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建築士 岡崎雅彦 オカザキ設計 洲本市千草己534-2 0799-23-1263

建築士 岡田俊彦 スペースプロ一級建築士事務所 明石市大久保町西島1158-1 078-946-8880

建築士 川崎史 ツムギ住研株式会社一級建築士事務所 神戸市中央区南本町通2-2-4 078-241-2648

建築士 岸本惠司 一級建築士事務所宝南設計 明石市明南町2-14-8 078-928-6196

建築士 合田正男 有限会社合田住建 尼崎市南武庫之荘3-9-13 06-6437-9221

建築士 杉岡正啓 一級建築士事務所杉岡設計 西脇市大木町118 0795-20-3058

建築士 中川政和 一級建築士事務所ﾅｶｶﾞﾜ･ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 三田市上相野206-7 079-568-0926

建築士 成瀬秀一 成瀬設計事務所 神戸市灘区船寺通4-5-21 078-862-0810

建築士 錦野元伸 ニシキノ建築設計事務所 洲本市山手3-4-18 0799-22-0160

建築士 沼本尚 神戸ビル管理株式会社一級建築士事務所 神戸市中央区浪花町15 078-334-3810

建築士 波多野隆之 株式会社ジョインウッド一級建築士事務所 篠山市栗栖野27-1 079-595-1517

建築士 東影弘喜 株式会社東影建築設計事務所 姫路市辻井2-3-50 079-297-5962

建築士 平川喜則 一級建築士事務所創企株式会社 神戸市中央区小野柄通4-1-15振興ﾋﾞﾙ6F 078-261-0202

建築士 平田浩 平田建築設計株式会社 西宮市戸田町5-16 0798-36-4510

建築士 廣内孝次 一級建築士事務所広内設計 南あわじ市榎列下幡多393-3 0799-42-5550

建築士 福岡隆夫 株式会社福岡建築事務所 豊岡市出石町福住405-12 0796-52-6117

建築士 前川豊 前川設計工房一級建築士事務所 福崎町東田原1130-4 0790-23-1870

建築士 前田信行 前田信行一級建築士事務所 神戸市灘区畑原通3-8-12-101 078-881-5640

建築士 松岡栄治 松岡建築事務所 播磨町東本荘3-4-12 079-437-7862

建築士 宮本毅 株式会社みかた建築事務所 尼崎市大西町3-17-20 06-6428-0101

建築士 吉田康裕 Ｋ・Ｓ・Ｃ一級建築士事務所 神戸市中央区東川崎町1-8-4 078-360-8185

建築士 芳野美香 一級建築士事務所創企株式会社 神戸市中央区小野柄通4-1-15振興ﾋﾞﾙ6F 078-261-0202
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司法書士 荒木経則 荒木司法書士事務所 芦屋市上宮川町5番1-202号 0797-35-7333

司法書士 池田光男 池田光男事務所 三田市川除148番地 079-562-9051

司法書士 稲塚泰孝 稲塚司法書士事務所 伊丹市昆陽2丁目165番地1　伊丹東宝ﾊｲﾂﾋﾞﾙ1階 072-779-8828

司法書士 稲山昌吾 司法書士稲山昌吾事務所 篠山市東吹513番地 079-594-2233

司法書士 岩城真之 岩城真之司法書士事務所 伊丹市西台2丁目4-21　 宏榮ビル1Ｆ 072-779-3500

司法書士 上田真之介 司法書士上田真之介事務所 香美町香住区香住879番地 0796-36-2557

司法書士 梅崎文彦 梅崎司法書士事務所 尼崎市東難波町4丁目13番25号 06-6489-2939

司法書士 大西健志 ふじわら事務所 加西市玉丘町36番地の3　玉丘ビル2階 0790-35-9920

司法書士 小川卓也 司法書士小川卓也事務所 太子町鵤157番地5 079-240-5577

司法書士 奥野一喜 奥野一喜司法書士事務所 南あわじ市榎列西川172番地 0799-42-5355

司法書士 加藤佳寿彦 加藤佳寿彦司法書士事務所 神戸市中央区元町通5丁目6番4-203号 078-351-5011

司法書士 河原均 河原均司法書士事務所 豊岡市若松町11番6号 0796-24-6370

司法書士 吉良崇 吉良事務所 加古川市野口町良野1554番地 079-423-1113

司法書士 合田俊博 合田司法書士事務所 姫路市網干区垣内本町1649番地の1 079-274-1235

司法書士 壽圓久範 壽圓久範司法書士事務所 洲本市山手3丁目5番20号 0799-22-9584

司法書士 髙原勉 髙原事務所 相生市栄町16番1号 0791-22-0452

司法書士 竹内香織 司法書士竹内香織事務所 丹波市氷上町石生2575番1 0795-71-4213

司法書士 中井功 中井功事務所 新温泉町湯1192番地4 0796-92-2305

司法書士 野田泰弘 野田司法書士事務所 加西市北条町横尾318-1 0790-43-8210

司法書士 福田伸之 福田事務所 朝来市和田山町寺谷710番地2 079-672-2356

司法書士 藤原友美 ふじわら事務所 加西市玉丘町36番地の3　玉丘ビル2階 0790-35-9920

司法書士 本田俊行 本田司法書士事務所 神戸市垂水区旭が丘1丁目9番15号 090-8652-0056

司法書士 三木訓 三木司法書士事務所 明石市樽屋町1番31号　明石一番館301 078-914-5505

司法書士 安中光雄 安中司法書士事務所 尼崎市南塚口町1丁目2番8号　ﾈｵﾀﾞｲｷｮｰ塚口514号 06-4961-7360

司法書士 山口昌志 山口昌志司法書士事務所 淡路市 岩屋524番地2 0799-72-5230
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宅地建物取引士 青木隆 （有）ビーレックス 豊岡市寿町10-22 0796-29-3733

宅地建物取引士 井口浩一郎 アイジーホーム 相生市向陽台1－2 0791-56-6181

宅地建物取引士 上杉壽啓 (株)上杉工務店 豊岡市野田177-2 0796-22-0701

宅地建物取引士 小川徹 (有)大和住宅センター 上郡町高田台5-11-1 0791-52-2640

宅地建物取引士 岸本正 誠住建(株) 加古川市野口町北野1295-1 079-420-0028

宅地建物取引士 柴田茂德 藤榮住建(株) 三田市駅前町11-12 079-563-2604

宅地建物取引士 正田雅史 山陽ホーム㈱ 姫路市立町85　山陽ビル３Ｆ 079-222-7775

宅地建物取引士 髙野正浩 タカノ住宅プラザ 神戸市兵庫区荒田町1-9-6-1F 078-521-8988

宅地建物取引士 武本尚 ㈱アートランド 姫路市南今宿8-9 079-295-0185

宅地建物取引士 司みゆき ㈲池田建築事務所 神戸市西区枝吉2-124　ｼｬﾄｰ枝吉201号 078-925-4493

宅地建物取引士 出口忠明 (株)新和住研 川西市多田桜木2-11-36 072-793-3855

宅地建物取引士 中野隆司 公陽ホーム㈱ 神戸市西区和井取8-13 078-920-8056

宅地建物取引士 村岡括矢 (株)七福建設 西脇市野村町249-9 0795-22-5544

宅地建物取引士 森藤良治 ミカド不動産 神戸市灘区畑原通3-6-12-101 078-861-0567

宅地建物取引士 籔淵修司 籔淵建設(株) 淡路市 富島2018 0799-82-1995

宅地建物取引士 山口武志 淡路島シーサイド開発(株) 淡路市 里573-6 0799-62-4796

宅地建物取引士 山本潤祐 (有)山一不動産 宝塚市清荒神1-7-3 0797-84-3390

宅地建物取引士 山本浩史 エース不動産 加東市下滝野2-24 0795-48-2443
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土地家屋調査士 阿曽則康 宍粟市波賀町有賀８７－１ 0790(75)2911

土地家屋調査士 池口千春 香美町村岡区村岡３８８ 0796(94)0606

土地家屋調査士 市村和典 佐用町上月５８２－２ 0790(86)0216

土地家屋調査士 上田利喜男 たつの市揖西町佐江３２８ 0791(66)3890

土地家屋調査士 内堀哲也 加東市上滝野７９４－１　滝野センタービル５Ｆ 0795(45)9110

土地家屋調査士 瓜生哲也 尼崎市東園田町５丁目１０２－４ 06(4960)7277

土地家屋調査士 岡﨑直代 姫路市三左衛門堀西の町２２４ 079(281)1657

土地家屋調査士 岸本有宏 洲本市物部３丁目１０－８ 0799(23)0889

土地家屋調査士 高曽修司 姫路市網干区余子浜２１４－３ 079（273）8211

土地家屋調査士 小部英樹 宍粟市山崎町上牧谷２１９ 0790(64)7077

土地家屋調査士 関和孝 神戸市中央区磯辺通３丁目１－２－８０３ 078(855)5925

土地家屋調査士 竹添貴浩 宍粟市山崎町川戸８８５－２ 0790(64)4334

土地家屋調査士 田中昭範 神戸市垂水区青山台８丁目１－２－１４１１ 078(751)1583

土地家屋調査士 中井富子 伊丹市稲野町４丁目４１　リバティ稲野１０３ 072(785)5801

土地家屋調査士 中川忠士 洲本市本町４丁目２－１９ 0799(24)2859

土地家屋調査士 中山敬一 明石市大久保町西島１０３－５ 078(925)4800

土地家屋調査士 橋詰繁美 尼崎市七松町３丁目４－５ 06(6412)4602

土地家屋調査士 樋口敦仁 神戸市長田区細田町３丁目７－１ 078(691)5475

土地家屋調査士 星野元秀 相生市旭５丁目１４－７ 0791(22)0797

土地家屋調査士 松原勢峰 相生市大島町１－１８ 0791(22)2164

土地家屋調査士 丸山哲一 西脇市西脇４３６ 0795(25)2207

土地家屋調査士 三嶋裕之 神戸市東灘区御影中町３丁目１－１８　御影師範ビル４階 078(842)1230

土地家屋調査士 宮川王音 西宮市深津町３－１８－１０８号室　ダイドーメゾン西宮北口Ⅳ 0798(65)2420

土地家屋調査士 宮嶋明 西宮市松山町１１－１３ 0798(78)5757

土地家屋調査士 向井明範 神戸市中央区八幡通三丁目２－５　I・Ｎ東洋ビル８０３号 078(222)5601

土地家屋調査士 安居正彦 神戸市須磨区多井畑南町３３－６ 078(743)3649

土地家屋調査士 藪原和三 豊岡市野田１４４ 0796(22)0878

土地家屋調査士 山本光利 加東市社５６０－２ 0795(43)8778

土地家屋調査士 和田慶太 神戸市中央区明石町４８ 078（325）3588

土地家屋調査士 渡邊茂樹 三田市西山1丁目１－３９ 079(565)5540
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不動産鑑定士 明井英雄 中尾不動産鑑定事務所 神戸市中央区八幡通4-1-16-304 078-232-7050

不動産鑑定士 池田邦泰 池田不動産鑑定研究所 姫路市八家1285-1 079-278-6827

不動産鑑定士 出田啓之 ㈲出田総合鑑定 姫路市飾磨区野田町95-1　第2大西ﾋﾞﾙ 079-284-3613

不動産鑑定士 一色かつみ ㈱播磨総合鑑定 たつの市龍野町堂本34-13 0791-63-4016

不動産鑑定士 井上輝芳 井上不動産鑑定事務所 神戸市北区大池見山台14-161 078-907-6688

不動産鑑定士 今川健 大阪ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱兵庫支店 尼崎市金楽寺町1-2-10-1205 06-4868-9310

不動産鑑定士 井本季伸 ㈱いそや不動産鑑定所 篠山市二階町47 079-506-4218

不動産鑑定士 小畑敬重 たかｱﾌﾟﾚｲｻﾞﾙｵﾌｨｽ 尼崎市東園田町5-56-1　ﾌﾟﾚｱﾃﾞｽ502 06-6470-2066

不動産鑑定士 川端良明 ㈱ｱﾚｲｽﾞ兵庫事務所 西宮市高須町1-1-10-1004 0798-46-1609

不動産鑑定士 小林昌三 ㈱小林エステイト 西宮市南昭和町5-8-101 0798-65-2360

不動産鑑定士 塩住直彦 ㈱兵庫不動産鑑定所 姫路市安田2-75 079-285-3515

不動産鑑定士 清水信博 清水総合鑑定 神戸市西区井吹台西町6-19-3 078-996-2846

不動産鑑定士 田中千裕 田中千裕不動産鑑定事務所 加東市社535-3 0795-42-9205

不動産鑑定士 田中浩 山陽不動産鑑定㈱ 神戸市中央区三宮町1-1-1 078-322-3344

不動産鑑定士 田中瑞穂 シティサーベイヤーズ 神戸市中央区花隈町24-16-301 078-341-2933

不動産鑑定士 谷詰岳史 かもめの不動産鑑定㈱ 神戸市中央区磯辺通3-1-2 078-232-2301

不動産鑑定士 中尾明 中尾不動産鑑定事務所 神戸市中央区八幡通4-1-16-304 078-232-7050

不動産鑑定士 名倉友樹 ㈱不動産評価ｼｽﾃﾑｽﾞ 加古川市加古川町北在家2240 079-426-8188

不動産鑑定士 野島準一 野島不動産鑑定事務所 神戸市中央区浜辺通4-1-23　三宮ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞﾙ208号 078-242-7653

不動産鑑定士 林秀樹 山陽不動産鑑定㈱ 神戸市中央区三宮町1-1-1 078-322-3344

不動産鑑定士 三﨑正義 ㈲淡路総合鑑定 洲本市桑間204 0799-22-7778

不動産鑑定士 山本昌生 ㈱山本総合鑑定 神戸市中央区磯辺通４丁目2-8 078-251-7121
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弁護士 秋山侑平 土井総合法律事務所 神戸市中央区多聞通2-1-7　法友会館7階 078-341-5640

弁護士 石井宏治 石井法律事務所 姫路市豊沢町129　あさひビル502号室 079-282-7067

弁護士 上原隆志 仲町通法律事務所 神戸市中央区中町通2-1-18　JR神戸駅NKビル11階 078-362-5711

弁護士 大削武雄 おおげ法律事務所 神戸市中央区相生町4-3-1　神戸ストークビル907号 078-371-4783

弁護士 荻埜敬大 西神中央法律事務所 神戸市西区糀台5-6-1　西区民センタービル5階 078-955-8570

弁護士 岸本悟 藤田・川崎法律事務所 姫路市安田3-103-2 079-285-1258

弁護士 笹野哲朗 新神戸法律事務所 神戸市中央区西町35　三井神戸ビル2階 078-599-5425

弁護士 重内孝太 しらさぎ法律事務所 姫路市飾磨区三宅1-39 079-243-2166

弁護士 嶋田麻以 いちょう通り法律事務所 神戸市中央区楠町2-2-6　クスノキ壱番館2階 078-371-1303

弁護士 杉原努 神戸海都法律事務所 神戸市中央区海岸通8　神港ビル7階 078-321-6688

弁護士 田中陽平 田中・大村法律事務所 姫路市北条永良町186　ストーンヒルズ301号 079-284-0505

弁護士 辻浩一 辻総合法律事務所 神戸市中央区多聞通2-4-4　ブックローン神戸ﾋﾞﾙ東館8階C室 078-360-0270

弁護士 長野啓二 神戸ブルースカイ法律事務所 神戸市中央区海岸通8　神港ビル2階 078-321-5558

弁護士 野村明弘 野村明弘法律事務所 神戸市中央区多聞通3-3-16　甲南第１ビル1007号 078-599-6599

弁護士 判治裕介 判治法律事務所 神戸市中央区御幸通4-1-1　TBM神戸ビル9階 078-862-9213

弁護士 兵頭尚 神戸三田法律事務所 三田市中央町4-5　三田ビル5階 079-562-3911

弁護士 藤本久俊 弁護士法人アーネスト法律事務所 神戸市中央区熊内橋通7-1-13　神戸芸術センター2803 078-265-0810

弁護士 松尾隆寛 よつば法律事務所 宝塚市栄町2-1-2　ソリオ2（7階) 0797-85-5428

弁護士 水上祐樹 本田総合法律事務所 神戸市中央区元町通7-3-12　登美屋ビル2階 078-341-4514

弁護士 森祟志 澤田・中上法律事務所 姫路市姫路市岡町40 079-298-1300

弁護士 矢野耕司 西脇法律事務所 西脇市西脇990　西脇経済ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ１階 0795-23-7532

弁護士 山﨑弘子 山﨑法律事務所 神戸市兵庫区大開通7-5-19　カーサ大開201 078-579-7101

弁護士 山本善平 姫路野里法律事務所 姫路市野里慶雲寺前町8-25 079-287-9290

弁護士 吉原清英 神戸元町法律事務所 神戸市中央区元町通6-1-8　東栄ビル405号 078-341-5936

弁護士 若原暁昭 弁護士法人菜の花支所菜の花小野法律事務所 小野市王子町22-1　ニーズハイツ王子103 0794-63-7770
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