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試験合格者採用希望会社一覧
会

社

名

（有）朝日エステートリサーチ

（株）東京カンテイ

所

在

地

〒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

〒541-0035
大阪市中央区本町3-2-8
牧村本町ビル

担 当 者

山内（ﾔﾏｳﾁ）

森下

TEL番号
FAX番号

06-6448-1181
06-6448-1182

06-6281-3750
06-6281-2702

E-mail
HP

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

備

考

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。

○募集人員 正社員
○希望条件 不動産鑑定士資格（必須）、普通自動車運転免許
○応募方法 担当者に電話の上、下記書類をメールで送信又は
郵送
tomohiro.morishita@kantei.co.jp ○送付書類 顔写真貼付の履歴書、職務経歴書
○選考方法 書類審査後、面接（面接は随時実施）
https://www.kantei.ne.jp/
○給与
当社規程による
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会

社

日本土地建物（株）

名

所

在

地

〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-4-1

担 当 者

人事部 小西 英司

TEL番号
FAX番号

03-3501-6088
03-3501-2990

E-mail
HP

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

備

考

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
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会

社

名

所

在

地

担 当 者

TEL番号
FAX番号

E-mail
HP

備

考

【会社概要】
私たちは関西圏でトップクラスの評価実績を誇り、コンサルティング業務、上場不動産会社
の研修、セミナーなど鑑定評価の枠にとどまらない不動産全般に関する専門家集団です。
昨年度は3名の合格者が仲間に加わりましたが、さらなる業務拡張・社内環境充実のため
に、まだまだ皆さんの力が必要です。
大手不動産会社、公的機関、金融機関等を主なクライアントとして、基本類型のほか、ゴル
フ場、ビジネスホテルなど様々なアセットの評価を経験できますので、将来的に当社重役を
担いうる方はもちろん、独立のために力をつけたい方もお待ちしています。やる気や能力に
応じては、各部門の重要ポストへの登用も柔軟に検討します。
私たちの経営理念の第１はみなさんの幸福・自己実現の達成です（それは顧客サービス向
上のための第一条件でもあります。）。不動産鑑定士およびこの業界には無限の可能性があ
ります。急成長する私たちと一緒に飛躍しませんか！？
また実務修習性の受入体制も整えていますので、希望に応じて入社後すぐに実務修習を受
けることもできます。

本社
〒541-0057
大阪市中央区北久宝寺町2丁目1番
2号
NPCビル本町８階
（株）東亜立地鑑定

本社
06-4964-1607
06-4964-1608
永原 ますみ

東京支社
〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町5番15
号
エヴァグリーン・マツモトビル３階

東京支社
03-5643-1116
03-5643-1117

toa-lee@toakantei.co.jp
http://www.toakantei.com/

<正社員>
・募集人員2名（大阪2名）
・勤務地：大阪
・給与：試験合格者 月額25万円/月～、別途資格手当有 下記参照
年収500万円※（基本給＋賞与等）～別途実務修習費全額支給
鑑定士 月額27万円/月～ 別途資格手当有（鑑定士登録10万円/月等）
年収700万円※（基本給＋賞与等）～ 鑑定士経験年数加味
（※過年度入社鑑定士等の実績により記載、能力により変動はあります。）
・賞与：夏季最低1.5ヶ月、冬季：最低3ヶ月。
（業績による変動はありますが、過年度実績は最低支給額を大幅に上回ります。）
別途インセンティブ（新規先受注額の10～15％）あり。
・各種社会保険、有給制度、健康診断費（上限3万円支給：年に1度の受診義務有）
指定研修費会社負担、交通費負担
・資格手当：不動産鑑定士10万円（月、以下同様）、固定資産税評価員5万円、
国税評価員2万円、簿記1級1万円、宅地建物取引士3,000円等多数有
・休日：土日祝、夏季、年末年始
・顧問弁護士兼社労士作成の社内就業規則に従い、労働基準法遵守。
鑑定士：裁量労働制、合格者：残業代全額支給
・役職手当（鑑定士）：主任3万円、各課長10万円、部長：能力により課長以上
取締役：年俸1,000万円～（現2名在籍、業務拡大に応じ増員）
・実務修習諸費用の支援制度あり（初回実務修習費用、交通費、宿泊費全額負担）
・同業界大手・中小、他業界問わず他社在籍の先生は、現状受給額を勘案させていた
だきます。（上記募集条件を上回る場合、経験能力を熟考してご呈示致します。）
・試験勉強中の方もお待ちしています。
・給与：月額20万円/月～、別途資格手当有 下記参照
残業時間は労働基準法を上限、かつ、繁忙期であっても在社は20時を上限とし、
残業代全額支給。
試験休みとして最低1ヶ月（ただし、休暇取得時期は他の受験生と要相談）を、
有給にて保証。
・弊社入社後の合格者も在籍しています。
・資格手当：不動産鑑定士合格報奨金50万円、簿記1級1万円、宅地建物取引士3千円、
税理士科目合格各5,000円、証券化マスター3,000円、その他各種資格手当多数有
・各種社会保険、有給制度、健康診断費（上限3万円支給：年に1度の受診義務有）
指定研修費会社負担、交通費負担
・不動産仲介等、不動産業界経験者尚可
<アルバイト>
・募集人員1名
・勤務地：大阪
・給与： 時給1,200円から
・休日：土日祝、夏季、年末年始
・試験勉強中の補助者が2名在籍います。
・弊社入社後の合格者も在籍しています。
・試験前、最低1ヶ月の休暇取得可（ただし、休暇取得時期は他の受験生と要相談）
・また、業界のご勇退をお考えで、後継者にお悩みの先生は、事業承継についてご相談
ください。ご指名の専門家も交えた適正株式評価で協議させていただきます。
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会

社

名

（株）フジ総合鑑定 大阪事務所

（株）総合企画 大阪本店

所

在

地

〒532-0003
大阪市淀川区宮原5-1-3
NLC新大阪アースビル607

〒590-0950
堺市堺区甲斐町西１－1－24

担 当 者

南茂 春絵

鎌田 泰志

TEL番号
FAX番号

06-6151-3721
06-6151-3723

072-233-0264
072-233-0272

E-mail
HP

備

考

nanmo@fuji-sogo.com
https://fuji-sogo.com

業務拡張のため、追加募集いたします。
・短答式・論文式合否不問
・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
社会保険完備 交通費支給（月5万円まで） 残業手当支給
資格手当支給（短答式合格者/論文式合格者/登録者）
休暇（週休2日・祭日・夏期/年末年始・有給休暇ほか）
資格取得希望者応援します（試験前休暇、最大１ヵ月有り）。
先輩たちの面倒見のよい事務所です。
現在不動産鑑定士が5名在籍しています。
まずはお電話かメールにてお気軽にご連絡ください。
※正社員での募集となります。

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。
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）

〒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
ｱﾚｯｸ
(有) arec

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/

・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。
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会

社

名

所

在

地

（株）ニウ・アンド・パートナーズ

〒550-0013
大阪市西区新町1丁目31-6
フリーデ新町1F

（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

担 当 者

TEL番号
FAX番号

E-mail
HP

備

考

橋詰 舞

06-6531-2345
06-6531-2346

hashizume@niu.xii.jp

業務の拡張に伴い、不動産鑑定評価書を作成していただける正
社員の方を募集しております。弊社では収益不動産を中心に、
ホテルやゴルフ場等の特殊不動産など、多様な種別・類型の鑑
定評価業務を行っております。また不動産鑑定評価業務のほ
か、関連会社において不動産管理や売買など関連する業務を
行っており、幅広い知識を習得していただけます。社内は少人数
で明るい雰囲気、職場環境の良さも特徴です。
【待遇】【待遇】
【待遇】
◎就業時間 9：00～18：00 ※多少の残業あり
◎休日 土日祝、年末年始、夏季休暇、その他
◎給与 経験・能力を考慮し、当社規定によって決定。鑑
定歩合あり。
◎交通費支給（上限30,000円/月）
◎社会保険完備
【希望条件】
【希望条件】
◎不動産鑑定士、不動産鑑定士試験合格者
◎要普通免許
◎エクセルを中心にパソコンの基本操作ができる方
【応募方法】
【応募方法】
◎郵送またはE-mailにて履歴書（写真貼付）、職務経歴書
をご提出ください。書類選考後、面接日をご連絡いたしま
す。

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。

