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(9)18 S59.2.22 コクド鑑定・調査㈱ 津市広明町１２１－２ 鈴木 茂基 鈴木 茂基 059-224-0131

(8)19 S61.2.3 ㈱中央鑑定コンサルタント 津市羽所町５５６ 西村 昭彦 西村 昭彦 059-223-0001

(8)20 S62.1.8 西部不動産鑑定㈱ 松阪市野村町３２８－１ 山本 正敏 山本 正敏 0598-58-1166

(8)21 S63.6.1 ㈱九鬼不動産鑑定事務所 四日市市鵜の森１－１－１７ 九鬼 精一郎 九鬼 精一郎 059-354-4193

(8)22 S63.12.20 創和不動産鑑定㈲ 津市栄町１－８９４ 中西 光男 中西 光男 059-225-0014

(7)23 H1.3.1 ㈱コスモ鑑定コンサルタント 四日市市新正３－４－７ 梅村 啓之 梅村 啓之 059-353-5565

(7)24 H2.2.3 ㈱マット鑑定コンサルタント 松阪市高町１９８－７ 駒田 真人 駒田 真人 0598-52-5090

(7)25 H3.4.10 古川不動産鑑定事務所 四日市市安島二丁目１番１号 丹羽ビル２Ｆ 古川 吉宏 古川 吉宏 059-353-6887

(6)26 H4.3.4 マルセ産業㈱ 四日市市白須賀１－１１－２６ 瀬古 博之 瀬古 博之 059-331-8123

(6)27 H4.6.1 ㈱財団評価研究所 松阪市末広町１－２７８－６ 吉田 望実 吉田 望実 0598-52-2171

(6)28 H6.4.19 小林不動産鑑定士事務所 四日市市三栄町３－１５コバヤシビル７F 小林 克 小林 克 059-355-0500

(6)29 H6.5.10 ㈱松阪不動産鑑定所 松阪市黒田町１６９０ 山中 英紀 山中 英紀 0598-26-0511

(5)32 H8.8.14 ㈱伊藤不動産鑑定士事務所 四日市市尾平町３８０６－１０５ 伊藤 達家 伊藤 達家 059-333-4166

(5)36 H11.3.8 吉川理論不動産鑑定事務所 津市一身田上津部田３０１３番アーツ山の手４番館８０１号 吉川 輝樹 吉川 輝樹 059-236-0331

(5)38 H11.4.27 ㈱藤川不動産鑑定事務所 津市香良洲町１２４０－１１ 藤川 勝彦 藤川 勝彦 059-227-5070

(4)40 H13.3.22 布生鑑定事務所 名張市希央台３番町８番地 布生 太造 布生 太造 0595-62-1205

(4)43 H16.4.15 佐々木不動産鑑定士事務所 四日市市楠町南川８－１ L・miore２０３ 佐々木 勝己 佐々木 勝己 059-397-8650

(4)44 H16.6.18 水無月不動産鑑定事務所 鈴鹿市中瀬古町６０３－２ 稲垣 顕夫 稲垣 顕夫 059-386-7364

(3)45 H16.11.18 ㈲北勢不動産鑑定所 四日市市大井手３－３－５ 船橋 俊一 船橋 俊一 059-352-8652

(3)48 H18.3.27 岡原不動産鑑定事務所 津市南新町５－２３ 岡原 康志 岡原 康志 059-226-5815

(3)49 H18.7.20 ㈱片岡不動産鑑定 津市上浜町五丁目１番地９２ 片岡 浩司 片岡 浩司 059-221-1212

(3)50 H19.1.26 市川不動産鑑定事務所 名張市百合が丘東８番町２９８ 市川 裕規 市川 裕規 0595-64-5922

(3)52 H21.5.1 さとう不動産鑑定 伊賀市上野田端町９７９ 佐藤 通雄 佐藤 通雄 0595-21-0115

(2)53 H22.6.25 廣瀬不動産鑑定事務所 四日市市笹川1丁目２２２－１ 廣瀬 仁 廣瀬 仁 059-328-5590

(2)54 H24.4.19 川上不動産鑑定士事務所 津市新町２丁目２－２８ 川上 忠臣 川上 忠臣 059-227-6073

(2)55 H24.8.1 鈴鹿不動産鑑定 鈴鹿市神戸１丁目３番１２号 やたべビル２階 鈴木 守 鈴木 守 059-367-7533

(2)56 H24.10.1 前田不動産鑑定コンサルタント 津市河芸町中別保２２２５－１ 前田 直人 前田 直人 059-273-5285

(2)57 H24.11.1 守谷不動産鑑定所 津市神戸１０４１番地２ 守谷 啓市 守谷 啓市 059-253-6822

(2)58 H25.3.26 松本不動産鑑定士事務所 松阪市駅部田町７５番１ ﾄｯﾌﾟｶｰﾃﾝﾋﾞﾙ２階G号 松本 浩二 松本 浩二 0598-31-1138

(2)59 H25.5.17 後藤不動産鑑定士事務所 松阪市高町４６９番地１０ 後藤 雅和 後藤 雅和 0598-31-1360

(2)60 H26.4.1 オノダ土地評価サービス㈱ いなべ市大安町中央ヶ丘３丁目２９６７番地４７ 斧田 正長 斧田 正長 0594-88-0510

(2)62 H26.9.3 紫明不動産経済分析 伊勢市古市町１０７ 髙橋 孝生 髙橋 孝生 0596-63-6314

(1)63 H26.12.1 右京不動産鑑定所 松阪市宝塚町８３９－４ 右京 安彦 右京 安彦 0598-20-8662

(1)65 H27.10.7 濱塚不動産鑑定事務所 名張市梅が丘北１番町６７番地 濱塚 崇弘 濱塚 崇弘

(1)66 H28.3.1 兼松不動産鑑定事務所 津市幸町２７－２９ メゾンドゥールⅡ１０１ 兼松 弘樹 兼松 弘樹 059-228-8834

(1)67 H28.12.26 桝田不動産鑑定所 津市白塚町３５７２番地１ 桝田 毅 桝田 毅 059-232-1099

(1)68 H30.4.16 百五不動産調査㈱ 津市岩田２１－２７ 世古 務 山下 元 059-223-2785

(1)69 H30.5.29 井内不動産鑑定 名張市桜ヶ丘３０８８番地１３０ 井内 孝太郎 井内 孝太郎 0595-63-4586

(1)70 H30.5.29 ㈱近藤不動産鑑定 桑名市大字西方７３１番地１０ 近藤 正樹 近藤 正樹 0594-84-6111

知事登録に係る不動産鑑定業者名簿（令和元年10月1日現在）


