
新潟地区長　　　　　　山　本　兼　亮（新潟受託団）

新潟受託団代表　　　若　杉　裕　生

32名

携帯電話番号

淺　野　  　博
090-3142-5943

阿　部　和　久

阿　部　春　男

井　浦　義　之

五十嵐　健 市

五十嵐　　　淳

石　山　　　 滋

岩　野　正　則

上　田　桂一郎
090-3149-9136

内　山　直　樹

大　塚　久　生
090-3063-5552

尾　形　元　樹

小　柳　　　 忍

菊　池　隆　雄

清　野　松　男

025（283）5191 025（283）4109

　950-0951
　新潟市中央区鳥屋野310番地
  E: abekazu@kfa.biglobe.ne.jp

025（285）0772

　　　　　　　　　　　　　　　　　交詢ハイツA101号

FAX番号氏　　　名 事　　務　　所
電話番号

025（223）4022　新潟市中央区東湊町通2ノ町2577番地1
  E: iurasp-003@bc.wakwak.com

　新潟市中央区網川原1丁目2番15号

　950-2063

025（284）8327025（284）8321

　951-8028
　　　　　　　　　　グリーンミナミ県庁前103号

　新潟市西区小針西1丁目4番13号

025（269）4557　新潟市西区寺尾台3丁目5番5号
  E: ika50@amber.plala.or.jp

025（269）4546

新潟受託団 新潟市中央区、東区、西区、北区（旧：豊栄市を除く）、
江南区（旧：亀田町、横越町）

土地家屋調査士協会社員

　950-0964

　950-0915
025（246）1417　新潟市中央区鐙西2丁目23番1号

  E: asano888@poplar.ocn.ne.jp

025（246）1414

025（269）4546 025（269）4557

025（267）1488

　950-2063

025（278）3568　新潟市北区松浜本町2丁目1番13号

025（286）0230

　950-3125

025（262）1302

025（285）0772

025（241）8811

025（259）3433

　新潟市中央区上所中2丁目13番11号

　新潟市中央区女池東1丁目6番15号 025（241）8812

　950-0984

　950-2151

  E: k.ueda@alpha.ocn.ne.jp

025（228）4610

　新潟市西区寺尾台3丁目5番5号
  E: ika50@amber.plala.or.jp

　950-2014
025（201）4560

　950-0993

025（262）3182
　新潟市西区内野西2丁目2番32号

025（287）5966　新潟市中央区姥ケ山1丁目3番9号
  E: ch-oga@etude.ocn.ne.jp
　950-1134

025（280）6282　新潟市江南区天野3丁目23番21号 025（280）7275

　950-0923

　950-0163
025（381）1320 025（381）1320　新潟市江南区東船場4丁目2番12号A202

025（229）1420　新潟市中央区西堀前通四番町739番地　清野ビル2階

  E: kiyonosokuryou@niigata.email.ne.jp
025（229）5147

　951-8062



携帯電話番号
FAX番号氏　　　名 事　　務　　所

電話番号

坂　田　　　 健

島　倉　祐　次

竹　石　健　二

田　邉　千　明

塚　田　静　二

長谷部　克 裕

早　川　伸　是

早　渡　正　伸

古　川　　　 英

細　山　賢　介

山　田　義　信

山　本　兼　亮

若　杉　裕　生

渡　邊　　　 栄
090-3145-8445

渡　辺　政　次

　951-8108

025（250）0676 025（250）0679

　新潟市中央区女池東1丁目6番15号

025（273）0814

　950-0946

　新潟市東区逢谷内1丁目3番20号 025（273）0801

025（290）0226　新潟市中央区女池西1丁目1番35号

025（279）5625

　950-0861
025（279）5640

　951-8133

　950-0814

　新潟市東区中山7丁目29番4号5

025（290）0225

　新潟市中央区川岸町3丁目20番地6
  E: chousa.t@galaxy.ocn.ne.jp

025（241）8812025（249）6550

025（285）0506　新潟市中央区網川原1丁目9番10号
　　　　　　　　　　　　　　ビューハイツ善202号

025（285）0014

　950-0984

　950-0964

025（262）4317

　950-2102
　新潟市西区五十嵐二の町8860番地1

  E: k.ueda@alpha.ocn.ne.jp

025（266）2138　新潟市中央区関南町10番2号
  E: hoso@net.email.ne.jp

　951-8144
025（266）2013

025（288）6538　新潟市中央区中大畑町544番地1 025（288）5867

025（210）3000

025（262）4318

025（210）3001　新潟市中央区西大畑町5217番地20
  E: sss@origanum.jp

  E: chousawaka@ybb.ne.jp
　951-8104

025（274）1272　新潟市東区牡丹山3丁目8番16号
  E: m.watanabe@hop.ocn.ne.jp

　　　　　　　　　　　ベルカナン新潟駅南201号

　950-0872
025（273）7761

025（379）0069

　950-1115
　新潟市西区鳥原298番地3 025（377）5107

　新潟市西区平島1丁目7番地2
　950-2004

025（378）3164 025（231）1252

土地家屋調査士法人
セントラル新潟

　950-0911
025（210）7765 025（210）7799　新潟市中央区笹口2丁目2番地20

　新潟市北区新元島町3942－58
　950-3123

025（259）8662 025（259）8662

　950-1104
　新潟市西区寺地530番地5 025（378）3225 025（378）3280



携帯電話番号
FAX番号氏　　　名 事　　務　　所

電話番号

　950-0954
025（282）2117 025（281）9000　新潟市中央区美咲町1丁目4番15号

土地家屋調査士法人
中央ライズアクロス



新潟地区長　　　　　　山　本　兼　亮（新潟受託団）

白根受託団代表　　　大　橋　　 　歩

2名

携帯電話番号

池　田　正　宏

大　橋　  　歩

白根受託団 新潟市南区（旧：白根市、味方村、月潟村）

土地家屋調査士協会社員

氏　　　名

　新潟市南区山王新田67番地 025（372）3187

　新潟市南区親和町2番1号
  E: ma_1216_ikeda@solid.ocn.ne.jp

025（373）6350

025（372）3912

事　　務　　所
電話番号

FAX番号

025（373）1184

　950-1209

　950-1256



新潟地区長　　　　 山　本　兼　亮（新潟受託団）

巻受託団代表　　　五十嵐 猛　八

4名

携帯電話番号

青　栁　    潤

五十嵐　猛　八

笠　原　浩　之

相　馬　秀　行

0256（78）7118　新潟市西蒲区巻甲2550番地
  E: t_igarashi@sky.plala.or.jp

　新潟市西蒲区漆山3690番地30

0256（82）5386 0256（82）4614　新潟市西蒲区栄337番地

電話番号
FAX番号

　953-0041
0256（78）7117

　959-0431

巻受託団 新潟市西蒲区（旧：巻町、西川町、岩室村、中之口村、潟東村）

土地家屋調査士協会社員

　953-0102

事　　務　　所氏　　　名

0256（88）7999

　953-0054
0256（76）2080

  E: kasahara@mbg.nifty.com
0256（76）2080

　新潟市西蒲区平野180番地
  E: h-sohma@ace.ocn.ne.jp

0256（88）7999



新潟地区長　　　　　　山　本　兼　亮（新潟受託団）

新津受託団代表      佐　藤　正　博

8名

携帯電話番号

伊　藤　孝　信
090-4021-5646

佐　藤　正　史

佐　藤　正　博

竹　田　利　行

徳　重　雅　史

比　企　政　巳
090-1037-0313

本　多　和　雄
090-3476-2011

森　田　繁　樹
090-2422-2034

0250（22）0999

  E: sakae@fsinet.or.jp
0250（21）4150

  E: niitsu-srv@syd.ocn.ne.jp
0250（22）1252

　956-0836

　956-0024

事　　務　　所
電話番号

0250（24）4424

　956-0865

　956-0841
0250（24）7423

新津受託団 新潟市秋葉区（旧：新津市、小須戸町）、
阿賀野市（旧：水原町、安田町、京ヶ瀬村、笹神村）

土地家屋調査士協会社員

　956-0031
0250（22）0987

氏　　　名 FAX番号

　新潟市秋葉区新津4531番地2
  E: t-jim@amber.plala.or.jp

　新潟市秋葉区東島7番地1
  E: hondasok@khaki.plala.or.jp

　956-0024

0250（23）3385　新潟市秋葉区善道町2丁目12番29号
  E: hiki@olive.plala.or.jp

0250（23）3355

　956-0011
0250（23）2104　新潟市秋葉区車場1丁目18番12号

0250（23）3344

  E: tokushige.water@kxf.biglobe.ne.jp
0250（27）2040 0250（27）2432

  E: morisoku@violin.ocn.ne.jp

　956-0827
　新潟市秋葉区大関419番地
  E: m-sato777s@sky.plala.or.jp

0250（22）7355 0250（47）3005

　新潟市秋葉区山谷町3丁目3番2

0250（23）1576

0250（21）4150　新潟市秋葉区田家2丁目2番22号

　新潟市秋葉区山谷町3丁目39番39号



新潟地区長　　　　　　山　本　兼　亮（新潟受託団）

村松受託団代表　　　小　田　順　一

2名

携帯電話番号

岡　田　雄　二
090-8588-2728

小　田　順　一

村松受託団 五泉市（五泉市、旧：村松町）、
阿賀町（旧：津川町、鹿瀬町、三川村、上川村）

土地家屋調査士協会社員

電話番号
氏　　　名 FAX番号事　　務　　所

  E: oda-j@world.ocn.ne.jp

　959-1705
0250（58）7134

　959-1821
0250（42）4723 0250（42）6001　五泉市赤海字下島868番地1

0250（58）1666　五泉市村松乙132番地1
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