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JLL森井鑑定
の大きな可能性

国内主要鑑定会社の一つである森井総合鑑定は2016年3月、総合不動産
サービス大手の米ジョーンズ ラング ラサール（JLL）グループの一員とな
った。折しも森井総合鑑定は18年に創業70周年目の節目を迎える。新た
な成長を目指し、4月1日付けで社名を「JLL森井鑑定」に変更した。これま
で培ってきた信頼と先進性・先見性に加え、JLLグループが持つネットワー
クや知見を活用できるのは大きなメリットだ。
〝老舗なのにグローバル〟な国
内初のグローバル鑑定会社として、大きく飛躍する可能性を有している。
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