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会　　　社　　　名 所　　　　　在　　　　　地 担　当　者
TEL番号
FAX番号

E-mail
HP

備　　　　考

(株)中村不動産鑑定士事務所
〒541-0056
大阪市中央区久太郎町3丁目1番11
号

中村・榎本
06-4708-5536
06-4708-5537

info@nakamura-kantei.com
http://nakamura-kantei.com/

弊社は創業11年目を迎え、不動産鑑定士3名（非常勤を入れると4名）、不動産鑑定士試験合格者1名の少数
精鋭体制により大阪府下においてトップクラスの鑑定評価実績を積み上げております。
弊社では、民間の鑑定評価を得意とし、企業理念である「安心・信頼・感謝」を大切に、鑑定評価のみに留まら
ず、お客様のご要望に合わせ、不動産の仲介・投資・開発支援業務のほか、海外不動産の鑑定評価や動産
（機械・設備）評価なども行っており、意欲をもって取り組んでいただければ幅広い専門知識の習得が可能で
す。
来年以降、東京、福岡、海外への出店も計画しており、当初は大阪勤務となりますが、実力次第では来年以降
大阪以外への地域での活躍もしていただけると思います。
※日本全国からのご応募を受け付けております。
※寮制度もございます。
社内環境としては、3ヵ月に一度、弊社代表との個別ランチミーティングを開催しており、コミュニケーションを通
じて、社員の皆さんの状況把握や目標設定、また、会社に求めるものなど、個々の考えをお話していただく機
会があり、風通しの良い社風となっております。
さらに、社員同士の関係性向上やリフレッシュなどを目的に、年1回の旅行（台湾・香港・マカオ・ベトナムなど）
と、定期的な夕食の場を設けております。
仕事も遊びも楽しくできる方、そして誠実で向上心のある方からのご応募をお待ちしております。
■応募方法
メール若しくは、電話にて事前連絡の上、履歴書及び職務経歴書を郵送してください。
書類審査の上、面接時間等をご連絡致します。
■募集内容
①正社員（総合職）
不動産鑑定評価/不動産売買補助業務・経理補助等
②正社員（営業）
不動産売買・仲介/不動産鑑定の営業
■応募資格
①正社員（総合職）
基本的なPCスキル（Word、Excel必須）、powerpoint（あれば尚可）
普通自動車免許第一種（必須）
宅地建物取引士・不動産鑑定士（あれば尚可）
②正社員（不動産売買営業・鑑定営業）
普通自動車免許第一種（必須）
宅地建物取引士・不動産鑑定士（あれば尚可）
■求めるスキル・人物像
弊社の理念『安心・信頼・感謝』にご賛同いただける方で、
そのために貴方が弊社にどう貢献できるかイメージできる方。
■待遇・福利厚生
①正社員（総合職）
社会保険完備（雇用、労災、健康、厚生）
鑑定実務修習諸費用の支援制度有り（実地演習実施鑑定業者）
不動産鑑定士：裁量労働制
不動産鑑定士試験合格者：残業代全額支給
交通費上限30,000円/月
②正社員（営業）
社会保険完備（雇用、労災、健康、厚生）
インセンティブ率等については個別相談いたします。
交通費上限30,000円/月
■試用期間　6ヶ月
試用期間中の行動評価・業務評価について当社が定める雇入れ基準を満たした場合、本務採用となります。

試験合格者採用希望会社一覧
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会　　　社　　　名 所　　　　　在　　　　　地 担　当　者
TEL番号
FAX番号

E-mail
HP

備　　　　考

大阪エンジニアリング（株）
〒550-0025
大阪市西区九条南2‐18‐16

総務部
　家中綾子（かちゅう）

06-6581-2815
06-6581-4878

nakamura@o-e.co.jp
https://www.o-e.co.jp/

＜仕事内容＞　不動産鑑定評価業務全般
・公的評価業務（地価公示・地価調査・相続税路線価・固定資産税等）
・民間評価業務（民間法人・不動産会社・税理士などの専門資格者から
の各種評価業務）
・公共用地の取得に伴う評価業務（鑑定評価・土地評価）
＜求める人材＞　応募要件
①不動産鑑定士の有資格者
②不動産鑑定士の試験合格者（合格見込者も含む）
③不動産鑑定士の受験経験者
④不動産鑑定の実務経験者（補助者を含む）
＜勤務時間＞　9：00～18：00（休憩1時間）
＜休暇・休日＞　完全週休2日制（土日）、祝日、年末年始、夏季休暇、
　　　　　　　　慶弔休暇（年間休日124日）
＜勤務地＞　大阪市西区九条南2‐18‐16
＜アクセス＞　Osaka Metro中央線・阪神なんば線「九条」駅徒歩5分
＜給与＞　月給250,000円～400,000円※給与は年齢・経験を考慮の上
決定想定年収：400万円～600万円
＜福利厚生＞
・社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生）
・昇給年1回、賞与年2回＋決算賞与（※過去10年以上の支給実績あり）
・交通費実費支給（月25,000円迄）
・家族手当、役職手当
・資格手当（不動産鑑定士／月50,000円、一級建築士／月30,000円、
　二級建築士／月10,000円、宅地建物取引士／月10,000円）
・退職金制度、確定拠出年金
・資格取得支援
・敷地内禁煙（屋外喫煙所あり）
＜応募方法＞　履歴書・職務経歴書を添付の上メールで送付して下さ
い。
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会　　　社　　　名 所　　　　　在　　　　　地 担　当　者
TEL番号
FAX番号

E-mail
HP

備　　　　考

（株）フジ総合鑑定　大阪事務所
〒532-0003
大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪ト
ラストタワー14F

南茂　春絵
小田　真生

06-6151-3721
06-6151-3723

nanmo@fuji-sogo.com
oda@fuji-sogo.com

https://fuji-sogo.com

◇◆◇業務拡張のため、追加募集いたします◇◆◇
不動産鑑定評価業務全般、不動産の財産評価業務全般を担当頂ける方を募集します。
・自動車運転免許のある方
・PCの基本的操作（オフィス等）の出来る方
・好奇心・向上意欲のある方
・短答式・論文式合否不問
・実務経験のある方
◆評価スタッフ◆
社員
給与　鑑定士登録者…月額30.5万円（年収488万円）～＋残業手当
         鑑定士論文式試験合格者…月額25.5万円（年収408万円）～＋残業手当
         鑑定士補助者…月額21万円（年収336万円）～＋残業手当＋資格手当
　　　　例）入社４年目鑑定士登録者…年収700万円＋残業手当
　　　　※鑑定士登録者、鑑定士論文式試験合格者は資格手当を含みます。
　　　　※残業手当は総勤務時間に応じて全額支給となります（当社規定による）。
　　　　※経験・能力を考慮します（当社規定による）。
昇給　有（年2回、当社規定による）
賞与　有（約2カ月分×年2回、当社実績による）
手当　残業手当、扶養手当、資格手当（月額最大5万円）、役職手当、通勤手当
　　　　（月額5万円迄）
休暇　週休2日・祝日・夏季/年末年始・有給休暇・お誕生日休暇・
　　　リフレッシュ休暇（勤続満年数：3年＝3日、5年＝5日、10年・15年・20年・
　　　25年・30年＝10日）
待遇等　フレックスタイム制（コアタイム10時～15時）、社会保険完備、
　　　　　　退職金（中退共、確定拠出年金（任意））、福利厚生倶楽部加入、
　　　　　  永年勤続表彰制度（勤続満年数：3年＝3万円、5年＝5万円、10年＝
　　　　　　10万円、15年＝15万円、20年＝20万円、25年＝25万円、30年＝
　　　　　　30万円）
パート・アルバイト
【時給】1200円～　※経験者優遇
【昇給】有
【賞与】無
【勤務】出勤曜日、応相談
【休暇】週休2日・祝日・夏季休暇（要件有）・年末年始・有給休暇（法定通り）・お誕生日休暇
【待遇等】交通費支給（日額2000円迄。但し週4日以上勤務は1カ月定期代5万円迄）、
 　　　　社会保険完備（法定通り）、
 　　　　永年勤続表彰制度（勤続満年数に応じた報奨金の贈呈あり）、社員登用制度あり（当社規定による）
大阪事務所は開設して10年目、業務拡大に伴い
一緒に成長して事務所を盛り上げてくれる方を募集しています。
●大阪事務所はグループ全体で43名（男性21名/女性22名、
　社員27名/パート・アルバイト16名）、
　20代～50代のスタッフが活躍しています。
●大阪事務所の不動産鑑定士は5名在籍、定着率が非常に高く働きやすい職場です。
●相続専門の税理士事務所と不動産鑑定士の協働事務所のため、
 　鑑定評価だけでなく、相続税法上の財産評価や税務知識も習得できます。
●短答式・論文式試験の合格は問いません。
　鑑定士登録費用は会社負担です。
　勉強中のスタッフは5名いますので一緒に合格を目指しましょう。
まずはお電話かメールにてお気軽にご連絡ください。
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会　　　社　　　名 所　　　　　在　　　　　地 担　当　者
TEL番号
FAX番号

E-mail
HP

備　　　　考

三菱地所リアルエステートサービス（株）

【本社】〒100-0004
東京都千代田区大手町1-9-2
大手町フィナンシャルシティグラン
キューブ11階

【関西支店】〒530-6006
大阪市北区天満橋1-8-30
 OAPタワー６階

鑑定部採用担当
03-3510-8014
03-3231-8081

saiyou@mecyes.co.jp
https://www.mecyes.co.jp/

【事務所概要】従業員17名(鑑定部門のみ)
　　　　　　　　　構成: 鑑定士9名
【募集人員】　若干名
【実務経験】　不問
【提出書類】　履歴書・職務経歴書
【選考日時】　随時
【選考方法】　書類選考、WEBテスト選考、面接複数回
【希望条件】［勤務地］
　　　　　　　①本社（東京都千代田区大手町）の鑑定部門
　　　　　　　②関西支店（大阪市北区）の鑑定部門
　　　　　　　※関西支店の鑑定部門勤務希望者は、入社後一定期間は本社鑑定部勤務になります。
　　　　　　　※全国の不動産を取扱っており、本社・関西支店ともに出張有り。
　　　　　　　［希望条件］
　　　　　　　・不動産鑑定士
　　　　　　　・鑑定実務経験者歓迎
　　　　　　　・宅地建物取引士保有の方は尚可
　　　　　　　・応募職種は総合職（異動・転勤有り）
　　　　　　　・対人コミュニケーションが得意な方
　　　　　　　・チームワークを大切にする方
　　　　　　　・向上心を有する方
【申込締切日】特になし
【その他】　　・当社鑑定部は三菱地所グループ唯一の鑑定機関で、
　　　　　　　〔1〕三菱地所グループの各事業において、プロジェクト検討段階から不動産評価領域で参画
　　　　　　　〔2〕三菱地所グループがコンサルティングを提供するプロジェクトで、不動産評価領域で参画
　　　　　　　〔3〕事業法人をはじめとする優良クライアントの拠点集約や移転、建替え、有効活用に伴う
　　　　　　　　　不動産評価
　　　　　　　〔4〕大手法律事務所をはじめとする弁護士の不動産案件をメイン業務としています。
　　　　　　　・大規模プロジェクトを間近で体感できます。
　　　　　　　・不動産鑑定士の専門的な知見を活かしながら上記のような経験を数多く積み、将来は
　　　　　　　下記のような当社が展開する多角的な不動産サービス事業領域でコンサルタントとして活躍して
　　　　　　　頂くことも可能です。
　　　　　　　　■ＣＲＥ戦略サポート、ＣＲＥ戦略支援システム『ＣＲＥ＠Ｍ』の提供
　　　　　　　　■不動産の売却・購入仲介、公的不動産の売買サポート、オフィス賃貸仲介、物流施設仲介
　　　　　　　　■オフィスビル、賃貸マンションの賃貸経営サポート、オフィスのリーシング
　　　　　　　　■相続サポート、不動産投資サポート、不動産運用サポート
　　　　　　　就業時間 7.5時間　休憩1時間　、フレックスタイム制　コアタイム10：00～16：00
　　　　　　　　休日・休暇：土日祝、年末年始6日、連続休暇4日、忌引休暇、産休・育児休暇　など
　　　　　　　　有給休暇：入社年度は採用月による。
 　　　　　　　　賞与等：賞与、退職金有り
　　　　　 　　　福利厚生：各種手当（家賃補助、扶養手当）、契約保養所（宿泊費補助）、福利厚生サービス
　　　　　　　　会社提携、自己啓発援助、資格取得援助制度　など
　　　　　 　　　拠点：本社（東京）、横浜支店、北海道支店（札幌市）、東北支店（仙台市）、名古屋支店、
　　　　　　　　関西支店（大阪市）、中国支店（広島市）、九州支店（福岡市）

（株）谷澤総合鑑定所
〒530-0005
大阪市北区中之島2丁目2番7号
（中之島セントラルタワー）

総務部
辻

06-6208-3500
06-6208-3591

http://www.tanikan.co.jp/

応募方法：事前連絡の上、履歴書(写真貼付）、職務経歴書を郵
送または持参
＊提出書類は採用選考のみに利用し返却はいたしません。
面接日：随時（後日ご連絡いたします）
応募条件：不動産鑑定士・本年修了考査合格者・不動産鑑定士
論文式試験合格者
勤務地：大阪本社
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会　　　社　　　名 所　　　　　在　　　　　地 担　当　者
TEL番号
FAX番号

E-mail
HP

備　　　　考

（株）東京カンテイ（大阪支店）

〒541-0035
大阪市中央区本町3-2-8
牧村本町ビル4階

鑑定部　森下
06-6281-3750
06-6281-2702

tomohiro.morishita@kantei.co.jp
https://www.kantei.ne.jp

事務所概要	従業員34名(鑑定部門のみ)
構成: 鑑定士22名 /事務員12名
募集人員　　2～3名
勤務地　　大阪
実務経験　不問（有れば尚可）
提出書類　履歴書、職務経歴書を下記連絡先までメールにてご送付くだ
さい（上記住所に郵送も可）。
選考日時　　随時
選考方法　　書類選考の上、面接（2～3回）
希望条件　　不動産鑑定士資格保有者(2～3名）
　◆資格取得からブランクが有り、今後実務経験を積みたい方歓迎
　◆鑑定士全員が中途入社者の働き易い職場です
　◆希望すれば他部門への異動も可能（不動産評価システムの開発な
ど）
　◆在宅勤務制度によりフレキシブルな働き方が可能
　◆勤務地は大阪（希望者は東京、名古屋勤務も可）
申込締切日　　決まり次第
その他　　【会社概要】
◆事業内容/不動産情報サービス、不動産鑑定評価、不動産コンサル
ティング、土壌汚染調査、建物診断調査等
◆会社設立/1979年
◆オフィス/本社（品川区）、大阪支店、名古屋支店、福岡支店、東北支
店
◆従業員/250名
◆会員企業（情報サービス）/3880法人（2021年9月現在）
【待遇】
◆昇給、賞与(2回)、特別賞与、インセンティブ制度、交通費全額支給
◆勤務時間/9：00～17:30（残業は繁閑によるが平均10～20ｈ/月程度）
◆休日/年間125日（土日祝日、年末年始、夏季）、有給（入社時付与）
◆その他/社会保険完備、退職金制度、確定拠出年金、保養所（東急
ハーベストクラブ等）、入院保険、インフルエンザ注射、人間ドッグ（35歳
以上）他
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会　　　社　　　名 所　　　　　在　　　　　地 担　当　者
TEL番号
FAX番号

E-mail
HP

備　　　　考

ひびき不動産鑑定（株）
〒530-0047
大阪市北区西天満5丁目8番15号

佐藤　要祐
06-6355-4182
06-6355-4581

info@hibiki-rea.com
http://www.hibiki-rea.com/

★業務拡大の為、ともに成長して頂ける方を募集します！

【募集職種】
・正社員・契約社員・・・・鑑定評価業務全般
・アルバイト・・・各種事務作業、鑑定評価補助作業（未経験可）
時　間：10時～18時（応相談）
報　酬：経験・能力を考慮し決定
休　日：土日祝日
交通費：別途支給

【希望条件】
・不動産鑑定士・実務修習生・試験合格者・受験生（アルバイト）
・PCの基本スキルがある方
・鑑定評価実務の経験を積みたい方
・将来、独立開業を希望の方（独立支援制度あり）

【会社の特徴】
一般的な鑑定評価業務（下記は主要業務）を網羅した鑑定機関です。
・公的評価（地価公示・地価調査・相続税路線価評価・固定資産税評価など）
・民間評価（民間法人、不動産会社、税理士などの専門資格者からの各種評価
業務）
・訴訟案件（賃料増減額事案、遺留分事案など、訴訟に関わる不動産評価業務）

不動産鑑定評価業務に加え、不動産仲介業務など、鑑定業務以外の業務も経験
できる鑑定機関です。鑑定評価業務については、一連の流れをご自身で経験して
頂くことによって、顧客対応も含めた鑑定評価実務のスキルアップができます。不
動産仲介業務等については希望により従事して頂くことも可能です。弊社では鑑
定業を副業としたい方も働いています。働き方は柔軟に対応しますので、お気軽
にご相談ください。

大阪・名古屋・東京に拠点をもち、全国で鑑定評価を行っております。出張で全国
に飛び回ることも多いので、様々な経験が出来ます。全員40代以下のメンバー
で、大手鑑定機関出身の不動産鑑定士3名を中心に、鑑定士4名、事務員2名の
合計6名の鑑定機関です。設立4年目の会社ですので、今後一緒に成長して頂け
る方を募集します。

【応募方法】
下記アドレス宛てに、履歴書・職務経歴書をメールください。
書類選考の上、ご連絡させて頂きます。
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会　　　社　　　名 所　　　　　在　　　　　地 担　当　者
TEL番号
FAX番号

E-mail
HP

備　　　　考

（有）朝日エステートリサーチ
〒550-0002
大阪市西区江戸堀1丁目9番1号
肥後橋センタービル18階

山内（ﾔﾏｳﾁ）
06-6448-1181
06-6448-1182

info@asahi-er.jp
http://www.asahi-er.jp

補助者又は事務アルバイトスタッフを募集しております。
弊社では不動産鑑定評価を主に行っております。
不動産鑑定業務知識の習得に加え、PCスキルアップも図れま
す。
詳細は面談の上、決定させて頂きますので、下記までご連絡くだ
さい。
１．応募資格
■補助者（社員、パート・アルバイト）
給与：経験・能力を考慮し、当社規定によって決定いたします。
時給・日給等応相談（時給千円以上保証）
時間：9：00～18：00
待遇：社会保険完備（雇用、労災、健康、厚生）、交通費全額支
給
■事務（社員、パート・アルバイト）
給与：経験・能力を考慮し、当社規定によって決定いたします。
時給・日給等応相談（時給千円以上保証）
週2日以上勤務可能な方（時間は応相談）
待遇：社会保険完備（雇用、労災、健康、厚生）、交通費全額支
給
■補助者・アルバイトとも
必須：基本的なPCスキル（Word、Excel)
希望：普通自動車免許
不動産鑑定士試験合格者・勉強者、並びに関連資格保有者・勉
強者歓迎
年齢・実務経験は問いません。
２．応募方法
履歴書（写真貼付）・職務経歴書をPDFファイル化して
info@asahi-er.jpへご送付願います。
３．選考方法
書類選考後、面接日をご連絡致します。
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会　　　社　　　名 所　　　　　在　　　　　地 担　当　者
TEL番号
FAX番号

E-mail
HP

備　　　　考

日本土地建物（株）
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-4-1

人事部　小西　英司
03-3501-6088
03-3501-2990

konishi@nittochi.co.jp
http//www.nittochi.co.jp

募集人員:若干名。
実務経験：不問（あれば尚可）
提出書類：履歴書、職務経歴書
選考日時：書類選考の上、ご連絡をさせていただきます。
選考方法：書類選考、面接をさせていただきます。
希望条件：不動産鑑定士、不動産鑑定士試験合格者（含む　合
格見込者）
申込締切日：特になし
その他：
・当社は鑑定評価制度発足以来の歴史を有し、公的評価はもと
より民間においても豊富な実績があります。
・評価対象は一般不動産（更地、オフィスビル、商業施設、住宅、
工場、物流倉庫等）から特殊不動産（ホテル、ゴルフ場、レジャー
施設、リゾート施設、山林、各種財団（工場・鉱業・観光）等）まで
多岐にわたり、幅広い経験を積み専門性を高めて頂くことが可
能です。
・グループ全体で約60名の不動産鑑定士等がその専門性を活
かし、活躍しています。
・不動産業界のなかでも社員の定着率が非常に高い会社です。

 勤務時間 9：00～17：20（休憩1時間、実働7時間20分）
 休日・休暇 休日：土日祝、年末年始6日
 年次休暇：初年度は採用月による（翌年以降は一律20日付与）
 上記の他、特別休暇・積立休暇制度有
 昇給・賞与 "昇給：年1回（4月）　賞与：年2回（6月.12月）"
福利厚生 各種手当（住宅手当、扶養手当）、保養所（箱根）等

（株）総合企画　大阪本店
〒590-0950
堺市堺区甲斐町西１－1－24

鎌田　泰志
072-233-0264
072-233-0272

m.ikeda@blue.ocn.ne.jp

・希望条件：不動産鑑定士論文式試験合格者
　　　　　　　（合格見込含む）の方、又は不動産鑑定士試験
　　　　　　　受験経験者の方
・応募方法：郵送又はE-mailにて以下の必要書類をご提出
　　　　　　　願います。（応募書類の返却はいたしません。）
　　　　　　　・履歴書（写真貼付）・職務経歴書
・選考方法：書類選考後、面接日をご連絡致します。
　　　　　　　※提出書類は採用選考のみに利用します。
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会　　　社　　　名 所　　　　　在　　　　　地 担　当　者
TEL番号
FAX番号

E-mail
HP

備　　　　考

　　　ｱﾚｯｸ
(有)　arec

〒541-0044
大阪市中央区伏見町3丁目2番4号
淀屋橋戸田ビル4階

2017/11/27より
〒541-0048
大阪市中央区瓦町３丁目４番７号
ＫＣビル３階

浅野　美香
06-6223-7255
06-6223-6161

info@arec.co.jp
http://www.arec.co.jp/

業務補助者、または事務スタッフを募集しています。
事前にＥメールで、履歴書（顔写真貼付）と職務経歴書をお送りく
ださい。書類選考後、面接日をご連絡いたします。
お問い合わせのみでも可能です。

・業務補助者（アルバイト）
　時給：1100円以上（試用期間3か月は1000円）
　勤務時間：9時～17時　週3日以上（応相談）

・事務スタッフ（アルバイト・パート）
　時給：1100円以上（試用期間3か月は1000円）
　勤務時間：週2日以上で応相談

補助者、事務スタッフとも
　要ＰＣスキル（Word,Excel)
　社会保険完備、法定有給休暇あり、交通費支給、
　土日祝休み、年末年始及び夏季休暇あり

勉強中、子育て中の方、勤務日及び勤務時間はフレキシブルに
対応可能です。

（株）晶智不動産鑑定
〒530-0047
大阪市北区西天満４丁目10番19号

下農　博之
06-6363-3311
06-6363-3312

h-shimono@shochi.co.jp
試験合格者募集（受験生も相談可）。35歳位までの方希望。まず
はメールでお問合せ下さい。


