
1 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6718-5756

URL -

年代 60代 経験年数 31年以上

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

天王寺区、阿倍野区、北区、中央区、守口市

特殊案件対応

自己PR

2 業者名 氏名

所在地

TEL 06-7503-4007

URL -

年代 開示しない 経験年数 31年以上

対応エリア 大阪府下

重点取組分野

精通エリア

豊中市、吹田市、池田市、茨木市、箕面市

特殊案件対応

自己PR

-

株式会社石上不動産鑑定 石上 達郎
イシガミフドウサンカンテイ イシガミ タツロウ

不動産鑑定士足立良夫事務所 足立 良夫
フドウサンカンテイシアダチヨシオジムショ アダチ ヨシオ

相続関連訴訟、課税関連訴訟、賃料増減額訴訟、民事再生法・会社更生法関連、立退料

土壌汚染（外部提携による対応も含む）、墓地

〒543-0053 大阪市天王寺区北河堀町２−２ シェトワ北河堀４０２

〒565-0851 大阪府吹田市千里山西２丁目１５番１号 

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、借地権

-

-



3 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6361-6705

URL -

年代 70代～ 経験年数 31年以上

対応エリア 大阪府下

重点取組分野

精通エリア

八尾市、東大阪市、大東市、四條畷市、交野市

特殊案件対応

自己PR

4 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6354-5023

URL -

年代 70代以上 経験年数 31年以上

対応エリア 大阪府下

重点取組分野

精通エリア

北区、守口市、門真市、枚方市、寝屋川市

特殊案件対応

自己PR

賃料増減額訴訟、立退料、借地権

墓地

イソベ ヒロシ

相続関連訴訟

-

-

〒530-0043 大阪市北区天満４丁目１７番１号号 宮永ビル２階２号室号室

〒530-0047 北区西天満5-6-26 コーポイセマチビル205

(株)明日香不動産研究所 石川 春子
(カブ)アスカフドウサンケンケンキュウショ イシカワ ハルコ

丁寧な鑑定を心がけております。

磯部不動産鑑定(株) 磯部 博
isobefudousankantei



5 業者名 氏名

所在地

TEL 072-922-6263

URL https://www.sinwakantei.com/

年代 70代～ 経験年数 31年以上

対応エリア 大阪府下

重点取組分野

精通エリア

八尾市、東大阪市、松原市、藤井寺市、大東市

特殊案件対応

自己PR

6 業者名 氏名

所在地

TEL 072-260-4162

URL n-rea.net

年代 40代 経験年数 11年~20年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

堺市、岸和田市、和泉市、河内⾧野市、松原市

特殊案件対応

自己PR

シンワフドウサンカンテイジムショ イトウ ノブアキ

相続関連訴訟、課税関連訴訟、賃料増減額訴訟、借地権、農地・山林

-

  不動産のエキスパートとして個人様・法人様・公的機関・税理士事務所・弁護士事務所か

らの依頼も多く、信頼をいただいております。豊富な経験と綿密な調査に基づき的確で公正

妥当な鑑定評価をいたします。具体的には、資産活用(地代・家賃)や売買交換・税務対策等

の不動産鑑定評価を行います。

なつみ不動産鑑定 今井 牧子
ナツミフドウサンカンテイ イマイ マキコ

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、民事再生法・会社更生法関連、借地権、農地・山林

土壌汚染（外部提携による対応も含む）、寺社仏閣、墓地、鉱山および採石地、風俗店及び

ラブホテル

大手鑑定会社から独立し、多数の鑑定評価を担当してきました。担当案件には、総額が数十

万円という雑種地や農地、山林から、総額数百億円という有名なビルまで、多種多様な不動

産があります。また、病院やホテル、ゴルフ場といった特殊なものから、城郭や遺跡地な

ど、その種類も多岐にわたり、鑑定評価の経験も豊富です。わかりやすく丁寧な評価をさせ

ていただきます。

信和不動産鑑定事務所 伊藤 暢昭

〒581-0868 八尾市西山本町５丁目１０番２８号 

〒591-8025 堺市北区⾧曽根町46番 アクシスクリエイティブセンター302



7 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6226-7153

URL -

年代 40代 経験年数 11年~20年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

天王寺区、浪速区、中央区、羽曳野市、藤井寺市

特殊案件対応

自己PR

8 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6534-1020

URL https://uehara-kantei.com/

年代 40代 経験年数 6年~10年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

西区、浪速区、阿倍野区、北区、中央区

特殊案件対応

自己PR

賃料増減額訴訟、民事再生法・会社更生法関連、立退料、大型収益物件、借地権

プライム不動産鑑定所 上田 元嗣
プライムフドウサンカンテイショ ウエダ モトツグ

鑑定会社に６年勤務し、その後個人開業し現在に至ります。これまでの評価実績としては税

務における法・個人間や関連会社間売買の鑑定評価、上場企業の財務諸表の為の鑑定評価、

収益物件やホテル・旅館、病院や介護施設等のヘルスケアアセット、物流施設、ショッピン

グモール、ラブホテル等の特殊物件の鑑定評価を経験しております。

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋1丁目4-11 大和ビル8号館303

〒550-0012 大阪市西区立売堀３−６−２１ ６０１号

ウエハラ不動産鑑定 上原 直記
ウエハラフドウサンカンテイ ウエハラ ナオキ

課税関連訴訟、民事再生法・会社更生法関連、大型収益物件、ホテル・旅館、シニア・医療

施設等

土壌汚染（外部提携による対応も含む）、風俗店及びラブホテル

-

弊所では、過去の実績や専門的知見に基づいた堅実な鑑定評価を志向しながらも、個々の案

件に即したオープンな対応を心掛けています。様々な困難を乗り越えるための有益で解りや

すいロジックを提供いたします。



9 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6202-3208

URL https://usui-kantei.com/

年代 50代 経験年数 11年~20年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

福島区、西区、浪速区、北区、中央区

特殊案件対応

自己PR

10 業者名 氏名

所在地

TEL 072-888-3808

URL -

年代 50代 経験年数 21年~30年

対応エリア 大阪府下

重点取組分野

精通エリア

東大阪市、岸和田市、和泉市、枚方市、大東市

特殊案件対応

自己PR

大江不動産鑑定 大江 文夫
オオエフドウサンカンテイ オオエ フミオ

相続関連訴訟、課税関連訴訟、賃料増減額訴訟、物流施設、借地権

-

通常の鑑定評価ではデータやグラフを用いたわかりやすい評価を心がけています。また、賃

料増減請求は判例等への理解も深く経験も豊富です。

（株）碓井不動産鑑定士事務所 碓井 敬三
カ）ウスイフドウサンカンテイシジムショ ウスイ ケイゾウ

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、民事再生法・会社更生法関連、立退料、大型収益物件

土壌汚染（外部提携による対応も含む）

訴訟鑑定を中心に業務を行ってます。特に継続賃料に注力しており、鑑定だけでなく賃料増

減額に係るコンサルタント業務も行っております。

〒541-0044 大阪市中央区伏見町2-2-3 伏見ビル3階

〒574-0025 大東市御供田２−３−１６ 



11 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6942-5366

URL http://www.dai-kan.co.jp/

年代 50代 経験年数 21年~30年

対応エリア 日本全国＋海外

重点取組分野

精通エリア

天王寺区、北区、中央区、生野区、堺市

特殊案件対応

自己PR

12 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6766-4388

URL -

年代 開示しない 経験年数 21年~30年

対応エリア 大阪府下

重点取組分野

精通エリア

都島区、旭区、枚方市、寝屋川市、交野市

特殊案件対応

自己PR

オオサカアプレイザル オオタ ヨシヒサ

〒540-0006 大阪市中央区法円坂1-2-7 オーシマビル5階

〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目5-10 オフィスポート大阪403号

相続関連訴訟、課税関連訴訟、賃料増減額訴訟

-

-

カブシキガイシャオオシマフドウサンカンテイ オオシマ ダイヨウ

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、立退料、大型収益物件、借地権

寺社仏閣、鉱山および採石地、風俗店及びラブホテル

-

大阪アプレイザル 太田 善久

株式会社大島不動産鑑定 大島 大容



13 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6952-5429

URL www.shin-wa.jp

年代 60代 経験年数 21年~30年

対応エリア 大阪府下

重点取組分野

精通エリア

都島区、東淀川区、旭区、城東区、淀川区

特殊案件対応

自己PR

14 業者名 氏名

所在地

TEL 072-229-7606

URL -

年代 50代 経験年数 11年~20年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

堺市、岸和田市、泉大津市、和泉市、高石市

特殊案件対応

自己PR

相続関連訴訟、民事再生法・会社更生法関連、大型収益物件、物流施設、農地・山林

-

-

緒方総合鑑定株式会社 緒方 正弘
オガタソウゴウカンテイカブシキガイシャ オガタ マサヒロ

辰和不動産

〒535-0002 大阪府大阪市旭区大宮１丁目１９番１７号 

〒590-0078 堺市堺区南瓦町１番１９ グラン・ビルド堺東９０７号

大西 薫
シンワフドウン オオニシ カオリ

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟

-

聞き取り調査等により依頼目的に応じた必要性のある鑑定を心掛けております。 鑑定報酬

等につきましても、適宜、検討させていただきます。 まずは、ご相談ください。



15 業者名 氏名

所在地

TEL 072-667-5200

URL -

年代 50代 経験年数 21年~30年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

北区、中央区、河内⾧野市、吹田市、茨木市

特殊案件対応

自己PR

16 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6676-0500

URL http://www.krel.co.jp

年代 60代 経験年数 21年~30年

対応エリア 近畿圏

重点取組分野

精通エリア

中央区、住吉区、東住吉区、堺市、貝塚市

特殊案件対応

自己PR

株式会社川久保不動産鑑定士事務所 川久保 肇
カブシキガイシャ カワクボフドウサンカンテイシジムショ カワクボ ハジメ

株式会社 川崎不動産研究所 川崎 隆

相続関連訴訟、課税関連訴訟、賃料増減額訴訟、物流施設、借地権

-

ケースバイケースで柔軟に対応致します。  当社ホームページ http://www.krel.co.jp

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、大型収益物件、シニア・医療施設等、借地権

土壌汚染（外部提携による対応も含む）、寺社仏閣、墓地、鉱山および採石地、風俗店及び

ラブホテル

ほとんどの類型で経験があり、対応可能です。池沼、大規模地、定期借地権、限定価格、山

林、農地、立退料その他、特殊案件でもお受けします。日本全国対応可能です。

カブシキガイシャ カワサキフドウサンケンキュウショ カワサキ タカシ

〒567-0826 茨木市大池１丁目２番２６号 

〒558-0043 大阪市住吉区墨江１丁目８番１０号 



17 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6292-1456

URL -

年代 開示しない 経験年数 31年以上

対応エリア 近畿圏

重点取組分野

精通エリア

北区、住吉区、東住吉区、豊中市、吹田市

特殊案件対応

自己PR

18 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6568-9423

URL -

年代 50代 経験年数 21年~30年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

西区、北区、中央区、東大阪市、堺市

特殊案件対応

自己PR

-

合同会社 プリシード

〒531-0071 大阪市北区中津1-12-11 メロディハイム中津弐番館５１０号

木島 百代
ゴウドウガイシャ プリシード キジマ モモヨ

賃料増減額訴訟、立退料、大型収益物件、ショッピングセンター、借地権

動産評価（外部提携による対応も含む）

北川不動産鑑定事務所 北川 忠志
キタガワフドウサンカンテイジムショ キタガワ タダシ

〒550-0027 大阪市西区九条2-13-20-605 

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、大型収益物件、ホテル・旅館、シニア・医療施設等

風俗店及びラブホテル

当事務所においては、風俗店、ラブホテル、医療施設、高齢者関連施設等の特殊収益物件の

実績が多数あります。



19 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6809-6639

URL -

年代 50代 経験年数 21年~30年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

西区、天王寺区、浪速区、阿倍野区、中央区

特殊案件対応

自己PR

20 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6316-8316

URL -

年代 50代 経験年数 21年~30年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

福島区、此花区、港区、大正区、西淀川区

特殊案件対応

自己PR

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、民事再生法・会社更生法関連、大型収益物件、借地権

株価評価、土壌汚染（外部提携による対応も含む）、風俗店及びラブホテル

大阪高等裁判所、大阪・兵庫・京都の各地方裁判所、大阪家庭裁判所から依頼を受け鑑定評

価の実施してきた経験がございます。京都に所在するグループ会社である㈱みやこ不動産鑑

定所と連携して、全国規模の鑑定評価に対応することができます。

〒540-0006 大阪市中央区法円坂1-2-7 

〒530-0047 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

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、立退料、借地権

-

説明責任を尽くした丁寧な評価を心がけております。

株式会社 みやこ不動産鑑定所 木村 惠子
カ）ミヤコフドウサンカンテイショ キムラ ケイコ

株式会社オリーブ不動産鑑定 北谷 奈穂子
オリーブフドウサンカンテイ キタヤ ナホコ



21 業者名 氏名

所在地

TEL 090-1077-2035

URL -

年代 開示しない 経験年数 11年~20年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

中央区、枚方市、寝屋川市、大東市、四條畷市

特殊案件対応

自己PR

22 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6854-0002

URL http://www.z-plan.jpn.com/

年代 60代 経験年数 31年以上

対応エリア 近畿圏

重点取組分野

精通エリア

北区、中央区、豊中市、池田市、箕面市

特殊案件対応

自己PR

カブシキガイシャザイサンプランニングケンキュウショ クマザワ イチロウ

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、民事再生法・会社更生法関連、大型収益物件、ショッピン

グセンター

動産評価（外部提携による対応も含む）、土壌汚染（外部提携による対応も含む）

〒541-0046 大阪市中央区平野町４−８−５ RE-013 6階

〒560-0011 豊中市上野西１丁目10-7 

⾧年にわたる訴訟上の鑑定等で培った経験を活かしていきたいと思います。

株式会社中村不動産鑑定士事務所 楠田 昌弘
カブシキガイシャナカムラフドウサンカンテイシジムショ クスダ マサヒロ

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、民事再生法・会社更生法関連、立退料、物流施設

株価評価、動産評価（外部提携による対応も含む）

賃料増減額訴訟、相続関連訴訟、民事再生法関連、立退料等の評価について、多数の実績が

あります。また、私は税理士でもあり、税務・不動産の総合的な見地からの案件対応が可能

です。

株式会社財産プランニング研究所 熊澤 一郎



23 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6361-6560

URL -

年代 70代～ 経験年数 31年以上

対応エリア 近畿圏

重点取組分野

精通エリア

天王寺区、浪速区、北区、中央区、枚方市

特殊案件対応

自己PR

24 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6233-8664

URL -

年代 50代 経験年数 21年~30年

対応エリア 大阪府下

重点取組分野

精通エリア

八尾市、東大阪市、松原市、羽曳野市、藤井寺市

特殊案件対応

自己PR

収益案件は価格評価、賃料評価いずれも比較的取り扱い多いです。特殊案件、ご相談くださ

い。

フドウサンカンテイシゴトウコウキジムショ ゴトウ コウキ

賃料増減額訴訟、民事再生法・会社更生法関連、ホテル・旅館、パチンコ店

-

〒541-0048 大阪市中央区瓦町4-3-14 御堂アーバンライフ605号

株式会社五島不動産鑑定所 五島 輝美
カブシキガイシャゴシマフドウサンカンテイショ

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目6-26 コーポイセマチビル205号

ゴシマ テルミ

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、民事再生法・会社更生法関連、立退料、テーマパーク

動産評価（外部提携による対応も含む）、墓地、風俗店及びラブホテル

現行の不動産鑑定評価基準の制約下での訴訟鑑定（当事者鑑定）について、弁論としての鑑

定（依頼者の主張にどこまで寄り添えるか）領域の確立を目指して研究を続けています。継

続賃料評価、立退料、遺産分割訴訟等の鑑定領域は不完全であり、その都度具体的に事件に

沿った鑑定方針を作成する必要があり、担当弁護士との綿密な打合せのもとに鑑定書を作成

していきます。

不動産鑑定士後藤幸基事務所 後藤 幸基



25 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6941-6388

URL https://www.smile-21.net

年代 50代 経験年数 11年~20年

対応エリア 大阪府下

重点取組分野

精通エリア

鶴見区、富田林市、河内⾧野市、大阪狭山市

特殊案件対応

自己PR

26 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6209-0701

URL http://kobayashi-rea.co.jp/

年代 40代 経験年数 11年~20年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

北区、中央区、此花区、豊中市、吹田市

特殊案件対応

自己PR

コバヤシ ヤスユキ

借地権

-

-

（株）小林商事不動産鑑定事務所 小林 敬一

不動産と一言でいっても、多様な資格があり、専門知識もそれぞれ異なります。 私は、不

動産分野の主要な国家資格を全て取得しており、幅広い知識でサポートさせていただきま

す。 不動産のお悩み全般 気軽にご相談ください。  【保有国家資格】 ・不動産鑑定士 ・土

地家屋調査士 ・測量士 ・マンション管理士 ・管理業務主任者 ・宅地建物取引士

カ）コバヤシショウジフドウサンカンテイジムショ コバヤシ ケイイチ

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、民事再生法・会社更生法関連、ホテル・旅館、シニア・医

療施設等

株価評価

〒540-0026 大阪市中央区内本町2-3-8 ダイアパレスビル本町201

〒541-0048 大阪市中央区瓦町三丁目４番９号 ステーツ本町７F

株式会社上町コンサルティング 小林 康之
ウエマチコンサルティング



27 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6209-0701

URL http://kobayashi-rea.co.jp/

年代 70代～ 経験年数 31年以上

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

堺市、岸和田市、貝塚市、吹田市、摂津市

特殊案件対応

自己PR

28 業者名 氏名

所在地

TEL 06-7639-6370

URL -

年代 50代 経験年数 6年~10年

対応エリア 近畿圏

重点取組分野

精通エリア

天王寺区、阿倍野区、北区、中央区、豊中市

特殊案件対応

自己PR

約４０年のキャリアがあり、豊富な経験と確かな実績があります。 弊社には、若手の鑑定

士もおり、最新の評価に対応しています。 気軽にご相談ください。  リバースモーゲージの

研究家で、著書もあり。 【著書】 高齢化社会の資産活用術リバースモーゲージ -その仕組

みと問題点

小林総合鑑定所 小林 猛

（株）小林商事不動産鑑定事務所 小林 和則
カ）コバヤシショウジフドウサンカンテイジムショ

〒541-0048 大阪市中央区瓦町三丁目４番９号 ステーツ本町７F

株価評価

コバヤシ カズノリ

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、民事再生法・会社更生法関連、テーマパーク、借地権

多数の継続賃料評価の実務経験（住居・商業施設・医療施設・工場・物流倉庫・サブリース

等）があり、これまでの経験を活かしながら各案件に取り組んで参る所存でございます。

コバヤシソウゴウカンテイショ コバヤシ タケシ

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、立退料、シニア・医療施設等、借地権

動産評価（外部提携による対応も含む）、土壌汚染（外部提携による対応も含む）

〒541-0046 大阪市中央区平野町2丁目2番12号 



29 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6941-6942

URL https://yuki-app.com/

年代 50代 経験年数 21年~30年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

城東区、鶴見区、八尾市、柏原市、東大阪市

特殊案件対応

自己PR

30 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6556-9700

URL https://t-kantei.net/

年代 60代 経験年数 21年~30年

対応エリア 大阪府下

重点取組分野

精通エリア

貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町

特殊案件対応

自己PR

ユキアプレイザル 坂口 由記
ユキアプレイザル サカグチ ユキ

〒540-0033 大阪市中央区石町1丁目2番1号 天満橋スカイハイツ910号

〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町2丁目2番4−706号 

トシソウゴウカンテイ シバヤマ マサヒコ

相続関連訴訟

-

これまで、一般鑑定評価として、金融機関による担保評価・売買評価、個人及び一般企業に

よる資産評価・売買評価・賃料評価、税理士による相続財産評価・資産評価、裁判所及び弁

護士による争訟評価、近畿地方整備局による国有財産売払いの鑑定評価、大阪国税局による

差押不動産の公売評価、大阪府及び大阪市による公共用地の取得・売払いの鑑定評価、大阪

府社会 福祉協議会による生活資金貸付の担保評価等を行って参りました。

相続関連訴訟、課税関連訴訟、賃料増減額訴訟、物流施設、農地・山林

-

平成14年より天満橋において独立開業、一人で切り盛りしております。不動産の売買や等価

交換、賃貸借、相続、担保、訴訟など多岐にわたる鑑定評価業務を経験していますが、特に

業務の中では、賃料増減額や遺産分割に絡む鑑定評価を取り扱うことが多く、ひとりひとり

と向き合ってお話を伺い、わかりやすく丁寧な説明を心がけています。

都市総合鑑定 柴山 雅彦



31 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6768-0061

URL r-brain.biz

年代 50代 経験年数 11年~20年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

天王寺区、阿倍野区、北区、中央区、東成区

特殊案件対応

自己PR

32 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6363-3311

URL -

年代 50代 経験年数 21年~30年

対応エリア 近畿圏

重点取組分野

精通エリア

八尾市、柏原市、東大阪市

特殊案件対応

自己PR

リアルブレインフドウサンカンティ シマダ ケンキチ

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、民事再生法・会社更生法関連、大型収益物件、借地権

-

賃料の評価 オーナーと自社の間の売買など

株式会社 晶智不動産鑑定 下農 博之
カ）ショウチフドウサンカンテイ シモノ ヒロユキ

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、民事再生法・会社更生法関連、大型収益物件、借地権

-

-

〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目10番19号 ＯＰＳ西天満ビル301号

〒543-0001 大阪市天王寺区上本町1-1-20 三越不動産ビル3階

株式会社リアルブレイン不動産鑑定 嶋田 謙吉



33 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6121-3014

URL http://kansai-kantei.co.jp

年代 40代 経験年数 11年~20年

対応エリア 大阪府下

重点取組分野

精通エリア

西成区、東住吉区、住吉区、吹田市、摂津市

特殊案件対応

自己PR

34 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6940-4295

URL -

年代 50代 経験年数 11年~20年

対応エリア 近畿圏

重点取組分野

精通エリア

柏原市、堺市、松原市、羽曳野市、藤井寺市

特殊案件対応

自己PR

スギワカ ヒロタカ

賃料増減額訴訟、立退料

-

訴訟領域の鑑定における経験を踏まえ、依頼者様及び弁護士の先生と協力しながら仕事を進

めることをモットーにしております。

有限会社関不動産鑑定事務所

〒541-0041 大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪北浜509号室

〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番13号 新老松ビル１階６号

関 敦生
セキフドウサンカンテイジムショ セキ アツオ

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、立退料、借地権、農地・山林

動産評価（外部提携による対応も含む）、寺社仏閣、墓地、鉱山および採石地

独自の取組として「空き家問題」をライフワークとしています。派生する問題は多岐に渡り

ますが、特に現在は所有者不明土地を重点的課題として捉え、官民連携し活動しています。

株式会社関西総合鑑定所 大阪事務所 杉若 浩孝
カ）カンサイソウゴウカンテイショ オオサカジムショ



35 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6881-2107

URL http://sekino-kantei.jp/

年代 50代 経験年数 21年~30年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

福島区、西区、天王寺区、北区、中央区

特殊案件対応

自己PR

36 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6354-5585

URL -

年代 50代 経験年数 21年~30年

対応エリア 大阪府下

重点取組分野

精通エリア

守口市、門真市、東大阪市、枚方市、寝屋川市

特殊案件対応

自己PR

賃料増減額請求事件、遺産分割請求事件、遺留分侵害請求事件等に係る評価実績が豊富であ

る。

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、立退料、借地権

-

〒530-0041 大阪市北区天神橋3-3-3 イシカワビル５階 

有限会社高橋不動産鑑定事務所 高橋 誠
ユウゲンガイシャタカハシフドウサンカンテイジムショ タカハシ マコト

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、民事再生法・会社更生法関連、立退料、シニア・医療施設

等

-

-

株式会社関野不動産鑑定事務所 関野 肇
カブシキガイシャセキノフドウサンカンテイジムショ セキノ ハジメ

〒530-0044 大阪市北区東天満２−６−７ 



37 業者名 氏名

所在地

TEL 06-4706-8500

URL -

年代 50代 経験年数 11年~20年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

中央区、池田市、高槻市、茨木市、箕面市

特殊案件対応

自己PR

38 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6940-7586

URL -

年代 50代 経験年数 21年~30年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

豊中市、吹田市、池田市、茨木市、箕面市

特殊案件対応

自己PR

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、大型収益物件、物流施設、ホテル・旅館

株式会社たけうち鑑定事務所 竹内 専

土壌汚染（外部提携による対応も含む）

専門職業家として、公平・公正な態度を保持し、誠実に不動産の鑑定評価を行います。よろ

しくお願いいたします。

タケウチカンテイジムショ

〒541-0041 大阪市中央区北浜3丁目5番19号 淀屋橋ホワイトビル9階

〒550-0002 大阪市西区江戸堀１−１８−１２ タマリスビル４階

タケウチ マコト

相続関連訴訟、課税関連訴訟、賃料増減額訴訟、立退料、大型収益物件

-

-

株式会社 立入不動産鑑定所 立入 健一郎
カブシキガイシャ タチイリフドウサンカンテイショ タチイリ ケンイチロウ



39 業者名 氏名

所在地

TEL 072-665-4626

URL https://ttymsh.wixsite.com/tateyama-kantei/home

年代 開示しない 経験年数 開示しない

対応エリア 近畿圏

重点取組分野

精通エリア

浪速区、北区、中央区、摂津市、茨木市

特殊案件対応

自己PR

40 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6223-2522

URL -

年代 60代 経験年数 31年以上

対応エリア 近畿圏

重点取組分野

精通エリア

堺市、岸和田市、和泉市、泉佐野市、阪南市

特殊案件対応

自己PR

カブシキガイシャタテヤマソウゴウカンテイ タテヤマ ソウヘイ

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、立退料、大型収益物件、農地・山林

風俗店及びラブホテル

茨木市を拠点に鑑定評価業務を行っていますが、地価公示等の公的評価は大阪市内 を担当

しているため、特に大阪市内及び北摂地域に精通しています。 また、一級建築士及び一級

土木施工管理技士であるため、建築・土木に詳しい不動産 鑑定士として業務を行っていま

す。

ユウゲンガイシャアプレイザルカンサイ タマハラ エイジ

〒567-0034 茨木市中穂積１−１−５２ アメニティ夢Ⅲ 205号

株式会社たてやま総合鑑定 立山 壮平

相続関連訴訟、課税関連訴訟、賃料増減額訴訟、民事再生法・会社更生法関連、立退料

-

副会⾧理事歴任

有限会社アプレイザルカンサイ 玉原 栄治

〒541-0048 大阪市中央区瓦町３−４−７ ＫＣビル



41 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6942-5366

URL -

年代 60代 経験年数 6年~10年

対応エリア 大阪府下

重点取組分野

精通エリア

西淀川区、淀川区、八尾市、柏原市、東大阪市

特殊案件対応

自己PR

42 業者名 氏名

所在地

TEL 072-630-0815

URL -

年代 50代 経験年数 21年~30年

対応エリア 大阪府下

重点取組分野

精通エリア

豊中市、高槻市、茨木市、箕面市、島本町

特殊案件対応

自己PR

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟

-

-

土井不動産鑑定事務所 土井 郁子
ドイフドウサンカンテイジムショ ドイ イクコ

株式会社大島不動産鑑定

〒540-0006 大阪市中央区法円坂1丁目2番7号 オーシマビル5階

相続関連訴訟

-

-

土井 恭子
カブシキカイシャオオシマフドウサンカンテイ ドイ キョウコ

〒567-0891 茨木市水尾2-1-35-903 



43 業者名 氏名

所在地

TEL 080-5341-5066

URL https://www.toyo-re.co.jp/

年代 60代 経験年数 11年~20年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

福島区、西区、北区、中央区、淀川区

特殊案件対応

自己PR

44 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6356-7900

URL -

年代 50代 経験年数 21年~30年

対応エリア 大阪府下

重点取組分野

精通エリア

北区、住吉区、平野区、都島区、旭区

特殊案件対応

自己PR

不動産市場を巡る変化の中で、公正・中立な立場から不動産の経済価値(価格、賃料)を客観

的・合理的に評価し、さらに社会のニーズに合わせ一人一人のお客様に対して誠心誠意ご対

応させて頂きます。

東洋不動産株式会社 冨岡 英明
トウヨウフドウサン トミオカ ヒデアキ

賃料増減額訴訟、民事再生法・会社更生法関連、ショッピングセンター、ホテル・旅館、シ

ニア・医療施設等

〒541-0044 大阪市中央区伏見町４−４−９ 淀屋橋東洋ビル

〒531-0041 大阪市北区天神橋7丁目12-14 グレーシィ天神橋1004

株価評価、動産評価（外部提携による対応も含む）、土壌汚染（外部提携による対応も含

む）、風俗店及びラブホテル

不動産コンサルティングの観点から紛争解決の糸口を見つけます。 不動産会社ならではの

情報量をベースに説明責任を果たします。

合同会社 富田不動産鑑定 富田 浩二
ゴウドウガイシャ トミタフドウサンカンテイ トミタ コウジ

賃料増減額訴訟、民事再生法・会社更生法関連、ホテル・旅館、パチンコ店、借地権

土壌汚染（外部提携による対応も含む）



45 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6945-4025

URL -

年代 開示しない 経験年数 31年以上

対応エリア 大阪府下

重点取組分野

精通エリア

天王寺区、北区、中央区、八尾市、東大阪市

特殊案件対応

自己PR

46 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6110-5349

URL -

年代 50代 経験年数 21年~30年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

福島区、西区、北区、中央区、羽曳野市

特殊案件対応

自己PR

ナガオカンテイ ナガオ シゲノブ

相続関連訴訟、課税関連訴訟、賃料増減額訴訟、立退料、借地権

株価評価

１ 税理士との併用資格で、相続税を主に課税関連全般の評価に精通しています。また、同

目的の評価に必要な判例や裁判例の収集（TAINS、Westlaw等）分析を⾧期に及び行ってお

り、税目別・各種の訴訟鑑定や交渉資料の作成が可能です。。 ２ ⾧期に大阪府不動産鑑

定士協会で「賃料」「立退料」「借地権」の調査研究を経験し、鑑定書のみならず、争点比

較や必要なデータ収集分析などの補助業務にも対応できます。

株式会社 中井綜合鑑定所 中井 敬和

〒540-0029 大阪市中央区 本町橋6−21

〒530-0001 大阪市北区梅田1-11-4-1000 大阪駅前第４ビル１０階

-

-

⾧尾鑑定 ⾧尾 成信

カブシキガイシャ ナカイソウゴウカンテイショ ナカイ ユキカズ

-



47 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6821-7780

URL https://kantei-izumi.com/

年代 40代 経験年数 11年~20年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

堺市、泉大津市、和泉市、豊中市、吹田市

特殊案件対応

自己PR

48 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6443-6883

URL -

年代 40代 経験年数 11年~20年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

福島区、住吉区、東住吉区、西成区、平野区

特殊案件対応

自己PR

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、立退料、大型収益物件、借地権

-

当方では、できるだけ丁寧な対応を心掛け、一般的な不動産鑑定業務のほか、地主様へのサ

ポート業務や、税務関連、係争関連の評価業務を行っております。日本全国対応させて頂き

ますが、精通エリアとしては、大阪市内のほか、不動産鑑定業を起業時した時の事務所所在

地が神戸市であった事もあり、比較的そちらの方にも精通しております。

いずみ総合鑑定 中塚 新一

弁護士・司法書士・税理士・建築士等の外部専門家や、不動産会社・建設会社等とのネット

ワークを有し、不動産に関するワンストップサービスを可能にします。また、これらの外部

専門家と共同し、より質の高い総合的な情報を提供いたします。  現在は、相続に関する不

動産評価及び、訴訟が絡む不動産鑑定評価に力を入れ、中立的な立場から問題解決すること

を目的に業務を行っております。

㈱日本不動産鑑定 中西 賢一
ニホンフドウサンカンテイ ナカニシ ケンイチ

相続関連訴訟、課税関連訴訟、賃料増減額訴訟、ホテル・旅館、借地権

風俗店及びラブホテル

イズミソウゴウカンテイ ナカツカ シンイチ

〒564-0062 吹田市垂水町3丁目4-27 山本ビル4階

〒553-0004 大阪府大阪市福島区玉川4-13-17-202 



49 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6761-8112

URL -

年代 50代 経験年数 21年~30年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

西区、浪速区、北区、中央区、東大阪市

特殊案件対応

自己PR

50 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6581-2815

URL http://www.o-e.co.jp/

年代 60代 経験年数 21年~30年

対応エリア 近畿圏

重点取組分野

精通エリア

西区、港区、大正区、住吉区、西成区

特殊案件対応

自己PR

株式会社 田園不動産鑑定 中野 聡
デンエンフドウサンカンテイデンエンフドウサンカンテイ ナカノ サトシ

-

大阪エンジニアリング株式会社 中村 雄一
オオサカエンジニアリングカブシキガイシャ

賃料増減額訴訟、立退料、大型収益物件、借地権、農地・山林

株価評価、動産評価（外部提携による対応も含む）、土壌汚染（外部提携による対応も含

む）、寺社仏閣、墓地、風俗店及びラブホテル

ナカムラ ユウイチ

-

-

-

〒542-0012 大阪市中央区谷町9丁目1-22 

〒550-0025 大阪府大阪市西区九条南2-18-16 大阪エンジニアリング株式会社



51 業者名 氏名

所在地

TEL 06-4708-5536

URL http://www.nakamura-kantei.com/

年代 開示しない 経験年数 11年~20年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

天王寺区、浪速区、阿倍野区、北区、中央区

特殊案件対応

自己PR

52 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6361-6705

URL -

年代 40代 経験年数 5年未満

対応エリア 大阪府下

重点取組分野

精通エリア

都島区、城東区、守口市、東大阪市、枚方市

特殊案件対応

自己PR

-

まだまだ役者不足ではありますが、丁寧でわかりやすい鑑定書の作成に努めたいと思ってお

ります。よろしくお願いいたします。

アスカフドウサンケンキュウショ ナカヤマ ユカ

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、借地権

〒541-0046 大阪市中央区平野町4−8−5 6階 

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目6番26号 コーポイセマチビル205号室

ナカムラフドウサンカンテイシジムショ ナカムラ シュウゾウ

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、民事再生法・会社更生法関連、立退料、大型収益物件

株価評価、動産評価（外部提携による対応も含む）、土壌汚染（外部提携による対応も含

む）、寺社仏閣、墓地、風俗店及びラブホテル

電話相談無料です。お気軽にご連絡ください。 弊社の概要はHPからご確認ください。

株式会社 明日香不動産研究所 中山 悠香

株式会社中村不動産鑑定士事務所 中村 周造



53 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6584-7301

URL http://www.nambakantei.co.jp/

年代 開示しない 経験年数 31年以上

対応エリア 近畿圏

重点取組分野

精通エリア

福島区、西区、此花区、港区、大正区

特殊案件対応

自己PR

54 業者名 氏名

所在地

TEL 072-252-2772

URL -

年代 60代 経験年数 31年以上

対応エリア 大阪府下

重点取組分野

精通エリア

堺市、和泉市、高石市、河内⾧野市、松原市

特殊案件対応

自己PR

ニシカワ カズタカ

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、パチンコ店、借地権、農地・山林

-

-

株式会社難波不動産鑑定 難波 里美
カブシキガイシャナンバフドウサンカンテイ ナンバ サトミ

継続賃料並びに事業用不動産の賃料・価格評価が得意分野です。

成邦不動産鑑定 株式会社 西川 和孝
セイホウフドウサンカンテイ カブシキガイシャ

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、立退料、ショッピングセンター、シニア・医療施設等

墓地、風俗店及びラブホテル

〒550-0027 大阪市西区九条1丁目6番23号 向井ビル

〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁8番10 西川商事ビル5F



55 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6120-6633

URL http://www.hashimoto-kantei.com/

年代 50代 経験年数 31年以上

対応エリア 日本全国＋海外

重点取組分野

精通エリア

西区、天王寺区、浪速区、北区、中央区

特殊案件対応

自己PR

56 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6949-2327

URL -

年代 50代 経験年数 21年~30年

対応エリア 大阪府下

重点取組分野

精通エリア

中央区、都島区、淀川区、守口市、門真市

特殊案件対応

自己PR

ハラグチフドウサンカンテイジムショ ハラグチ トモヨシ

-

土壌汚染（外部提携による対応も含む）、風俗店及びラブホテル

-

カブシキカイシャ ハシモトソウゴウカンテイ ハシモト カズシ

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、民事再生法・会社更生法関連、ホテル・旅館、シニア・医

療施設等

動産評価（外部提携による対応も含む）、風俗店及びラブホテル

34年を超える鑑定評価の実績を有し、どのような案件についても、必ずや何らかの回答をお

出し致します。

原口不動産鑑定事務所 原口 友良

〒541-0054 大阪市中央区南本町3-3-23 インペリアル船場513号

〒540-0037 大阪市中央区内平野町1-2-9 グランドメゾン大手前８０３

株式会社橋本総合鑑定 橋本 一志



57 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6718-5756

URL -

年代 50代 経験年数 11年~20年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

東住吉区、平野区、守口市、枚方市、寝屋川市

特殊案件対応

自己PR

58 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6203-8370

URL -

年代 70代～ 経験年数 31年以上

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

北区、中央区、東大阪市、高槻市、茨木市

特殊案件対応

自己PR

〒541-0041 大阪市中央区北浜3-5-19 淀屋橋ホワイトビル914

賃料増減額訴訟、立退料、物流施設、ゴルフ場、借地権

土壌汚染（外部提携による対応も含む）、墓地

業界最大手の一般財団法人に約28年在職後、平成14年に開業しました。実務経験年数約47

年のベテランです。同法人在籍中には鑑定評価の審査や実務の指導者としての経験がありま

す。そのほか、課税庁の固定資産評価審査委員会委員等の公的委員の経験も豊富です。

フドウサンカンテイシアダチヨシオジムショ ハラダ ヒロユキ

相続関連訴訟、課税関連訴訟、賃料増減額訴訟

-

-

東不動産鑑定事務所 東 徹
ヒガシフドウサンカンテイジムショ ヒガシ トオル

〒543-0053 大阪市天王寺区北河堀町２−２ シェトワ北河堀４０２

不動産鑑定士足立良夫事務所 原田 裕之



59 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6361-3912

URL -

年代 70代～ 経験年数 31年以上

対応エリア 大阪府下

重点取組分野

精通エリア

福島区、西区、天王寺区、北区、中央区

特殊案件対応

自己PR

60 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6948-8215

URL https://kizuki-ap.com/

年代 50代 経験年数 11年~20年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

福島区、西区、天王寺区、北区、中央区

特殊案件対応

自己PR

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、大型収益物件、ゴルフ場、借地権

動産評価（外部提携による対応も含む）、土壌汚染（外部提携による対応も含む）、墓地

過去実績100件以上。データに基づく不動産の価格評価、賃料の評価が行えます。全国対応

可能です。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

株式会社輝づき不動産 福嶋 千恵子
カブシキガイシャキヅキフドウサン フクシマ チエコ

エイチ・ビ−・ユ−廣内不動産鑑定(株)

〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目5番5号 マ−キス梅田513号室

〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-15 三恵ビル6階601号室

廣内 禎介
エイイ・ビ−・ユ−ヒロウチフドウサンカンテイカブシキカイシヤ ヒロウチ テイスケ

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、立退料、パチンコ店、借地権

墓地

-



61 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6362-3303

URL https://jll-morii.co.jp/

年代 40代 経験年数 11年~20年

対応エリア 近畿圏

重点取組分野

精通エリア

港区、西淀川区、住吉区、住之江区、堺市

特殊案件対応

自己PR

62 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6364-2813

URL -

年代 60代 経験年数 21年~30年

対応エリア 大阪府下

重点取組分野

精通エリア

北区、旭区、豊中市、吹田市、摂津市

特殊案件対応

自己PR

フジワラ ヒロシ

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟

-

事務所開設以来20年余にわたり、北摂方面及び大阪市内を中心に鑑定評価業務に携わってま

いりました。

JLL森井鑑定株式会社 藤田 康雅
ジェイエルエルモリイカンテイカブシキガイシャ フジタ ヤスマサ

賃料増減額訴訟、大型収益物件、物流施設、ホテル・旅館、シニア・医療施設等

-

〒530-0047 大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング2F

不動産鑑定評価が紛争解決の一助となるように業務に努めます。

藤原不動産鑑定事務所 藤原 博司
フジワラフドウサンカンテイジムショ

〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町2-1-23 藤原ビル9F



63 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6881-3939

URL -

年代 開示しない 経験年数 21年~30年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

堺市、松原市、藤井寺市、枚方市、寝屋川市

特殊案件対応

自己PR

64 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6631-5115

URL -

年代 60代 経験年数 11年~20年

対応エリア 大阪府下

重点取組分野

精通エリア

浪速区、中央区、堺市、岸和田市、和泉市

特殊案件対応

自己PR

マキフドウサンカンテイ マキ シノブ

相続関連訴訟

-

〒556-0004 大阪市浪速区 日本橋西1-1-12

-

ランドウォッチ研究所 前田 陽子

-

遺産分割、限定承認、財産分与等にともなう不動産評価をほぼ毎年行っています。

有限会社 牧不動産鑑定 牧 士宣

ランドウォッチケンキュウジョ マエダ ヨウコ

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟

〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号 八千代ビル東館



65 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6311-2659

URL -

年代 50代 経験年数 21年~30年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

岸和田市、和泉市、高石市、枚方市、豊中市

特殊案件対応

自己PR

66 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6202-2060

URL -

年代 60代 経験年数 21年~30年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

福島区、浪速区、北区、中央区、東大阪市

特殊案件対応

自己PR

相続関連訴訟、課税関連訴訟、賃料増減額訴訟、民事再生法・会社更生法関連、物流施設

-

司法書士業（不動産権利関係業務が中心）も兼業しております。

有限会社春日不動産鑑定事務所 松田 嘉代子
ユ）カスガフドウサンカンテイジムショ

盟和鑑定株式会社 松井 康治
メイワカンテイ マツイ コウジ

〒530-0047 大阪市北区西天満4-5-5 マーキス梅田903号

〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-3-2 クラッシィタワー淀屋橋801

マツダ カヨコ

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、民事再生法・会社更生法関連、立退料、ホテル・旅館

株価評価、土壌汚染（外部提携による対応も含む）、墓地、風俗店及びラブホテル

弊社はリピーターが多いのが自慢の鑑定事務所です。これまで培ってきた経験を活かして、

広域かつ迅速、適正に価格を求めます。地方案件や借地権、立退料、賃料増減額、相続、M

＆A、林地等あらゆる案件に対応します。



67 業者名 氏名

所在地

TEL 06-4705-9270

URL -

年代 開示しない 経験年数 21年~30年

対応エリア 大阪府下

重点取組分野

精通エリア

旭区、淀川区、鶴見区、守口市、門真市

特殊案件対応

自己PR

68 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6365-5460

URL http://www.a-kantei.co.jp

年代 60代 経験年数 21年~30年

対応エリア 近畿圏

重点取組分野

精通エリア

豊中市、池田市、高槻市、茨木市、箕面市

特殊案件対応

自己PR

マツナガ アキラ

賃料増減額訴訟、立退料、物流施設、パチンコ店、借地権

-

不動産の鑑定評価において、高度な分野は権利調整である。当職は、賃料評価、借地権評

価、立退料といった分野を得意とし、最高裁判例を理解した上で、特に継続賃料では、増減

額請求の当否を判断するにおいて、当事者間の当初の賃料額決定要素を十分に把握して、双

方が納得せざるを得ない的確な相当賃料を算出する鑑定評価を旨としています。

マツタニツヨシジムショ マツタニ ツヨシ

相続関連訴訟、ショッピングセンター、物流施設、ホテル・旅館、シニア・医療施設等

-

-

株式会社アクセス鑑定 松永 明
カブシキガイシャ アクセスカンテイ

〒530-0047 大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル３号館 ６階

〒541-0052 大阪市中央区安土町1丁目5番9号 ゼニヤベストビル2Ｅ号室

松谷確事務所 松谷 確



69 業者名 氏名

所在地

TEL 072-255-2283

URL -

年代 60代 経験年数 21年~30年

対応エリア 近畿圏

重点取組分野

精通エリア

東大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、河内⾧野市

特殊案件対応

自己PR

70 業者名 氏名

所在地

TEL 06-4708-5452

URL www.hanwa-ad.com

年代 50代 経験年数 21年~30年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

堺市、岸和田市、泉大津市、和泉市、高石市

特殊案件対応

自己PR

相続関連訴訟、課税関連訴訟、シニア・医療施設等、農地・山林、借地権

-

森脇総合鑑定事務所 森脇 信次

-

平成8年に不動産鑑定士登録し、以降、大阪地方裁判所、大阪家庭裁判所をはじめ、地方自

治体や金融機関からの依頼を中心に鑑定評価を行っております。現在、岸和田市不動産評価

委員会専門委員を務めさせて頂いており、過去に国土交通省地価公示分科会幹事の経験もあ

ります。評価地域は全国に及んでおり、多様な鑑定評価に対応が可能です。

相続関連訴訟、大型収益物件、物流施設、借地権

モリワキソウゴウカンテイジムショ モリワキ シンジ

〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町２丁９６ー４ 

〒541-0054 大阪市中央区南本町2-1-1 本町サザンビル

私は以前から鑑定書等を通じて訴訟や調停における公平中立な時価の提供を経験させていた

だいております。調停における財産分与の場面では不動産業者の価格査定書が多く見られま

すが、査定価格に至った根拠等理論的な説明性に不明瞭な点も指摘されています。この点を

改善した鑑定評価書は高額なことから敬遠されがちですが、案件によっては不動産鑑定士に

よる調査報告書等での対応も可能ですので、是非ご検討ください。

阪和アセットアドバイザーズ株式会社 安松谷 博之
ハンワアセットアドバイザーズ（カブ ヤスマツヤ ヒロユキ



71 業者名 氏名

所在地

TEL 072-692-0111

URL -

年代 50代 経験年数 21年~30年

対応エリア 大阪府下

重点取組分野

精通エリア

住之江区、城東区、淀川区、高槻市、茨木市

特殊案件対応

自己PR

72 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6233-5351

URL www.mizuho-appraisal.jp

年代 50代 経験年数 21年~30年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

富田林市、河内⾧野市、松原市、藤井寺市、大阪狭山市

特殊案件対応

自己PR

ヤナギフドウサンカンテイ（カ） ヤナギ タカユキ

相続関連訴訟、課税関連訴訟、賃料増減額訴訟

-

-

カブシキカイシャミズホアプレイザル ヤマグチ ケン

〒569-1144 高槻市大畑町18番2-1206 

-

株式会社みずほアプレイザル 山口 玄

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、民事再生法・会社更生法関連、立退料、大型収益物件

動産評価（外部提携による対応も含む）、墓地、鉱山および採石地、風俗店及びラブホテル

〒541-0046 大阪市中央区平野区1丁目8-13 平野町八千代ビル4階

柳不動産鑑定株式会社 柳 貴之



73 業者名 氏名

所在地

TEL 072-256-4852

URL -

年代 50代 経験年数 11年~20年

対応エリア 大阪府下

重点取組分野

精通エリア

堺市、岸和田市、和泉市、泉佐野市、泉南市

特殊案件対応

自己PR

74 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6232-8655

URL -

年代 40代 経験年数 11年~20年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

福島区、北区、中央区、東淀川区、淀川区

特殊案件対応

自己PR

カブシキガイシャワイズリンク ヤマシタ ケンイチ

賃料増減額訴訟、立退料、ホテル・旅館、シニア・医療施設等、借地権

風俗店及びラブホテル

やまぐち不動産かん定 山口 知彦
ヤマグチフドウサンカンテイ

弊社では、不動産のアセットタイプに応じた豊富なマーケットデータに基づく精緻な分析に

より、鑑定評価額の説得力を高めています。また、宅建業登録も行う不動産業者でもあるた

め、不動産に関する圧倒的な情報量を有しており、マーケットの動きを的確に捉え、これを

鑑定評価に反映しています。まずはお気軽にご相談下さい。

〒590-0061 堺市堺区翁橋町1-10-13-201 

〒530-0047 大阪市北区西天満4-15-18 プラザ梅新1016

ヤマグチ トモヒコ

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟

-

-

株式会社ワイズリンク 山下 賢一



75 業者名 氏名

所在地

TEL 06-4305-4727

URL https://mahoro-kantei.jp/

年代 30代 経験年数 6年~10年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

西区、天王寺区、北区、中央区、東成区

特殊案件対応

自己PR

76 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6261-0270

URL https://folio-k.com/

年代 50代 経験年数 21年~30年

対応エリア 近畿圏

重点取組分野

精通エリア

天王寺区、阿倍野区、豊中市、吹田市、摂津市

特殊案件対応

自己PR

カブシキガイシャフォーリオソウゴウカンテイ ユリ マサヒロ

ヤマモト ユウイチロウ

賃料増減額訴訟、ショッピングセンター、ゴルフ場、ホテル・旅館、シニア・医療施設等

株価評価、動産評価（外部提携による対応も含む）、土壌汚染（外部提携による対応も含

む）、寺社仏閣、風俗店及びラブホテル

賃料増減額訴訟をはじめ、当事者による交渉段階・調停・訴訟等において多数の鑑定経験を

有しております。また、事務所ビル，商業施設，物流施設等のほか、ホテル，ゴルフ場，登

録有形文化財等の特殊な物件の評価経験もございますので、どのような物件に対しても適切

かつ柔軟に対応させていただきます。なお、業務受任前に鑑定評価等のコストと弊社をご利

用いただくメリットを考えて、最適な対応方法をご提案させていただきます。

株式会社フォーリオ総合鑑定 由里 正博

株式会社まほろ不動産鑑定士事務所 山本 祐一郎
カブシキガイシャマホロフドウサンカンテイシジムショ

〒540-0004 大阪市中央区玉造2-16-4 mahoro hills 2F

〒541-0052 大阪市中央区安土町３丁目２番２号 

相続関連訴訟、物流施設、ゴルフ場、パチンコ店、借地権

株価評価、動産評価（外部提携による対応も含む）、墓地、鉱山および採石地、風俗店及び

ラブホテル

大阪府内で約14年、兵庫県内で約11年の計25年の鑑定実務経験があり、裁判・調停関係で

は、借地非訟、賃料増(減)額請求（継続賃料）、遺留分減殺請求、財産分与等のほか、特殊

な案件の評価なども得意としています。特に関連会社に在籍する公認会計士や税理士との連

携で、税務・会計分野に強く、相続関連では自信があります。また、国際資産評価士の資格

を取得しており、不動産のみならず、動産（機械・設備）の評価もできます。



77 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6304-0231

URL http://daikyou.com

年代 50代 経験年数 21年~30年

対応エリア 大阪府下

重点取組分野

精通エリア

天王寺区、阿倍野区、北区、中央区、淀川区

特殊案件対応

自己PR

78 業者名 氏名

所在地

TEL 06-7177-9547

URL https://www.anys-kantei.com

年代 40代 経験年数 6年~10年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

西区、中央区、西淀川区、寝屋川市、茨木市

特殊案件対応

自己PR

賃料増減額訴訟、民事再生法・会社更生法関連、大型収益物件、物流施設

-

相続関連や賃料増減額訴訟、民事再生法・会社更生法関連等の評価実績があります。評価の

際には依頼者と密に連絡を取って作業を進め、説明責任を意識して丁寧な論証を心がけてい

ます。 収益物件については共同住宅、オフィスビル、物流施設を中心に大阪府内外で多数

の評価実績があります。

〒541-0054 大阪市中央区南本町2-4-16 本町デビスビル7F

ユ）ダイキョウフドウサンカンテイ ヨコイ ケイシ

相続関連訴訟、課税関連訴訟、賃料増減額訴訟、借地権

株価評価

〒532-0011 大阪市淀川区西中島５−９−８ 新大阪DTKビル9階

有限会社大京不動産鑑定 横井 敬史

私はこれまでに大阪において不動産業界に約31年、不動産鑑定業務に約27年間従事してお

り、数多の評価、取引を通じて、種々様々な経験、ノウハウ、知識を蓄積しております。

また、宅地建物取引士の法定講習の講師を担当させて頂き、不動産に関わる様々な問題や法

令改正への対応等、日々知識の研鑽に励んでおります。 真摯に誠実に鑑定評価させていた

だきますので、ぜひよろしくお願い申し上げます。

エニーズ鑑定株式会社 横地 寿美子
エニーズカンテイカブシキガイシャ ヨコチ スミコ



79 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6210-4095

URL www.fujikantei.com

年代 50代 経験年数 21年~30年

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

天王寺区、北区、中央区、岸和田市、忠岡町

特殊案件対応

自己PR

80 業者名 氏名

所在地

TEL 06-6223-7255

URL www.arec.co.jp

年代 開示しない 経験年数 21年~30年

対応エリア 近畿圏

重点取組分野

精通エリア

福島区、北区、中央区、堺市、枚方市

特殊案件対応

自己PR

相続関連訴訟、課税関連訴訟、賃料増減額訴訟、民事再生法・会社更生法関連、立退料

動産評価（外部提携による対応も含む）、土壌汚染（外部提携による対応も含む）、風俗店

及びラブホテル

訴訟対策、節税対策としての鑑定評価に力を入れております。 そのほか、不動産に係るど

のような事でも、親身にご相談賜ります。 弊社ホームページをご覧くださいませ。

有限会社ａｒｅｃ 善本 かほり

〒541-0048 大阪市中央区瓦町３−４−７ 

アレック ヨシモト カオリ

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、借地権

土壌汚染（外部提携による対応も含む）

官民問わず、交渉のためや、争訟のための不動産鑑定評価を数多く行い、第三者の立場で説

明責任を十分に果たす不動産鑑定評価書を作成しています。また、内部説明資料としての価

格等水準調査や、地域分析や個別分析を行ったレポート等の作成も行っています。

株式会社冨士カンテイ 吉田 良信
カブシキガイシャフジカンテイ ヨシダ ヨシノブ

〒542-0081 大阪市中央区南船場1-10-2 ＳＡＮＷＡトレーディングビル204号



81 業者名 氏名

所在地

TEL 072-225-2222

URL https//:www.wada-kantei.co.jp

年代 開示しない 経験年数 21年~30年

対応エリア 近畿圏

重点取組分野

精通エリア

東大阪市、堺市、富田林市、河内⾧野市、大阪狭山市

特殊案件対応

自己PR

82 業者名 氏名

所在地

TEL 06-4708-5536

URL http://www.nakamura-kantei.com/

年代 40代 経験年数 開示しない

対応エリア 日本全国

重点取組分野

精通エリア

天王寺区、北区、中央区、東大阪市、高槻市

特殊案件対応

自己PR

株式会社中村不動産鑑定士事務所 渡邊 清晃
カブシキガイシャナカムラフドウサンカンテイシジムショ ワタナベ キヨアキ

相続関連訴訟、課税関連訴訟、賃料増減額訴訟、立退料、借地権

動産評価（外部提携による対応も含む）、土壌汚染（外部提携による対応も含む）、風俗店

及びラブホテル

係争に係る鑑定評価（賃料増減額請求・立退料の算定 等）を多数行ってきた実績があり、

評価を適切に行うことはもちろん、（評価書が提出されている場合）双方の評価書内容も十

分に分析・検討のうえ、論点整理し、公平な評価を行います。また、裁判に係る評価の場合

一度 提出した評価書に対し、⾧期に渡り 質問・意見書等のやり取りが行われますが、そう

したやり取りにも これまで しっかりと対応してきました。

〒541-0046 大阪市中央区平野町4-8-5 ＲＥ−０１３

相続関連訴訟、賃料増減額訴訟、立退料、ホテル・旅館、借地権

-

地価公示鑑定評価員、大阪府地価調査鑑定評価員、国税路線価鑑定評価員を拝命しておりま

す。遺産分割、遺留分侵害額請求、立退料（営業等の補償を含む）、継続賃料、公売に係る

鑑定評価の他、賃貸マンション、賃貸オフィスビルや複数のビジネスホテル、ラブホテルの

鑑定評価の実績、金融機関の不動産担保調査において近畿圏全域を担当した経験がありま

す。
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