2005/09/28 練馬区 東大泉１－１１－１１
2047 滋賀県知事登録 0000046 しが不動産鑑定所 上田　理子 2005/10/01 大津市 竜が丘１３－１１ 琵琶湖ビル２０１
2048 京都府知事登録 0000121 株式会社みやこ不動産鑑定所 辻本　尚子 2005/10/04 京都市中京区 三条通柳馬場西入桝屋町７５ 日本生命京都三条ビル５階



2049 静岡県知事登録 0000115 株式会社小泉不動産鑑定 小泉喜洋 2005/10/26 静岡市清水区 草薙１３２－１５
2050 東京都知事登録 0001993 サヴィルズ・ジャパン株式会社 クリスチャン・フランシス・マンシーニ2005/11/04 千代田区 有楽町２－７－１ 有楽町イトシア１５階
2051 東京都知事登録 0001992 有限会社　城北不動産鑑定 犬嶋和彦 2005/11/04 板橋区 板橋１－５１－４ ドルフ前島５０４
2052 奈良県知事登録 0000055 有限会社　滝川不動産鑑定 滝　川　由　美2005/11/07 奈良市 松陽台３－２２－２
2053 京都府知事登録 0000122 岩崎不動産鑑定事務所 岩崎　陽 2005/11/08 京都市左京区 岩倉南大鷺町７９
2054 東京都知事登録 0001994 株式会社　江藤不動産鑑定事務所江藤　和臣 2005/11/09 江戸川区 松島３－６－６
2055 東京都知事登録 0001995 株式会社プロアプレイザル 成島　弘一 2005/11/09 狛江市 岩戸北１－１０－６
2056 大阪府知事登録 0000663 青木不動産鑑定事務所 青木　令子 2005/11/09 八尾市 南小阪合町５－９－２７
2057 群馬県知事登録 0000061 有限会社　津久井不動産鑑定 津久井　伸昭2005/11/15 太田市 新井町３１９－１
2058 東京都知事登録 0001997 株式会社不動産マーケットリサーチ奥川　大河 2005/11/22 千代田区 内神田１－１８－１１ 東京ロイヤルプラザ１１１６
2059 東京都知事登録 0001998 （株）森不動産鑑定事務所 森　宏師 2005/11/22 豊島区 東池袋４－２７－５ ライオンズプラザ池袋１３０１
2060 神奈川県知事登録0000399 小澤不動産鑑定事務所 小澤　直樹 2005/12/07 横浜市神奈川区 高島台１５－１７
2061 東京都知事登録 0001999 パシフィック・ディベロップメント アンド マネージメント株式会社春日井　宏 2005/12/08 千代田区 丸の内２－５－１ 丸の内二丁目ビル６階
2062 神奈川県知事登録0000400 （有）羽田不動産鑑定事務所 羽田　直樹 2005/12/12 横浜市中区 常盤町３－２５ サンビル９階
2063 東京都知事登録 0002000 株式会社　岡本不動産鑑定所 岡本　忠則 2005/12/21 中央区 八丁堀３－２４－１ コンパートメント東京中央２１０号
2064 大阪府知事登録 0000664 ジャパンエステート株式会社 西田　宏 2005/12/21 大阪市中央区 今橋２－５－８ トレードピア淀屋橋１６階
2065 東京都知事登録 0002003 株式会社三都不動産鑑定事務所 川口　守 2006/01/05 千代田区 神田須田町１－２２－１４
2066 東京都知事登録 0002002 有限会社オグマ・アプレイザル・ファーム小熊　忍 2006/01/05 中央区 日本橋蛎殻町１－８－２ ヴェラハイツ日本橋蛎殻町５０２
2067 愛知県知事登録 0000320 有限会社　木寺不動産鑑定所 木寺　浩治 2006/02/09 名古屋市中区 栄２－１－１２ ダイアパレス伏見１００２号
2068 広島県知事登録 0000108 有限会社ヒロセ不動産鑑定 廣瀨　啓文 2006/02/09 福山市 久松台３－２－２５
2069 静岡県知事登録 0000116 （株）米山不動産鑑定 米山　和志 2006/02/13 静岡市清水区 春日２－３－３０－２０１
2070 東京都知事登録 0002010 日本不動産格付株式会社 岡本健治 2006/02/21 港区 六本木３－７－１ ＴＨＥ　ＲＯＰＰＯＮＧＩ　ＴＯＫＹＯ　１３２０
2071 大分県知事登録 0000041 しょう鑑定事務所 松田　尚美 2006/02/22 大分市 光吉台１５－２５４
2072 奈良県知事登録 0000056 土井鑑定研究所 土井　元 2006/02/23 奈良市 三松１－１４－２３
2073 岐阜県知事登録 0000065 渡邉カンテイ事務所 渡邉　貴紀 2006/03/06 可児市 今渡１７０７－１ カーサミユキ２０２号室
2074 東京都知事登録 0002013 株式会社三和不動産鑑定事務所 稲野邉　俊 2006/03/07 新宿区 新宿１－１－１ ワコー御苑ビル２階
2075 静岡県知事登録 0000117 国土鑑定研究所　静岡事務所 杉﨑　充登 2006/03/08 田方郡函南町 平井１１３
2076 青森県知事登録 0000033 青田不動産鑑定事務所 青田　淳一 2006/03/09 青森市 大字浦町字奥野３５２－２
2077 神奈川県知事登録0000403 アサヒ不動産鑑定 榎本　一裕 2006/03/15 横浜市神奈川区 六角橋６－２７－７
2078 大阪府知事登録 0000669 ランドウォッチ研究所 前田　陽子 2006/03/15 大阪市北区 天神橋２－北１－２１ 八千代ビル東館
2079 岡山県知事登録 0000073 仁科不動産鑑定事務所 仁科　毅 2006/03/15 浅口市 鴨方町鴨方３４５番地
2080 千葉県知事登録 0000290 玉谷不動産鑑定事務所 玉谷昌弘 2006/03/16 千葉市中央区 松波３－２０－１２
2081 千葉県知事登録 0000291 山本不動産鑑定士事務所 山本　喜一 2006/03/20 千葉市中央区 本町２－１－１６ 千葉本町第一生命ビルディング６階
2082 新潟県知事登録 0000080 天春不動産鑑定事務所 天春　敦 2006/03/22 新発田市 富塚町２－１５－２－３
2083 岡山県知事登録 0000074 アイリス不動産鑑定事務所 佐藤　俊輔 2006/03/22 倉敷市 幸町１－４０ 倉敷ナカヨシビルⅡ　４階
2084 三重県知事登録 0000048 岡原不動産鑑定事務所 岡原　康志 2006/03/27 津市 大園町１５－４１ マンションエトワール１０１号



2085 千葉県知事登録 0000292 大西不動産鑑定士事務所 大西　達也 2006/03/28 千葉市中央区 中央港２－４－６ キーペックスビル３－３Ｃ
2086 東京都知事登録 0002017 株式会社第一豊不動産鑑定 清水　豊 2006/03/28 世田谷区 若林２－３２－１５ 若藤第２マンション３０３
2087 茨城県知事登録 0000088 さとう不動産鑑定士事務所 佐藤　ぱうろ 2006/03/31 土浦市 川口１－１－３１－９０４
2088 和歌山県知事登録0000041 有限会社　アトラス鑑定 美濃部　元秀2006/03/31 和歌山市 西汀丁１７ ロジェ汀３０３
2089 石川県知事登録 0000043 澤矢不動産鑑定事務所 澤矢豊伸 2006/04/01 小松市 小馬出町６番地 辻ビル２階
2090 広島県知事登録 0000109 資産総合研究所 西野　誠 2006/04/01 広島市西区 横川町３－８－２－５Ｆ
2091 東京都知事登録 0002019 堤不動産鑑定 堤圭一 2006/04/03 武蔵野市 境２－３－２０ ミリエールしろがね２０２
2092 滋賀県知事登録 0000047 三宅不動産鑑定事務所 三宅　純也 2006/04/03 草津市 西大路町４－３２ クサツウエストロイヤルタワー１２０３
2093 山口県知事登録 0000049 株式会社テラ 原田　一雄 2006/04/07 防府市 奈美５６
2094 岩手県知事登録 0000028 有限会社　ときわ不動産鑑定 佐藤　恒浩 2006/04/12 盛岡市 津志田中央３－１７－３５ タケトモ館２階
2095 東京都知事登録 0002021 有限会社不動産センター 押谷　誠治 2006/04/13 江東区 住吉１－１１－４ キャッスルマンション住吉１階
2096 東京都知事登録 0002022 株式会社サンケイビル 飯島一暢 2006/04/14 千代田区 大手町１－７－２ 東京サンケイビル１６階
2097 千葉県知事登録 0000294 山﨑不動産鑑定 山﨑淳子 2006/04/16 船橋市 東中山１－１３－２０
2098 大阪府知事登録 0000673 土井不動産鑑定事務所 土井　郁子 2006/04/19 茨木市 水尾２－１－３５－９０３
2099 東京都知事登録 0002027 株式会社アークブレイン 田村　誠邦 2006/05/02 港区 六本木７－３－１２ 六本木インターナショナルビル８階
2100 東京都知事登録 0002028 トラスト不動産鑑定有限会社 釘本　和彦 2006/05/09 千代田区 神田須田町１－４－２０ 石塚ビル３Ｆ
2101 群馬県知事登録 0000062 株式会社岡田不動産鑑定事務所 岡田　忠彰 2006/05/11 高崎市 飯塚町３１５－２
2102 神奈川県知事登録0000405 永和不動産鑑定事務所 石川和彦 2006/05/22 川崎市麻生区 上麻生５－５２－１４
2103 宮崎県知事登録 0000027 株式会社 さくら綜合鑑定所 上村　芳朗 2006/05/22 宮崎市 旭１－１－１１
2104 神奈川県知事登録0000406 菊川不動産鑑定 菊川　哲史 2006/05/29 横浜市南区 永楽町１－９－１ ランドステージ横濱関内９０８号
2105 兵庫県知事登録 0000244 有限会社　淡路総合鑑定 三﨑　正義 2006/05/30 洲本市 桑間２４０番地
2106 香川県知事登録 0000062 髙橋補償鑑定 髙橋　美絵子2006/05/31 高松市 生島町６１３－２
2107 東京都知事登録 0002034 進藤不動産鑑定士事務所 進藤　俊二 2006/06/01 世田谷区 若林３－２８－１
2108 東京都知事登録 0002039 株式会社長場小島不動産鑑定事務所小島　博之 2006/06/08 中央区 日本橋兜町１５－６ 製粉会館ビル２階
2109 新潟県知事登録 0000081 新潟都市総合鑑定株式会社 樫出　昭義 2006/06/16 長岡市 城内町２－６－１ 高野不動産駅前ビル４０１号室
2110 愛知県知事登録 0000323 リアルバリュー法律事務所 梅村　正和 2006/06/16 名古屋市昭和区 北山町３－１０－４
2111 東京都知事登録 0002040 中浦不動産鑑定事務所 中浦　徹 2006/06/20 杉並区 下井草４－１３－８
2112 福岡県知事登録 0000257 株式会社久栄綜合コンサルタント 髙木　亮一 2006/06/28 久留米市 津福今町３４９－１８
2113 大阪府知事登録 0000677 （株）東洋不動産研究所 熊ヶ谷　一幸2006/06/30 大阪市中央区 本町橋２－１４－１２１１
2114 愛知県知事登録 0000324 株式会社　タイ・バリュエーション・サービシーズ田井能久 2006/07/05 名古屋市中区 大須４－１－１８ セイジョウビル６Ｆ
2115 福岡県知事登録 0000258 平和総合コンサルタント株式会社 平塚　万里子2006/07/12 久留米市 野中町９１４
2116 三重県知事登録 0000049 株式会社　片岡不動産鑑定 片岡　浩司 2006/07/20 津市 大門４－５ 松本ビル　３Ｆ
2117 大阪府知事登録 0000679 藤川不動産鑑定所 藤川　明久 2006/07/20 大阪市北区 松ケ枝町６－１７ 第７新興ビル３０９号
2118 福岡県知事登録 0000259 株式会社吉田不動産鑑定士事務所吉田　尚是 2006/07/21 北九州市八幡西区 引野１丁目１３－６
2119 東京都知事登録 0002045 株式会社リアルクオリティ 小林　豪 2006/08/02 港区 六本木７－１７－２２ 秀和六本木レジデンス３０５
2120 東京都知事登録 0002047 松本不動産鑑定事務所 松本悦朗 2006/08/11 多摩市 豊ヶ丘１－１０－７



2121 福井県知事登録 0000023 アプレイザル・フクイ 寺口　満 2006/08/11 福井市 八重巻東町６－７
2122 東京都知事登録 0002051 株式会社新都市リサーチ 緒形　潤一 2006/08/22 練馬区 石神井町３－２５－４ ダイアパレス石神井公園６０３
2123 愛媛県知事登録 0000051 えひめ鑑定労務事務所 清水　秀一 2006/08/23 今治市 高市甲３８５－２
2124 大阪府知事登録 0000683 株式会社碓井不動産鑑定士事務所碓井　敬三 2006/08/29 大阪市中央区 伏見町２－２－３ 伏見ビル３階
2125 愛知県知事登録 0000325 児玉不動産鑑定調査 児玉　和久 2006/09/01 愛西市 勝幡町大矢７２
2126 愛媛県知事登録 0000052 やまと不動産鑑定株式会社 富久保　哲也2006/09/05 松山市 宮田町１８８番地８ グランディア宮田２Ｆ
2127 東京都知事登録 0002052 株式会社日本ホテルアプレイザル 川藤　等 2006/09/13 千代田区 内幸町１－１－１ 帝国ホテル本館６１６号室
2128 東京都知事登録 0002053 株式会社市ヶ谷鑑定事務所 百田　智之 2006/09/13 八王子市 絹ケ丘１－３０－３
2129 神奈川県知事登録0000407 篠田総合不動産鑑定所 篠田　宏 2006/09/14 横浜市神奈川区 鶴屋町２－２２－４ 第７浅川ビル２－Ｂ
2130 福岡県知事登録 0000260 鑑定補償向野研究所 向野　昌邦 2006/09/27 福岡市中央区 大名２－１０－１ シャンボール大名Ａ－１１０２
2131 埼玉県知事登録 0000264 吉田不動産鑑定事務所 吉田　弘志 2006/10/02 三郷市 さつき平１－３－１－１４０１
2132 千葉県知事登録 0000297 あきば総合鑑定所 秋葉　節久 2006/10/02 鎌ケ谷市 南初富２－７－２５－１
2133 福岡県知事登録 0000261 小池不動産鑑定事務所 小池　孝典 2006/10/03 福津市 星ケ丘２８－１０
2134 東京都知事登録 0002055 ディーティーゼット・デベンハム・タイ・レオン株式会社タッド・オルソン2006/10/13 千代田区 内幸町１－３－３ 内幸町ダイビル９階
2135 大阪府知事登録 0000684 株式会社四ツ葉不動産鑑定 谷　勝博 2006/10/16 大阪市西区 京町堀１－４－９ 京町橋八千代ビル４階
2136 兵庫県知事登録 0000245 津村不動産鑑定所 津村　増男 2006/10/16 神戸市中央区 浜辺通４－１－２３ 三宮ベンチャービル６１３
2137 東京都知事登録 0002059 三井不動産リアルティ株式会社 山代　裕彦 2006/10/23 千代田区 霞が関３－２－５霞が関ビル 霞が関ビル（９階）
2138 東京都知事登録 0002058 藤森不動産鑑定プランニング 藤森博彰 2006/10/23 新宿区 高田馬場１－３１－８ 高田馬場ダイカンプラザ１１０５
2139 愛知県知事登録 0000326 あかり不動産鑑定合同会社 加藤　典利 2006/10/27 名古屋市天白区 平針２－１８０７ 第３オオタビル２階
2140 東京都知事登録 0002060 株式会社トータル・アセット・リサーチ田村　直之 2006/10/30 千代田区 永田町２－１７－５ ローレル永田町３１７号
2141 東京都知事登録 0002061 株式会社関不動産鑑定事務所 関　友利 2006/10/30 千代田区 有楽町２－１０－１ 東京交通会館
2142 東京都知事登録 0002065 株式会社ピュアジャパン 下崎　功 2006/11/16 中央区 銀座２－４－１ 銀楽ビル７階
2143 神奈川県知事登録0000408 関谷総合鑑定所 関谷　道昭 2006/11/24 横浜市都筑区 牛久保１－３－２１
2144 東京都知事登録 0002069 アルタ東京不動産鑑定事務所 齋藤　弘明 2006/12/07 新宿区 新宿３－３２－１０ 松井ビル８Ｆ
2145 長崎県知事登録 0000048 鑑定ソリュート 樋口　純一 2007/01/01 長崎市 鍛冶屋町５－７－２０２
2146 神奈川県知事登録0000409 株式会社山田エスクロー信託 篠笛　弘一 2007/01/04 横浜市西区 北幸１－１１－１５ 横浜ＳＴビル１５階
2147 東京都知事登録 0002077 大成建設株式会社 村田　誉之 2007/01/05 新宿区 西新宿１－２５－１
2148 東京都知事登録 0002078 インべスターズ・サービス株式会社 高井猛史 2007/01/05 文京区 小石川４－２０－４ 第１８シグマビル６０２号室
2149 千葉県知事登録 0000298 みどり不動産鑑定 山口　真由美2007/01/11 船橋市 東中山２－５－１－７０９
2150 奈良県知事登録 0000057 栗山不動産鑑定士事務所 栗山　恒 2007/01/22 奈良市 高天市町１１－１ 高天飯田ビル４０３
2151 宮崎県知事登録 0000028 株式会社カミムラ総合鑑定 上村　哲生 2007/01/22 宮崎市 鶴島３－９１－３
2152 三重県知事登録 0000050 市川不動産鑑定事務所 市川　裕規 2007/01/26 名張市 百合が丘東８番町２９８
2153 福岡県知事登録 0000265 株式会社オフィス・ソレア 副田　英美 2007/01/29 福岡市城南区 長尾４－１９－１１
2154 和歌山県知事登録0000042 南海鑑定センター株式会社 市川　秀樹 2007/01/30 和歌山市 三木町堀詰１番地
2155 佐賀県知事登録 0000019 株式会社日本資産評価研究所 柿原弘介 2007/01/30 佐賀市 松原1-4-21
2156 高知県知事登録 0000033 不動産鑑定士原田事務所 原田　春芽 2007/02/13 高知市 帯屋町 帯屋町ＣＥＮＴＲＯ　４０７号



2157 茨城県知事登録 0000089 株式会社三喜コンサルタント 今泉　和 2007/02/14 潮来市 日の出４丁目２番３
2158 大阪府知事登録 0000689 株式会社アプレスト 川崎　竜輔 2007/02/14 大阪市中央区 南船場２－５－１９ 心斎橋イーストビル５階
2159 大阪府知事登録 0000690 日本相互鑑定 島田　一光 2007/02/14 豊中市 本町７－１－３２
2160 広島県知事登録 0000111 上野不動産鑑定事務所 上野　政美 2007/02/20 広島市中区 八丁堀 ブエル八丁掘２階
2161 山梨県知事登録 0000030 株式会社　新和不動産鑑定士事務所西川　重孝 2007/02/21 甲府市 相生１丁目１－５ 甲府西川ビル３階
2162 福井県知事登録 0000024 池谷不動産鑑定事務所 池谷　昌也 2007/02/23 福井市 花堂南１－１１－２９ サン１１ビル２０１号
2163 静岡県知事登録 0000120 青島不動産鑑定事務所 青島　進 2007/02/23 静岡市清水区 入江岡町１１－１４
2164 東京都知事登録 0002083 小石不動産鑑定事務所 小石　秀幸 2007/02/27 千代田区 永田町２－１７－５ ローレル永田町３１７号
2165 東京都知事登録 0002081 株式会社新和不動産鑑定士事務所鈴木　正夫 2007/02/27 町田市 森野２－２７－８ ルイシャトレ町田中央５０４
2166 大阪府知事登録 0000691 八木不動産鑑定事務所 八木　正美 2007/02/28 大阪市都島区 中野町５－１４－３－３０７
2167 大阪府知事登録 0000692 株式会社　エイブル総合事務所 安田　正克 2007/02/28 大阪市中央区 船越町二丁目３番 ８－２０５号
2168 兵庫県知事登録 0000246 株式会社三貴不動産鑑定 小南貴子 2007/02/28 明石市 本町２－１－７ 熊本ビル４階
2169 茨城県知事登録 0000090 株式会社太田不動産鑑定事務所 太田　寛子 2007/03/01 笠間市 下市毛５５－２６
2170 広島県知事登録 0000112 株式会社タカハシ不動産鑑定 髙橋　紀子 2007/03/01 福山市 宝町６－１２ タカハシビル３階
2171 福島県知事登録 0000054 株式会社アプレックス 石田　英之 2007/03/02 郡山市 細沼町３－４ 細沼ハイツＡ棟１０５
2172 岩手県知事登録 0000030 佐々木不動産鑑定事務所 佐々木　繁光2007/03/06 岩手郡雫石町 丸谷地３７－５７
2173 東京都知事登録 0002084 株式会社あおい双葉不動産鑑定 中川　太知 2007/03/06 港区 浜松町１－１１－１４ パレステュディオ浜松町２０２
2174 静岡県知事登録 0000121 富士鷹岡不動産鑑定 渡邉　正弘 2007/03/08 富士市 久沢５５６－１
2175 島根県知事登録 0000019 土地のあり方研究所 加藤　幹久 2007/03/08 松江市 大垣町１７７９－１
2176 兵庫県知事登録 0000248 水野不動産鑑定事務所 水野　雅一 2007/03/13 明石市 東仲ノ町４－６
2177 兵庫県知事登録 0000249 森本不動産鑑定 森本　光弘 2007/03/13 西宮市 甲子園口２－８－１－５０３
2178 神奈川県知事登録0000410 ＴＥＲＲＡ不動産鑑定 萩原　国彦 2007/03/19 相模原市南区 上鶴間６－１６－１５
2179 福岡県知事登録 0000268 綾部不動産鑑定株式会社 綾部　圭太 2007/03/19 福岡市博多区 博多駅東１－１２－５ 博多大島ビル９０５
2180 沖縄県知事登録 0000062 （株）はまもと不動産鑑定 濱元　毅 2007/03/19 那覇市 国場１１７０－４ ２０２号
2181 千葉県知事登録 0000299 ＧＴ不動産株式会社 後藤　元 2007/03/27 浦安市 日の出１－４－Ｃ－７０７
2182 群馬県知事登録 0000066 不動産鑑定士星事務所 星　憲洋 2007/03/29 高崎市 飯塚町１５５８－３
2183 岡山県知事登録 0000075 白神不動産鑑定士事務所 白神　学 2007/04/01 岡山市北区 富町２丁目２番２４号
2184 広島県知事登録 0000113 山崎エステート株式会社 山崎　保 2007/04/03 広島市佐伯区 楽々園三丁目９番３３号
2185 青森県知事登録 0000035 株式会社ちば不動産鑑定事務所 千葉　篤志 2007/04/05 弘前市 早稲田３－８－１
2186 大阪府知事登録 0000694 株式会社新不動産研究所 畑山　邦雄 2007/04/10 大阪市中央区 瓦町２－４－７ 新瓦町ビル４階
2187 茨城県知事登録 0000091 いしがき不動産鑑定 石垣　智英 2007/04/11 水戸市 千波町２２０１－３０
2188 茨城県知事登録 0000092 有限会社五木總不動産鑑定事務所五木田　裕一2007/04/12 常総市 水海道元町３４２１－１
2189 東京都知事登録 0002093 須藤総合鑑定所 須藤　雅章 2007/04/12 北区 浮間１－１５－１－１２０９
2190 東京都知事登録 0002095 岡戸不動産鑑定事務所 岡戸　征昭 2007/04/12 府中市 四谷３－５２－４３
2191 愛知県知事登録 0000330 岡崎リアルエステート株式会社 佐野　克彦 2007/04/12 岡崎市 庄司田２－７－９
2192 東京都知事登録 0002097 有限会社アイワプランニング 渡辺　浩 2007/04/16 杉並区 方南１－３５－１０ パールマンション１０３号



2193 徳島県知事登録 0000042 澤嶋不動産鑑定株式会社 澤嶋　鉄哉 2007/04/16 徳島市 八万町中津浦１１５－１５
2194 京都府知事登録 0000124 ニッソー鑑定京都株式会社 森口　匠 2007/04/20 京都市中京区 西洞院通錦小路上る古西町４３６ 興和セントラルビル３階
2195 東京都知事登録 0002100 株式会社　谷岡総合鑑定所 谷岡　勝治 2007/04/24 渋谷区 道玄坂２―１５―１ ノア道玄坂７１３
2196 東京都知事登録 0002098 株式会社八重洲不動産鑑定事務所寺島　郁雄 2007/04/24 杉並区 和泉２－４５－３３
2197 大阪府知事登録 0000695 山本不動産鑑定士事務所 山本　健爾 2007/04/24 大阪市中央区 南久宝寺町１－９－１ ルート船場ビル６０３号
2198 岩手県知事登録 0000031 風見不動産鑑定事務所 佐々木光政 2007/04/26 奥州市 水沢区佐倉河字慶徳９２－７
2199 岩手県知事登録 0000032 大下不動産鑑定・コンサルティング（株）大　下　　　智2007/05/01 盛岡市 中央通３－１４－４－１３０２
2200 埼玉県知事登録 0000268 ケーアンドケー不動産鑑定事務所 浅子　栄二 2007/05/01 越谷市 北越谷４‐２０‐１１
2201 兵庫県知事登録 0000250 株式会社川渕不動産鑑定 川渕　真平 2007/05/01 神戸市北区 道場町生野１１７２－３５３
2202 千葉県知事登録 0000300 越野不動産鑑定事務所 越野昭夫 2007/05/02 習志野市 本大久保３－１－５
2203 神奈川県知事登録0000416 株式会社　アーヴァン評価 下村　太 2007/05/02 横浜市泉区 上飯田町１９６７－１６
2204 東京都知事登録 0002103 株式会社日本アセットコンサルティング吉澤　拓 2007/05/08 品川区 上大崎３－５－８－１７０７
2205 徳島県知事登録 0000043 （株）城東不動産鑑定 森脇　英正 2007/05/11 徳島市 下助任町４－５７－１
2206 大分県知事登録 0000042 （株）あさひ不動産鑑定 日下部　洋一2007/05/11 大分市 大手町２－２－１６ 村谷ビル１階
2207 栃木県知事登録 0000055 （株）渡辺健太郎不動産鑑定士事務所渡辺　健太郎2007/05/15 小山市 土塔２４４－１８
2208 埼玉県知事登録 0000270 上杉不動産鑑定事務所 上杉徳子 2007/05/17 さいたま市見沼区 東大宮１－１９－１３
2209 東京都知事登録 0002112 東京都収用損失鑑定センター 山本　茂昭 2007/05/24 新宿区 新宿１－２－１ 新宿御苑前マンション３０６号室
2210 静岡県知事登録 0000122 株式会社アセットアプレイザル静岡木村　満義 2007/05/24 浜松市中区 板屋町５２７番地
2211 千葉県知事登録 0000301 株式会社大村不動産鑑定事務所 大村　進 2007/05/25 浦安市 舞浜２－４６－３
2212 東京都知事登録 0002115 飯田不動産鑑定事務所 飯田　修司 2007/05/31 杉並区 天沼２－５－１３
2213 鹿児島県知事登録0000071 せとやま鑑定有限会社 瀬戸山　喜義2007/06/05 鹿児島市 吉野町１３９５－２
2214 東京都知事登録 0002119 株式会社代々木バリュー鑑定 井口　昭 2007/06/22 渋谷区 代々木２－１１－５ アクティブ新宿
2215 東京都知事登録 0002121 株式会社　増田不動産鑑定事務所増田　和彦 2007/06/28 新宿区 西落合 ３－１３－８
2216 神奈川県知事登録0000412 株式会社不動産総合鑑定所 大橋政善 2007/07/03 横浜市中区 常盤町３－２５ サンビル４階
2217 三重県知事登録 0000051 近藤不動産鑑定 近藤　正樹 2007/07/03 桑名市 西方７３１－１０
2218 東京都知事登録 0002122 共立鑑定（株） 仲丸智行 2007/07/04 港区 高輪３－１９－２０ 高輪ＯＳビル７Ｆ
2219 兵庫県知事登録 0000251 熊谷不動産鑑定士事務所 熊谷　有剛 2007/07/10 宝塚市 中山寺１－５－２０
2220 福岡県知事登録 0000269 株式会社不動産パートナー 和田　安生 2007/07/11 福岡市中央区 舞鶴１－１－１１ 天神グラスビル７階
2221 愛媛県知事登録 0000053 奥村不動産鑑定所 奥村　周資 2007/07/18 松山市 福音寺町８０－２
2222 東京都知事登録 0002126 松本税理士・不動産鑑定士事務所 松本　好正 2007/07/23 港区 北青山１－４－１ ランジェ青山４０７
2223 大阪府知事登録 0000699 株式会社リアーズ 藤井　博之 2007/08/01 大阪市淀川区 ４－７－４ 新大阪生原ビル２階
2224 佐賀県知事登録 0000020 イーピーエスａｍ株式会社 後藤　修 2007/08/02 佐賀市 高木瀬町東高木７６７番４３
2225 北海道知事登録 0000175 株式会社ＲＥストラテジー 千田　裕也 2007/08/03 札幌市中央区 南十条西１４丁目２－６－１０１
2226 福井県知事登録 0000025 株式会社R.E.Aヤマギシ事務所 山岸　範之 2007/08/07 福井市 春山１－３－７
2227 大阪府知事登録 0000700 泉北不動産鑑定事務所 白木　直光 2007/08/07 堺市南区 高倉台１－１７－５
2228 大阪府知事登録 0000701 株式会社杉本不動産鑑定事務所 杉本　英樹 2007/08/07 箕面市 箕面８－６－４３－２－１０５



2229 神奈川県知事登録0000415 横浜あおば鑑定研究所 秋山　義男 2007/08/08 横浜市青葉区 荏子田２－２１－２
2230 山梨県知事登録 0000032 株式会社小野不動産鑑定 小野　淳一 2007/08/16 甲府市 湯田１－１１－７
2231 山梨県知事登録 0000031 株式会社京梨不動産鑑定 本澤　英史 2007/08/16 笛吹市 石和町八田１３４－４
2232 福島県知事登録 0000055 株式会社だて不動産鑑定 岩渕　大毅 2007/08/21 伊達市 宮前４－８
2233 富山県知事登録 0000031 堂林不動産鑑定事務所 堂林　純一 2007/09/01 富山市 黒瀬８７０－２
2234 神奈川県知事登録0000417 株式会社エー・エヌ不動産鑑定 新倉　敦子 2007/09/13 横浜市戸塚区 川上町９１－１ ベリスタタワー東戸塚１６０８
2235 茨城県知事登録 0000093 株式会社　和泉不動産鑑定所 永　井　義　久2007/09/16 桜川市 友部７０９－１
2236 国土交通大臣登録0000272 （株）みづき不動産鑑定士事務所 天田　淳一 2007/09/26 熊谷市 平戸１４６７
2237 国土交通大臣登録0000272 （株）みづき不動産鑑定士事務所 天田　淳一 2007/09/26 千代田区 神田佐久間町３－２７－３ ガーデンパークビル３階
2238 東京都知事登録 0002132 株式会社アプレイザルリアル東京 前田　悟 2007/09/26 江戸川区 中央４－２５－２３ アフェールＪ新小岩４０２
2239 大阪府知事登録 0000702 堂島総合評価システム株式会社 仲嶋　　保 2007/09/28 大阪市北区 西天満 八千代ビル別館
2240 東京都知事登録 0002133 株式会社フローク・アドバイザリー 成田　隆一 2007/10/04 港区 虎ノ門４－３－１ 虎ノ門城山トラストタワー１５階
2241 岩手県知事登録 0000033 東野不動産鑑定事務所 東野　成紀 2007/10/12 盛岡市 加賀野１－１５－２７
2242 東京都知事登録 0002137 東急不動産株式会社 植村　仁 2007/10/12 港区 南青山２－６－２１
2243 東京都知事登録 0002134 住友不動産株式会社 仁島　浩順 2007/10/12 新宿区 西新宿２－４－１
2244 福岡県知事登録 0000272 くるめ不動産鑑定株式会社 淺川　博範 2007/10/16 久留米市 日吉町１－１ アーバンパレス９０２
2245 東京都知事登録 0002139 瀬崎不動産鑑定事務所 瀨﨑　幹久 2007/10/17 中央区 日本橋茅場町２－５－６ 日本橋大江戸ビル４階
2246 岡山県知事登録 0000077 美作不動産鑑定 日笠　常信 2007/10/22 岡山市北区 平野１０２０－１５６
2247 東京都知事登録 0002141 大兼産業株式会社 遠藤　浩富 2007/11/07 中央区 銀座１－２４－１ 銀一パークビル１Ｆ
2248 静岡県知事登録 0000123 久保不動産鑑定株式会社 久保　知則 2007/11/14 静岡市葵区 太田町３５－１－７０３
2249 京都府知事登録 0000127 株式会社　水野不動産鑑定所 水野　正也 2007/11/16 京都市中京区 橋之町７４４
2250 大阪府知事登録 0000704 株式会社　谷総合鑑定 谷　友博 2007/11/27 大阪市中央区 島町１－１－１ 島町ビル４階
2251 和歌山県知事登録0000043 あいおい不動産鑑定株式会社 西　郁夫 2007/11/29 和歌山市 善明寺１３９－６
2252 東京都知事登録 0002143 オリックス債権回収株式会社 西條　光彦 2007/11/30 港区 芝２－１４－５　オリックス芝２丁目ビル
2253 兵庫県知事登録 0000252 たんだ鑑定登記事務所 丹田　信行 2007/12/28 神戸市西区 竹の台１－１４－１１
2254 東京都知事登録 0002146 （株）鉄鋼ビルディング 増岡　祥文 2008/01/09 千代田区 丸の内１－８－２
2255 北海道知事登録 0000176 アーガス鑑定株式会社 髙橋　総生 2008/01/15 苫小牧市 永福町１－７－１０ シャルマン永福２０２
2256 東京都知事登録 0002149 大建不動産株式会社 荒井　和夫 2008/01/16 文京区 湯島４－２－１ 杏林ビル１階
2257 東京都知事登録 0002150 青山不動産鑑定所 青山　弘平 2008/01/16 豊島区 西巣鴨３－２－１ イーグランド西巣鴨５０１
2258 東京都知事登録 0002151 ファースト不動産鑑定 古家　一郎 2008/01/24 足立区 西新井４―２６―１８
2259 神奈川県知事登録0000418 岩崎不動産鑑定事務所 岩崎　佐斗子2008/02/08 横浜市神奈川区 六角橋６－１６－１０
2260 東京都知事登録 0002156 株式会社新光不動産研究所 山本　剛 2008/02/14 立川市 柴崎町３－１７－１２ トーシンハイツ立川柴崎町
2261 大阪府知事登録 0000706 アセットバリュー・アドバイザーズ 加藤　陵 2008/02/18 大阪市西区 西本町１－１３－３８ 西本町新興産ビル２１５
2262 東京都知事登録 0002157 株式会社竹村不動産鑑定事務所 竹村　政彦 2008/02/21 三鷹市 上連雀２－１１－６
2263 福岡県知事登録 0000273 株式会社　孝栄設計コンサルタント川崎　孝志 2008/02/22 福岡市南区 井尻１－３６－２０
2264 和歌山県知事登録0000050 中紀不動産総合コンサルティング 古田　高士 2008/02/24 日高郡印南町 印南 ８５４－２



2265 愛知県知事登録 0000334 岡本不動産鑑定事務所 岡本　憲二 2008/02/25 春日井市 神領町３－１６－８
2266 兵庫県知事登録 0000253 中尾不動産鑑定事務所 中尾　明 2008/03/06 神戸市中央区 八幡通４－１－１６－３０４
2267 愛知県知事登録 0000335 株式会社西村不動産鑑定 西村　研二 2008/03/10 名古屋市千種区 内山１－１４－１９ 高島ビル
2268 東京都知事登録 0002158 東京建物株式会社 佐久間　一 2008/03/11 中央区 八重洲１丁目９－９
2269 大阪府知事登録 0000709 川上不動産鑑定 川上　修二 2008/03/17 大阪市西区 阿波座 本町ＳＫビル
2270 大阪府知事登録 0000707 株式会社クラヴィス鑑定事務所 伊東玉喜 2008/03/17 大阪市北区 西天満４－７－１０ 昭和ビル２階
2271 大阪府知事登録 0000710 株式会社久保田不動産鑑定所 久保田伸二 2008/03/17 大阪市中央区 南久宝寺町2-5-7 エンゼルシティフラッツ心斎橋北４０５
2272 福岡県知事登録 0000274 九州不動産コンサルタント 田口　浩二 2008/03/17 福岡市中央区 大名２－９－３５ トウセン天神ビル６階
2273 千葉県知事登録 0000307 （株）アプレイザルコンサルタント 宮尾　一憲 2008/03/21 松戸市 幸谷６１４－９
2274 愛知県知事登録 0000336 株式会社水野立地鑑定 水野　昌弘 2008/03/27 名古屋市千種区 朝岡町１－２３
2275 国土交通大臣登録0000243 有限会社評価理論研究所 竹迫　守夫 2008/03/28 市川市 南八幡５－１０－１ ピエール本八幡２０２
2276 国土交通大臣登録0000243 有限会社評価理論研究所 竹迫　守夫 2008/03/28 渋谷区 代々木 セントヒルズ代々木６０１
2277 千葉県知事登録 0000306 幸村・アクア不動産鑑定事務所 幸村英樹 2008/04/01 千葉市緑区 誉田町２丁目２３０７－１８０ ＡＫビル３０３
2278 滋賀県知事登録 0000049 株式会社浜崎総合鑑定地所 浜崎　大祐 2008/04/01 大津市 際川３－２５－２２
2279 滋賀県知事登録 0000051 阪口不動産鑑定士事務所 阪口　義嗣 2008/04/01 大津市 一里山５－６－１６
2280 滋賀県知事登録 0000050 第一不動産鑑定所 桃瀬　公成 2008/04/01 彦根市 大東町１３－１ 上野第２ビル
2281 岡山県知事登録 0000078 林不動産鑑定事務所 林　陽一郎 2008/04/01 岡山市北区 野田２丁目２－３５ 上杉第３ビル野田２２１号
2282 大分県知事登録 0000043 坂本不動産鑑定士事務所 坂本　圭 2008/04/01 宇佐市 小向野３１５番地
2283 群馬県知事登録 0000067 株式会社後藤不動産鑑定事務所 後藤　悦治 2008/04/02 高崎市 下和田町２－１－２
2284 新潟県知事登録 0000082 滝澤不動産鑑定事務所 滝澤　真史 2008/04/03 新潟市中央区 米山６－１５－３
2285 静岡県知事登録 0000124 高塚不動産鑑定士事務所 高塚智範 2008/04/03 静岡市葵区 本通１０－５２－１７
2286 宮城県知事登録 0000083 渡邊不動産鑑定 渡邊　充啓 2008/04/04 仙台市若林区 河原町１－５－１１ 川村ハイツ３０３
2287 千葉県知事登録 0000308 株式会社都市開発不動産鑑定所 高松　芳壮 2008/04/09 市川市 八幡２－１－２
2288 福岡県知事登録 0000275 三好不動産鑑定事務所 三好　丈久 2008/04/18 北九州市小倉北区 馬借３丁目５－１－１１０５
2289 島根県知事登録 0000021 清原不動産鑑定事務所 清原　至 2008/04/22 松江市 奥谷町１９
2290 東京都知事登録 0002166 大栄不動産（株） 石村　等 2008/04/24 中央区 日本橋室町１－１－８
2291 東京都知事登録 0002163 有限会社　北島商事 北島　秀明 2008/04/24 大田区 蒲田５－１２－３
2292 神奈川県知事登録0000422 野路不動産鑑定事務所 野路　好孝 2008/04/30 横浜市港北区 大倉山５－１３－１－１２１
2293 神奈川県知事登録0000420 ＴＭＮ総合鑑定 小泉　武久 2008/04/30 川崎市多摩区 三田１－９－５ 清風荘１０３
2294 北海道知事登録 0000177 不動産鑑定小澤事務所 小澤圭介 2008/05/01 北見市 寿町4－4－7
2295 奈良県知事登録 0000058 森本直也不動産鑑定士土地家屋調査士事務所森本　直也 2008/05/01 北葛城郡広陵町 馬見中３－１－２７１
2296 北海道知事登録 0000178 メグロオフィス株式会社 目黒　健兒 2008/05/02 札幌市中央区 南二条西６丁目１４番地 大友ビル４階
2297 大阪府知事登録 0000712 ジェイ・ケイ・リサーチアンドリアリティ株式会社片岡　潤一 2008/05/02 大阪市西区 土佐堀１－６－２０
2298 大阪府知事登録 0000713 株式会社シード・タウンマネジメント川東　大志 2008/05/02 大阪市中央区 釣鐘町２－１－４ ビルハイタウン６０２号室
2299 大阪府知事登録 0000711 株式会社　事業経営パートナース 植木　弘喜 2008/05/02 堺市堺区 榎元町５－５－１２
2300 宮城県知事登録 0000084 株式会社仙台不動産鑑定センター白石信興 2008/05/09 仙台市青葉区 一番町１－１５－１０



2301 宮城県知事登録 0000094 蒲生不動産鑑定事務所 蒲生　未知夫2008/05/09 仙台市青葉区 貝ケ森２丁目６番１４号
2302 東京都知事登録 0002171 ドリーム不動産鑑定有限会社 清水俊雅 2008/05/09 千代田区 神田須田町２－２－３
2303 東京都知事登録 0002165 ファーストメイク・不動産鑑定所 相吉勝利 2008/05/09 目黒区 南１－１８－３
2304 国土交通大臣登録0000265 株式会社不動産鑑定士中村京事務所中村　京 2008/05/09 世田谷区 上用賀４－２２－２３
2305 国土交通大臣登録0000265 株式会社不動産鑑定士中村京事務所中村　京 2008/05/09 御殿場市 新橋１６２９－１
2306 京都府知事登録 0000129 平安総合鑑定所 綿越　浩 2008/05/09 京都市中京区 烏丸通三条上ル場之町５９６ ハイツエスメラルダ４０９号
2307 東京都知事登録 0002172 株式会社フロンティア不動産鑑定 西田　直樹 2008/05/13 千代田区 神田佐久間町３－３５－１ フォレシティ秋葉原２０１
2308 埼玉県知事登録 0000271 株式会社堀口事務所 堀口　雄一朗2008/05/21 加須市 志多見１８８３－６
2309 神奈川県知事登録0000424 株式会社みなと鑑定 塚田　貴洋 2008/05/21 横浜市中区 本町１－７ 東ビル５階
2310 千葉県知事登録 0000310 株式会社植草不動産鑑定所 植草　文雄 2008/05/23 千葉市緑区 おゆみ野南６－４５－６
2311 京都府知事登録 0000130 株式会社国土工営　関西支店 藤井　裕史 2008/05/23 京都市中京区 泉正寺町３２８番地
2312 北海道知事登録 0000179 アプレイザーズシステム株式会社 齋藤　武也 2008/05/27 札幌市中央区 北一条西４－２－２ 札幌ノースプラザ６階
2313 神奈川県知事登録0000425 金子不動産鑑定事務所 金子慎一郎 2008/05/28 大和市 中央林間４－１１－１
2314 東京都知事登録 0002175 株式会社荒川事務所 荒川　真司 2008/05/29 千代田区 九段南３－７－１２ 九段玉川ビル６階
2315 静岡県知事登録 0000125 （株）不動産評価プラザ 海野　克明 2008/05/29 静岡市駿河区 八幡３－１０－１６ アンプルミエ１０１
2316 北海道知事登録 0000180 ハマナス鑑定 高橋浩子 2008/05/30 札幌市中央区 南一条東２－１３－１－１１０５号
2317 東京都知事登録 0002176 （株）フロンティアＲ＆Ｄ 山﨑　潤 2008/06/02 杉並区 天沼３－１８－８ カーサ・リッカ荻窪４０１号
2318 東京都知事登録 0002177 株式会社ＧＡ 具志堅　全泉2008/06/04 千代田区 九段南１－５－６ りそな九段ビル
2319 東京都知事登録 0002179 秋山不動産鑑定事務所 秋山　幸彦 2008/06/04 墨田区 吾妻橋２－１８－１２ 白玉ビル３Ｆ
2320 高知県知事登録 0000035 アイ・エヌ・オー不動産鑑定 猪野　裕之 2008/06/10 高知市 梅ノ辻２１－１４－８０６ リヴィエール大高
2321 福島県知事登録 0000057 株式会社東日本エンジニアリング 阿部　忠宏 2008/06/11 福島市 南中央３－１３－３
2322 東京都知事登録 0002181 大成有楽不動産販売株式会社 林　隆 2008/06/18 中央区 京橋３－１３－１ 有楽ビル２Ｆ
2323 大阪府知事登録 0000611 有限会社栄藤不動産鑑定事務所 栄藤　利之 2008/06/18 大阪市中央区 南久宝寺町２－１－６ 新和興産ビル８Ｆ
2324 大阪府知事登録 0000715 柳不動産鑑定株式会社 柳　貴之 2008/06/23 高槻市 大畑町１８－２－１２０６
2325 高知県知事登録 0000036 株式会社森澤総合鑑定 森澤博之 2008/06/25 高知市 本町５－２－１１ アートビル２階西側
2326 山梨県知事登録 0000033 あかつき鑑定法人株式会社 森本　武則 2008/07/02 甲府市 上石田４－６－２４
2327 東京都知事登録 0002185 株式会社小泉不動産鑑定事務所 小泉　正義 2008/07/04 新宿区 高田馬場２－５－２４－４１０
2328 東京都知事登録 0002186 株式会社　宮村不動産鑑定事務所宮村　勝男 2008/07/08 練馬区 東大泉１－２－１７－５１２
2329 兵庫県知事登録 0000258 シティサーベイヤーズ 田中　瑞穂 2008/07/11 神戸市中央区 花隈町２４－１６－３０１
2330 東京都知事登録 0002189 都市鑑定アドバイザリー株式会社 田中　祥司 2008/07/15 中央区 銀座３－９－１１ 紙パルプ会館地下２階
2331 東京都知事登録 0002187 多摩アセットコンサルティング 武林秀則 2008/07/15 八王子市 別所２－１２－４－６０１
2332 神奈川県知事登録0000426 卯山不動産鑑定事務所 卯山　隆 2008/07/16 鎌倉市 玉縄５－１３－２
2333 大阪府知事登録 0000717 株式会社アスカトラスト 坂根　良彦 2008/07/17 大阪市中央区 西心斎橋２－１２－２２－１４０９
2334 東京都知事登録 0002190 株式会社都市開発評価システム 萩原　謙介 2008/07/18 港区 新橋２－２０－１５ 新橋駅前ビル１号館５１３－１
2335 東京都知事登録 0002191 ハドソン・ジャパン株式会社 デービッド　ニシダ2008/07/22 千代田区 丸の内１－６－５ 丸の内北口ビルディング１９Ｆ
2336 愛知県知事登録 0000341 株式会社十八鑑定 中村　智信 2008/07/22 名古屋市港区 津金１－１－３６



2337 愛知県知事登録 0000340 杉山不動産鑑定事務所 杉山　信義 2008/07/22 半田市 東雲町 キャッスルハイツ半田東雲町１０３号
2338 愛知県知事登録 0000342 鍋田不動産鑑定事務所 鍋田　悌 2008/07/28 名古屋市中村区 竹橋町５－２　 すがやビル６０３号
2339 東京都知事登録 0002194 セントラル・アプレイザル株式会社 盛田直浩 2008/07/29 新宿区 西新宿７－１０－１７ 新宿ダイカンプラザＢ館３０１
2340 東京都知事登録 0002192 オフィス　エス　アンド　アイ 伊東　昌一 2008/07/29 杉並区 高井戸東１－３１－５－２２１
2341 長野県知事登録 0000067 奥原不動産鑑定事務所 奥原　清 2008/07/29 安曇野市 三郷温５０４－１８
2342 新潟県知事登録 0000083 中瀬不動産鑑定所 中瀬　成明 2008/07/30 長岡市 本町１－１－１ 角新ビル４階
2343 富山県知事登録 0000032 不動産鑑定士矢島事務所 矢島　直人 2008/08/01 富山市 宝町１－４－１０
2344 広島県知事登録 0000116 浦不動産鑑定事務所 浦　信一 2008/08/01 広島市中区 吉島西３－３－５ エーデル吉島西４０３
2345 神奈川県知事登録0000427 増山不動産鑑定事務所 増山　喜美雄2008/08/04 鎌倉市 長谷２－１９－１０
2346 新潟県知事登録 0000084 渡辺不動産鑑定士事務所 渡辺茂郎 2008/08/04 三条市 林町１－１８－１７ エクセレンス林２０１号
2347 東京都知事登録 0002197 大石不動産鑑定士事務所 大石　隆重 2008/08/06 新宿区 西新宿３－７－２６ ハイネスロワイヤル８１２
2348 北海道知事登録 0000181 不動産鑑定士流田事務所 流田　有啓 2008/08/07 釧路市 花園町７－１８
2349 東京都知事登録 0002199 株式会社上野事務所 上野　正和 2008/08/14 千代田区 外神田２－２－１７ 共同ビル万世３階
2350 愛知県知事登録 0000338 後藤不動産鑑定事務所 後藤　大吉 2008/08/15 名古屋市東区 泉１－１０－２３ グランドメゾン泉４０８号
2351 愛知県知事登録 0000343 レゴーニ株式会社 二階堂貴 2008/08/19 名古屋市中区 栄５－１－３２ 久屋ワイエスビル９階
2352 埼玉県知事登録 0000272 宇田不動産鑑定士事務所 宇田　陽一 2008/08/20 越谷市 東越谷９－１５８－１
2353 東京都知事登録 0002201 株式会社　鑑定舎 工藤　貴好 2008/08/26 港区 虎ノ門３－１８－１２ ステュディオ虎ノ門９１１
2354 東京都知事登録 0002203 清水不動産鑑定所 清水　明正 2008/08/29 杉並区 今川２－１０－１２ グランドメゾンⅡ１０１
2355 滋賀県知事登録 0000052 鳰不動産鑑定 前田　基良 2008/09/01 野洲市 小篠原２１０１－２ 風異音素ビル７０５号
2356 東京都知事登録 0002205 秋間不動産鑑定事務所 秋間　雅樹 2008/09/03 八王子市 緑町３７７番地４
2357 神奈川県知事登録0000428 厚木不動産鑑定所 溝呂木　良幸2008/09/03 厚木市 元町７－２０
2358 北海道知事登録 0000182 不動産総合研究所 世木澤　満 2008/09/09 旭川市 １条通１５丁目１９１番地 リーセント１条通８０３号室
2359 国土交通大臣登録0000246 ワールドアプレイザルジャパン株式会社山本　誠 2008/09/10 港区 麻布台２－３－５ ノアビル１２階
2360 国土交通大臣登録0000246 ワールドアプレイザルジャパン株式会社山本　誠 2008/09/10 大阪市中央区 本町４－４－５ ナカノビル２階
2361 東京都知事登録 0002208 株式会社プライム・アプレイザル 谷口　知樹 2008/09/12 目黒区 目黒２－９－５ ブラッサム目黒ビル５Ｆ
2362 福岡県知事登録 0000277 株式会社わがまち不動産研究所 中村　世明 2008/09/16 福岡市西区 内浜１－６－５ ５０３
2363 東京都知事登録 0002209 株式会社鴻池組 蔦田守弘 2008/09/24 江東区 南砂２丁目７－５
2364 千葉県知事登録 0000312 こづか不動産鑑定株式会社 小塚　隆雄 2008/09/30 習志野市 津田沼４－１０－３２ コーポマローネ３０３
2365 群馬県知事登録 0000068 西尾不動産鑑定事務所 西尾直人 2008/10/01 館林市 大手町７－１８ 日栄ビル１６－３０３号
2366 千葉県知事登録 0000311 双葉総合鑑定株式会社 薩美　奈津美2008/10/01 流山市 市野谷６３８－３
2367 神奈川県知事登録0000429 山内不動産鑑定士事務所 山内　昇 2008/10/01 川崎市川崎区 砂子２－８－１－６１０
2368 新潟県知事登録 0000085 本間不動産鑑定士事務所 本間　禎子 2008/10/01 三条市 鶴田４－５－１８ Ｃ２０５
2369 東京都知事登録 0002213 中央協同株式会社　 白井　友康 2008/10/06 中央区 日本橋茅場町２－８－４ 全国会館６階
2370 東京都知事登録 0002211 石井不動産鑑定事務所 石井　一嘉 2008/10/06 杉並区 永福３－１１－１３
2371 東京都知事登録 0002212 おきあい事務所 置鮎　謙治 2008/10/10 北区 赤羽１－６１－４－４０１
2372 東京都知事登録 0002215 （株）アプレイザル東京 山田　光治 2008/10/20 港区 高輪２－１６－５２ パラシオン高輪５０４号



2373 国土交通大臣登録0000248 株式会社アセッツアールアンドディー飯窪　光隆 2008/10/23 船橋市 北本町１－１５－１－７１７
2374 国土交通大臣登録0000248 株式会社アセッツアールアンドディー飯窪　光隆 2008/10/23 新宿区 富久町１６－６
2375 東京都知事登録 0002218 新井隆之不動産鑑定事務所 新井　隆之 2008/11/10 港区 三田２－１４－４ 三田慶応ビジデンス８０７号室
2376 東京都知事登録 0002219 株式会社虎ノ門アプレイザル 安本　光夫 2008/11/10 港区 虎ノ門１－１－２８ 東洋プロパティ虎ノ門ビル９階
2377 大阪府知事登録 0000721 川崎不動産鑑定士事務所 川崎　真由美2008/11/12 大阪市中央区 船越町１－３－６ フレックス大手前
2378 神奈川県知事登録0000431 北見地所株式会社 北見　文彦 2008/11/26 横浜市港南区 上大岡東１－３－１０
2379 沖縄県知事登録 0000063 株式会社松永不動産鑑定事務所 松永　力也 2008/11/26 那覇市 久米２－１８－５ エステート・ビークル３階
2380 栃木県知事登録 0000057 池末不動産鑑定事務所 池末　宏行 2008/12/01 宇都宮市 宝木本町１８１５－１２
2381 神奈川県知事登録0000432 有限会社いわた不動産鑑定 岩田　伸二 2008/12/02 横浜市青葉区 藤が丘２－３８－６０
2382 東京都知事登録 0002223 永昌鑑定所 田中　昌代 2008/12/09 江東区 永代１－１３－１１
2383 福岡県知事登録 0000279 白水総合研究所 白水　達郎 2008/12/10 久留米市 篠山町１６８－３２
2384 東京都知事登録 0002224 株式会社九段経済研究所 堂免　拓也 2008/12/17 千代田区 麹町２－２ オーセンティック半蔵門７階
2385 兵庫県知事登録 0000259 広瀬不動産鑑定事務所 廣瀬　博一 2008/12/18 神戸市西区 池上１－１２－１－Ｆ１０１
2386 東京都知事登録 0002226 （株）島不動産鑑定士事務所 島　修治 2008/12/24 渋谷区 宇田川町２－１－３２１
2387 兵庫県知事登録 0000260 株式会社　池田大谷不動産鑑定所池田　武生 2008/12/26 明石市 大蔵天神町２２－２５－１０８
2388 香川県知事登録 0000063 ながお不動産鑑定 長尾　直樹 2009/01/06 高松市 新田町甲２９２番地１６
2389 神奈川県知事登録0000433 共同不動産鑑定 遠藤　一典 2009/01/07 川崎市高津区 下作延２－３０－３ キャムスクエア３０２
2390 静岡県知事登録 0000126 オフィス山量 山本量正 2009/01/07 静岡市清水区 万世町２－７－４ 中村ビル２Ｆ
2391 青森県知事登録 0000036 （株）鑑定ありすと 最上　伸子 2009/01/14 青森市 桂木３丁目７番地１２
2392 神奈川県知事登録0000434 大泉不動産鑑定事務所 大泉　雅孝 2009/01/16 川崎市幸区 新川崎３－１－１２０６ イニシア新川崎
2393 神奈川県知事登録0000324 インター鑑定 中島　敏 2009/01/21 横浜市栄区 東上郷町４５－２２
2394 千葉県知事登録 0000313 芝田不動産鑑定コンサルティング 芝田　耕太郎2009/01/23 船橋市 芝山７－４－１５
2395 滋賀県知事登録 0000053 株式会社谷不動産鑑定事務所 谷　正登 2009/01/27 草津市 草津３丁目１３－６７
2396 東京都知事登録 0002231 株式会社都市鑑定リサーチ 高澤　明洋 2009/01/30 豊島区 南池袋２－４－３ 池袋ホウライビル３階
2397 埼玉県知事登録 0000274 篠不動産鑑定事務所 篠　光昭 2009/02/02 戸田市 上戸田５－１４－１３
2398 愛媛県知事登録 0000054 しまなみ不動産鑑定株式会社 越智　耕二 2009/02/04 今治市 常盤町４－３－８
2399 神奈川県知事登録0000436 住井不動産鑑定事務所 住井　吉郎 2009/02/05 横浜市青葉区 すみよし台３６－１４
2400 兵庫県知事登録 0000261 近藤亮太不動産鑑定事務所 近藤亮太 2009/02/10 神戸市長田区 池田経町２－２７
2401 兵庫県知事登録 0000262 近畿総合不動産鑑定所 山本　耕一 2009/02/10 川西市 緑台６－１－５３
2402 東京都知事登録 0002237 有限会社半蔵門総合研究所 徳光　祝治 2009/02/19 杉並区 久我山３－７－３２
2403 神奈川県知事登録0000437 神奈川鑑定　 石井　孝憲 2009/02/19 横浜市戸塚区 上矢部町２８４－８ ユードリーム横濱戸塚４１１
2404 東京都知事登録 0002238 有限会社　牧野オフィス 牧野　愛公 2009/02/23 江戸川区 北葛西１－３－３３ ２０３
2405 香川県知事登録 0000064 鳥飼不動産鑑定事務所 鳥飼　和彦 2009/02/23 坂出市 高屋町３８４－４
2406 神奈川県知事登録0000438 猿渡不動産鑑定事務所 猿渡邦彦 2009/02/26 川崎市宮前区 神木本町４－１６－２ サンバロン１０１
2407 埼玉県知事登録 0000275 小林勇不動産鑑定士事務所 小林　勇 2009/03/02 蓮田市 椿山１－２６－１３
2408 東京都知事登録 0002241 藍不動産鑑定所 徳元　康浩 2009/03/04 板橋区 徳丸３－２２－１８ マナーズフォートノーブルテラス８２６



2409 東京都知事登録 0002240 アーバン不動産鑑定 宮本　弘文 2009/03/04 葛飾区 堀切２－５８－７ 関谷ビル３０１号
2410 大阪府知事登録 0000724 翁不動産研究所 翁長　正勝 2009/03/06 大阪市中央区 平野町１－５－９ 井上ビル７階Ｅ－２号室
2411 福島県知事登録 0000059 スイートプラン株式会社 佐藤　忠信 2009/03/09 福島市 飯坂町湯野字神明７－２４
2412 静岡県知事登録 0000127 興津不動産鑑定所 興津康博 2009/03/09 静岡市駿河区 中島４８０
2413 愛知県知事登録 0000344 荻野不動産鑑定事務所 荻野　義行 2009/03/09 名古屋市中区 千代田３－８－３ 名古屋中青色申告会館６０２
2414 滋賀県知事登録 0000054 株式会社　あさひ鑑定評価研究所 山﨑　琢磨 2009/03/13 大津市 梅林１丁目４番１５号 滋賀県教育会館２階
2415 新潟県知事登録 0000099 株式会社本山不動産鑑定建築事務所本山　純一 2009/03/16 新潟市中央区 上大川前通１－１５４ アレンダール白山公園１００５
2416 岡山県知事登録 0000081 株式会社山本不動産鑑定事務所 山本　勝典 2009/03/16 岡山市中区 浜３－５－５３
2417 兵庫県知事登録 0000263 地域分析研究所 井上　基 2009/03/19 伊丹市 中央４－４－８－３０２
2418 鳥取県知事登録 0000025 森本不動産鑑定事務所 森本　尚夫 2009/03/19 鳥取市 西品治３０９
2419 京都府知事登録 0000132 洛北不動産鑑定事務所 田中　厚生 2009/03/24 京都市左京区 北白川小倉町５－２
2420 東京都知事登録 0002245 株式会社さくら綜合事務所 杉本　茂 2009/03/25 千代田区 神田神保町１－１１
2421 兵庫県知事登録 0000264 いそや不動産鑑定所 井本　季伸 2009/03/25 篠山市 二階町４７
2422 北海道知事登録 0000183 海野不動産鑑定合同会社 海野　俊郎 2009/03/30 札幌市中央区 北十二条西１６丁目１－２６－６０２ ターフサイド６０２号
2423 愛知県知事登録 0000345 Ｍｙ不動産株式会社 福井　將之 2009/03/31 名古屋市千種区 今池１－５－９ オフィスイリヤビル５階
2424 埼玉県知事登録 0000276 鳥羽不動産鑑定事務所 鳥羽　健二郎2009/04/01 深谷市 原郷２１１６－４ ポレスター深谷弐番館４０４号
2425 千葉県知事登録 0000314 国土鑑定 小林功武 2009/04/01 千葉市中央区 登戸１－１５－３２ キャピタル登戸４Ｆ
2426 静岡県知事登録 0000128 有限会社　森下不動産鑑定事務所森下　信之 2009/04/01 藤枝市 水上２１０－２９
2427 愛知県知事登録 0000346 飛鳥不動産鑑定事務所 小林　純 2009/04/01 名古屋市中区 大須４－１－１８ セイジョウビル６Ｆ
2428 高知県知事登録 0000037 小坂評価システム 小坂　雄一郎2009/04/01 高知市 愛宕山６７－１ アルファステイツ愛宕山１２０７号
2429 福岡県知事登録 0000284 株式会社大建 松尾　憲親 2009/04/01 福岡市早良区 南庄２－９－１２
2430 岐阜県知事登録 0000068 八重洲不動産鑑定事務所 小野木　誠 2009/04/02 岐阜市 細畑６－４－１９
2431 東京都知事登録 0002247 石川不動産鑑定事務所 石川　茂夫 2009/04/03 葛飾区 東金町５－６－７ ウィナーズⅡ２０９
2432 東京都知事登録 0002249 東西アプレイザル 下木原　仁 2009/04/03 調布市 八雲台１－３７－１４
2433 東京都知事登録 0002248 株式会社菊地不動産鑑定 菊地　宏 2009/04/03 狛江市 東和泉３－１４－２－４０４
2434 埼玉県知事登録 0000277 蜂須賀不動産鑑定士事務所 蜂須賀　郁未2009/04/06 新座市 西堀２－１３－７
2435 岡山県知事登録 0000082 梶岡不動産鑑定事務所 梶岡　初 2009/04/06 倉敷市 中庄３１５８－１ ノーブルコート中庄３０１号
2436 東京都知事登録 0002251 松本不動産鑑定事務所 松本　裕 2009/04/07 中央区 日本橋茅場町３－９－６ Ｂｒｉｌｌｉａ日本橋茅場町　８０４号
2437 大阪府知事登録 0000727 深澤俊男不動産鑑定士事務所 深澤　俊男 2009/04/07 大阪市中央区 伏見町４－２－６ 平松ビル２階
2438 神奈川県知事登録0000440 あずさ不動産鑑定 津田　秀樹 2009/04/09 相模原市中央区 鹿沼台２－１０－１３－２１０
2439 神奈川県知事登録0000441 神山不動産鑑定事務所 神山　明夫 2009/04/14 横浜市中区 相生町２－５２ ２階
2440 東京都知事登録 0002255 （株）不動産建築評価研究所 横幕　周久 2009/04/16 渋谷区 千駄ヶ谷５－２６－５ 代々木シティホームズ６０５
2441 鹿児島県知事登録0000074 岩切不動産鑑定士事務所 岩切　正廣 2009/04/16 鹿児島市 皇徳寺台１－５－１５
2442 兵庫県知事登録 0000197 黒田不動産鑑定事務所 黒田　富夫 2009/04/17 西宮市 宝生ケ丘１－３－１１
2443 北海道知事登録 0000184 株式会社筒井不動産鑑定 筒井　大輔 2009/04/20 札幌市中央区 南一条西１丁目１６－４ シルキービル６０６号室
2444 東京都知事登録 0002252 東京都市鑑定 佐々木　栄斗2009/04/21 江東区 木場２－１７－１５－１０５



2445 東京都知事登録 0002253 東京楽地株式会社 田口　伸八郎2009/04/22 大田区 大森北１－１９－６
2446 東京都知事登録 0002256 フィンテックグローバル鑑定株式会社伊東良平 2009/04/28 港区 虎ノ門４－１－２８ 虎ノ門タワーズオフィス
2447 奈良県知事登録 0000059 昌平坂不動産鑑定所 安住　健一 2009/04/30 奈良市 西登美ケ丘３－２－１１
2448 三重県知事登録 0000052 さとう不動産鑑定 佐藤　通雄 2009/05/01 伊賀市 上野田端町９７９
2449 大阪府知事登録 0000728 株式会社新田不動産鑑定 新田収治 2009/05/01 大阪市此花区 梅香３－１０－１５
2450 熊本県知事登録 0000052 株式会社熊本不動産鑑定所 糸田　由子 2009/05/01 熊本市中央区 白山３－２－２３
2451 千葉県知事登録 0000315 有限会社トムラ不動産鑑定 戸村　澄夫 2009/05/07 船橋市 芝山１－１７－４
2452 東京都知事登録 0002259 有限会社ズシダ総合事務所 図子田　政夫2009/05/11 新宿区 大京町１２－１０
2453 広島県知事登録 0000117 德満不動産鑑定 德満　秀規 2009/05/13 呉市 広駅前２－７－３４
2454 東京都知事登録 0002260 供田不動産鑑定事務所 供田　茂彰 2009/05/19 足立区 谷中１－３２－３０
2455 神奈川県知事登録0000442 澤田不動産鑑定士事務所 澤田　裕之 2009/05/20 藤沢市 湘南台３－１３－１０ グランレスパス４０７
2456 愛媛県知事登録 0000055 セキモトハウス株式会社 菊地　雄一郎2009/05/20 宇和島市 本町追手２－３－３０
2457 愛知県知事登録 0000347 松岡不動産鑑定士事務所 松岡　徹郎 2009/05/26 長久手市 城屋敷３０５
2458 山口県知事登録 0000051 中野不動産鑑定事務所 中野　亘 2009/05/26 防府市 平和町１４－１５
2459 東京都知事登録 0002263 かえでキャピタルマネジメント株式会社山下　章太 2009/05/27 千代田区 永田町２－１３－１０ プルデンシャルタワー４階
2460 東京都知事登録 0002264 株式会社五十嵐恵美不動産鑑定事務所五十嵐　恵美2009/05/27 千代田区 岩本町３－１１－８ イワモトチョービル２階
2461 静岡県知事登録 0000129 菊池晶不動産鑑定所 菊池　晶 2009/05/29 静岡市清水区 草薙１１４７－１７
2462 埼玉県知事登録 0000278 株式会社三旺不動産鑑定 山本　晃嗣 2009/06/01 さいたま市見沼区 堀崎町６５９－７
2463 東京都知事登録 0002262 不動産総合評価サ－ビス株式会社 早乙女　富 2009/06/01 千代田区 麹町１－６－９ ＤＩＫ麹町ビル５階Ｆ
2464 東京都知事登録 0002265 佐々木不動産鑑定士事務所 佐々木　重徳2009/06/01 渋谷区 千駄ヶ谷５－２６－５－６０９
2465 広島県知事登録 0000118 かみにし不動産鑑定 上西　浩尚 2009/06/01 広島市中区 住吉町１１－１６ 澤原ビル１階
2466 岐阜県知事登録 0000069 株式会社IR綜合鑑定 小池　育生 2009/06/03 岐阜市 中鶉２－３７－１ ブリリアントステージ３０３
2467 広島県知事登録 0000119 株式会社進栄不動産鑑定 村永　朋 2009/06/04 広島市中区 本川町１－１－２５
2468 広島県知事登録 0000119 株式会社進栄不動産鑑定 村永　朋 2009/06/04 呉市 中通４－４－１１
2469 東京都知事登録 0002268 株式会社黒河不動産鑑定事務所・黒河忠敏 2009/06/08 目黒区 平町２－２１－４ ドルフ都立大３０２号
2470 東京都知事登録 0002269 愛生不動産鑑定事務所 佐藤　孝二 2009/06/08 杉並区 清水１－３－１
2471 神奈川県知事登録0000524 株式会社　鈴木設計・鑑定総合事務所鈴木　泰三 2009/06/11 鎌倉市 小袋谷１－７－２４
2472 大阪府知事登録 0000730 株式会社　淀屋橋不動産鑑定 安田　祐一郎2009/06/16 大阪市中央区 高麗橋４－３－７ 北ビル
2473 千葉県知事登録 0000317 松本不動産鑑定 松本　尊志 2009/06/19 柏市 西原３－８－５０ ＭＡＲＩＯ江戸川台１０１
2474 東京都知事登録 0002270 株式会社プライスリーダー 新澤　裕之 2009/06/25 中央区 日本橋茅場町２－１７－１３ 第２井上ビル２階
2475 愛知県知事登録 0000348 高木不動産鑑定 髙木　靖人 2009/07/01 豊田市 曙町３－３ Ｌｕｃｅｎｔ土橋５０１
2476 北海道知事登録 0000185 白楊鑑定 佐藤　美香 2009/07/02 札幌市豊平区 福住１条２丁目９番２０－５０６号
2477 東京都知事登録 0002271 紀伊不動産鑑定 紀伊　英作 2009/07/03 練馬区 立野町１９－１０
2478 大阪府知事登録 0000776 バランスカンテイ 浦　収 2009/07/11 大阪市北区 西天満１－１０－８ 西天満第１１松屋ビル３０８号
2479 長崎県知事登録 0000049 まつお不動産鑑定所 松尾　佐和子2009/07/12 佐世保市 黒髪町６５３１－３１
2480 北海道知事登録 0000186 株式会社クレスト鑑定 原口　康洋 2009/07/13 札幌市北区 北六条西１丁目３番地８



2481 鹿児島県知事登録0000075 桜島カンテイ 吉村　弘道 2009/07/13 鹿児島市 小川町２６番２９
2482 東京都知事登録 0002273 株式会社ヒルマ 比留間　康昌2009/07/15 東村山市 秋津町３－１０－１０
2483 大分県知事登録 0000044 株式会社　鑑定ソリュート大分 大東　慶久 2009/07/15 大分市 城崎町２－２－１９ 城崎法務ビル４階
2484 大分県知事登録 0000044 株式会社　鑑定ソリュート大分 大東　慶久 2009/07/15 中津市 植野３４４－１
2485 神奈川県知事登録0000447 栗山不動産鑑定事務所 栗山　亮 2009/07/17 横浜市港南区 日野３－４－１０－４０１
2486 東京都知事登録 0002274 旭化成不動産レジデンス株式会社渡邊　衞男 2009/07/21 新宿区 西新宿２－３－１ 新宿モノリス２４階
2487 国土交通大臣登録0000252 大阪エンジニアリング（株） 中村　雄一 2009/07/24 大阪市西区 九条南２－１８－１６
2488 国土交通大臣登録0000252 大阪エンジニアリング（株） 中村　雄一 2009/07/24 奈良市 登美ケ丘３－１２－９ －３０１号
2489 埼玉県知事登録 0000280 むさし野不動産鑑定株式会社 山田　寛之 2009/07/27 本庄市 朝日町１－５－２５ メゾンアールシー　Ａ３０５
2490 茨城県知事登録 0000098 常陸総合鑑定 中島　寛和 2009/07/28 ひたちなか市 大字足崎１４５８番３８４
2491 埼玉県知事登録 0000279 ひまわり不動産鑑定株式会社 堀口　学郎 2009/07/31 さいたま市北区 吉野町１－３８９－１７
2492 東京都知事登録 0002277 入村不動産鑑定 入村　匡哉 2009/07/31 三鷹市 下連雀３－４３－７－４０２
2493 宮崎県知事登録 0000030 寺本不動産鑑定事務所 寺本　文俊 2009/08/04 都城市 若葉町１４－３－１ 立川貸家Ａ号室
2494 千葉県知事登録 0000318 隆興不動産鑑定事務所 植草正隆 2009/08/05 千葉市稲毛区 稲毛２－３－４
2495 奈良県知事登録 0000061 丸田不動産鑑定 丸田隆英 2009/08/06 北葛城郡王寺町 王寺２－１１－３３ アーバンスペース王寺４０Ｂ号室
2496 東京都知事登録 0002278 宮崎不動産鑑定事務所 宮崎　正芳 2009/08/07 杉並区 浜田山３－３４－２５－２０５
2497 大阪府知事登録 0000731 森澤不動産鑑定 森澤　修二 2009/08/11 大阪市西成区 橘２丁目３番５号
2498 香川県知事登録 0000065 今雪不動産鑑定士事務所 今雪　智文 2009/08/11 木田郡三木町 池戸３４３２
2499 熊本県知事登録 0000053 西浦不動産鑑定事務所 西浦　良一 2009/08/11 熊本市南区 白藤１－２０－１ 合志ハイツ３０３
2500 千葉県知事登録 0000320 鈴口不動産鑑定事務所 鈴口　紀夫 2009/08/19 千葉市稲毛区 園生町４４４－５４
2501 神奈川県知事登録0000448 西川不動産鑑定事務所 西川　浩美 2009/08/20 川崎市中原区 田尻町２９－１－８０１ ライオンズプラザ平間駅前
2502 福岡県知事登録 0000285 杉不動産鑑定士事務所 杉　孝一 2009/08/28 北九州市小倉北区 清水４－３－３６
2503 神奈川県知事登録0000449 谷口不動産鑑定事務所 谷口　洋介 2009/09/04 座間市 相模が丘５－４４－９
2504 東京都知事登録 0000487 株式会社アセットリサーチ 岡　竜也 2009/09/07 渋谷区 桜丘町２１－１２－Ｂ３１４
2505 千葉県知事登録 0000321 パシフィックアプレイザル株式会社 神作　芳宏 2009/09/08 千葉市稲毛区 小仲台１－４－１ アイプレイス稲毛２号棟２１２号
2506 奈良県知事登録 0000062 （株）田畑不動産鑑定士事務所 田畑　惣臣 2009/09/08 奈良市 佐紀町２８２６－１
2507 大阪府知事登録 0000735 大阪不動産鑑定株式会社 髙橋　重法 2009/09/09 大阪市北区 芝田２－１－２１ 高橋ビル１１Ｆ
2508 大阪府知事登録 0000736 株式会社橋本総合鑑定 橋本　一志 2009/09/09 大阪市中央区 南本町３－３－２３ インペリアル船場６１２
2509 東京都知事登録 0002282 リヴァスコンサルティング株式会社 松本　大介 2009/09/17 中央区 新川１‐６‐１２ ＡＩビル茅場町４階
2510 千葉県知事登録 0000322 アスタック不動産鑑定 木村　孝夫 2009/09/18 鎌ケ谷市 南鎌ケ谷４－８－２５
2511 宮城県知事登録 0000086 仙台アセットコンサルタンツ株式会社右田　貴紳 2009/09/28 仙台市青葉区 上杉１－３－２２ 大青ビル５階
2512 新潟県知事登録 0000088 中央補償鑑定株式会社 神田　伸一 2009/09/28 新潟市中央区 花園
2513 愛知県知事登録 0000350 丸の内中央不動産鑑定 荒川　鶴章 2009/10/01 名古屋市中区 丸の内３－２０－５ オアシス日向６０７号
2514 愛知県知事登録 0000349 篠崎不動産鑑定事務所 篠崎正人 2009/10/01 豊川市 伊奈町前山７８番地
2515 広島県知事登録 0000120 中村不動産鑑定コンサルティング 中村　武士 2009/10/01 広島市東区 東山町８－２－１００１
2516 国土交通大臣登録0000254 日本土地評価システム（株） 足立　陽三 2009/10/02 千代田区 鍛冶町１－６－１５ 井門神田駅前ビル６階



2517 国土交通大臣登録0000254 日本土地評価システム（株） 足立　陽三 2009/10/02 名古屋市中区 大須４－１１－５０ カミヤビル８階
2518 埼玉県知事登録 0000281 諸貫不動産鑑定士事務所 諸貫　道明 2009/10/06 久喜市 上町１５－３９
2519 岡山県知事登録 0000083 原田不動産鑑定事務所 原田　裕次 2009/10/14 岡山市北区 中山下２丁目８番５５ フローレンス中山下グランドアーク７０３号
2520 長野県知事登録 0000069 （同）斎藤不動産鑑定 齋藤　隆 2009/10/16 長野市 北尾張部７６５ 相互第２ビル
2521 愛媛県知事登録 0000056 株式会社井上不動産鑑定 井上　往美 2009/10/21 大洲市 中村２３１ 愛媛舗道ビル２Ｆ
2522 千葉県知事登録 0000324 株式会社東宏アセットリサーチ 大木　孝仁 2009/10/30 山武郡横芝光町 横芝１５３４
2523 兵庫県知事登録 0000266 不動産鑑定調査サービス 有馬　隆之 2009/10/30 神戸市北区 山田町下谷上字門口６－５－２０５
2524 東京都知事登録 0002289 ＭＣＰアセット・マネジメント株式会社玉木　滋 2009/11/04 千代田区 大手町１－８－１ ＫＤＤＩ大手町ビル１８階
2525 東京都知事登録 0002292 CRエステート株式会社 大崎　史雄 2009/11/11 中央区 銀座６－２－１ Ｄａｉｗａ銀座ビル２Ｆ
2526 神奈川県知事登録0000450 川崎志村不動産綜合鑑定事務所 志村　純一 2009/12/01 川崎市中原区 上小田中６－２３－７ 森ビル３階
2527 東京都知事登録 0002295 株式会社ジャパンビジネスリンク 若林　修 2009/12/07 千代田区 鍛冶町２－８－７
2528 大阪府知事登録 0000738 髙島鑑定アトリエ 髙島嘉巳 2009/12/09 茨木市 美沢町８番Ｃー１１０２
2529 鹿児島県知事登録0000076 たいら不動産鑑定事務所 平良　義文 2009/12/11 鹿児島市 鴨池２－２８－２－３０３
2530 東京都知事登録 0002297 ハーキュリーズアプレイザル 神山　由紀夫2009/12/17 港区 赤坂５－４－１１ 山口建設第二ビル６階
2531 神奈川県知事登録0000451 小菅芳輔不動産鑑定士事務所 小菅芳輔 2009/12/17 藤沢市 弥勒寺３－１９－６
2532 国土交通大臣登録0000256 バリュー・ジャパン・パートナーズ株式会社正井　智子 2009/12/24 千代田区 神田鍛冶町３－７－２１ 天翔神田駅前ビル９階
2533 国土交通大臣登録0000256 バリュー・ジャパン・パートナーズ株式会社正井　智子 2009/12/24 大阪市中央区 伏見町３―２―４ 淀屋橋戸田ビル４階
2534 大阪府知事登録 0000739 サムティ株式会社 江口　和志 2009/12/25 大阪市淀川区 西中島４－３－２４ サムティ新大阪センタービル７階８階
2535 群馬県知事登録 0000069 小河原不動産鑑定事務所 小河原　健幸2010/01/06 前橋市 高花台１－３－６
2536 佐賀県知事登録 0000021 不動産相談センター佐賀 樋口隆弘 2010/01/06 佐賀市 中央本町３－１ ジックスセンタービル６Ｆ
2537 東京都知事登録 0002298 不動産鑑定士・税理士　髙橋隆明事務所髙橋隆明 2010/01/14 文京区 千駄木２－３０－１－３０５
2538 千葉県知事登録 0000325 よねもと不動産鑑定事務所 米元　豊 2010/01/15 千葉市若葉区 西都賀５－６－１５
2539 山口県知事登録 0000052 岡村不動産鑑定事務所 岡村　誠士 2010/01/19 岩国市 今津町５－４－１ 白井ビル１０２号
2540 千葉県知事登録 0000326 小林不動産鑑定事務所 小林　隆司 2010/01/20 千葉市中央区 千葉寺町１２５１番地１５
2541 京都府知事登録 0000135 光不動産鑑定 山田昌弘 2010/01/21 京都市西京区 桂南巽町２０
2542 大阪府知事登録 0000722 有限会社ラウム総研 俵　益生 2010/01/21 大阪狭山市 西山台１－２４－１３
2543 広島県知事登録 0000122 和陽不動産鑑定株式会社 丸本　創史 2010/01/21 広島市中区 基町１２番３号 ＣＯＩ広島紙屋町ビル
2544 東京都知事登録 0002299 東埜不動産鑑定所 東埜圭志 2010/01/22 港区 元麻布３－３－９－２０２
2545 滋賀県知事登録 0000055 不動産鑑定／オフィス堀 堀　義彰 2010/02/01 草津市 東矢倉２－２８－４
2546 東京都知事登録 0002301 株式会社サクセス・ソリューション 佐藤　厳 2010/02/02 豊島区 東池袋５－４５－５ 岡埜ビル２階
2547 東京都知事登録 0002562 株式会社インプレッション 加川　修 2010/02/03 荒川区 東尾久３－３５－４ シャーメゾン熊野前１０１
2548 広島県知事登録 0000123 吉田不動産鑑定所 吉田　裕 2010/02/04 広島市南区 大須賀町１７－５ シャンボール広交２階
2549 神奈川県知事登録0000452 川口不動産鑑定事務所 川口　茂 2010/02/08 逗子市 小坪７－１０－２１
2550 神奈川県知事登録0000453 エスエヌ芳村アプレイザル 芳村有蔵 2010/02/10 横浜市神奈川区 大野町１－２５　５０６
2551 山口県知事登録 0000053 不動産鑑定士原田邦夫事務所 原田　邦夫 2010/02/10 山口市 楠木町６－２
2552 東京都知事登録 0002304 評価コンサルオフィス・ケン 桂　健二 2010/02/16 世田谷区 尾山台１－２－１０



2553 兵庫県知事登録 0000268 いずも不動産鑑定株式会社 出雲　豊博 2010/02/17 神戸市中央区 港島中町６－１４ ポートピアプラザＡ－１１０１
2554 千葉県知事登録 0000327 不動産鑑定士佐々木實事務所 佐々木　實 2010/02/18 市原市 辰巳台東３－６－１０
2555 福岡県知事登録 0000287 福岡不動産研究所 入江　正徳 2010/02/18 福岡市博多区 東雲町３－３－１
2556 滋賀県知事登録 0000056 ヤマナカ不動産鑑定所 山中　由美子2010/02/22 彦根市 西沼波町２０６－１７
2557 愛媛県知事登録 0000057 新玉不動産鑑定所 新玉　明生 2010/02/22 松山市 平和通５丁目２番地７　 新玉会計ビル　３Ｆ
2558 新潟県知事登録 0000089 中村不動産鑑定事務所 中村　真規 2010/02/24 新潟市中央区 米山５－５－３－３
2559 東京都知事登録 0002305 株式会社竹中工務店開発事業本部宮下　正裕 2010/03/02 江東区 南砂２－５－１４ 東陽町インテス３階
2560 福島県知事登録 0000060 矢吹不動産鑑定士事務所 矢吹博則 2010/03/04 郡山市 久留米６－５４－２
2561 和歌山県知事登録0000044 藍畑不動産鑑定事務所 藍畑　幾子 2010/03/05 田辺市 稲成町４３５番４
2562 熊本県知事登録 0000055 戸取不動産鑑定事務所 戸取　憲正 2010/03/05 熊本市中央区 北千反畑町１－７ ７階
2563 福島県知事登録 0000061 株式会社朝陽カンテイ 大久保　元弘2010/03/08 郡山市 西ノ内２－１５－１３ 関ビル３階
2564 神奈川県知事登録0000454 ヤマキ不動産鑑定企画 矢島　正喜 2010/03/08 横浜市瀬谷区 二ツ橋町２９５－１ 露木ビル３０１
2565 大阪府知事登録 0000004 佃土地（株） 佃　順太 2010/03/08 大阪市中央区 高麗橋２－２－３
2566 神奈川県知事登録0000455 福田不動産アプレイザル 福田　陽一 2010/03/09 横浜市戸塚区 鳥が丘５７－１０
2567 兵庫県知事登録 0000269 岡田不動産鑑定 岡田　忠純 2010/03/09 川西市 中央町２－１ 大百物産川西ビル３０１号室
2568 大阪府知事登録 0000741 株式会社Okatos Hero Real Estate岡本　啓吾 2010/03/10 大阪市北区 梅田１－３－１－５００ 大阪駅前第１ビル５階
2569 大阪府知事登録 0000742 かもめ不動産鑑定 髙橋　洋子 2010/03/10 大阪市北区 梅田２－２－２ ヒルトンプラザウエストオフィスタワー１９Ｆ
2570 神奈川県知事登録0000537 山森不動産鑑定士事務所 山森　大七郎2010/03/11 横浜市青葉区 梅が丘１２－１２
2571 東京都知事登録 0002308 株式会社デューデリ＆ディール 山本　高広 2010/03/15 千代田区 有楽町１－７－１
2572 沖縄県知事登録 0000064 ニライカナイ・アセッツ・コンサルティング株式会社髙平　光一 2010/03/16 那覇市 国場１０１５ １Ｆ
2573 新潟県知事登録 0000090 株式会社　恵み鑑定 近藤　伸二 2010/03/18 新潟市中央区 関屋恵町１２－６
2574 福岡県知事登録 0000288 沖永不動産鑑定所 沖永　裕章 2010/03/19 北九州市八幡西区 荻原３－４－１１
2575 大分県知事登録 0000045 株式会社　春日不動産鑑定 龍原　有 2010/03/19 大分市 南春日町２－３０ Ⅱ－１０３号室
2576 大阪府知事登録 0000743 アイカ不動産鑑定 藤原　学 2010/03/23 大阪市北区 中津１－１３－１７－８０２ メロディーハイム中津３番館
2577 東京都知事登録 0002312 支円　株式会社 佐藤　勝紀 2010/03/24 新宿区 百人町１－１１－１２
2578 鹿児島県知事登録0000077 鹿児島中央鑑定事務所（株） 木下　登 2010/03/25 鹿児島市 加治屋町１８－８ 三井生命鹿児島ビル３階
2579 神奈川県知事登録0000458 有限会社　アーク 佐藤　三千代2010/03/26 横浜市神奈川区 高島台１１－１６
2580 大分県知事登録 0000046 エリア・サーベイ合同会社 長野研一 2010/03/31 大分市 府内町１－５－１コスモⅡ４０４
2581 栃木県知事登録 0000058 橋本不動産鑑定事務所 橋本　嘉夫 2010/04/01 宇都宮市 西大寛１－６－２７
2582 栃木県知事登録 0000059 遠藤不動産鑑定士事務所 遠藤　圭一 2010/04/01 宇都宮市 東峰町３０９１－３
2583 埼玉県知事登録 0000283 梅原不動産鑑定所 梅原　孝夫 2010/04/01 さいたま市中央区 円阿弥４－８－３１
2584 愛知県知事登録 0000351 株式会社リアルアシスト 藪亀　邦恭 2010/04/01 名古屋市南区 駈上一丁目１１－２９ 新瑞南ビル３Ｆ
2585 兵庫県知事登録 0000270 不動産鑑定ネットワークサービス神戸株式会社三浦靖和 2010/04/01 神戸市中央区 小野柄通３－１－２ 三宮シティタワー２０２
2586 長崎県知事登録 0000050 小宮不動産鑑定 小宮　幸弘 2010/04/01 長崎市 平間町３０６－５
2587 長崎県知事登録 0000051 大村不動産鑑定所 竹房　政美 2010/04/01 大村市 幸町２５－４４ サンパーク大村ベイシティ１００１号
2588 岩手県知事登録 0000035 中井不動産鑑定事務所 中井　孝 2010/04/02 大船渡市 赤崎町字沢田７８－３



2589 群馬県知事登録 0000071 三満不動産鑑定事務所 保坂　充勇 2010/04/06 沼田市 高橋場町３３７－１
2590 千葉県知事登録 0000328 株式会社 鈴木不動産鑑定士事務所鈴木聡 2010/04/06 千葉市花見川区 幕張町４－１８００－１ ライオンズガーデン幕張４０２
2591 神奈川県知事登録0000460 エース鑑定コンサルティング株式会社鈴木　彰 2010/04/06 横浜市港北区 新横浜２－２－１ メイツ新横浜１１０６
2592 愛知県知事登録 0000352 ほしの不動産鑑定所 星野　ゆかり2010/04/06 豊橋市 石巻本町字新田屋敷１３番地
2593 山口県知事登録 0000054 山崎不動産鑑定事務所 山崎　和昭 2010/04/07 周南市 今宿町３－３２
2594 栃木県知事登録 0000060 新藤不動産鑑定事務所 新藤覺之助 2010/04/08 足利市 名草下町１０８
2595 高知県知事登録 0000038 藤原不動産鑑定事務所 藤原高博 2010/04/08 高知市 本町５－３－２２ ワタナベビル２Ｆ
2596 福岡県知事登録 0000289 つくしのくに鑑定株式会社 井手　江美 2010/04/08 福津市 西福間３－１２－１１
2597 東京都知事登録 0002313 星山鑑定コンサルタント・オフィス 星山　芳幸 2010/04/09 町田市 中町１－７－８
2598 大阪府知事登録 0000653 （有）豊田不動産鑑定　 豊田健治 2010/04/13 大阪市中央区 伏見町３－１－１－２８０３
2599 新潟県知事登録 0000091 新井事務所 新井俊一 2010/04/14 新潟市東区 山木戸５－１７－２
2600 石川県知事登録 0000045 （同）ＦＰ不動産鑑定 油野　正文 2010/04/15 金沢市 瓢箪町 １３－８
2601 宮崎県知事登録 0000031 株式会社旭総合コンサルタント 鬼束　宜朗 2010/04/15 都城市 安久町６３３８－５
2602 群馬県知事登録 0000072 おおた不動産鑑定所 吉澤　雅己 2010/04/16 太田市 新島町６１８
2603 神奈川県知事登録0000461 ヨシオ不動産鑑定事務所 大久保　芳男2010/04/20 横浜市金沢区 釜利谷南４－３２－１１
2604 兵庫県知事登録 0000271 姫路不動産建築事務所 神頭慎太郎 2010/04/23 姫路市 野里上野町１－１５－６ アーバン野里Ｂ１０１
2605 東京都知事登録 0002316 株式会社パワーランド 武田　晴夫 2010/04/26 中央区 銀座1-18-6 井門銀座一丁目８Ｆ
2606 東京都知事登録 0002314 株式会社アセット・バリュエーション・パートナーズ吉村　克 2010/04/26 新宿区 新宿２－１４－４
2607 神奈川県知事登録0000462 清水不動産鑑定事務所 清水　堅太 2010/04/26 川崎市高津区 久本２－１１－１ パレステージ溝の口８０１
2608 福岡県知事登録 0000290 第一不動産鑑定事務所 佐藤　栄治 2010/04/27 北九州市小倉南区 湯川４－１５－１４
2609 大阪府知事登録 0000745 株式会社竹内不動産鑑定 竹内　吉央 2010/04/28 貝塚市 新井３－２
2610 熊本県知事登録 0000056 石山不動産鑑定事務所 石山　博 2010/04/28 熊本市中央区 帯山４－２４－９
2611 福島県知事登録 0000062 サードステージ株式会社 遠藤　盛英 2010/04/30 郡山市 富田町字下双又１４－４４ トミタプラザ２０１
2612 千葉県知事登録 0000329 不動産鑑定事務所ブルーリーフ 瀨﨑敦子 2010/05/06 市川市 塩焼３－３－１５
2613 埼玉県知事登録 0000285 堀好一税理士・不動産鑑定士事務所堀　好一 2010/05/10 さいたま市北区 宮原町３丁目５７２番地１ サニーコート宮原９０３
2614 高知県知事登録 0000039 植田不動産鑑定所 植田　将司 2010/05/10 高岡郡佐川町 乙１８３９－２
2615 福島県知事登録 0000063 株式会社　あさか不動産鑑定 安田　哲郎 2010/05/11 郡山市 堂前町１６－７ 福島県菓子工業組合ビル３Ｆ
2616 香川県知事登録 0000066 森不動産鑑定 森　英起 2010/05/12 高松市 香西東町３７２－８
2617 静岡県知事登録 0000132 （株）田島不動産鑑定 田島克彦 2010/05/14 静岡市清水区 堂林２－８－２
2618 東京都知事登録 0002320 星野不動産鑑定事務所 星野　與四峰2010/05/17 大田区 田園調布本町４１－２２ フェリックス田園調布１０３
2619 沖縄県知事登録 0000065 株式会社あおい不動産研究所 宇久　信正 2010/05/18 那覇市 字天久９１８－６ ＴＹビル２０３号
2620 東京都知事登録 0002323 株式会社トータル・リアルティ・アドバイザーズ吉村　利一 2010/05/20 港区 赤坂３－２１－２１ サンワット渡邊ビル６階
2621 広島県知事登録 0000125 つもり不動産鑑定 津守　栄治 2010/05/21 広島市安佐南区 大町西１－２２－２９－２
2622 福岡県知事登録 0000291 筑後不動産鑑定 川崎　耕二 2010/05/21 久留米市 花畑２－１６－１４ フォーウィルズコート４０２
2623 北海道知事登録 0000187 株式会社　小柳不動産鑑定 小柳　博幸 2010/05/28 札幌市中央区 南１条西１１丁目３２７番地 第３一条ビル２階
2624 東京都知事登録 0002324 バンガード・パートナーズ株式会社檜山　宗孝 2010/06/03 港区 西新橋１－１８－６ クロスオフィス内幸町



2625 兵庫県知事登録 0000272 中山不動産鑑定 中山　健一 2010/06/07 宝塚市 売布２丁目１４－１４ 宝塚売布コーポラス３０５号
2626 徳島県知事登録 0000044 あわ総合鑑定株式会社 瀬嶋　宏典 2010/06/09 徳島市 幸町３－１０１ リーガルアクシスビル２Ｆ－２Ｃ
2627 東京都知事登録 0002326 株式会社不動産評価センター 手塚　淳一 2010/06/10 港区 虎ノ門２－７－１６ エグゼクティブタワー虎ノ門４０４
2628 山梨県知事登録 0000034 株式会社エーエスオー総合鑑定 大芝　哲 2010/06/15 甲府市 上石田４－９－３４
2629 愛知県知事登録 0000353 株式会社サムライ・アセットマネジメント浅原　英之 2010/06/15 名古屋市中区 錦１－６－１８ Ｊ・伊藤ビル７階
2630 愛知県知事登録 0000354 新東昭不動産株式会社 島貫　和広 2010/06/16 名古屋市中区 錦３－４－６ 桜通大津第一生命ビル４階
2631 高知県知事登録 0000040 株式会社畠山不動産鑑定 畠山　照章 2010/06/17 高知市 杉井流８番１５号
2632 三重県知事登録 0000053 廣瀬不動産鑑定事務所 廣瀬　仁 2010/06/25 四日市市 笹川１－２２２－１
2633 東京都知事登録 0002329 後藤不動産鑑定事務所 後藤　晃 2010/06/30 文京区 大塚４－５２－５
2634 東京都知事登録 0002330 株式会社　アクト不動産鑑定 家島　健輔 2010/06/30 渋谷区 渋谷２－２－４－３０２
2635 京都府知事登録 0000137 株式会社宇野不動産鑑定所 宇野行将 2010/06/30 京都市中京区 堀川通蛸薬師下る四坊堀川町６１０番地
2636 静岡県知事登録 0000133 山田不動産鑑定事務所 山田　啓吾 2010/07/01 三島市 加茂５９－１
2637 神奈川県知事登録0000463 石井不動産鑑定事務所 石井　正 2010/07/05 茅ケ崎市 十間坂１－５－７
2638 大分県知事登録 0000047 船瀬不動産鑑定事務所 船瀬　昇士 2010/07/08 大分市 馬場４１５
2639 東京都知事登録 0002331 株式会社くにぎた不動産鑑定事務所欅田　善一郎2010/07/20 世田谷区 中町４－３８－８－４０３ パークハウス上野毛コートレジデンス
2640 愛知県知事登録 0000355 株式会社ベスト不動産鑑定センター齋藤　登 2010/07/20 岡崎市 伝馬通５－６８ 山崎工業ビル２階
2641 大阪府知事登録 0000750 千里不動産鑑定事務所 村上　俊二 2010/07/20 吹田市 山田東４－２０－１５
2642 千葉県知事登録 0000330 山野邊不動産鑑定士事務所 山野邊　佳利2010/07/22 市川市 鬼高３－２７－１４
2643 愛知県知事登録 0000356 株式会社　松島不動産鑑定事務所松島　教 2010/07/26 豊川市 東豊町５丁目１４番地
2644 京都府知事登録 0000138 津田不動産鑑定所 津田　浩伸 2010/07/30 京都市中京区 六角通室町西入玉蔵町１２１ 美濃利ビル５０９
2645 東京都知事登録 0002334 斉藤不動産鑑定調査 斉藤建一 2010/08/03 北区 志茂４－１８－２
2646 神奈川県知事登録0000464 セイワ不動産鑑定株式会社 菊地誠一 2010/08/05 横浜市中区 相生町１－１５ 第２東商ビル４Ｄ
2647 京都府知事登録 0000131 ＡＫＩＲＡ－建築設計・不動産鑑定－松本　朗 2010/08/08 京都市下京区 河原町通松原上ル富永町３５８ ライオンズマンション京都河原町１１０７
2648 埼玉県知事登録 0000286 有限会社橋見不動産鑑定所 橋見　眞男 2010/08/10 さいたま市浦和区 上木崎１－１－７－１０３
2649 東京都知事登録 0002336 宮本不動産鑑定事務所 宮本　隆 2010/08/10 江東区 猿江２－５－１２ サンライズ吉村５Ｆ
2650 大阪府知事登録 0000752 松谷確事務所 松谷　確 2010/08/17 大阪市中央区 安土町３－４－５ 本丸田ビル
2651 兵庫県知事登録 0000274 桑名事務所 桑名　玉樹 2010/08/18 淡路市 育波５１
2652 千葉県知事登録 0000331 （株）福士不動産鑑定所 福士　正直 2010/08/20 柏市 松ケ崎７４８－２ ロマネビル３階
2653 茨城県知事登録 0000099 株式会社ロマネ鑑定 鈴木　信也 2010/08/24 常総市 菅生町１５１－２
2654 千葉県知事登録 0000332 不動産鑑定士谷山事務所 谷山　美千徳2010/08/31 千葉市美浜区 高洲１丁目１７ 高洲第二第７号棟１１１１号室
2655 栃木県知事登録 0000061 あけぼの不動産鑑定 吉澤　光彦 2010/09/01 宇都宮市 明保野町６－３５
2656 東京都知事登録 0002339 あかつき鑑定 四方田　修 2010/09/01 江東区 門前仲町１－９－１３ ウィズビル４０５
2657 長野県知事登録 0000071 有限会社　大建 大井　邦弘 2010/09/01 小諸市 古城１－５－１３
2658 愛知県知事登録 0000357 横井不動産鑑定事務所 横井　誠 2010/09/01 名古屋市千種区 内山３－１８－１０ 千種ステーションビル９階
2659 東京都知事登録 0002340 つばさ不動産鑑定株式会社 井内潤郎 2010/09/03 豊島区 南長崎６－１７－１４
2660 千葉県知事登録 0000333 真里谷鑑定 須藤　雅敏 2010/09/08 木更津市 真里谷７８４



2661 大阪府知事登録 0000755 株式会社石原不動産鑑定所 石原　聡 2010/09/08 大阪市中央区 船越町１－４－１ ザ・シティタワー大手前３０１号
2662 岡山県知事登録 0000098 マスカット不動産鑑定 林　祐介 2010/09/21 倉敷市 大島３６９－１ ビバリーグランディ３０２号室
2663 国土交通大臣登録0000260 株式会社大島不動産鑑定 大島大容 2010/09/22 さいたま市西区 西遊馬１３４８－５ ワコーレエレガンス指扇２０６
2664 国土交通大臣登録0000260 株式会社大島不動産鑑定 大島大容 2010/09/22 港区 新橋５－２９－８ 伊林ビル２階
2665 国土交通大臣登録0000260 株式会社大島不動産鑑定 大島大容 2010/09/22 犬山市 富岡前田１６４－８
2666 国土交通大臣登録0000260 株式会社大島不動産鑑定 大島大容 2010/09/22 大阪市中央区 法円坂１－２－７ オーシマビル１階
2667 国土交通大臣登録0000260 株式会社大島不動産鑑定 大島大容 2010/09/22 和泉市 桑原町２４７－６
2668 東京都知事登録 0002341 冨田会計・不動産鑑定株式会社 冨田　建 2010/09/28 世田谷区 上北沢５－２２－５
2669 群馬県知事登録 0000073 株式会社海老沼不動産鑑定 海老沼　宏次2010/10/07 高崎市 井野町８０－７
2670 東京都知事登録 0002342 株式会社リアルエステート・アドバイザーズ釜口　浩一 2010/10/13 千代田区 麹町２－１０－３ リ・ノウ麹町
2671 静岡県知事登録 0000134 株式会社安倍川鑑定 田中学 2010/10/13 静岡市駿河区 みずほ２－１９－６ ドミールみずほ１０１
2672 神奈川県知事登録0000467 田邊不動産鑑定株式会社 田邊　和之 2010/10/25 伊勢原市 東成瀬４６－２－１４－１１７
2673 大阪府知事登録 0000756 株式会社そら建築設計・鑑定事務所尾髙　正樹 2010/10/27 吹田市 千里山竹園２丁目８番９号
2674 愛知県知事登録 0000358 エム鑑定 佐野　正佳 2010/10/28 常滑市 古社３０－１１
2675 栃木県知事登録 0000062 株式会社柴崎不動産鑑定事務所 柴崎博之 2010/11/01 足利市 通２－２６４８
2676 東京都知事登録 0002346 株式会社ザイマックスアセットコンサルティング吉村　竜一 2010/11/16 千代田区 永田町２－４－２
2677 千葉県知事登録 0000334 合同会社　わかば総合鑑定 中村　暁美 2010/11/26 千葉市若葉区 千城台北３－１８－１１
2678 東京都知事登録 0002348 株式会社ＢＭＨ 尾藤　哲 2010/12/14 新宿区 新宿２－１５－２４ ヒカリビル７階
2679 広島県知事登録 0000126 広島県不動産評価システム協同組合高野　普吉 2010/12/16 広島市中区 富士見町８－２６
2680 神奈川県知事登録0000469 藤原不動産鑑定 藤原　新一 2010/12/20 相模原市南区 上鶴間６－２２－４
2681 東京都知事登録 0002350 おおぞら不動産鑑定 松丸　良太 2011/01/06 台東区 雷門２－１９－１７－４０２
2682 東京都知事登録 0002349 弘英産業株式会社 大石　将弘 2011/01/06 江東区 三好４－６－２　 弘英ビル４階
2683 神奈川県知事登録0000470 菅野不動産鑑定事務所 菅野　桂司 2011/01/06 横須賀市 久里浜 １－１３－３１
2684 大阪府知事登録 0000759 株式会社アーク 池田　治郎 2011/01/06 大阪市阿倍野区 文の里１－８－２１ アークビル５階
2685 大阪府知事登録 0000760 株式会社クロス 広川　勝一 2011/01/06 大阪市北区 野崎町９－１３
2686 群馬県知事登録 0000074 広田不動産鑑定事務所 広田　政道 2011/01/07 高崎市 柳川町３５
2687 神奈川県知事登録0000471 吉永不動産鑑定 吉永　昌弘 2011/01/11 横浜市南区 大橋町３－６２－１ ナイスエスアリーナ弘明寺３０３
2688 岐阜県知事登録 0000070 （株）中園不動産鑑定所 中園　真一 2011/02/02 大垣市 郭町４－３５ 鶴亀屋ビル２Ｆ
2689 千葉県知事登録 0000335 中島不動産鑑定事務所 中島　毅 2011/02/08 船橋市 本町４－２７－１０ ＡＸＩＳ　２０１
2690 大阪府知事登録 0000761 合同会社　プリシード 木島　百代 2011/02/08 大阪市北区 中津１－１２－１１ メロディハイム中津２番館５１０号
2691 埼玉県知事登録 0000287 ミライト不動産鑑定株式会社 岡本　祐一 2011/02/18 熊谷市 宮町１－４８
2692 埼玉県知事登録 0000287 ミライト不動産鑑定株式会社 岡本　祐一 2011/02/18 秩父市 東町９－１２ 増田産業ビル２Ｆ
2693 大阪府知事登録 0000762 株式会社小川不動産鑑定事務所 小川　哲男 2011/02/21 大阪市西区 京町堀１－４－１６　 センチュリービル８Ｆ
2694 大阪府知事登録 0000763 株式会社日本プロパティ・ソリューションズ小南　博司 2011/02/21 大阪市中央区 淡路町３－６－３ 御堂筋ＭＴＲビル８階
2695 宮崎県知事登録 0000032 株式会社　池上総合鑑定 池上　成満 2011/02/21 延岡市 川原崎町１３６
2696 東京都知事登録 0002356 岡田不動産鑑定士事務所 岡田章義 2011/02/23 板橋区 三園２－１３－１６ プラザ・ドゥ・エデンＢ２０１



2697 埼玉県知事登録 0000288 西脇不動産鑑定事務所 西脇　正樹 2011/03/03 和光市 丸山台２－４－１８ ファミール和光３　３０５
2698 滋賀県知事登録 0000059 栗東不動産総合鑑定 今井　康裕 2011/03/03 栗東市 手原１丁目９番４７号
2699 東京都知事登録 0002358 岩澤不動産鑑定事務所 岩澤　正英 2011/03/04 八王子市 北野台４－３５－１７
2700 東京都知事登録 0002357 株式会社谷不動産鑑定 谷　良介 2011/03/04 府中市 武蔵台３－４７－５ コモドカーサＡ棟１０４
2701 愛知県知事登録 0000359 株式会社林鑑定リサーチ 林　健 2011/03/08 豊橋市 野依台１－３７－３７
2702 兵庫県知事登録 0000275 齋藤不動産鑑定事務所 齋藤　誠 2011/03/09 西宮市 平松町５－２６ ラポール平松３０２号室
2703 東京都知事登録 0002360 樋口不動産鑑定事務所 樋口　裕 2011/03/18 調布市 下石原１－５３－８
2704 奈良県知事登録 0000065 平田不動産鑑定事務所 平田　馨 2011/03/24 北葛城郡王寺町 明神３－４－１０
2705 宮城県知事登録 0000090 北斗総合鑑定 秋元　康男 2011/03/25 仙台市青葉区 上杉２－３－３０－１
2706 東京都知事登録 0002363 不動産鑑定・調査事務所 田中　和弘 2011/03/25 杉並区 荻窪３－１－２ グリーンステイト荻窪Ｄ２０２
2707 東京都知事登録 0002362 株式会社バリュークリエイション 山下　寛樹 2011/03/25 板橋区 熊野町３５－８
2708 国土交通大臣登録0000261 シービーアールイー株式会社 ベンジャミン　マーク　ダンカン2011/03/28 千代田区 丸の内２－１－１ 明治安田生命ビル
2709 国土交通大臣登録0000261 シービーアールイー株式会社 ベンジャミン　マーク　ダンカン2011/03/28 大阪市中央区 安土町２－３－１３ 大阪国際ビルディング　２４階
2710 国土交通大臣登録0000262 清水建設株式会社 宮本　洋一 2011/03/30 中央区 京橋２丁目１６番１号
2711 国土交通大臣登録0000262 清水建設株式会社 宮本　洋一 2011/03/30 大阪市中央区 本町３丁目５－７御堂筋本町ビル
2712 東京都知事登録 0002364 あおかぜ不動産鑑定事務所 藤岡　学 2011/03/31 台東区 上野３－２３－１１ 東販ビル３Ｆ
2713 北海道知事登録 0000189 さっぽろ総合鑑定 竹内　準 2011/04/01 札幌市中央区 北一条西７丁目３ おおわだビル５階
2714 宮城県知事登録 0000088 仙都鑑定 大友　洋 2011/04/01 仙台市青葉区 中山４－１７－２０ 中山パーク・ホームズ１１０７
2715 宮城県知事登録 0000089 不動産鑑定宮本事務所 宮本　一輝 2011/04/01 仙台市青葉区 旭ケ丘１－３８－６ ディアス旭ケ丘１０１
2716 栃木県知事登録 0000063 大山不動産鑑定士事務所 大山　賢 2011/04/01 宇都宮市 河原町１－８
2717 愛知県知事登録 0000360 ヤマザキ総合鑑定 山﨑　裕子 2011/04/01 名古屋市千種区 吹上１－１－８－３０７
2718 広島県知事登録 0000128 有限会社ワタナベ不動産鑑定士事務所渡邉　佳和 2011/04/01 広島市中区 鉄砲町２－１８－９０１ バルミープラザ八丁堀　９Ｆ
2719 広島県知事登録 0000127 彩和アプレイザル 田中　敦雄 2011/04/01 広島市西区 大芝２－７－３２ グランデ・パラッツォ大芝２０１号
2720 鹿児島県知事登録0000078 株式会社泊法務鑑定事務所 泊　成人 2011/04/01 鹿児島市 真砂町４８－２ 鑑定ビル２階
2721 埼玉県知事登録 0000289 小林不動産鑑定士事務所 小林　三千史2011/04/04 久喜市 南１－９－２７
2722 熊本県知事登録 0000058 宮本不動産鑑定 宮本　隆志 2011/04/05 熊本市南区 島町２－３－２６
2723 東京都知事登録 0002366 株式会社レベスト 内薗直紀 2011/04/06 千代田区 九段南１－６－１７ 千代田会館４階
2724 東京都知事登録 0002369 （株）新日本経済不動産評価研究所村上　直樹 2011/04/06 中央区 銀座１－２３－１０ グランドガーラ銀座１４１３
2725 東京都知事登録 0002367 株式会社　瑞光コンサルタント 末吉　瑞秋 2011/04/06 板橋区 中台３－２７－１－１１０１
2726 東京都知事登録 0002365 株式会社さくら不動産総合鑑定 桜井徹 2011/04/06 府中市 緑町１－２８－１－４０１
2727 神奈川県知事登録0000474 株式会社玉井不動産鑑定 玉井　純 2011/04/07 横浜市鶴見区 東寺尾中台２６－１５
2728 秋田県知事登録 0000023 藤田不動産鑑定事務所 藤田　雅彦 2011/04/08 由利本荘市 石脇字石脇２１５
2729 福岡県知事登録 0000294 堤不動産鑑定事務所 堤　弘 2011/04/08 大野城市 東大利１－４－２ グレイズヴィラ東大利３０２
2730 神奈川県知事登録0000219 不動産鑑定士井上賢一事務所 井上賢一 2011/04/14 横浜市青葉区 新石川１－９－１４ 丸正ハイツ２０３号室
2731 熊本県知事登録 0000059 鑑定くまもと 藤井　貞人 2011/04/14 熊本市北区 武蔵ケ丘１－１４－１２ 三駒ビル２Ｆ
2732 埼玉県知事登録 0000291 栗原不動産鑑定事務所 栗原　誠 2011/04/18 川口市 芝新町４－１５ シティインデックス蕨Ⅱ１２０４



2733 東京都知事登録 0002370 株式会社エル・シー・アール国土利用研究所九本　博文 2011/04/19 千代田区 九段北一丁目１２番４号 徳海屋ビル３階
2734 千葉県知事登録 0000336 カンテイ・オフィス・クワタ 桑田　康彦 2011/04/21 千葉市花見川区 幕張町５－４１７－１１１ Ｋ２ビル３０３
2735 秋田県知事登録 0000024 石塚不動産鑑定 石塚　充 2011/04/22 秋田市 山王１－１２－２８ 黒川ビル３０５号
2736 神奈川県知事登録0000477 山口不動産鑑定事務所 山口　健司 2011/04/23 横浜市緑区 長津田３－１０－７
2737 富山県知事登録 0000033 ありそみ不動産評価研究所 小林正伸 2011/04/25 魚津市 上村木４３９－１
2738 神奈川県知事登録0000476 エーアールジー不動産鑑定事務所浅尾　嘉之 2011/04/26 横浜市鶴見区 東寺尾１－１２－３１ リオグランデ２０７
2739 東京都知事登録 0002371 ジェイエムコンサル 村岡　淳二 2011/04/27 足立区 中央本町５－９－８－１０２ フローラハイツ五反野
2740 沖縄県知事登録 0000066 株式会社まるい鑑定所 大嶺　克成 2011/04/27 那覇市 字識名１１９５－１ 大城産業ビル２０３
2741 岡山県知事登録 0000085 株式会社　髙見不動産鑑定事務所髙見　康弘 2011/04/28 岡山市中区 古京町１－８－１０－２
2742 福島県知事登録 0000064 （株）アビコ　 安彦　隆一 2011/05/02 福島市 五月町2-21 アビコビル１Ｆ
2743 大分県知事登録 0000049 下郡不動産鑑定 原　勝海 2011/05/02 大分市 下郡中央３－１２－１９ グラシア下郡Ⅲ２０３
2744 鹿児島県知事登録0000079 中澤不動産鑑定事務所 中澤　保治 2011/05/02 鹿児島市 鴨池２－２８－３－１００２
2745 静岡県知事登録 0000135 丸山不動産鑑定士事務所 丸山　哲生 2011/05/09 静岡市葵区 安東柳町２０－３
2746 愛知県知事登録 0000361 鑑定山水 八木　久満 2011/05/10 一宮市 小信中島西九反１８
2747 兵庫県知事登録 0000277 横山不動産鑑定事務所 横山　重紀 2011/05/10 姫路市 林田町新町１１８５
2748 大阪府知事登録 0000768 株式会社立入不動産鑑定所 立入　健一郎2011/05/12 大阪市西区 江戸堀１－１８－１２ タマリスビル４階
2749 東京都知事登録 0002373 株式会社日経財務・不動産鑑定 高橋　悟郎 2011/05/16 港区 赤坂３－２１－１２ 日経財務ビル４Ｆ
2750 東京都知事登録 0002374 トラス総合鑑定 安田　明芳 2011/05/16 文京区 本駒込４－４－１
2751 神奈川県知事登録0000478 株式会社ＫＥＮアプレイザル 野入　健一 2011/05/16 横浜市西区 浅間町１－５－１ インテンション横浜７０２
2752 滋賀県知事登録 0000061 クロダミツヒコ・コンサルティング 黒田充彦 2011/05/17 近江八幡市 鷹飼町
2753 静岡県知事登録 0000136 河原﨑不動産鑑定事務所 河原﨑　誠 2011/05/18 磐田市 中泉２９０４
2754 東京都知事登録 0002375 やまと総合鑑定（株） 吉川　和弥 2011/05/19 足立区 竹の塚３－５－２ スティブルエド２０１
2755 兵庫県知事登録 0000278 関西みなと鑑定株式会社 小塩　敦 2011/05/19 神戸市東灘区 向洋町中５－６－２ ブリリアレジデンス六甲アイランド２０１号
2756 大阪府知事登録 0000769 髙岡不動産鑑定士事務所 髙岡正広 2011/05/24 大阪市淀川区 西中島７－１－３
2757 東京都知事登録 0002376 丸善不動産鑑定事務所 井上　康 2011/05/25 新宿区 下宮比町２－２８ 飯田橋ハイタウン５０４号室
2758 東京都知事登録 0002377 IAC財産設計株式会社 竹内　敬雄 2011/05/26 港区 南青山２－２－８ ＤＦビル２階
2759 東京都知事登録 0002378 代々木の杜株式会社 岡田久志 2011/05/30 渋谷区 代々木２－２３－１ ニューステイトメナ－３４６号
2760 埼玉県知事登録 0000293 ひかわの杜かんてい 田中泰男 2011/06/01 さいたま市北区 植竹町１－４８－２Ｆ
2761 千葉県知事登録 0000337 今井不動産コンサルタンツ 今井　新 2011/06/01 習志野市 津田沼５－２－１１
2762 埼玉県知事登録 0000294 有限会社コスミック 宇田　文明 2011/06/03 春日部市 粕壁東6-9-22
2763 大阪府知事登録 0000770 株式会社技研 石田　榮市 2011/06/06 大阪市北区 天満４－１２－９
2764 大阪府知事登録 0000771 アプレイザル葵 吉川　若実 2011/06/06 大阪市中央区 農人橋１－１－２９ アップルタワー大阪谷町１４１０
2765 大阪府知事登録 0000772 株式会社アプレイザル総研 小林　穂積 2011/06/09 大阪市北区 西天満１－１０－１６ 企業サービスビル３階
2766 栃木県知事登録 0000064 株式会社 アセットアプレイザル那須刀祢平　薫 2011/06/22 那須塩原市 扇町２－２０
2767 東京都知事登録 0002381 （有）TOKIO不動産鑑定事務所 原　寛人 2011/06/27 国分寺市 本多２－１－１１ＧＴ本多ビル５階
2768 大阪府知事登録 0000773 大津不動産鑑定 大津　幸也 2011/06/27 大阪市都島区 中野町２－１５－５－８２１



2769 高知県知事登録 0000041 窪田不動産鑑定士事務所 窪田　有孝 2011/06/27 高知市 上町２－１－２２
2770 大分県知事登録 0000050 此本不動産鑑定 此本　純也 2011/06/27 別府市 北浜２－６－１０ 別府計算センタービル３階
2771 千葉県知事登録 0000338 不動産環境評価研究所 井村　弘範 2011/07/01 夷隅郡御宿町 御宿台３３７－９
2772 神奈川県知事登録0000482 片岡不動産鑑定士・１級建築士事務所片岡敏夫 2011/07/01 平塚市 根坂間
2773 大阪府知事登録 0000774 有限会社関不動産鑑定事務所 関　敦生 2011/07/04 大阪市北区 西天満４丁目７番１３号 新老松ビル１階６号
2774 岡山県知事登録 0000086 德田不動産鑑定事務所 德田　走 2011/07/06 岡山市中区 兼基３３６－５
2775 東京都知事登録 0002383 プライスウォーターハウスクーパース株式会社鈴木　保晴 2011/07/11 中央区 銀座１－２１－１ 住友不動産汐留浜離宮ビル
2776 東京都知事登録 0002384 株式会社木村不動産鑑定 木村　修 2011/07/13 杉並区 阿佐谷北１－３－５ キリサワビル２０１
2777 神奈川県知事登録0000480 黒川不動産鑑定事務所 黒川　博行 2011/07/13 横浜市保土ケ谷区 星川１－１－４１４
2778 福岡県知事登録 0000296 けやき不動産鑑定事務所 金山　哲也 2011/07/13 福岡市南区 多賀２－４－１０ 野間カステリア７０５
2779 福岡県知事登録 0000295 田中税理士・不動産鑑定士事務所 田中　髙士 2011/07/13 大野城市 白木原３－１０－２６ 松永ビル２階
2780 東京都知事登録 0002382 アオイ総合評価株式会社 伊東　広 2011/07/14 中央区 日本橋兜町１－１０ 日証館３階
2781 埼玉県知事登録 0000295 株式会社アオイ総合評価 堤　史匡 2011/07/19 所沢市 小手指町１－１５－７ 木村ビル３階
2782 神奈川県知事登録0000481 ながき鑑定 長岐　隆弘 2011/07/20 横浜市鶴見区 佃野町１４－３－６０１
2783 神奈川県知事登録0000485 株式会社あかつき不動産サービス藤田　勝寛 2011/07/20 横浜市西区 高島２－５－５ ハイツ横浜３０３
2784 広島県知事登録 0000129 根本不動産鑑定事務所 根本　哲哉 2011/07/21 広島市東区 牛田中１－３－２ ボストンビル１０１
2785 埼玉県知事登録 0000296 髙井不動産鑑定事務所 髙井　厚 2011/07/26 熊谷市 新堀１０７７－７
2786 静岡県知事登録 0000137 内藤不動産鑑定事務所 内藤哲治 2011/07/26 静岡市葵区 安東柳町８－４
2787 大阪府知事登録 0000777 株式会社コンサル・トゥエンティ・ワン佐久間　一泰2011/07/27 大阪市北区 梅田１－１１－４－１７０８ 大阪駅前第４ビル１７Ｆ
2788 千葉県知事登録 0000339 岩永不動産鑑定事務所 岩永　俊作 2011/08/01 印西市 小林浅間３－３－５
2789 神奈川県知事登録0000483 株式会社　アーバン企画開発 三戸部　啓之2011/08/01 横浜市都筑区 茅ケ崎中央４４－３
2790 東京都知事登録 0002387 港不動産鑑定事務所 古賀　直樹 2011/08/03 港区 麻布十番２－９－８－４０１
2791 神奈川県知事登録0000484 田辺不動産鑑定事務所 田辺　隆正 2011/08/04 横浜市都筑区 中川１－２－Ｄ－１１０２
2792 埼玉県知事登録 0000297 なかざわ鑑定 中澤　喜一 2011/08/08 所沢市 狭山ケ丘２－２７－１７
2793 大阪府知事登録 0000779 株式会社ニウ・アンド・パートナーズ丹生　伸郎 2011/08/10 大阪市西区 新町１－３１－６ フリーデ新町１階
2794 大阪府知事登録 0000778 株式会社みずほアプレイザル 山口　玄 2011/08/10 大阪市中央区 平野町１－８－１３ 平野町八千代ビル４階
2795 千葉県知事登録 0000340 かずさ不動産鑑定 小出聡子 2011/08/15 千葉市中央区 市場町６－８ クリスタルスクエア１０３
2796 東京都知事登録 0002390 株式会社サン・アセット・リサーチ 山岡　学 2011/08/18 中央区 日本橋蛎殻町１－２６－６ 第２こまビル
2797 愛知県知事登録 0000362 株式会社名邦テクノ 山﨑　武男 2011/08/24 名古屋市南区 大磯通６－９－２
2798 広島県知事登録 0000130 やまと鑑定舎 佐々木　智晴2011/08/25 呉市 船見町２－４０
2799 東京都知事登録 0002391 MIC不動産法務総合事務所 田中　正彦 2011/08/29 中央区 湊３－１２－１１－６０１ マンション築地６Ｆ
2800 東京都知事登録 0002392 クレドアドバイザーズ株式会社 門平　孝二郎2011/08/29 文京区 湯島２－４－３ ソフィアお茶の水４０３
2801 福井県知事登録 0000027 株式会社奥野不動産鑑定事務所 奥野　裕之 2011/08/31 敦賀市 清水町２－１５－１７
2802 東京都知事登録 0002394 環資産鑑定企画株式会社 河邑　環 2011/09/02 千代田区 飯田橋２－４－３－１２０１
2803 埼玉県知事登録 0000298 浦野不動産鑑定株式会社 浦野　清司 2011/09/07 さいたま市西区 指扇１１１８－２７
2804 東京都知事登録 0002395 株式会社国際都市鑑定 武田昌之 2011/09/14 中央区 日本橋本石町２－１－１ アスパ日本橋２階



2805 埼玉県知事登録 0000299 鈴和不動産鑑定所 鈴木　稔 2011/09/29 さいたま市北区 別所町２４－９
2806 福岡県知事登録 0000297 株式会社ＫＩＺＵＮＡ 山口　辰嘉 2011/10/01 北九州市八幡東区 山王２－１０－２１
2807 大阪府知事登録 0000781 アイアールディー不動産鑑定 島﨑　仁司 2011/10/03 大阪市北区 西天満１－１０－１６ 企業サービスビル　３階
2808 北海道知事登録 0000190 株式会社きたがたや不動産鑑定 北潟谷　保 2011/10/05 札幌市豊平区 月寒中央通４丁目４－１０－９０１
2809 愛知県知事登録 0000363 大脇不動産鑑定事務所 大脇淳史 2011/10/11 一宮市 栄１丁目１－２５－１００４
2810 東京都知事登録 0002397 長岡不動産鑑定事務所 長岡　正明 2011/10/25 文京区 大塚６－５－５ １階
2811 千葉県知事登録 0000341 東條不動産鑑定士事務所 東條　克巳 2011/10/26 流山市 江戸川台東３－２２１
2812 東京都知事登録 0002399 （株）アセット・アドバイザリー 岩瀬　隆和 2011/11/02 千代田区 神田小川町３－１１－２ インペリアル御茶ノ水５１８号
2813 東京都知事登録 0002398 清風不動産鑑定事務所 栗山　大介 2011/11/02 新宿区 若葉２－８－９ 相信若葉ビル２０１
2814 神奈川県知事登録0000486 中家不動産鑑定事務所 中家　秀一 2011/11/07 横浜市戸塚区 川上町４１５番地２ 光の街４１７号
2815 東京都知事登録 0002400 こやまとうこ不動産鑑定士事務所 小山　東子 2011/11/09 狛江市 元和泉１－１６－１５－３０１
2816 兵庫県知事登録 0000280 池田不動産鑑定研究所 池田　邦泰 2011/11/10 姫路市 南条４２５番地Ｒビル２階
2817 神奈川県知事登録0000487 森島不動産コンサルタンツ 森島義博 2011/11/17 横浜市青葉区 さつきが丘２－３８
2818 岩手県知事登録 0000038 畠山不動産鑑定 畠山　順 2011/11/22 盛岡市 小杉山１５－６
2819 山形県知事登録 0000032 石川不動産鑑定 石川　聡 2011/11/24 鶴岡市 新海町８－６９
2820 愛知県知事登録 0000364 青山総合コンサルタント 青山豊 2011/11/28 名古屋市中区 錦３－１１－２５ アーク栄錦ニュービジネスビル７階
2821 神奈川県知事登録0000488 田中不動産鑑定事務所 田中　恵利子2011/12/05 横浜市磯子区 洋光台１－１５－７ 洋光台田中ビル３０２
2822 大阪府知事登録 0000782 株式会社あい事務所 中井　光夫 2011/12/05 大阪市北区 西天満４－１２－２ オオシマビル４階
2823 東京都知事登録 0002402 株式会社ヴェリタス 加藤　澄生 2011/12/20 港区 赤坂２－６－１５－１０１０
2824 滋賀県知事登録 0000062 つつみ不動産鑑定株式会社 堤　義定 2011/12/26 長浜市 神照町２６５
2825 埼玉県知事登録 0000300 岩崎総合鑑定株式会社 岩﨑　彰 2012/01/04 さいたま市北区 東大成町１－４３４
2826 埼玉県知事登録 0000301 黒住不動産鑑定事務所 黒住　明央 2012/01/04 新座市 野火止６－５－１０
2827 兵庫県知事登録 0000282 株式会社田中不動産鑑定 田中計機 2012/01/05 丹波市 柏原町柏原１４４４番地１ サーティーセブン２階
2828 東京都知事登録 0002404 吉野不動産鑑定士事務所 吉野　宜秀 2012/01/10 港区 港南４－６－１－３２０３
2829 東京都知事登録 0002589 飛鳥リアルエステートアドバイザリー株式会社竹永　良典 2012/01/10 文京区 本駒込６－１５－１６ 六義園第六ビル９階
2830 東京都知事登録 0002407 大日南・木内綜合鑑定株式会社 大日南　元就2012/01/16 中央区 日本橋茅場町１－１１－９ 山本ビル６階
2831 東京都知事登録 0002406 アイプランニング合同会社 岩下　剛佳 2012/01/16 新宿区 新宿５－１１－１３ 富士新宿ビル４Ｆ
2832 大阪府知事登録 0000783 立信不動産株式会社 駒井誠司 2012/01/23 大阪市中央区 安土町２丁目３－１３ 大阪国際ビル３階
2833 和歌山県知事登録0000045 フジリアルエステート 藤川　久寿 2012/01/30 岩出市 西国分１１７
2834 新潟県知事登録 0000092 立川総合鑑定事務所 立川　健三 2012/02/01 新潟市中央区 古町通四番町６４３番地 古町ツインタワーハイツ２０１号
2835 滋賀県知事登録 0000063 株式会社新日本鑑定法人 齊藤　美絵 2012/02/01 大津市 大谷町２７－１３
2836 京都府知事登録 0000139 株式会社不動産鑑定左近 左近宏崇 2012/02/04 京都市伏見区 京町北８町目８０－３ メゾンヴェール２１－１０２号
2837 東京都知事登録 0002409 ＹＭＳリアルエステート株式会社 高橋　秀一郎2012/02/06 港区 新橋２－１６－１ ニュー新橋ビル６２５号室
2838 東京都知事登録 0002410 綿引不動産鑑定事務所 綿引　信孝 2012/02/06 港区 六本木５－９－１３　綿引ビル
2839 千葉県知事登録 0000343 株式会社黒田不動産鑑定 飯野　芳郎 2012/02/08 木更津市 中央１丁目４番９号 冨田屋ビル３階
2840 東京都知事登録 0002412 ユーティリティ・インベストメント株式会社清田　功 2012/02/08 中央区 日本橋兜町 ９－５　ＲＩＯ　ＳＯＨＯ兜町８２４号



2841 栃木県知事登録 0000065 株式会社　海賀不動産鑑定事務所海賀　睦友 2012/02/20 宇都宮市 峰１－１－２２
2842 東京都知事登録 0002414 株式会社アソート綜合事務所 樋口　勝彦 2012/02/23 千代田区 神田淡路町２－４ ユニオンビル８階
2843 東京都知事登録 0002416 第一管財株式会社 矢野直紀 2012/02/27 中央区 八丁堀４－１－３ 宝町ＴＡＴＳＵＭＩビル６階
2844 東京都知事登録 0002415 野﨑不動産鑑定士事務所 野﨑　和廣 2012/02/27 八王子市 横川町１０８－４－５０４
2845 神奈川県知事登録0000508 長橋不動産鑑定所 長橋　克宜 2012/03/01 横浜市栄区 笠間３丁目４５番 Ｉ棟８０４
2846 広島県知事登録 0000134 八尾井不動産鑑定士事務所 八尾井　誠司2012/03/01 広島市中区 大手町２－８－２
2847 鹿児島県知事登録0000080 奄美不動産鑑定所 徳山　哲朗 2012/03/01 奄美市 名瀬伊津部町１７番１８号１Ｆ
2848 兵庫県知事登録 0000283 御影不動産鑑定 米虫淳子 2012/03/05 神戸市東灘区 住吉山手１－７－２６
2849 愛媛県知事登録 0000059 豊島不動産鑑定株式会社 豊島　龍也 2012/03/05 今治市 小泉２－１０－３７
2850 北海道知事登録 0000192 （株）ＣＲＥＳＴ 飛谷　正人 2012/03/06 札幌市北区 北６条西１丁目 ３８山京ビル
2851 神奈川県知事登録0000489 有限会社中原コンサルティング 中戸　陽子 2012/03/06 川崎市中原区 今井仲町８－５０
2852 宮崎県知事登録 0000033 南宮崎鑑定事務所 鈴木　和政 2012/03/07 日南市 中央通１丁目３－１３ 丸幸ビル２Ｆ
2853 鳥取県知事登録 0000026 松本不動産鑑定事務所 松本　周造 2012/03/08 鳥取市 西町３－４２３
2854 大阪府知事登録 0000785 三宅不動産鑑定士事務所 三宅　樹一郎2012/03/15 大阪市北区 豊崎３－６－８ ＴＯビル３Ｆ
2855 福岡県知事登録 0000299 東アジア不動産研究所 空井　良元 2012/03/15 福岡市西区 愛宕浜2-1-9-908
2856 千葉県知事登録 0000344 協同組合　首都圏評価システム 清水　文雄 2012/03/16 松戸市 馬橋２４１８番１４
2857 千葉県知事登録 0000345 酒井不動産鑑定事務所 酒井　啓次 2012/03/16 松戸市 六高台４－９４－１４
2858 兵庫県知事登録 0000285 村本不動産鑑定士事務所 村本　健次 2012/03/16 神戸市北区 谷上西町２７－６ クリアーレ岡崎５０３
2859 和歌山県知事登録0000046 小川不動産鑑定事務所 小川　雅之 2012/03/21 和歌山市 南汀丁２２番地 汀ビル３階
2860 東京都知事登録 0002418 株式会社汐留アセットアプレイズ 遠藤真司 2012/03/22 港区 海岸１－２－３ 汐留芝離宮ビルディング２１Ｆ
2861 徳島県知事登録 0000045 株式会社祐和不動産鑑定士事務所阿部　祐一郎2012/03/22 徳島市 川内町平石夷野１７６
2862 栃木県知事登録 0000068 泉が丘カンテイ 柴﨑　秀生 2012/03/23 宇都宮市 元今泉７－１７－１５
2863 国土交通大臣登録0000268 株式会社日本アプレイザルファーム岩田　正男 2012/03/27 千代田区 猿楽町１－３－４ 島崎ビル３Ｆ
2864 国土交通大臣登録0000268 株式会社日本アプレイザルファーム岩田　正男 2012/03/27 横浜市中区 常盤町１－１ 宮下ビル　３Ｆ
2865 山梨県知事登録 0000035 アール・ジェイ財務鑑定 渡邉武文 2012/03/27 甲府市 後屋町９２－４ コンフォート渡辺１０２号室
2866 愛媛県知事登録 0000061 株式会社えひめ不動産鑑定 大河　功一 2012/03/27 松山市 内浜町７－６
2867 沖縄県知事登録 0000067 大城不動産鑑定事務所 大城　直哉 2012/03/27 那覇市 長田２－２０－１６
2868 東京都知事登録 0002421 （株）西不動産鑑定 西　清貴 2012/03/28 千代田区 二番町５－５ 番町フィフスビル６Ｆ
2869 東京都知事登録 0002421 （株）西不動産鑑定 西　清貴 2012/03/28 町田市 旭町１－１９－３ グリーンファーム丸屋２０１
2870 大分県知事登録 0000051 水穂不動産鑑定 河野　修司 2012/03/28 臼杵市 高山４３０番地１
2871 東京都知事登録 0002420 株式会社リアル・インデックス 三崎　英司 2012/03/30 港区 三田２－４－１１ ホーマットエクセルシア１０２
2872 東京都知事登録 0002422 京王商事株式会社 瀬沼　壽雄 2012/03/30 渋谷区 代々木２－２３－１ ニューステイトメナー２２４号室
2873 新潟県知事登録 0000093 寿不動産鑑定事務所 河田　将明 2012/03/30 長岡市 寿１－５－２７
2874 佐賀県知事登録 0000024 清樟不動産鑑定所 清原　雅利 2012/03/30 佐賀市 高木瀬東３－１２－７ エクセラン高木瀬３０４
2875 佐賀県知事登録 0000023 有吉不動産鑑定士事務所 有吉　寛 2012/03/30 鳥栖市 蔵上３－２１７
2876 長野県知事登録 0000072 広部不動産鑑定事務所 広部　紘行 2012/04/01 松本市 出川３－５－２９ ハイツシャリオＡ２０２



2877 広島県知事登録 0000135 上河内総合鑑定所 上河内　正和2012/04/01 広島市中区 大手町３－１－１１ 平野ビル３階
2878 愛知県知事登録 0000365 白井不動産鑑定所 白井信之 2012/04/02 名古屋市中村区 名駅５－３－８ 名駅モリビル５Ｆ
2879 福岡県知事登録 0000300 大石亜紀子不動産鑑定事務所 大石　亜紀子2012/04/02 福岡市中央区 天神１－１４－１６ 福岡三栄ビル６階
2880 鹿児島県知事登録0000081 鹿児島アプレーザル 石田　修 2012/04/02 鹿児島市 星ケ峯６－３３－１１
2881 山形県知事登録 0000033 阿部不動産鑑定事務所 阿部　和宏 2012/04/04 鶴岡市 東新斎町１０－４５
2882 埼玉県知事登録 0000303 中野鑑定事務所 中野　拓 2012/04/05 川越市 旭町１－８－４ ベルテ川越２０７号室
2883 東京都知事登録 0002424 株式会社アセットパートナーズ 真部　敏巳 2012/04/06 千代田区 神田司町２－２－７ パークサイド１ビル６階
2884 東京都知事登録 0002423 株式会社MEコーポレーション 寺坂　鉄兵 2012/04/06 目黒区 碑文谷５－１４－１３ 碑文谷ＭＥビル
2885 東京都知事登録 0002425 堤不動産鑑定 堤　裕 2012/04/06 足立区 古千谷本町２－１９－５
2886 福岡県知事登録 0000301 株式会社iLand 柴田　知則 2012/04/07 福岡市西区 橋本２－６－１３
2887 青森県知事登録 0000037 駒木不動産鑑定事務所 駒木　功 2012/04/10 八戸市 東白山台３－１９－１４
2888 埼玉県知事登録 0000304 武蔵野不動産鑑定所 秋場　英雄 2012/04/11 幸手市 細野５３
2889 国土交通大臣登録0000269 中部ガス不動産株式会社 田中　清之 2012/04/13 浜松市東区 西塚町２００
2890 国土交通大臣登録0000269 中部ガス不動産株式会社 田中　清之 2012/04/13 豊橋市 広小路３‐９１
2891 高知県知事登録 0000042 大知不動産鑑定株式会社 門田　勝利 2012/04/13 四万十市 右山五月町８－２５ ３０２号
2892 東京都知事登録 0002427 齋藤不動産鑑定事務所 齋藤　伸 2012/04/16 千代田区 麹町２－２－３０ 轟ビル４階
2893 東京都知事登録 0002428 三幸オフィスマネジメント株式会社 御代　元 2012/04/16 中央区 銀座４－６－１ 銀座三和ビル
2894 東京都知事登録 0002426 リアライズ不動産鑑定 李　昇明 2012/04/16 台東区 台東１－１６－３
2895 奈良県知事登録 0000067 御塩不動産鑑定株式会社 御塩泰男 2012/04/16 生駒市 真弓２－５－３１
2896 埼玉県知事登録 0000305 株式会社たかさご不動産鑑定 岸田　博 2012/04/17 さいたま市浦和区 高砂 駒井ビル
2897 千葉県知事登録 0000346 株式会社国土地理研究所 川口　浩司 2012/04/18 柏市 西原５－１４－８ パールハイツ鏑木４０－１０３
2898 大阪府知事登録 0000787 太洋エンジニアリング株式会社 池上博明 2012/04/18 大阪市中央区 瓦町２－３－１０
2899 三重県知事登録 0000054 川上不動産鑑定士事務所 川上　忠臣 2012/04/19 津市 新町２丁目２－２８
2900 静岡県知事登録 0000138 服部不動産鑑定所 服部　聰 2012/04/20 沼津市 吉田町３番２１号
2901 愛知県知事登録 0000366 栗田不動産鑑定事務所 栗田　宗治 2012/04/20 名古屋市天白区 西入町２７
2902 東京都知事登録 0002432 有限会社ウエスト・フィールド 西野　秀樹 2012/04/23 大田区 北糀谷２－５－１－５０２
2903 東京都知事登録 0002430 豊島不動産鑑定事務所 藤本　淳 2012/04/23 豊島区 西巣鴨１－３６－１６
2904 東京都知事登録 0002431 原不動産鑑定事務所 原　勝久 2012/04/23 府中市 府中町２－５－１－１１０１
2905 静岡県知事登録 0000139 今井不動産鑑定事務所 今井　剛士 2012/04/23 静岡市葵区 駒形通６－８－１８
2906 兵庫県知事登録 0000286 井上不動産鑑定事務所 井上　輝芳 2012/04/23 神戸市北区 大池見山台１４－１６１
2907 大阪府知事登録 0000788 スズラン不動産鑑定 高橋　智美 2012/04/24 堺市北区 金岡町３０４６－１－１０９
2908 千葉県知事登録 0000347 ＡＣ不動産事務所 金田　光重 2012/04/26 白井市 桜台３－１－１－２０１
2909 東京都知事登録 0002434 ヒューリック株式会社 西浦　三郎 2012/04/26 中央区 日本橋大伝馬町７－３
2910 埼玉県知事登録 0000306 野口不動産鑑定事務所 野口　圭介 2012/05/02 東松山市 日吉町３－４１
2911 長野県知事登録 0000073 株式会社イスズ・ネイチャー 下平　智行 2012/05/02 上伊那郡宮田村 宮田村２６６３番地
2912 長野県知事登録 0000074 株式会社国土鑑定研究所 山岸　一貴 2012/05/07 松本市 沢村３－３－１４南棟



2913 福岡県知事登録 0000302 梅田不動産鑑定事務所 梅田　俊司 2012/05/07 北九州市八幡西区 鷹の巣１－１５－５
2914 宮崎県知事登録 0000034 浜野不動産鑑定士事務所 濱野　俊宏 2012/05/11 日南市 吾田西１－３－３５－８
2915 東京都知事登録 0002437 株式会社カザーレ 棚橋泰友 2012/05/14 世田谷区 奥沢５－１７－１７
2916 福岡県知事登録 0000304 小野不動産鑑定 小野　恭嗣 2012/05/15 福岡市博多区 美野島１－１９－１１ 真藤ビル２階
2917 山梨県知事登録 0000036 株式会社未来不動産鑑定 薬袋英津子 2012/05/16 中央市 浅利２１３７
2918 埼玉県知事登録 0000308 興和不動産鑑定株式会社 河田　泰弘 2012/05/22 熊谷市 河原町２－１６－１
2919 兵庫県知事登録 0000287 株式会社しらさぎ鑑定所 吉田　勉 2012/05/22 姫路市 白銀町５３
2920 愛媛県知事登録 0000063 株式会社　あい不動産鑑定 久保　琢哉 2012/05/22 松山市 本町六丁目６－７ ロータリー本町４１８
2921 広島県知事登録 0000137 アールアプレイザル 小林　紀雄 2012/05/31 広島市安佐南区 西原９丁目１５－５ エルカーサニッシャラ３０８号
2922 栃木県知事登録 0000069 有限会社　櫻井鑑定事務所 櫻井　基雄 2012/06/04 宇都宮市 戸祭町３０４３－４
2923 埼玉県知事登録 0000309 あさひ不動産鑑定 橋本武志 2012/06/05 さいたま市大宮区 上小町７８２－２３
2924 山口県知事登録 0000055 関門アプレイザル 渡部　学也 2012/06/08 下関市 安岡本町１－７－３３
2925 福島県知事登録 0000066 株式会社　パートナー鑑定法人 吉田　健次 2012/06/14 郡山市 長者１－３－８ イートンセンター２０３
2926 奈良県知事登録 0000068 あけぼの不動産鑑定 山本　昇平 2012/06/20 奈良市 南登美ケ丘１９－１ オークメディオ３０７
2927 東京都知事登録 0002441 有限会社　清水総合鑑定事務所 清水　達也 2012/06/29 昭島市 美堀町２－４－１４ファミール美堀２０２号
2928 兵庫県知事登録 0000288 なかざわ事務所 中澤　義尉 2012/06/29 西宮市 樋之池町２７－１４－７０６
2929 東京都知事登録 0002442 株式会社東京総合不動産 橋本　貴行 2012/07/03 世田谷区 太子堂５－３５－９ メブキ太子堂１０１
2930 長野県知事登録 0000075 八ヶ岳ライフ（株） 朝倉　宏典 2012/07/03 茅野市 本町西５－２３ 平和ビル２階
2931 岡山県知事登録 0000087 田中不動産鑑定事務所 田中　宏明 2012/07/05 岡山市北区 原１０９６－３
2932 岡山県知事登録 0000088 棚田不動産鑑定 棚田　恭行 2012/07/05 赤磐市 桜が丘西６－１８－２
2933 東京都知事登録 0002443 株式会社アルファトラスト 半澤　賢二 2012/07/09 杉並区 和泉２－１７－４６ プラムイレブン１０２
2934 東京都知事登録 0002444 たちばな鑑定リサーチ 山口　克次 2012/07/09 調布市 仙川町３－７－５ ハイム仙川１０２号
2935 兵庫県知事登録 0000289 どうせ鑑定所 堂瀬　さゆり 2012/07/11 神戸市須磨区 友が丘９－２６０３－１０３
2936 兵庫県知事登録 0000290 のぞみ不動産鑑定 田中　佐希子2012/07/11 高砂市 曽根町 ２７５９－３０
2937 神奈川県知事登録0000493 末廣不動産鑑定事務所 末廣　由紀子2012/07/12 横浜市港北区 下田町１－１－１－１１６
2938 東京都知事登録 0002445 株式会社橙和不動産鑑定 佐々木信博 2012/07/17 豊島区 東池袋３－８－５ パレドール池袋４０５
2939 兵庫県知事登録 0000291 阪神アプレイザルサービス 長谷川　一成2012/07/17 尼崎市 立花町４－１－１０－４０１
2940 和歌山県知事登録0000047 くろしお鑑定 船木　博央 2012/07/17 和歌山市 十二番丁３－２ ザ・キャナル１００２
2941 愛媛県知事登録 0000064 株式会社彩都マネジメント 秀野　仁 2012/07/17 松山市 千舟町５－７－６
2942 大阪府知事登録 0000790 吉村鑑定事務所 吉村　一成 2012/07/18 大阪市北区 西天満４－１５－１８ プラザ梅新６１６
2943 熊本県知事登録 0000060 あすか不動産鑑定 山縣　明日香2012/07/19 熊本市中央区 京町２－１４－１３－２０２
2944 栃木県知事登録 0000070 相馬不動産鑑定事務所 相馬　明利 2012/07/23 宇都宮市 東宝木町９－２２ ニューレジデンス東宝木１０１
2945 埼玉県知事登録 0000310 多ヶ谷不動産鑑定 多ヶ谷　茂 2012/07/24 さいたま市緑区 東浦和４－２－２ クレセントビル２０６
2946 三重県知事登録 0000055 鈴鹿不動産鑑定 鈴木　守 2012/08/01 鈴鹿市 神戸一丁目３番１２号 やたべビル２階
2947 鳥取県知事登録 0000027 いけしま事務所 池嶋　拓馬 2012/08/01 米子市 東福原１－１－２２ 米子ウエストビル４階
2948 埼玉県知事登録 0000311 森不動産鑑定事務所 森　公司 2012/08/06 志木市 館１－１－１０～１０２



2949 滋賀県知事登録 0000064 吉田不動産鑑定事務所 吉田　尚 2012/08/06 大津市 下阪本２－１０－５
2950 国土交通大臣登録0000273 菅原ランドプロジェクト株式会社 菅原　和夫 2012/08/16 富里市 久能３８７－５
2951 国土交通大臣登録0000273 菅原ランドプロジェクト株式会社 菅原　和夫 2012/08/16 台東区 谷中３－２－７
2952 大阪府知事登録 0000793 株式会社オリーブ不動産鑑定 北谷　奈穂子2012/08/28 大阪市中央区 伏見町３－１－１ 淀屋橋アップルタワーレジデンス１１０８号室
2953 東京都知事登録 0002448 エルアンドエルパートナーズ株式会社末廣　雅之 2012/08/29 千代田区 外神田3-6-5 外神田永谷タウンプラザ６０７
2954 東京都知事登録 0002449 すずき不動産鑑定 鈴木　真紀 2012/09/06 世田谷区 南烏山３－１２－１ Ｔ２１９
2955 神奈川県知事登録0000495 福沢不動産鑑定事務所 福沢　雄太 2012/09/06 藤沢市 大鋸１０１６－７ ソシアプラザ３０２
2956 北海道知事登録 0000194 ＲＥＡＳＵＭＭＩＴ 大西　学 2012/09/18 札幌市白石区 本通４丁目南１－２６
2957 大阪府知事登録 0000794 中村不動産鑑定士事務所 中村　周造 2012/09/19 大阪市中央区 平野町４－８－５ キタイ大阪ビル６階
2958 埼玉県知事登録 0000312 矢口不動産鑑定事務所 矢口　真実 2012/09/24 三郷市 彦江１－１４９
2959 大阪府知事登録 0000796 株式会社川久保不動産鑑定士事務所川久保　肇 2012/09/27 茨木市 大池１－２－２６
2960 三重県知事登録 0000056 前田不動産鑑定コンサルタント 前田　直人 2012/10/01 津市 河芸町中別保２４５５－１ メゾンルミエール１０２号
2961 兵庫県知事登録 0000292 松崎不動産鑑定所 松崎　庄二 2012/10/01 神戸市垂水区 霞ケ丘７－７－１３
2962 神奈川県知事登録0000496 和田不動産鑑定事務所 和田　智弘 2012/10/02 横浜市神奈川区 高島台６－２－２０６
2963 神奈川県知事登録0000497 ケイエム不動産鑑定企画 村山　邦夫 2012/10/04 中郡二宮町 百合が丘１－１１－３
2964 東京都知事登録 0002450 有限会社ＴＡＩＧＡコンサルティング 太田　保代 2012/10/05 千代田区 三番町５－１９ ９０７号
2965 岡山県知事登録 0000089 きびコンサルタント 石井　宏典 2012/10/11 倉敷市 昭和２－１－３ コスモビル３階
2966 埼玉県知事登録 0000313 小貫不動産鑑定事務所 小貫　洋一 2012/10/16 さいたま市北区 東大成町１－１６５－１４
2967 愛知県知事登録 0000367 ヴァリューテックコンサルティング株式会社鈴木　哲 2012/10/23 名古屋市中区 大須４－１－１８ セイジョウビル６Ｆ
2968 愛知県知事登録 0000367 ヴァリューテックコンサルティング株式会社鈴木　哲 2012/10/23 安城市 三河安城本町２－１－１０ ＫＡＧＡＹＡＫＩＳＱＵＡＲＥ
2969 大阪府知事登録 0000797 都市鑑定株式会社 藤井　洋 2012/10/23 堺市堺区 楠町３－１－８
2970 神奈川県知事登録0000498 グローバルサイト不動産鑑定所 西田利寛 2012/10/24 相模原市中央区 横山５丁目８番７号
2971 埼玉県知事登録 0000314 牧元不動産鑑定株式会社 牧元航也 2012/10/26 鴻巣市 鎌塚２－６－１３ バルパレー桜２０２号
2972 神奈川県知事登録0000499 ＩＴＯソリューションズ株式会社 伊藤　弘志 2012/10/26 川崎市幸区 中幸町３－１８ 小竹ビル６階
2973 千葉県知事登録 0000348 KAIリアルエステートコンサルティング甲斐　良治 2012/10/30 習志野市 香澄5-10-6
2974 三重県知事登録 0000057 守谷不動産鑑定所 守谷　啓市 2012/11/01 津市 神戸１０４１－２
2975 大阪府知事登録 0000798 あそうじま不動産鑑定 麻生嶋　信 2012/11/02 大阪市東淀川区 小松１－１１－１２－４１５ 上新庄駅前グランドハイツ北４階
2976 埼玉県知事登録 0000315 髙山不動産鑑定 髙　旺永 2012/11/12 越谷市 南荻島３５１９－１
2977 神奈川県知事登録0000501 Ｋアセットオフィス株式会社 松本　景 2012/11/14 横浜市中区 山下町８２番地　徳永ビル２階
2978 東京都知事登録 0002453 （株）エーエムシーアドバイザーズ 荒川　正子 2012/11/22 世田谷区 玉川田園調布２－１３－１
2979 東京都知事登録 0002454 みらい総合鑑定株式会社 鎌倉靖二 2012/11/27 新宿区 西新宿６－１２－７ ストーク新宿１階
2980 熊本県知事登録 0000062 葵総合鑑定所 小川　幸一 2012/12/10 人吉市 東間上町2768-8
2981 滋賀県知事登録 0000065 マシモ不動産鑑定所 眞下　貴之 2012/12/13 大津市 下阪本2-5-31
2982 大阪府知事登録 0000799 （株）加地都市鑑定所 加地　道弘 2012/12/14 大阪市中央区 平野町１－５－９ 井上ビル
2983 千葉県知事登録 0000349 株式会社アプネット不動産鑑定 平野　富夫 2012/12/18 千葉市美浜区 磯辺３－３７－５
2984 千葉県知事登録 0000350 松田不動産鑑定士事務所 松田　宗司 2012/12/27 白井市 清水口３－３４－２



2985 富山県知事登録 0000035 たかまち鑑定法人株式会社 服部恵子 2012/12/28 高岡市 守山町５７－１
2986 埼玉県知事登録 0000316 宮ヶ原不動産鑑定事務所 宮ヶ原光正 2013/01/04 さいたま市緑区 道祖土４－２－１５
2987 東京都知事登録 0002457 杉浦不動産鑑定事務所 杉浦　潔 2013/01/04 渋谷区 神山町５－１９ 小川ビル３０３
2988 千葉県知事登録 0000351 株式会社印東不動産鑑定 印東　伸泰 2013/01/08 木更津市 富士見２－４－５
2989 福島県知事登録 0000067 株式会社ワイズブレイン 澁川　義満 2013/01/10 会津若松市 七日町３－２８
2990 千葉県知事登録 0000352 株式会社黒田システム鑑定 黒田安仁 2013/01/11 市川市 入船５－８
2991 神奈川県知事登録0000500 （株）柴崎不動産鑑定所 柴崎　久 2013/01/11 横浜市中区 南仲通４－４６－１ ラパンビルⅡ４０１
2992 東京都知事登録 0002458 土屋晴行不動産鑑定士事務所 土屋　晴行 2013/01/15 渋谷区 大山町１７－２３ コート代々木大山４０１
2993 神奈川県知事登録0000504 ハッピー不動産鑑定 服部　美華子2013/01/16 横浜市緑区 森の台３９－１４
2994 千葉県知事登録 0000353 小竹不動産鑑定研究室 小竹　信二郎2013/01/18 船橋市 丸山４－４８－１５－４０９
2995 大阪府知事登録 0000801 梅本不動産鑑定事務所 梅本　哲司 2013/01/18 大阪市中央区 内本町１－３－１２ アパ大阪谷町ビル２０１号
2996 福岡県知事登録 0000305 都市経済研究所 徳永　大典 2013/01/18 福岡市中央区 大手門２－１－１０
2997 滋賀県知事登録 0000066 むらかみ不動産鑑定士事務所 村上　公 2013/01/22 草津市 南草津2-3-6-302 プリエールソシア
2998 埼玉県知事登録 0000317 ケイエム不動産鑑定 高麗　龍太郎2013/01/23 志木市 中宗岡２－２５－３２
2999 神奈川県知事登録0000505 株式会社　山田不動産鑑定 山田　一紀 2013/01/23 川崎市麻生区 王禅寺西２－３－１０
3000 香川県知事登録 0000067 吉馴不動産鑑定事務所 吉馴　征司 2013/01/25 高松市 屋島西町６７８－７０ ４－３１２号
3001 東京都知事登録 0002461 不動産鑑定工房株式会社 菱村　寛 2013/01/29 新宿区 新宿２－１５－１－５０３
3002 千葉県知事登録 0000354 見える評価研究所 新井　善久 2013/01/30 八千代市 勝田台北３－２６－２３
3003 岐阜県知事登録 0000071 株式会社ひだ高山総合事務所 神田　浩二 2013/02/04 高山市 八幡町２４１
3004 兵庫県知事登録 0000294 株式会社ミエコー不動産鑑定事業部金子　修二 2013/02/04 神戸市垂水区 桃山台４丁目 １－１５
3005 兵庫県知事登録 0000293 尾崎不動産鑑定 尾﨑　潤 2013/02/04 神戸市中央区 小野柄通３―１－１１－７０１
3006 岩手県知事登録 0000040 有岡不動産鑑定事務所 有岡　智昭 2013/02/06 気仙郡住田町 世田米字世田米駅１１３番地
3007 静岡県知事登録 0000140 藤原不動産鑑定事務所 藤原　己一 2013/02/06 袋井市 大谷２５７－２
3008 兵庫県知事登録 0000295 匠不動産鑑定事務所 林　匠 2013/02/06 西宮市 段上町１－１０－２－２０１号
3009 大阪府知事登録 0000802 ベストワン不動産鑑定事務所 在田　正和 2013/02/08 茨木市 稲葉町８－２５
3010 大阪府知事登録 0000803 児玉会計・鑑定事務所 児玉　文人 2013/02/14 大阪市西区 江戸堀１－８－１７ イーエム肥後橋６階
3011 神奈川県知事登録0000506 関根不動産鑑定事務所 関根孝雄 2013/02/21 相模原市南区 大野台５－２２－１６
3012 神奈川県知事登録0000507 パーセプションアプレイザル 沖本　英志 2013/02/21 座間市 相模が丘３－２０－６ ダイヤハイツ３０２
3013 京都府知事登録 0000141 三条不動産鑑定 山口　将史 2013/02/21 京都市山科区 四ノ宮大将軍町１８－５
3014 千葉県知事登録 0000355 もろかた不動産鑑定 穴見　琢磨 2013/02/22 習志野市 津田沼２－６－１０ ルネ津田沼６１２
3015 山口県知事登録 0000056 周防カンテイ 中村　達郎 2013/02/28 周南市 大字富田３０４１－１１
3016 静岡県知事登録 0000141 後藤不動産鑑定士事務所 後藤　雅文 2013/03/01 静岡市葵区 瀬名６－３１－１０
3017 岩手県知事登録 0000041 城石不動産鑑定株式会社 城石　雅彦 2013/03/05 盛岡市 菜園１－３－６ 農林会館８階
3018 岩手県知事登録 0000042 新沼不動産鑑定事務所 新沼　輝雄 2013/03/05 盛岡市 志家町２－１４－７０２
3019 東京都知事登録 0002462 株式会社バリューソリューション 坂田　雄一 2013/03/05 小平市 回田町 ２３７－１５
3020 愛知県知事登録 0000369 伊藤リアルコンサル 伊藤　敏彦 2013/03/06 日進市 赤池南１丁目７１２番地



3021 東京都知事登録 0002463 にしの不動産鑑定事務所 西埜　孝 2013/03/07 武蔵村山市 伊奈平５－１４－２
3022 沖縄県知事登録 0000069 中部不動産鑑定 山城　善男 2013/03/11 沖縄市 中央１－３３－１５ 島田アパート３０５号
3023 岐阜県知事登録 0000072 不動産鑑定士　伊藤事務所 伊藤　晃宏 2013/03/13 大垣市 大井１－１８ スターブルメゾンＣ２０１
3024 国土交通大臣登録0000274 日本アプレイザルネットワーク株式会社中本　欽也 2013/03/15 大阪市中央区 東心斎橋１－１－１２ 心斎橋グローリービル６階
3025 国土交通大臣登録0000274 日本アプレイザルネットワーク株式会社中本　欽也 2013/03/15 香芝市 真美ケ丘３－１０－１５
3026 愛知県知事登録 0000370 名和不動産鑑定事務所 名和　宏恭 2013/03/19 名古屋市中村区 名駅南１－６－１ サン・オフォス納屋橋２７６号
3027 愛知県知事登録 0000371 日本プロパティマネジメント（株） 坂田　稔 2013/03/19 名古屋市中区 丸の内３－１６‐２９
3028 東京都知事登録 0002467 霞ヶ関総合鑑定株式会社 橋本　誠 2013/03/21 新宿区 天神町１番地 天台ビル７階
3029 東京都知事登録 0002465 塩入不動産鑑定事務所 塩入　晋 2013/03/21 豊島区 東池袋５－５１－１６
3030 香川県知事登録 0000068 あらた総合鑑定 新川　智洋　 2013/03/21 高松市 丸亀町１３番地３ 高松丸亀町参番街東館６Ｆ
3031 三重県知事登録 0000058 松本不動産鑑定士事務所 松本　浩二 2013/03/26 松阪市 駅部田町７５－１ トップカーテンビル２Ｆ－Ｇ
3032 福島県知事登録 0000068 株式会社大河内不動産鑑定 大河内　敏文2013/03/28 福島市 森合字谷地１０－１４
3033 東京都知事登録 0002468 株式会社江里口不動産鑑定 江里口真 2013/03/29 新宿区 新宿５－１７－２　ＹＭビル８Ｆ
3034 沖縄県知事登録 0000070 ＢＡＮ鑑定所 伴　清敬 2013/03/29 那覇市 樋川１丁目１３番３５号 コーポさくら１０１
3035 栃木県知事登録 0000071 増山不動産鑑定 増山　裕司 2013/04/01 小山市 乙女２－９－１９ メープルタウンＦ棟２
3036 新潟県知事登録 0000094 田中鑑定 田中　一春 2013/04/01 新潟市東区 中島２－１－２７ アパガーデンコート７０８号
3037 新潟県知事登録 0000095 飯田不動産鑑定事務所 飯田英範 2013/04/01 新発田市 諏訪町１－４－１６ 第二樫内ビル２階
3038 大分県知事登録 0000052 石田不動産鑑定 石田　恵子 2013/04/01 大分市 大字畑中８９４－２ ドミールＳＨＩＮ　１０１
3039 山形県知事登録 0000034 武田土地鑑定事務所 武田吉雄 2013/04/02 山形市 漆山９６
3040 山形県知事登録 0000035 安孫子不動産鑑定 安孫子　直樹2013/04/02 山形市 成沢西３－７－４
3041 大阪府知事登録 0000806 株式会社リアルブレイン不動産鑑定嶋田　謙吉 2013/04/03 大阪市天王寺区 上本町１－１－２０ 三越不動産ビル３階
3042 富山県知事登録 0000036 わくわく法人ｒｅａ東海北陸不動産鑑定・建築スタジオ株式会社中山　聡 2013/04/08 砺波市 三郎丸３５５－１１
3043 兵庫県知事登録 0000296 ミント不動産鑑定 河合　悟 2013/04/08 高砂市 荒井町蓮池２－５－１
3044 福岡県知事登録 0000307 合同会社花田不動産鑑定士事務所花田　宏治 2013/04/08 北九州市若松区 ひびきの南２－１６－１５
3045 徳島県知事登録 0000046 合同会社眉山不動産鑑定 田渕　茂俊 2013/04/10 徳島市 八万町上福万１９７－２
3046 大阪府知事登録 0000807 さくら不動産鑑定株式会社 飛松　智志 2013/04/16 大阪市中央区 平野町 ４－６－９　レイビビル３階
3047 熊本県知事登録 0000063 株式会社　有明測量開発社 藤本　祐二 2013/04/16 熊本市南区 幸田２－７－１
3048 東京都知事登録 0002470 首都圏不動産鑑定（株） 海野　弘昭 2013/04/19 千代田区 飯田橋２－１－４ 九段セントラルビル７階
3049 東京都知事登録 0002469 不動産鑑定士高橋事務所 高橋宣之 2013/04/19 板橋区 南常盤台１－２２－７ サンシュウビル３０６
3050 埼玉県知事登録 0000319 あかいらか不動産鑑定 森田　祐孝 2013/04/22 さいたま市浦和区 高砂２－２－２１ 平井ビル４階
3051 富山県知事登録 0000037 たけだ不動産鑑定事務所 竹田　達矢 2013/04/22 富山市 北代３９１４－２
3052 岡山県知事登録 0000090 藤原総合鑑定事務所 藤原　康正 2013/04/24 倉敷市 福島７７－２３
3053 北海道知事登録 0000196 藤田絵理子鑑定士事務所 藤田　絵理子2013/04/26 札幌市白石区 北郷４条１２丁目１２－１０
3054 東京都知事登録 0002472 株式会社大地不動産鑑定事務所 大地　克巳 2013/04/26 千代田区 麹町２－１２－１３Ｌｙｎｘ麹町４階
3055 東京都知事登録 0002471 仲田不動産鑑定 仲田　一成 2013/04/26 豊島区 南池袋３－１１－２
3056 京都府知事登録 0000142 ＺＥＮ不動産鑑定 山下　善彦 2013/04/26 京都市下京区 五条通大宮西入下長福寺町２８１



3057 大阪府知事登録 0000808 株式会社来島不動産鑑定所 来島　裕 2013/04/30 大阪市西区 江戸堀１－１８－１２ タマリスビル６階
3058 神奈川県知事登録0000509 太陽不動産コンサルティング株式会社田口　陽一 2013/05/01 川崎市幸区 中幸町４丁目１４番１号 幸林ビル　２０３号室
3059 宮城県知事登録 0000092 伊藤不動産鑑定事務所 伊藤　定幸 2013/05/08 仙台市青葉区 大町１－２－１ ライオンビル７階
3060 千葉県知事登録 0000357 株式会社ネクステージサポート 山元　拓哉 2013/05/08 市川市 南八幡４－２－５ 市川情報プラザ２Ｆ
3061 京都府知事登録 0000143 西井不動産鑑定 西井雅志 2013/05/08 京都市中京区 滕屋町１８３－２ スミカ六角高倉７０３
3062 茨城県知事登録 0000100 後藤不動産鑑定 後藤　伸一 2013/05/13 日立市 相田町３－３２－２
3063 神奈川県知事登録0000510 成富不動産鑑定事務所 成富　正樹 2013/05/14 横浜市港北区 篠原東３－２８－１
3064 神奈川県知事登録0000511 ティー・エヌ・アセットコンサルティング中根　敏則 2013/05/14 川崎市宮前区 有馬１－８－１０ ビューテラス鷺沼５０１号
3065 兵庫県知事登録 0000297 濱本不動産鑑定士事務所 濱本満 2013/05/14 宝塚市 売布３－９－２－２
3066 茨城県知事登録 0000101 明和不動産鑑定 梅田　良和 2013/05/15 古河市 久能８７８－１
3067 愛知県知事登録 0000373 川和不動産鑑定株式会社 川地秀和 2013/05/15 名古屋市東区 主税町２－３ 法務総合ビル４階
3068 東京都知事登録 0002473 株式会社TSグローバル鑑定 幡　誠司 2013/05/17 新宿区 岩戸町　１２ レベッカビル
3069 三重県知事登録 0000059 後藤不動産鑑定士事務所 後藤　雅和 2013/05/17 松阪市 大黒田町５２６－３
3070 京都府知事登録 0000144 （有）松岡不動産鑑定 松岡　保彦 2013/05/20 亀岡市 篠町見晴６－１０－６
3071 福岡県知事登録 0000308 桜坂鑑定株式会社 渡辺　悟 2013/05/20 福岡市中央区 桜坂３－８－１ アーバンライフ桜坂４０２
3072 東京都知事登録 0002475 イシイ不動産鑑定事務所 石井　栄洋 2013/05/28 大田区 山王２－１－８－５２１ 山王アーバンライフ
3073 兵庫県知事登録 0000298 Ａ＆Ｔマネジメント株式会社 玉井　嘉彦 2013/05/29 伊丹市 南野北６－１－７
3074 神奈川県知事登録0000512 藤田洋美不動産鑑定事務所 藤田洋美 2013/05/30 川崎市中原区 井田中ノ町３２－６－２０１
3075 東京都知事登録 0002477 株式会社美竹総合事務所 市島　京子 2013/06/13 渋谷区 渋谷１－１５－１５－５１４
3076 広島県知事登録 0000138 株式会社兒玉鑑定 兒玉　栄威 2013/06/21 広島市中区 八丁堀２－４
3077 埼玉県知事登録 0000321 高見不動産鑑定事務所 高見　浩司 2013/07/01 さいたま市浦和区 本太４－１２－２
3078 国土交通大臣登録0000275 株式会社　フジ総合鑑定 藤宮　浩 2013/07/01 新宿区 新宿二丁目１番９号 ステラ新宿ビル９Ｆ
3079 新潟県知事登録 0000096 新潟県上越国土測量株式会社 佐治　力 2013/07/01 上越市 木田３－７－２２
3080 国土交通大臣登録0000275 株式会社　フジ総合鑑定 藤宮　浩 2013/07/01 名古屋市中区 栄１－２－７ 名古屋東宝ビル５階
3081 国土交通大臣登録0000275 株式会社　フジ総合鑑定 藤宮　浩 2013/07/01 大阪市淀川区 宮原５－１－３ 新大阪生島ビル６０７
3082 東京都知事登録 0002478 アットホーム株式会社 松村　文衞 2013/07/02 大田区 西六郷４－３４－１２
3083 大阪府知事登録 0000809 株式会社きんえい 丸山　隆司 2013/07/03 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－５－１ あべのルシアス６階
3084 愛知県知事登録 0000374 オリオン不動産鑑定事務所 松田　優一 2013/07/05 春日井市 石尾台３－８－６
3085 東京都知事登録 0002480 ゼニス・キャピタル・パートナーズ株式会社平田　徹也 2013/07/09 千代田区 有楽町１－９－４ 蚕糸会館７階
3086 東京都知事登録 0002484 東方不動産鑑定事務所 室津欣哉 2013/07/09 中央区 新川１－２０－４ ７０３
3087 東京都知事登録 0002481 伊藤 & Company 伊藤政宏 2013/07/09 世田谷区 成城４－１９－１３
3088 東京都知事登録 0002482 都市鑑定アドバイザーズ株式会社 多賀　忠司 2013/07/09 江戸川区 篠崎町７－２８－４ クリオスカイタワー篠崎１７０２
3089 宮城県知事登録 0000093 エヌ・ケイ経営サポート（株） 加藤　永久 2013/07/10 仙台市青葉区 大手町２－２５－１６０５
3090 滋賀県知事登録 0000067 ニシダ有限会社 西田　時明 2013/07/10 守山市 大門町２８－４
3091 広島県知事登録 0000139 金河不動産鑑定士事務所 金河　哲成 2013/07/10 広島市中区 基町１１－５ 和光紙屋町ビル７階
3092 石川県知事登録 0000046 畠山不動産鑑定士事務所 畠山　麻衣 2013/07/12 小松市 梯町へ１３０番地２



3093 茨城県知事登録 0000102 長尾不動産鑑定株式会社 長尾　孝一 2013/07/17 筑西市 小川１４４９－６３
3094 大阪府知事登録 0000810 やまて不動産鑑定事務所 竹内　由香 2013/07/17 吹田市 山手町１－９－１３
3095 大阪府知事登録 0000811 エフイージャパン株式会社 倉田　行則 2013/07/17 吹田市 広芝町７－２５ 第５マイダビル２Ｆ
3096 愛知県知事登録 0000375 株式会社那須不動産 那須　明 2013/07/18 名古屋市中区 錦３－１１－２５ アーク栄錦ニュービジネスビル８１７
3097 大阪府知事登録 0000812 株式会社ワイズリンク 山下　賢一 2013/07/18 大阪市北区 西天満４－１５－１８ プラザ梅新１０１６
3098 鹿児島県知事登録0000082 株式会社　ＡＲＫ 伊東　真理子2013/07/23 鹿児島市 鴨池１－２－３
3099 東京都知事登録 0002479 国際航業株式会社 土方聡 2013/07/24 千代田区 六番町 ２
3100 東京都知事登録 0002486 干場不動産鑑定 干場大助 2013/07/24 新宿区 矢来町３３－８ ローリエ矢来町３０１
3101 東京都知事登録 0002488 能澤不動産鑑定事務所 能澤矩正 2013/07/24 新宿区 神楽坂５－２０－５ 神楽坂アインスタワー１５０５号
3102 東京都知事登録 0002489 株式会社百楽 中島　理行 2013/07/31 千代田区 富士見２－２－１４
3103 北海道知事登録 0000197 株式会社小原不動産鑑定所 小原　孝太郎2013/08/09 釧路市 光陽町５－１８
3104 東京都知事登録 0002491 株式会社日本財産コンサルタンツ 和田　壮司 2013/08/20 千代田区 大手町１－６－１ 大手町ビル８階
3105 東京都知事登録 0002493 株式会社パスコ 目崎　祐史 2013/08/20 目黒区 東山２－１３－５
3106 東京都知事登録 0002490 長谷川不動産鑑定 長谷川　裕幸2013/08/20 八王子市 元横山町２－１０－１６
3107 千葉県知事登録 0000359 山本鑑定 山本洋一 2013/08/21 君津市 北子安4-29-10
3108 神奈川県知事登録0000513 こうの不動産鑑定事務所 河野　廣 2013/08/22 川崎市宮前区 宮前平１－９－２５ ニューウェルテラス宮前平Ｂ－３１２
3109 神奈川県知事登録0000514 （株）ひかり不動産鑑定 馬場　敦志 2013/08/27 川崎市麻生区 栗平１－２－９－１
3110 福岡県知事登録 0000310 かねしげ不動産鑑定事務所 兼重　利彦 2013/08/29 北九州市小倉南区 高野３－７－１１
3111 栃木県知事登録 0000072 市村不動産鑑定 市村　明洋 2013/09/01 宇都宮市 鶴田町４５３－１３８
3112 岡山県知事登録 0000091 山城不動産鑑定士事務所 山城　多賀夫2013/09/02 岡山市中区 山崎３３５－３０
3113 東京都知事登録 0002495 ケイアイ不動産鑑定株式会社 木村　圭一 2013/09/03 千代田区 神田淡路町２－４－６ Ｆ＆Ｆロイヤルビル
3114 東京都知事登録 0002494 フタバ・ランド株式会社 吉田　茂 2013/09/03 品川区 二葉４－８－７ グランドソレイユ中延１０２
3115 埼玉県知事登録 0000322 株式会社ぶぎん地域経済研究所 島雄　廣 2013/09/04 さいたま市大宮区 桜木町１丁目７－５ ソニックシティビル１２階
3116 大阪府知事登録 0000813 （株）三和綜合コンサル 今井　信宏 2013/09/05 大阪市旭区 清水１丁目５番２１号
3117 宮崎県知事登録 0000035 南宮崎鑑定事務所宮崎事務所 横山　泰三 2013/09/09 宮崎市 大塚町原ノ前１５８９－３ ドゥーミル５０２号室
3118 山口県知事登録 0000057 ＲＥＡ周南合同会社 藤田　泰宜 2013/09/10 周南市 梅園町３－１－１ 梅園ハイツ３０９
3119 神奈川県知事登録0000515 安逹法律不動産鑑定事務所 安達由幸 2013/09/13 鎌倉市 大船１－２６－２９ 大船サンビル３階
3120 東京都知事登録 0002496 株式会社リーフ&リーブス 中井　和人 2013/09/18 江東区 東陽２－４－３９ 新東陽ビル４Ｆ
3121 東京都知事登録 0002498 関哉不動産鑑定 関哉　直人 2013/09/25 港区 西新橋１－１２－８ 西新橋中ビル２階
3122 神奈川県知事登録0000518 横浜都市総合企画 浦　賢一 2013/10/08 横浜市南区 白妙町５－６６－１ パーク・ノヴァ横浜阪東橋南６０１
3123 神奈川県知事登録0000517 株式会社徳田不動産鑑定 徳田　亮 2013/10/08 横浜市青葉区 あざみ野１－１０－２ グリーンヒルあざみ野２０２
3124 神奈川県知事登録0000516 アセットコンサルティングプラス 佐藤　利行 2013/10/08 川崎市中原区 新丸子東２－８９５－１９－２０３
3125 長野県知事登録 0000076 神頭不動産鑑定事務所 神頭　和志 2013/10/17 長野市 吉田２－１７－５
3126 大阪府知事登録 0000815 清水綜合鑑定 清水　英樹 2013/10/17 大阪市阿倍野区 昭和町１－２１－１７ 清水ビル
3127 大阪府知事登録 0000816 岩﨑税理士・不動産鑑定士事務所岩﨑　淳 2013/10/17 八尾市 萱振町６－６０
3128 熊本県知事登録 0000064 礒田不動産鑑定所 礒田　篤 2013/10/28 熊本市西区 春日２－１－９ シンコースカイマンションⅡ１００２



3129 広島県知事登録 0000140 内海不動産鑑定 内海　大和 2013/11/05 広島市東区 牛田早稲田１－３－４４
3130 福島県知事登録 0000069 南福島鑑定 河谷　元 2013/11/06 福島市 太平寺字町ノ内７３－４
3131 茨城県知事登録 0000103 香陵住販株式会社 薄井　宗明 2013/11/07 水戸市 南町２－４－３３
3132 福岡県知事登録 0000312 桑野義政不動産鑑定士事務所 桑野　義政 2013/11/08 福岡市中央区 天神２－４－１２
3133 愛知県知事登録 0000376 杤本不動産コンサルタント 杤本正樹 2013/11/13 春日井市 柏原町５－１３５
3134 神奈川県知事登録0000502 北村不動産鑑定事務所 北村　雅夫 2013/11/14 横浜市中区 弁天通２－２５ 関内キャピタルビル５０２
3135 東京都知事登録 0002499 株式会社セダークレスト・ジャパン 小杉雅芳 2013/11/26 中央区 日本橋３－８－１６　９Ｆ
3136 東京都知事登録 0002500 紀ノ国不動産鑑定事務所 山本　義継 2013/12/02 豊島区 西池袋２－２－１２
3137 滋賀県知事登録 0000068 株式会社ハヤシダ事務所 林田　遼 2013/12/05 大津市 浜大津３－２－４
3138 東京都知事登録 0002501 新井不動産鑑定士事務所 新井　正孝 2013/12/11 多摩市 和田１８８５－１１
3139 高知県知事登録 0000043 なかむら不動産鑑定 中村　健 2013/12/17 香美市 土佐山田町旭町４－４－６
3140 千葉県知事登録 0000360 ちゅらさ不動産鑑定 小助川　靖法2014/01/07 我孫子市 白山１－２３－５ コンド白山
3141 国土交通大臣登録0000270 大成有楽不動産株式会社 林　隆 2014/01/07 中央区 京橋３－１３－１ 有楽ビル
3142 東京都知事登録 0002503 有限会社ミリウ 笠原　伸浩 2014/01/07 港区 西新橋１－１６－３ 西新橋ＫＳビル６Ｆ
3143 東京都知事登録 0002502 株式会社中野不動産鑑定 中野　潔 2014/01/07 渋谷区 渋谷２－６－６ ドエル青山６０２
3144 岐阜県知事登録 0000073 端元不動産鑑定事務所 端元　常真 2014/01/07 岐阜市 京町２－２ 端元ビル４階
3145 国土交通大臣登録0000270 大成有楽不動産株式会社 林　隆 2014/01/07 大阪市中央区 本町４－１－７
3146 岩手県知事登録 0000043 合同会社昭典不動産鑑定事務所 佐藤　真 2014/01/08 花巻市 中根子字古館１０番地
3147 宮崎県知事登録 0000036 不動産鑑定士事務所田園都市鑑定傳田和之 2014/01/08 都城市 高木町４７１６－１２
3148 沖縄県知事登録 0000071 アブリールス 富塚　祐子 2014/01/09 島尻郡与那原町 東浜１１－８－２０１
3149 秋田県知事登録 0000026 ホリ不動産鑑定 堀　範子 2014/01/20 秋田市 千秋城下町５－１８ トーカンマンション千秋城下町２０６号
3150 茨城県知事登録 0000047 有限会社石上不動産鑑定事務所 石上康夫 2014/01/25 土浦市 桜ケ丘町５０－１
3151 岡山県知事登録 0000093 青井不動産鑑定事務所 青井　純三 2014/01/27 岡山市北区 津島南１－２－１８－６
3152 東京都知事登録 0002504 （株）都市経済研究所 久恒　新 2014/02/07 港区 港南２－１５－１
3153 岡山県知事登録 0000094 ミカナヤアプレイザル 金田　久克 2014/02/10 真庭市 台金屋２１２
3154 神奈川県知事登録0000519 柳カンテイ 柳　彰彦 2014/02/12 川崎市多摩区 西生田3-9-12-108
3155 東京都知事登録 0002506 同栄コンサルティング株式会社 参沢　淳明 2014/02/14 新宿区 西新宿４－３２－４ ハイネスビル７階
3156 東京都知事登録 0002505 リアルバリュー 末原　伸隆 2014/02/14 世田谷区 池尻３－７－１モンブラン１０２号
3157 東京都知事登録 0002507 ローツェ不動産鑑定 宮本　英通 2014/02/14 渋谷区 代々木２－２３－１ ニューステイトメナー１３２８
3158 東京都知事登録 0002510 江本事業企画室 江本　正治 2014/02/20 千代田区 神田練塀町４９ 東和ビル３階
3159 東京都知事登録 0002512 新生インベストメント＆ファイナンス株式会社谷屋　政尚 2014/02/20 千代田区 大手町１－９－７
3160 東京都知事登録 0002511 有限会社風巻不動産鑑定事務所 風巻　清英 2014/02/20 世田谷区 千歳台６－１４－１９
3161 東京都知事登録 0002509 株式会社タカラコーポレーション 加藤　英雄 2014/02/20 渋谷区 渋谷１－１－３ アミーホール５階
3162 兵庫県知事登録 0000299 神戸シティ鑑定舎 小笠原　高宏2014/02/25 神戸市東灘区 森北町６－６－２２
3163 東京都知事登録 0002513 株式会社アプレ不動産鑑定 萩原　岳 2014/02/27 港区 赤坂４－５－２１ バルミー赤坂３１５
3164 広島県知事登録 0000141 株式会社村重鑑定コンサルティング村重　力也 2014/02/27 福山市 三之丸町 ８－７－１２０２



3165 愛知県知事登録 0000377 ホサカパートナーズ合同会社 穂坂　文雄 2014/02/28 豊川市 小坂井町門並７９番地 オランジェＥ号
3166 広島県知事登録 0000142 定岡不動産鑑定事務所 定岡　浩司 2014/03/04 広島市南区 南大河町１１－２４
3167 東京都知事登録 0002514 株式会社リオ・コンサルティング 中川　智博 2014/03/06 千代田区 永田町２－１２－４ 赤坂山王センタービル
3168 東京都知事登録 0002516 合同会社政経地所 中原　幸夫 2014/03/12 新宿区 西新宿７－７－２４ ＧＳプラザ新宿９０６
3169 東京都知事登録 0002515 野沢企画 長樂　彰規 2014/03/12 世田谷区 野沢２－２８－１２
3170 広島県知事登録 0000143 株式会社ＧＡパートナーズ 松岡　裕仁 2014/03/13 広島市中区 八丁堀１５－１０
3171 大阪府知事登録 0000818 合同会社富田不動産鑑定 富田　浩二 2014/03/18 大阪市北区 天神橋７－１２－１４ グレ－シィ天神橋１００４
3172 大阪府知事登録 0000819 新日本不動産鑑定 髙島　康徳 2014/03/18 大阪市北区 東天満２－６－７
3173 福岡県知事登録 0000313 株式会社福岡山ノ手鑑定舎 槇　由紀 2014/03/18 福岡市中央区 大名１－９－３３ ソロン赤坂ビル２Ｆ
3174 兵庫県知事登録 0000300 福西不動産鑑定事務所 福西　理祐 2014/03/19 川西市 向陽台１－２－３８
3175 東京都知事登録 0002517 株式会社ライフ 菅野　孝浩 2014/03/24 千代田区 内神田２－１５－４ 司ビル８階
3176 大分県知事登録 0000054 Ｅｍｉ不動産鑑定 緒環　隆二 2014/03/24 豊後大野市 三重町市場１５４６－２
3177 福岡県知事登録 0000314 村上知子不動産鑑定事務所 村上　知子 2014/03/27 北九州市小倉北区 堺町１－２－１６ 十八銀行第一生命共同ビル２Ｆ
3178 東京都知事登録 0002518 株式会社SMBC信託銀行 中川　雅博 2014/03/28 港区 西新橋１丁目３番１号 三井住友銀行西新橋スクエア１９階
3179 東京都知事登録 0002519 浅野不動産鑑定 浅野　健 2014/03/28 品川区 小山３－２１－１０ ＡＲＫ２１武蔵小山２階Ａ－５
3180 神奈川県知事登録0000520 株式会社コスモ 清水　和広 2014/03/31 横浜市中区 元町５－２０１ オセアン元町ビル
3181 宮城県知事登録 0000095 （同）松尾不動産研究所 松尾公平 2014/04/01 仙台市青葉区 五橋１－１－４５－５０６
3182 栃木県知事登録 0000073 （株）相続・不動産相談センター 亀田　作 2014/04/01 宇都宮市 若草４－１０－１０若松マンション１０６
3183 東京都知事登録 0002520 古林不動産鑑定事務所 古林国博 2014/04/01 豊島区 東池袋２－２４－４ ワイズビレッジ４０２
3184 三重県知事登録 0000060 オノダ土地評価サービス（株） 斧田　正長 2014/04/01 いなべ市 大安町中央ケ丘３－２９６７－４７
3185 京都府知事登録 0000146 和不動産鑑定 橋本　秀樹 2014/04/01 京都市下京区 不明門通花屋町下ル高槻町３５３－２０１
3186 静岡県知事登録 0000142 ヱビス不動産鑑定 山本　信夫 2014/04/02 島田市 扇町８－８
3187 福島県知事登録 0000070 桜桃不動産鑑定（株） 舘　輝政 2014/04/04 郡山市 中町１０－６ 影山ビル１階
3188 埼玉県知事登録 0000324 宮寺公認会計士・不動産鑑定士事務所宮寺　孝夫 2014/04/04 ふじみ野市 松山１丁目３番地４
3189 岐阜県知事登録 0000074 株式会社ＯＫＢ信用保証 星野　桂次 2014/04/04 大垣市 郭町２－２５ Ｋｉｘビル９階
3190 京都府知事登録 0000147 室町不動産鑑定所 粟田口　定大2014/04/07 京都市上京区 北小路室町３９３－１ 御所西シンワビル２０２号
3191 兵庫県知事登録 0000302 桃山不動産鑑定 三宅　裕江 2014/04/10 神戸市東灘区 住吉山手４－６－４８ 御影アーバンライフ２０１
3192 兵庫県知事登録 0000301 平川不動産鑑定士事務所 平川　宏 2014/04/10 神戸市中央区 脇浜町１－５－１－１２１６
3193 東京都知事登録 0002523 帝都町屋不動産鑑定 柳　栄二 2014/04/14 荒川区 町屋２－９－１０ ２０１
3194 東京都知事登録 0002524 グッドパートナーズ株式会社 高橋　幸寛 2014/04/17 新宿区 西新宿７－５－５
3195 高知県知事登録 0000044 横川不動産鑑定 横川浩幸 2014/04/18 土佐市 高岡町乙１７６１番地１
3196 大阪府知事登録 0000820 阿部知己不動産鑑定士事務所 阿部知己 2014/04/21 大阪市中央区 東高麗橋２－２４ メロディーハイム高麗橋２０２
3197 東京都知事登録 0002526 清水総合開発株式会社 半田　公男 2014/04/22 中央区 京橋２－１３－１１ 宝町三清ビル
3198 東京都知事登録 0002525 プラザホームズ株式会社 桑田　弘也 2014/04/22 港区 麻布台１－９－１２
3199 愛知県知事登録 0000378 辰紀不動産鑑定調査株式会社 中島　豊司 2014/04/24 尾張旭市 東印場町三丁目１１番地１０
3200 東京都知事登録 0002527 ウェルウッド・アドバイザーズ株式会社久保木　正浩2014/05/07 港区 虎ノ門５－２－７



3201 北海道知事登録 0000198 株式会社村上不動産鑑定 村上功英 2014/05/12 札幌市豊平区 豊平四条３－４－１７ Ｎｅｘｔ．ｏｎｅ　３０１
3202 福岡県知事登録 0000315 橋本不動産鑑定所 橋本　英樹 2014/05/19 福岡市早良区 百道２－６ 藤崎公団住宅１１棟３０３号
3203 埼玉県知事登録 0000325 （株）西園不動産鑑定士事務所 西園　哲治 2014/05/21 熊谷市 宮町２－１３８
3204 神奈川県知事登録0000521 株式会社共和システム鑑定 星　力三 2014/05/22 横浜市西区 高島２－５－４ 萩野ビル４階
3205 大阪府知事登録 0000823 荒井会計鑑定事務所 荒井　巌 2014/05/27 大阪市此花区 伝法４－５－１
3206 大阪府知事登録 0000821 緒方総合鑑定株式会社 緒方　正弘 2014/05/28 堺市堺区 南瓦町１－１９ グラン・ビルド堺東９０７号
3207 長崎県知事登録 0000052 扇精光コンサルタンツ株式会社 安部　清美 2014/05/28 長崎市 田中町５８５番地４
3208 東京都知事登録 0002529 コスモ不動産鑑定事務所 齋藤幸利 2014/06/03 調布市 小島町３－６６－１ モンレーヴ調布９０１
3209 滋賀県知事登録 0000069 合同会社　アルファー・ｗｉｎ・アプレイザーズ高橋　靖展 2014/06/05 大津市 竜が丘３０－１５－２１５
3210 大阪府知事登録 0000822 なつみ不動産鑑定 今井　牧子 2014/06/10 堺市北区 長曾根町１３０番４２ Ｓ－Ｃｕｂｅ３０１
3211 東京都知事登録 0002534 株式会社マックスプロパティ 柴崎　崇夫 2014/06/18 千代田区 九段南４－５－１２
3212 東京都知事登録 0002533 株式会社AZ一級建築士不動産鑑定士事務所金川　希 2014/06/18 中央区 日本橋人形町３－７－１３ 日本橋センチュリープラザ１００４
3213 岡山県知事登録 0000096 川端鑑定事務所 川端　建夫 2014/06/24 岡山市南区 藤田５８０－７
3214 神奈川県知事登録0000522 えびす不動産鑑定 田中　伸佳 2014/06/27 横浜市港北区 箕輪町２－１１－７－６０４ ライオンズマンション日吉第５
3215 東京都知事登録 0002535 株式会社 細野商会 細野　紳一郎2014/06/30 町田市 成瀬が丘２－２３－３ 成瀬スカイステ－ジ２階
3216 茨城県知事登録 0000105 みやび不動産鑑定 和野　雅 2014/07/01 つくば市 学園南２－６－１０ ビレッジコート２０１号室
3217 千葉県知事登録 0000363 横山不動産鑑定 横山　弘美 2014/07/01 習志野市 津田沼７丁目８番１７号
3218 大阪府知事登録 0000824 廣澤不動産鑑定士事務所 廣澤淳一 2014/07/02 大阪市中央区 南船場１丁目１０－８－５０５ グランドメゾン南船場
3219 東京都知事登録 0002536 松岡総合鑑定 松岡　利喜雄2014/07/04 日野市 高幡１００２－１ ベルドミール高幡３０１
3220 京都府知事登録 0000148 明丹不動産鑑定 久木　圭史 2014/07/04 綾部市 駅前通３４
3221 神奈川県知事登録0000523 ましゅう不動産鑑定株式会社 松原　哲朗 2014/07/07 大和市 大和東２－７－８ ロイヤルハイツ大和
3222 大阪府知事登録 0000825 輝づきアプレイザルパートナース 福嶋　千恵子2014/07/11 大阪市中央区 備後町３－１－２ 日宝アトラスビル５階Ｆ室
3223 東京都知事登録 0002537 タイドマーク株式会社 髙橋　謙 2014/07/22 中央区 京橋１－６－７ 京橋高野ビル６階
3224 東京都知事登録 0002538 ビズキューブ・コンサルティング株式会社野中知明 2014/07/22 新宿区 西新宿１－２４－１ エステック情報ビル１８階
3225 大阪府知事登録 0000826 道田不動産鑑定事務所 道田　勇 2014/07/22 大阪市北区 豊崎４－２－１１ メゾン北梅田４０３号
3226 京都府知事登録 0000149 樹不動産鑑定 中島　直紀 2014/07/23 京都市下京区 竹屋之町２５７番地 フローラみずほ１Ｆ
3227 奈良県知事登録 0000069 株式会社ファーストコンサルティングサービス梅原　寛克 2014/07/24 奈良市 四条大路１丁目３番２７号
3228 国土交通大臣登録0000279 株式会社　総合企画 池田　進也 2014/07/31 港区 虎ノ門（次のビルを除く）４－３－２０ 神谷町ＭＴビル１４階
3229 国土交通大臣登録0000279 株式会社　総合企画 池田　進也 2014/07/31 堺市堺区 甲斐町西１－１－２４
3230 東京都知事登録 0002539 アセットリアルティ株式会社 砂野　明俊 2014/08/01 千代田区 一番町４－２２ プレイアデ一番町６０２号
3231 大阪府知事登録 0000827 株式会社関野不動産鑑定事務所 関野　肇 2014/08/01 大阪市北区 東天満２－６－７
3232 富山県知事登録 0000038 藤岡不動産鑑定事務所 藤岡隆徳 2014/08/12 富山市 婦中町下轡田９６
3233 愛知県知事登録 0000390 安達不動産鑑定調査 安達直樹 2014/08/12 名古屋市名東区 山の手二丁目１２４番地
3234 北海道知事登録 0000199 森元不動産鑑定事務所 森元　浩 2014/08/29 函館市 若松町２－５ 明治安田生命函館ビル４階
3235 香川県知事登録 0000070 株式会社高橋総合不動産 高橋　尚史 2014/08/31 観音寺市 栄町１－１－１３ ストレッチビル１階
3236 北海道知事登録 0000200 創成東鑑定合同会社 奥村　篤　　成田　一樹2014/09/01 札幌市中央区 南２条東１丁目１－１１ 第３泊ビル６０１号室



3237 茨城県知事登録 0000106 立川不動産鑑定 立川　伸光 2014/09/01 水戸市 大工町３－４－２４ ハイジマビル３０２号
3238 愛媛県知事登録 0000065 いさみ鑑定 勇　文夫 2014/09/01 松山市 和泉北３丁目１７番３号 ヴィラソノダ２０１号
3239 三重県知事登録 0000062 紫明不動産経済分析 髙橋　孝生 2014/09/03 伊勢市 古市町１０７
3240 愛知県知事登録 0000380 ミソノサービス株式会社 各務　修 2014/09/04 名古屋市北区 平安２－１５－５６
3241 千葉県知事登録 0000364 ＦＰオフィスＣＡＴ 伊藤　重夫 2014/09/05 香取郡多古町 多古２０００－３４
3242 愛知県知事登録 0000381 株式会社ＶＩＳ 児玉浩嗣 2014/09/08 名古屋市中区 栄4-12-26 栄ＣＤビル５階
3243 東京都知事登録 0002541 株式会社M&Mアドバイザリー 前野　孝明 2014/09/11 中央区 日本橋本町１－２－５ 本町会館５階
3244 神奈川県知事登録0000525 株式会社アイ鑑定 髙橋　信也 2014/09/16 横浜市神奈川区 鶴屋町３－２９－１ 第６安田ビル５階
3245 東京都知事登録 0002542 株式会社ケーアイティーシー 石丸　和宏 2014/09/18 豊島区 東池袋１－５－６ アイケアビル８階
3246 東京都知事登録 0002543 麻布不動産鑑定事務所 下山　俊一 2014/09/19 港区 元麻布１－２－２３－４０３
3247 東京都知事登録 0002540 マツ不動産鑑定 松浦　晃久 2014/09/22 品川区 二葉３－１－２２ グランヴァン中延６０２
3248 群馬県知事登録 0000078 神林不動産鑑定株式会社 神林　宏明 2014/09/30 高崎市 新田町４－２ セントラルヒルズ高崎２０２
3249 千葉県知事登録 0000365 バリューグリーン株式会社 石上　史明 2014/10/01 市川市 南八幡４－２－５ ２Ｆ
3250 東京都知事登録 0002546 東京ベイ アプレイザル 高田　昌治 2014/10/07 江東区 豊洲３－６－５－２９０２
3251 大阪府知事登録 0000828 やまと不動産鑑定事務所 瀬　弘和 2014/10/08 大阪市中央区 瓦町１－７－１５ ＫＤＸ堺筋本町７０７号
3252 兵庫県知事登録 0000303 株式会社日本不動産鑑定 中西　賢一 2014/10/15 神戸市灘区 大和町１－３－１１
3253 東京都知事登録 0002547 株式会社あけぼのばし不動産 野中　一彦 2014/10/16 新宿区 住吉町５－７－５０１ 曙橋ハイム鍋倉
3254 神奈川県知事登録0000526 日本不動産鑑定所 齊藤　彰 2014/10/17 鎌倉市 大船６丁目５番１４号
3255 愛知県知事登録 0000382 株式会社 名南財産コンサルタンツ松田　英雄 2014/10/22 名古屋市中区 錦２－４－１５ ＯＲＥ錦二丁目ビル５階
3256 東京都知事登録 0002548 田代務不動産鑑定コンサルタント事務所田代　務 2014/11/16 世田谷区 上馬２－９－８ 208オーベル三軒茶屋２０８
3257 大分県知事登録 0000056 株式会社アールイー鑑定ファーム 利根　健司 2014/11/17 大分市 長浜町２丁目１３番５１号
3258 茨城県知事登録 0000107 細井不動産鑑定 細井　富雄 2014/11/20 取手市 桜が丘１－３３－１
3259 静岡県知事登録 0000131 中部不動産鑑定所 安本　耕治 2014/12/01 静岡市葵区 西草深町７－１３
3260 愛知県知事登録 0000383 株式会社アセットブレイン 山岡通長 2014/12/01 名古屋市中区 大須４－１－１８
3261 三重県知事登録 0000063 右京不動産鑑定所 右京　安彦 2014/12/01 松阪市 宝塚町８３９－４
3262 神奈川県知事登録0000528 内野不動産鑑定 内野　亜衣子2014/12/03 横浜市港北区 下田町５－３７－９ 日吉西パークホームズ３０５
3263 東京都知事登録 0002550 株式会社アセッツブレイン 田上　邦彦 2014/12/12 千代田区 神田神保町１－１１－１
3264 東京都知事登録 0002551 株式会社アセット・コンサルティング木村　悦人 2014/12/12 渋谷区 大山町２－１０ グランドゥール代々木大山３２０
3265 神奈川県知事登録0000227 鈴木不動産鑑定事務所 鈴木　修 2014/12/24 横浜市中区 尾上町３－４３ 横浜エクセレント関内６階
3266 滋賀県知事登録 0000070 あおばアプレイザル 玉瀧　光 2014/12/26 大津市 におの浜１－１－５７　１３１０
3267 千葉県知事登録 0000366 池田不動産鑑定株式会社 池田　孝 2015/01/05 柏市 豊四季５４３－１９
3268 神奈川県知事登録0000529 長岡不動産鑑定 長岡　俊宏 2015/01/09 横浜市神奈川区 栄町１０－３５ ザ・ヨコハマタワーズＷ１９０５
3269 福島県知事登録 0000071 株式会社にへい不動産鑑定事務所二瓶　直之 2015/01/13 福島市 蓬莱町６－４－１４
3270 国土交通大臣登録0000280 株式会社エーエスマネジメント 鈴木　正則 2015/01/15 港区 芝４－３－７ エムジー田町ビル１階
3271 国土交通大臣登録0000280 株式会社エーエスマネジメント 鈴木　正則 2015/01/15 新潟市西区 新通南１－２０－３０
3272 愛知県知事登録 0000384 森田不動産鑑定事務所 森田　尚樹 2015/01/19 岡崎市 大平町字瓦屋前２４番地



3273 群馬県知事登録 0000079 近藤総合鑑定事務所 近藤　仁 2015/01/21 藤岡市 藤岡８９４－１０
3274 東京都知事登録 0002552 株式会社ハウスプラザ 川瀬　英嗣 2015/01/23 足立区 綾瀬４－９－３０
3275 神奈川県知事登録0000188 有限会社妻木不動産鑑定所 妻木　達夫 2015/01/23 小田原市 本町2-2-16-207
3276 兵庫県知事登録 0000304 （株）地域不動産鑑定所 有年　彌壽雄2015/01/27 赤穂市 加里屋字新町９７番地の１
3277 広島県知事登録 0000144 塚本不動産鑑定事務所 塚本　浩章 2015/01/28 福山市 本庄町中４丁目１０番４号
3278 広島県知事登録 0000145 地価総合研究所Offece KISO 木曽忠明 2015/01/29 広島市中区 上八丁堀７－１６－８０３
3279 東京都知事登録 0002530 新井アプレイザーズオフィス 新井　帰 2015/01/30 北区 王子１－２９－３ メインステージ王子２０４号室
3280 愛知県知事登録 0000379 ハイビックス株式会社 山本　高大 2015/01/30 名古屋市中区 新栄１－４７－１５ 千早グリーンハイツ２０１号
3281 大阪府知事登録 0000639 盟和鑑定株式会社 松井康治 2015/01/30 大阪市北区 西天満４－５－５ マーキス梅田９０３号
3282 千葉県知事登録 0000367 さくらアプレイザル 木村　ゆり 2015/02/02 佐倉市 寺崎北３－５－１１
3283 東京都知事登録 0002555 株式会社大京穴吹不動産 海瀬　和彦 2015/02/02 渋谷区 千駄ヶ谷４－１９－１８ オリックス千駄ヶ谷ビル
3284 東京都知事登録 0002556 エステートプランニング株式会社 塩塚　誠 2015/02/03 中央区 銀座３－１１－１６　 Ｇ３銀座ビル
3285 東京都知事登録 0002557 株式会社エア・アドバイザリー 小松　龍二 2015/02/03 中央区 日本橋小伝馬町16-8 共同ビル（小伝馬町）３階
3286 千葉県知事登録 0000368 株式会社グロープロフィット 竹内　英二 2015/02/12 千葉市緑区 誉田町２－７
3287 東京都知事登録 0002559 有限会社　Ｔ・Ｉアセットアプレイザル高坂　哲男 2015/02/13 練馬区 早宮４－３１－１－７０５
3288 東京都知事登録 0002560 株式会社　八洲不動産サービス 岡本　重史 2015/02/17 豊島区 千早１－５－６
3289 東京都知事登録 0002561 株式会社ジェイリック 倉持　善栄 2015/02/20 港区 高輪２－１４－１７ グレイス高輪ビル８０４
3290 静岡県知事登録 0000143 岡野不動産鑑定事務所 岡野　五郎 2015/03/01 静岡市葵区 昭和町３－１ 静岡昭和町ビル５０２
3291 東京都知事登録 0002564 未来不動産コンサルタント株式会社小川　樹恵子2015/03/03 文京区 目白台３－２６－５
3292 東京都知事登録 0002563 合同会社　タイム・アイ 市川　正美 2015/03/03 目黒区 柿の木坂１－２４－２３
3293 大阪府知事登録 0000830 有限会社石橋エステートオフィース加納　仙一 2015/03/04 池田市 井口堂１－５－１６ ブレアハウス７号
3294 熊本県知事登録 0000065 アプレイザル中九州 野中　潤一郎2015/03/06 熊本市南区 川尻３－１９－５
3295 愛知県知事登録 0000385 株式会社　レリンクソリューションズ外山　明尚 2015/03/09 名古屋市西区 那古野２－１３－１７
3296 国土交通大臣登録0000282 株式会社ＴＡＦＦホールディングス 渡辺　直人 2015/03/12 渋谷区 渋谷２－１４－１３－４１１
3297 国土交通大臣登録0000282 株式会社ＴＡＦＦホールディングス 渡辺　直人 2015/03/12 大阪市中央区 平野町３－４－９
3298 神奈川県知事登録0000530 Ｆリサーチ 布施　正浩 2015/03/19 横浜市神奈川区 栄町８－１－１２０２
3299 神奈川県知事登録0000531 不動産鑑定評価システム 松本　智治 2015/03/19 横浜市西区 北幸１－１１－１ 水信ビル７階
3300 新潟県知事登録 0000097 株式会社デメテル・ライトアプレイザー有坂　修 2015/03/19 上越市 春日新田1－9－26
3301 愛媛県知事登録 0000066 八木総合不動産事務所 八木　真人 2015/03/20 今治市 神宮甲３９２－１
3302 東京都知事登録 0002567 杉田不動産鑑定 杉田　隆 2015/03/23 港区 赤坂６－４－１７ １００３
3303 東京都知事登録 0002565 佐藤総合不動産鑑定事務所 佐藤智之 2015/03/23 豊島区 南池袋２－１３－６ エルフォート蟹谷３階
3304 東京都知事登録 0002568 関越アプレイザル 杉本　岳晴 2015/03/23 練馬区 桜台６－９－１７－１０１
3305 山形県知事登録 0000036 東不動産鑑定 東海林　正昭2015/03/24 山形市 双葉町二丁目６－３７
3306 新潟県知事登録 0000098 株式会社　中央グループ 高野　一 2015/03/25 新潟市中央区 美咲町１－４－１５
3307 北海道知事登録 0000201 花井不動産鑑定事務所 花井　尚彦 2015/03/26 札幌市厚別区 厚別北三条四丁目７－３
3308 大阪府知事登録 0000831 株式会社コアパートナーズ 安松　幹夫 2015/03/27 大阪市中央区 北浜 松栄ビル　６階



3309 香川県知事登録 0000071 岩井不動産鑑定所 岩井　競平 2015/03/29 丸亀市 十番丁３１－１
3310 埼玉県知事登録 0000327 鈴木康文不動産鑑定士事務所 鈴木　康文 2015/03/30 春日部市 中央１－９－１７ 鶴屋第３ビル４階
3311 山形県知事登録 0000037 福山総合鑑定 福山　善智 2015/04/01 米沢市 徳町３８－１０
3312 群馬県知事登録 0000080 たつき不動産鑑定士事務所 立木　圭 2015/04/01 北群馬郡吉岡町 大久保７９７－３
3313 千葉県知事登録 0000371 株式会社大木不動産鑑定 大木　一広 2015/04/01 成田市 囲護台３－１３－１
3314 滋賀県知事登録 0000071 株式会社目片不動産鑑定所 目片　匡 2015/04/01 大津市 北大路２－１０－１６ 昭和荘　１Ｄ
3315 山口県知事登録 0000058 ユタカ不動産鑑定事務所 植田　豊隆 2015/04/01 下関市 大字永田郷１３５６番地２
3316 愛媛県知事登録 0000067 ふじい不動産鑑定株式会社 藤井　徹哉 2015/04/01 松山市 三番町５－１３－１０ リパップビル７０１号
3317 東京都知事登録 0002570 株式会社　東京不動産鑑定機構 長島　正澄 2015/04/06 目黒区 青葉台１－６－５７
3318 京都府知事登録 0000150 中島不動産鑑定 中島　昌行 2015/04/06 京都市南区 上鳥羽勧進橋町１０ ライオンズマンション上鳥羽２０３
3319 東京都知事登録 0002573 株式会社フロネシス 芹澤克典 2015/04/09 港区 西新橋１－１４－９ 西新橋ビル４階
3320 東京都知事登録 0002572 山陰不動産鑑定事務所 山陰　良徳 2015/04/09 世田谷区 駒沢５－１１－１３
3321 東京都知事登録 0002575 小泉不動産鑑定士事務所 小泉　博嗣 2015/04/09 豊島区 南大塚3-34-8 プレミアスステージ大塚１２０１
3322 長崎県知事登録 0000053 小西＆パートナーズ不動産鑑定株式会社小西　研一 2015/04/09 佐世保市 下京町８－２５ サカタビル２Ｆ
3323 千葉県知事登録 0000369 村松事務所 村松　喜平 2015/04/10 浦安市 今川１丁目５番９号
3324 滋賀県知事登録 0000072 株式会社かわらざき不動産鑑定事務所河原崎　和夫2015/04/10 大津市 大萱１－４－１５ ＬＩＣビル　エルミナコート４０２号室
3325 茨城県知事登録 0000108 桜不動産鑑定株式会社 關本　淳一 2015/04/13 土浦市 乙戸７３８－４
3326 茨城県知事登録 0000109 河野不動産鑑定 河野　茂 2015/04/14 水戸市 三の丸２－２－３０－３０４
3327 大阪府知事登録 0000832 水谷不動産鑑定士事務所 水谷　茂 2015/04/15 吹田市 南金田２－１８－９
3328 東京都知事登録 0002576 滝沢不動産鑑定事務所 滝澤　憲一 2015/04/16 荒川区 荒川４－４３－１２
3329 愛知県知事登録 0000386 株式会社寿資産評価 大羽　昌広 2015/04/17 刈谷市 寿町四丁目３０３番地 カメリオンビル１ｓｔ　２Ｆ－２
3330 福岡県知事登録 0000316 古澤不動産鑑定士事務所 古澤　秀夫 2015/04/20 北九州市小倉北区 砂津２－１２－１８
3331 千葉県知事登録 0000372 結城不動産鑑定 原　裕揮 2015/04/21 印西市 東の原２－２３－４
3332 東京都知事登録 0002578 株式会社 KPMG FAS 知野　雅彦 2015/04/21 千代田区 大手町１－９－５ 大手町フィナンシャルシティーノースタワー
3333 東京都知事登録 0002580 株式会社あおい不動産コンサルティング皆川　聡 2015/04/21 世田谷区 船橋３－２４－３ ユニテ千歳船橋３０１
3334 埼玉県知事登録 0000330 埼玉総合不動産鑑定事務所 山田良平 2015/04/22 さいたま市南区 南浦和２－７－１１
3335 埼玉県知事登録 0000328 あらい不動産鑑定株式会社 新井　和弥 2015/04/22 所沢市 東住吉９－５
3336 埼玉県知事登録 0000329 株式会社　東都鑑定 高橋　久長 2015/04/22 越谷市 千間台西４－１－４５
3337 東京都知事登録 0002583 ＜不動産鑑定＞イ－リア 吉岡　俊郎 2015/04/30 練馬区 中村１－７－２
3338 東京都知事登録 0002581 図子不動産鑑定株式会社 圖子　久雄 2015/04/30 日野市 新井６０７－５
3339 千葉県知事登録 0000370 木下総合鑑定 木下　浩二 2015/05/07 市川市 妙典５－１３－２４ クリサンテーム妙典７０７
3340 神奈川県知事登録0000532 岡田不動産鑑定事務所 岡田輝彦 2015/05/15 藤沢市 葛原１１３１－４
3341 東京都知事登録 0002585 株式会社のぞみ不動産鑑定事務所飛田　崇 2015/05/18 千代田区 麹町１－３ ダイアン麹町ビル１階
3342 東京都知事登録 0002586 株式会社秋葉原不動産研究所 千葉健一 2015/05/21 文京区 湯島３－２－９ ベスト御茶ノ水６０１
3343 神奈川県知事登録0000533 戊申ビルディング株式会社 渡邉　淳 2015/05/22 横浜市神奈川区 台町１２－３
3344 大分県知事登録 0000057 株式会社前田不動産鑑定事務所 前田　光男 2015/05/22 大分市 西大道２－５－２０ サンコーポ高見１０５号



3345 宮城県知事登録 0000096 アジア航測株式会社 小川　紀一朗2015/05/25 仙台市青葉区 一番町１－４－２８ 小松物産ビル
3346 大阪府知事登録 0000833 ふどう総研（株） 臼井　裕 2015/05/27 大阪市西区 京町堀１－４－９ 京町橋八千代ビル３階
3347 京都府知事登録 0000151 洛陽不動産鑑定 西川　崇 2015/06/01 京都市西京区 桂河田町１４３－２
3348 千葉県知事登録 0000373 戸部不動産鑑定 戸部行雄 2015/06/02 千葉市中央区 本千葉町４－１４－９０３
3349 神奈川県知事登録0000534 坂元不動産鑑定事務所 坂元　陽 2015/06/03 横浜市港南区 上大岡東１－３－１０ 別棟１０２
3350 千葉県知事登録 0000374 （株）ブランノワール不動産鑑定 加納　成俊 2015/06/05 浦安市 北栄１－１７－１４ ７階
3351 埼玉県知事登録 0000331 青木プロパティ株式会社 青木　徹 2015/06/09 川口市 栄町２－１２－２３ ２階
3352 神奈川県知事登録0000536 日本サーベイヤーズ株式会社 塚本　徹 2015/06/11 横浜市青葉区 美しが丘西３丁目２５番地９
3353 東京都知事登録 0002531 アイリス・アプレイザル株式会社 北島　賢二 2015/06/12 港区 新橋５－６－４ トゥシェ新橋４０４号
3354 愛知県知事登録 0000388 Ｈ＆Ｔ不動産鑑定株式会社 本郷　太郎 2015/06/17 名古屋市中区 栄１丁目２２番２号 ライオンズ名古屋ビル６０２
3355 岡山県知事登録 0000097 多鹿不動産鑑定 多鹿　日出夫2015/06/18 岡山市北区 佐山１６０５－１
3356 京都府知事登録 0000152 株式会社　吉村不動産鑑定所 吉村　將人 2015/06/23 京都市西京区 樫原宇治井町３－１４
3357 和歌山県知事登録0000048 東北不動産鑑定 東北　篤 2015/07/10 和歌山市 元寺町３－９
3358 奈良県知事登録 0000070 阪本産業株式会社 阪本　伸太郎2015/07/13 奈良市 富雄元町２丁目７番２５号
3359 愛知県知事登録 0000389 新図不動産鑑定事務所 新図　直幸 2015/07/16 名古屋市西区 児玉二丁目１０番１７号
3360 東京都知事登録 0002590 株式会社野口不動産鑑定 野口和紀 2015/07/17 新宿区 高田馬場１－２７－１ ファインテックビル５０３
3361 東京都知事登録 0002591 株式会社エスエー不動産鑑定 佐藤　耕一 2015/07/23 港区 南青山３－１０－４１ ジュエル青山８０２
3362 東京都知事登録 0002592 山下税理士・不動産鑑定士事務所 山下　末雄 2015/07/23 渋谷区 桜丘町２１－１２ 桜丘アーバンライフＡ－１０４
3363 東京都知事登録 0002593 不動産鑑定士佐藤事務所 佐藤　熊男 2015/07/23 杉並区 清水２－５－１６
3364 埼玉県知事登録 0000332 太幡不動産鑑定事務所 太幡　豊 2015/07/27 狭山市 入間川１－２０－１４ 丸太ビル１Ｆ
3365 東京都知事登録 0002594 ダン・リアルティ株式会社 渡邉　曉人 2015/07/28 中央区 日本橋茅場町２－１４－７ 日本橋テイユ－ビル４階
3366 東京都知事登録 0002595 北澤不動産鑑定調査 北澤　秀樹 2015/07/31 板橋区 加賀２－３－１－５１９
3367 大阪府知事登録 0000834 やまぐち不動産かん定 山口　知彦 2015/07/31 堺市堺区 翁橋町１－１０－１３－２０１
3368 北海道知事登録 0000202 北都鑑定 山口　貴路 2015/08/03 札幌市中央区 北四条西２０丁目２番１号 Ｎｏｒｄ４２０ＢＬＤ　３０５号
3369 鹿児島県知事登録0000083 第一総合鑑定株式会社 青木　勇樹 2015/08/03 鹿児島市 武岡1-103-5
3370 和歌山県知事登録0000049 渡辺不動産鑑定事務所 渡邉　勉 2015/08/11 和歌山市 三木町中ノ丁１０ チサンマンション三木町７０１
3371 千葉県知事登録 0000375 有限会社　ニューセンチュリー不動産総研菊地　敦雄 2015/08/12 千葉市中央区 亥鼻２－９－１２
3372 東京都知事登録 0002596 株式会社　平井不動産鑑定 平井正治 2015/08/13 練馬区 下石神井４－５－２０ クロスポイント千川３０６号室
3373 東京都知事登録 0002597 野呂瀬不動産鑑定士事務所 野呂瀬秀樹 2015/08/17 千代田区 飯田橋２－１１－３ マストライフ飯田橋４０６
3374 東京都知事登録 0002598 日本建築検査協会株式会社 山﨑　哲 2015/08/17 中央区 日本橋３－１３－１１ 油脂工業会館６階
3375 福岡県知事登録 0000317 株式会社　アセットプランニング 山下　耕一 2015/08/19 福岡市東区 高美台３－２０－１０
3376 熊本県知事登録 0000066 不動産鑑定士村坂亮事務所 村坂　亮 2015/08/19 熊本市北区 龍田２－１４－２３
3377 兵庫県知事登録 0000305 IRIS不動産鑑定 内堀郁江 2015/08/24 神戸市中央区 元町通３－９－１９ パラッツォロッサ２０３
3378 宮城県知事登録 0000062 有限会社　高橋不動産鑑定事務所高橋　德夫 2015/08/26 仙台市青葉区 国分町３－４―１５
3379 東京都知事登録 0002602 税務特化型不動産鑑定株式会社 久保　憂希也2015/08/31 渋谷区 渋谷1-8-8 新栄宮益ビル９階
3380 埼玉県知事登録 0000333 ときわ不動産鑑定株式会社 儀部　忠司 2015/09/01 さいたま市浦和区 北浦和 ５－１５－３９



3381 埼玉県知事登録 0000334 吉本不動産鑑定士事務所 吉本　真理 2015/09/02 さいたま市浦和区 高砂１－２－１－４０２ エイペックスタワー浦和
3382 国土交通大臣登録0000283 ＦＣＳ不動産鑑定株式会社 米倉　誠人 2015/09/15 中央区 銀座１－１８－６ 井門銀座１丁目ビル３階
3383 国土交通大臣登録0000283 ＦＣＳ不動産鑑定株式会社 米倉　誠人 2015/09/15 大阪市淀川区 宮原４－４－６３ 新大阪千代田ビル別館３階
3384 山形県知事登録 0000039 合同会社高嶋不動産鑑定事務所 高嶋俊幸 2015/09/16 山形市 双月町４－６－２５
3385 沖縄県知事登録 0000072 村山不動産鑑定事務所 村山　哲志 2015/09/16 那覇市 牧志３－２３－２９－６０１
3386 兵庫県知事登録 0000306 はまもと不動産鑑定 濵本佳子 2015/09/24 神戸市東灘区 森北町５－８－１８
3387 東京都知事登録 0002603 不動産鑑定岩田事務所 岩田　年永 2015/09/25 中野区 野方１－２９－１－１０４ アーバンアメニティ中野
3388 神奈川県知事登録0000538 栄光神奈川鑑定 田邊　勝也 2015/09/25 横浜市西区 中央１－３５－５－１００１
3389 大阪府知事登録 0000835 株式会社南総合不動産鑑定事務所南　俊二 2015/09/30 大阪市中央区 南新町２－４－１２ インテリンクス南新町６０１号
3390 愛知県知事登録 0000391 有限会社ＭＳＫ不動産鑑定 水野　聡史 2015/10/01 名古屋市千種区 富士見台１－３９
3391 鳥取県知事登録 0000029 馬野不動産鑑定事務所 馬野　好雅 2015/10/01 米子市 末広町１２０
3392 広島県知事登録 0000146 株式会社やまもと不動産鑑定 山本　隆之 2015/10/06 東広島市 高屋町宮領５７６番地
3393 三重県知事登録 0000065 濱塚不動産鑑定事務所 濱塚崇弘 2015/10/07 名張市 梅が丘北１－６７
3394 国土交通大臣登録0000284 株式会社ＪＰＳけやきコンサルティング佐藤　雅之 2015/10/08 さいたま市西区 西遊馬１８１３－１ 西遊馬団地７－５０５
3395 国土交通大臣登録0000284 株式会社ＪＰＳけやきコンサルティング佐藤　雅之 2015/10/08 港区 西新橋１－１０－７ ノグチビル４階
3396 愛知県知事登録 0000392 株式会社八達不動産鑑定事務所 前田　達男 2015/10/22 名古屋市中区 栄４－２－７
3397 東京都知事登録 0002605 株式会社東京ユーズアプレイザル 高田　由佳 2015/10/27 江東区 豊洲３－６－５ 豊洲タワー２９０２
3398 栃木県知事登録 0000074 大川不動産鑑定事務所 大川　崇夫 2015/11/01 宇都宮市 清住３－３－１３
3399 埼玉県知事登録 0000335 荒井不動産コンサルタント 荒井信宏 2015/11/01 越谷市 南越谷１－２６－７－３０７
3400 佐賀県知事登録 0000025 株式会社松本不動産鑑定 松本　修二 2015/11/01 鳥栖市 弥生が丘１－８ 東峰マンション弥生が丘ステーションペサージュ２０４
3401 新潟県知事登録 0000100 株式会社吉田総合鑑定経済研究所吉田　巧 2015/11/05 上越市 子安新田３番２４号
3402 東京都知事登録 0002606 株式会社ＴＲＩ. 石丸和宏 2015/11/06 豊島区 東池袋２－６２－１０ 池袋５ｔｈビル１０階
3403 千葉県知事登録 0000376 ライジング燦 佐高　芳行 2015/11/12 市川市 日之出２１－１－３３８
3404 大阪府知事登録 0000829 大江不動産鑑定 大江　文夫 2015/11/14 大阪市北区 東天満１－１１－１５－５０２
3405 兵庫県知事登録 0000307 熊野不動産鑑定 山本　勇治郎2015/11/19 神戸市兵庫区 上沢通１丁目３－２ 湊川公園パークハウス１１０号ー１Ｆ
3406 大阪府知事登録 0000836 株式会社フォーリオ総合鑑定 由里　正博 2015/11/25 大阪市中央区 安土町３－２－２
3407 千葉県知事登録 0000377 蒲原不動産鑑定事務所 蒲原　茂明 2015/11/26 流山市 江戸川台西２－１５２
3408 千葉県知事登録 0000378 おがわアセットカウンセル 小川　哲也 2015/12/02 柏市 あけぼの４－７－６ ミキハイム柏あけぼのＢ１２１号室
3409 兵庫県知事登録 0000308 中田不動産鑑定事務所 中田　信 2015/12/04 西宮市 甲陽園本庄町 ６－５０－６７３
3410 東京都知事登録 0002608 稲葉総合会計事務所 稲葉　智和 2015/12/07 新宿区 西新宿７－２－６ 西新宿Ｋ－１ビル３階
3411 神奈川県知事登録0000539 株式会社　鎌倉鑑定 小林　雅裕 2015/12/09 鎌倉市 大町１－２０－３０
3412 大阪府知事登録 0000837 栄信鑑定所 伊藤信太郎 2015/12/09 大阪市西区 西本町２－４－１９－１３０７
3413 福岡県知事登録 0000167 福岡立地研究所 原田　俊博 2015/12/10 福津市 有弥の里
3414 鳥取県知事登録 0000028 不動産鑑定士牧野光照 牧野光照 2016/01/01 倉吉市 上井５５－１７
3415 大阪府知事登録 0000676 株式会社 晶智不動産鑑定 下農　博之 2016/01/04 大阪市北区 西天満４丁目１０番１９号 ＯＰＳ西天満ビル
3416 大阪府知事登録 0000804 西田不動産鑑定 西田　稔 2016/01/07 大阪市東淀川区 豊新４－１－４－３０７



3417 長野県知事登録 0000036 富士不動産コンサルティング 奥村　節夫 2016/01/09 飯田市 鼎中平２３７８－３
3418 神奈川県知事登録0000346 さいとう不動産鑑定事務所 齋藤隆一 2016/01/12 座間市 相模が丘１－２８－１０－２０１ Ｓ１ビル’８９
3419 長野県知事登録 0000040 有限会社ながの鑑定 奥村　淳 2016/01/15 長野市 南千歳２－１５－３ トミノビル４０２号
3420 沖縄県知事登録 0000068 株式会社　バード不動産鑑定所 山内　博人 2016/01/17 那覇市 古波蔵２－４－１９　 メゾン古蔵２０１
3421 岐阜県知事登録 0000066 東和コンサルタント株式会社 廣瀬　啓司 2016/01/18 瑞穂市 別府１３９７番地１
3422 宮城県知事登録 0000087 みやぎ不動産鑑定所 菅原　史朗 2016/01/23 仙台市泉区 南光台南３－９－２１
3423 国土交通大臣登録0000233 株式会社よつば鑑定 河野　栄一 2016/01/26 飯能市 双柳８７－６６
3424 国土交通大臣登録0000233 株式会社よつば鑑定 河野　栄一 2016/01/26 新宿区 四谷３丁目２－３ ＴＲ２ビル６階
3425 神奈川県知事登録0000197 有限会社大野不動産鑑定事務所 大野克夫 2016/01/27 横浜市港南区 丸山台１－２－１ 京急シティ上永谷ＬウィングＥ－８０７
3426 宮城県知事登録 0000064 有限会社　土地鑑定研究所 甲斐　裕朗 2016/01/28 仙台市泉区 黒松２－２０－３０


