
著作権相談員名簿（R4.9.15 現在）

登録番号 所属単位会 氏名又は職名 フリガナ 事務所名 郵便番号 事務所所在地 事務所電話番号

00010220 北海道 宮元　仁 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾄｼ 行政書士みやもと経営事務所 064-0807 北海道札幌市中央区南７条西２丁目２番　くぼたビル 011-552-7345
00018975 北海道 田中　浩貴 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 078-8262 北海道旭川市東旭川南２条２丁目４番１８号 050-3692-6037
00019065 北海道 三上　照美 ﾐｶﾐ ﾃﾙﾐ 049-0155 北海道北斗市中野１８２番地の２ 0138-73-8261

01010396 北海道 松山　丈史 ﾏﾂﾔﾏ ﾀｹﾌﾐ 松山たけふみ行政書士事務所 062-0932
北海道札幌市豊平区平岸２条１１丁目３番１４号　第
１川崎ビル１階

011-817-7171

01010512 北海道 齊藤　忠雄 ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞｵ 齊藤行政書士事務所 060-0001
北海道札幌市中央区北１条西１８丁目１番５２－１０１
号　ギャラリー市田ハイツ

011-642-2188

01010916 北海道 髙橋　知久 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾋｻ 042-0942 北海道函館市柏木町３番３９号　柏木ビル２階 0138-52-1077
01011122 北海道 本郷　榮吉 ﾎﾝｺﾞｳ ｴｲｷﾁ 063-0825 北海道札幌市西区発寒５条８丁目２番１－２０５号 011-664-1486
01011128 北海道 齊藤　雅紀 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 064-0941 北海道札幌市中央区旭ケ丘５丁目１番２２号 011-562-1307
01011133 北海道 岡田　衆義 ｵｶﾀﾞ ｼｭｳｷﾞ 080-2471 北海道帯広市西２１条南２丁目２１番１３号 0155-33-5535
02012090 北海道 佐藤　政幸 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 005-0022 北海道札幌市南区真駒内柏丘１０丁目２番１－４０３ 011-588-5620
02012257 北海道 小田切　良司 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾘｮｳｼﾞ 001-0907 北海道札幌市北区新琴似７条１３丁目５番１８号 011-769-3660
02012554 北海道 巽　佳子 ﾀﾂﾐ ｹｲｺ 行政書士さくらオフィス 003-0011 北海道札幌市白石区中央１条３丁目１番１－５０２号 090-3777-0893
02012870 北海道 久村　隆一 ﾋｻﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ 061-1355 北海道恵庭市島松寿町２丁目３１番地の１０ 0123-36-5770

02013291 北海道 中鉢　敦雄 ﾅｶﾊﾞﾁ ｱﾂｵ 001-0023
北海道札幌市北区北２３条西４丁目２番３号　プラザ
ハイツ２４　３１８号室

011-736-1998

02013292 北海道 鴻池　敏克 ｺｳﾉｲｹ ﾄｼｶﾂ 065-0020 北海道札幌市東区北２０条東３丁目２番３２号 011-731-7159

02013770 北海道 渋谷　靖彦 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾔｽﾋｺ 行政書士シブタニ事務所 004-0052
北海道札幌市厚別区厚別中央２条５丁目２番２５号　
六興ビル６０９号室

011-802-2992

02013772 北海道 佐藤　聡 ｻﾄｳ ｻﾄｼ 070-0842 北海道旭川市大町２条２丁目５番地の５１ 0166-59-7770
03010664 北海道 橋本　奈津子 ﾊｼﾓﾄ ﾅﾂｺ 003-0021 北海道札幌市白石区栄通３丁目１番５０号　橋本ビル 011-854-5024
03011236 北海道 渡邊　光一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｲﾁ 065-0013 北海道札幌市東区北１３条東２丁目２番３６－３０５号 011-577-6517

03011240 北海道 山上　和彦 ﾔﾏｶﾐ ｶｽﾞﾋｺ 山上行政書士事務所 060-0063
北海道札幌市中央区南３条西１２丁目３２０番地　札
幌森ビル３　２Ｆ

011-280-7001

03011241 北海道 石川　秀行 ｲｼｶﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 049-0121 北海道北斗市久根別３丁目１５番１０号 0138-73-4552
03011243 北海道 中村　伸之 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 048-2673 北海道小樽市桃内１丁目５１番地 0134-26-0599
03011248 北海道 渡邊　英一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｲﾁ 061-1148 北海道北広島市山手町８丁目２番地５ 011-372-2546
03011648 北海道 中野　善隆 ﾅｶﾉ ﾖｼﾀｶ 073-0018 北海道滝川市朝日町西２丁目２番１６号 0125-23-2063
03011883 北海道 山口　英明 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｱｷ 040-0012 北海道函館市時任町３０番２９号 0138-56-1877
03012048 北海道 土田　美枝子 ﾂﾁﾀﾞ ﾐｴｺ 004-0846 北海道札幌市清田区清田６条２丁目１番１８号 011-881-5634
03012506 北海道 酒勾　桂子 ｻｺｳ ｹｲｺ 062-0032 北海道札幌市豊平区西岡２条８丁目５番４５号 011-851-4707
03012508 北海道 谷　勳 ﾀﾆ ｲｻｦ 069-0365 北海道岩見沢市上幌向町１３６０番地１ 0126-32-6001
03012736 北海道 三浦　清 ﾐｳﾗ ｷﾖｼ 050-0086 北海道室蘭市大沢町３丁目６番３号 0143-43-0330
03012737 北海道 秋山　充 ｱｷﾔﾏ ﾐﾂﾙ 059-1302 北海道苫小牧市拓勇西町６丁目２１番３６号 0144-55-3480
03013056 北海道 五十嵐　眞 ｲｶﾞﾗｼ ﾏｺﾄ 五十嵐行政書士事務所 001-0032 北海道札幌市北区北３２条西４丁目２番１１号 011-726-4501
04010123 北海道 古川　悦子 ﾌﾙｶﾜ ｴﾂｺ 004-0071 北海道札幌市厚別区厚別北１条４丁目１番２－５０５ 011-893-1873
04010531 北海道 上野　稔哉 ｳｴﾉ ﾄｼﾔ 063-0862 北海道札幌市西区八軒１条東２丁目２番３３－５０５ 090-3397-9489
04010533 北海道 山代　るみ ﾔﾏｼﾛ ﾙﾐ いぶき行政書士事務所 005-0843 北海道札幌市南区石山３条５丁目３番３号 011-211-5627
04010750 北海道 池田　真哲 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 池田行政書士事務所 093-0004 北海道網走市南４条東４丁目６番地 0152-44-6978
04010989 北海道 小林　功 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｻｵ 045-0012 北海道岩内郡岩内町字宮園７１番地 0135-62-7489

04011213 北海道 迫口　定富 ｻｺｸﾞﾁ ｻﾀﾞﾄﾐ 行政書士迫口定富事務所 063-0827
北海道札幌市西区発寒７条５丁目１１番２１号　クレス
トコート６０１号

011-590-0470

04011489 北海道 佐々木　孝之 ｻｻｷ ﾀｶﾕｷ 佐々木孝之行政書士事務所 003-0021 北海道札幌市白石区栄通２１丁目６番６号 011-853-6280
04011490 北海道 阿部　典紀 ｱﾍﾞ ﾉﾘﾄｼ ＳＡＴＯ行政書士法人 065-0005 北海道札幌市東区北５条東８丁目１番３３号 011-742-8222
04011736 北海道 穂積　高志 ﾎﾂﾞﾐ ﾀｶｼ 行政書士みずほ総合法務事務所 062-0921 北海道札幌市豊平区中の島一条１丁目５番１８－１０ 011-811-5145
04011738 北海道 野寺　正樹 ﾉﾃﾞﾗ ﾏｻｷ 行政書士野寺正樹事務所 069-0821 北海道江別市東野幌町３３番地の１６ 011-383-3023
04011898 北海道 森　広靖 ﾓﾘ ﾋﾛﾔｽ 行政書士森事務所 002-0857 北海道札幌市北区屯田７条２丁目８番２０号 011-826-6973
04012070 北海道 髙澤　慎 ﾀｶｻﾜ ﾏｺﾄ 髙澤慎行政書士事務所 041-0835 北海道函館市東山１丁目６番２０号 0138-68-1517
05010127 北海道 廣山　佳信 ﾋﾛﾔﾏ ﾖｼﾉﾌﾞ 廣山佳信行政書士事務所 002-0855 北海道札幌市北区屯田５条２丁目９番３号 011-772-1134
05010309 北海道 北村　昌次 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳｼﾞ 北村昌次行政書士事務所 006-0818 北海道札幌市手稲区前田８条９丁目８番１号 011-683-3943
05010588 北海道 髙岡　浩則 ﾀｶｵｶ ﾋﾛﾉﾘ 高岡浩則行政書士事務所 003-0826 北海道札幌市白石区菊水元町６条３丁目３番５号 090-8427-0787
05010839 北海道 前田　景介 ﾏｴﾀﾞ ｹｲｽｹ 行政書士前田景介法務事務所 063-0021 北海道札幌市西区平和１条４丁目５番１号 011-667-3576
05011120 北海道 原口　主税 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾁｶﾗ 行政書士原口主税事務所 069-1508 北海道夕張郡栗山町字湯地８４番地９３ 0123-72-2226
05011126 北海道 齋藤　省 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ 行政書士斎藤省事務所 005-0850 北海道札幌市南区石山東３丁目１８番６号 011-591-1518
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05011366 北海道 石井　長徳 ｲｼｲ ｵｻﾉﾘ 行政書士石井長徳事務所 053-0821 北海道苫小牧市しらかば町３丁目１３番８号 0144-73-1659
05011368 北海道 橋本　信子 ﾊｼﾓﾄ ﾉﾌﾞｺ 橋本行政書士事務所 006-0836 北海道札幌市手稲区曙６条１丁目５番６号 011-686-3300
05011371 北海道 松田　聡 ﾏﾂﾀﾞ ｻﾄｼ チームマツダ行政書士法人 040-0004 北海道函館市杉並町１３番１２号 0138-33-4675

05011487 北海道 中山　太 ﾅｶﾔﾏ ﾌﾄｼ 中山太行政書士事務所 065-0030
北海道札幌市東区北３０条東１５丁目３番２０号　ク
レールフランセエストゥ３０６

011-768-8300

06010298 北海道 紺野　裕和 ｺﾝﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 紺野行政書士事務所 004-0866 北海道札幌市清田区北野６条５丁目１０番１２号 090-1640-1393
06010404 北海道 松村　真希 ﾏﾂﾑﾗ ﾏｻｷ 松村行政書士事務所 047-0154 北海道小樽市朝里川温泉一丁目３０６番地２２ 050-5875-8536
06010407 北海道 橋本　喜博 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 行政書士橋本喜博事務所 001-0925 北海道札幌市北区新川５条６丁目４番１４号 011-761-4030
06010408 北海道 長谷川　征輝 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｷ あかり行政書士法人 064-0804 北海道札幌市中央区南４条西６丁目８番地　晴ばれ 011-281-7722
06010410 北海道 安部　裕一 ｱﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 安部行政書士事務所 059-0013 北海道登別市幌別町５丁目１２番地 0143-85-4310
06011223 北海道 佐々木　広行 ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ 佐々木行政書士事務所 098-0132 北海道上川郡和寒町字西町８７番地 0165-32-2230
06011365 北海道 佐々木　泰 ｻｻｷ ﾔｽｼ 佐々木泰行政書士事務所 090-0065 北海道北見市寿町６丁目３番２号 0157-31-5103

06011682 北海道 内海　敬市 ｳﾁｳﾐ ｹｲｲﾁ 内海行政書士事務所 063-0812
北海道札幌市西区琴似２条２丁目２番１７号　ファー
ストプラザ２０３号室

011-666-2428

06011828 北海道 野口　哲郎 ﾉｸﾞﾁ ﾃﾂﾛｳ 野口哲郎行政書士事務所 001-0907 北海道札幌市北区新琴似７条１３丁目２番２２号 011-375-7834

07010003 北海道 小島　佳代 ｺｼﾞﾏ ｶﾖ 小島佳代行政書士事務所 064-0811
北海道札幌市中央区南１１条西１３丁目１番１１号　
大宥寺１階

011-562-2222

07010385 北海道 木村　彰男 ｷﾑﾗ ｱｷｵ 木村彰男行政書士事務所 005-0831 北海道札幌市南区中ノ沢５丁目４番８号 011-572-0985

07010942 北海道 藤永　誠一郎 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ 行政書士シティ行政法務事務所 060-0042
北海道札幌市中央区大通西１０丁目４番地　南大通
ビル５階

011-206-4686

07011264 北海道 原田　哲男 ﾊﾗﾀﾞ ﾃﾂｵ 原田行政書士事務所 067-0042 北海道江別市見晴台６９番地の８ 011-378-6172

07011265 北海道 新田　和代 ﾆｯﾀ ｶｽﾞﾖ 行政書士新田和代事務所 060-0062
北海道札幌市中央区南２条西６丁目１４番地　大友ビ
ル７階

011-213-0183

07011545 北海道 山本　康夫 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ 山本康夫行政書士事務所 062-0051
北海道札幌市豊平区月寒東１条２丁目５番１７号　
トークヒル２０３号

011-555-8653

07011662 北海道 塩坂　壇 ｼｵｻｶ ﾋﾛｼ 行政書士塩坂壇事務所 063-0033 北海道札幌市西区西野３条８丁目１０番１－１１０号 011-311-5205

07011814 北海道 田丸　浩平 ﾀﾏﾙ ｺｳﾍｲ 行政書士スノーク法務事務所 062-0052
北海道札幌市豊平区月寒東２条６丁目５番２０号　Ｌｕ
ｎａ２６．１０３号

011-855-2239

08010137 北海道 多田　泰三 ﾀﾀﾞ ﾀｲｿﾞｳ 多田泰三行政書士事務所 060-0907
北海道札幌市東区北７条東６丁目１２番地４　Ｃｉｔｙ７６
－Ⅱ（３階）３０Ｃ号

011-522-9951

08010359 北海道 南方　美智子 ﾐﾅｶﾀ ﾐﾁｺ
行政書士事務所みなかたパート
ナーズ

064-0917
北海道札幌市中央区南１７条西１０丁目２番２０－６１
０号

011-532-7212

08010811 北海道 長島　靖子 ﾅｶﾞｼﾏ ﾔｽｺ 長島靖子行政書士事務所 063-0834 北海道札幌市西区発寒１４条２丁目１０番５号 011-555-5656
08010816 北海道 越智　敦子 ｵﾁ ｱﾂｺ 越智行政書士事務所 063-0061 北海道札幌市西区西町北２０丁目４－１０－２０３ 090-6873-7610
08010817 北海道 古川　紀夫 ﾌﾙｶﾜ ﾉﾘｵ 行政書士古川紀夫事務所 063-0041 北海道札幌市西区西野１１条９丁目１９番２号 011-665-0982
08010820 北海道 村部　貫志 ﾑﾗﾍﾞ ｶﾝｼﾞ 行政書士村部貫志事務所 064-0913 北海道札幌市中央区南１３条西６丁目４番１３号 011-511-6727
08010825 北海道 嶋田　不二雄 ｼﾏﾀﾞ ﾌｼﾞｵ 行政書士嶋田不二雄事務所 041-0841 北海道函館市日吉町２丁目１７番１８号 0138-85-6201
08011451 北海道 石田　恵介 ｲｼﾀﾞ ｹｲｽｹ サトクラッチ行政書士事務所 002-8071 北海道札幌市北区あいの里１条４丁目２１番８号 011-778-0051
08011672 北海道 佐々木　伸 ｻｻｷ ｼﾝ 佐々木伸行政書士事務所 063-0826 北海道札幌市西区発寒６条１１丁目９番２１－３０２号 011-665-6190

08011850 北海道 太田　満 ｵｵﾀ ﾐﾂﾙ
ヨネツボ北海道おおた行政書士事
務所

064-0820
北海道札幌市中央区大通西２０丁目３番３０　大通ハ
ウス３０５号

011-522-7772

08012010 北海道 源　秀人 ﾐﾅﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄ 行政書士みなもと事務所 047-0032 北海道小樽市稲穂５丁目２７番３０号 080-5591-1442
08012013 北海道 髙田　芳枝 ﾀｶﾀﾞ ﾖｼｴ 行政書士高田芳枝事務所 065-0023 北海道札幌市東区北２３条東１丁目７番１１号 011-741-7286
08012014 北海道 中村　敦彦 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂﾋｺ 行政書士中村オフィス 065-0027 北海道札幌市東区北２７条東１８丁目２番２１号 011-788-2107
09010005 北海道 向平　純也 ﾑｶｲﾋﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 行政書士ジャスティス法務事務所 041-0803 北海道函館市亀田中野町３１４番地９ 0138-76-8900
09010277 北海道 遠藤　雄大 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ 行政書士遠藤雄大事務所 099-4112 北海道斜里郡斜里町港町５番地９ 0152-23-3640
09010279 北海道 東宮　淳二 ﾄｳﾐﾔ ｼﾞｭﾝｼﾞ 東宮淳二行政書士事務所 069-0815 北海道江別市野幌末広町２７番地の７ 011-382-0184
09010411 北海道 佐藤　芳夫 ｻﾄｳ ﾖｼｵ 行政書士佐藤芳夫事務所 080-0803 北海道帯広市東３条南２５丁目１番地２ 0155-67-1777

09010412 北海道 南方　宏幸 ﾐﾅｶﾀ ﾋﾛﾕｷ
行政書士事務所みなかたパート
ナーズ

064-0917
北海道札幌市中央区南１７条西１０丁目２番２０－６１
０号

011-532-7212

09010777 北海道 武田　知訓 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 武田知訓行政書士事務所 001-0922 北海道札幌市北区新川２条４丁目６番８号 011-761-1920

09011720 北海道 菊田　佑介 ｷｸﾀ ﾕｳｽｹ 行政書士菊田法務事務所 064-0807
北海道札幌市中央区南７条西１丁目２０番地１　グ
レートヒルアクアフロント９０１号

011-596-6065

10010001 北海道 松田　盛 ﾏﾂﾀﾞ ｾｲ
そうえん法務事務所　行政書士　
松田盛

060-0004
北海道札幌市中央区北４条西１４丁目１番地４７　ロ
ワールＮ４　７０２号

011-699-5689
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10010480 北海道 輕部　諭 ｶﾙﾍﾞ ｻﾄｼ 行政書士あすひ法務事務所 062-0933
北海道札幌市豊平区平岸３条１７丁目７番１９号　レ
ジデンス平岸１０２号

080-9324-2702

10010482 北海道 棚川　伊知郎 ﾀﾅｶﾜ ｲﾁﾛｳ 行政書士棚川伊知郎法令オフィス 062-0934 北海道札幌市豊平区平岸４条１６丁目５番１－１４０３ 090-7651-4009
10010897 北海道 小野塚　健一 ｵﾉﾂﾞｶ ｹﾝｲﾁ 小野塚行政書士事務所 004-0041 北海道札幌市厚別区大谷地東６丁目２番８－１０２号 011-894-9321

10011329 北海道 田山　哲也 ﾀﾔﾏ ﾃﾂﾔ たいせつ行政書士事務所 071-8123
北海道旭川市末広東３条２丁目１番１３号　フォーレス
ト２０１

0166-74-4137

10011335 北海道 増子　涼 ﾏｽｺ ﾘｮｳ 増子涼行政書士事務所 041-0821 北海道函館市港町一丁目３３番２４号 0138-43-2127
10011646 北海道 宝福　一哉 ﾎｳﾌｸ ｶｽﾞﾔ 宝福行政書士事務所 061-3259 北海道石狩市樽川９条２丁目１１５番地 0133-74-3508
10011647 北海道 斎藤　哲也 ｻｲﾄｳ ﾃﾂﾔ 行政書士斎藤法務事務所 068-0024 北海道岩見沢市４条西１丁目２番５号　ＭＹ岩見沢ビ 0126-23-6060
10011648 北海道 伊藤　直文 ｲﾄｳ ﾅｵﾌﾐ 行政書士事務所オフィスイトウ 065-0022 北海道札幌市東区北２２条東１丁目３番２０号 011-721-2493
10011651 北海道 作家　弘樹 ｻｯｶ ﾋﾛｷ さっか行政書士事務所 089-3322 北海道中川郡本別町栄町７２番地１ 0156-28-0105
10011905 北海道 三木　憲之 ﾐｷ ﾉﾘﾕｷ 三木行政書士事務所 078-8811 北海道旭川市緑が丘南１条１丁目６番７号 0166-74-4658
10012319 北海道 阿部　良栄 ｱﾍﾞ ﾖｼｴ 行政書士阿部良栄事務所 003-0865 北海道札幌市白石区川下５条４丁目４番８号 011-872-3782
10012463 北海道 大石　茂晴 ｵｵｲｼ ｼｹﾞﾊﾙ 行政書士大石茂晴事務所 002-8073 北海道札幌市北区あいの里３条６丁目６番８号 011-778-6067
10012660 北海道 鎌田　静子 ｶﾏﾀﾞ ｼｽﾞｺ 行政書士鎌田静子事務所 070-0003 北海道旭川市新富３条２丁目４番２０号 0166-25-7958

11010004 北海道 松田　猛志 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ シン・行政書士事務所 060-0052
北海道札幌市中央区南２条東２丁目１６番地　堀尾ビ
ル３階

011-555-1323

11010158 北海道 原田　和子 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞｺ 行政書士原田和子事務所 064-0923
北海道札幌市中央区南２３条西１５丁目１番３号　ダ
イアナ南山鼻ヒルズⅡＡ－４０７号

011-577-2304

11010327 北海道 倉又　一成 ｸﾗﾏﾀ ｶｽﾞﾅﾘ 倉又一成行政書士事務所 065-0000 北海道札幌市東区北８条東１２丁目４－８ 090-9089-4745
11010792 北海道 古田　聖 ﾌﾙﾀ ﾀｶﾗ 行政書士古田聖事務所 066-0073 北海道千歳市北斗５丁目３番７号 0123-40-7530

11010795 北海道 木村　奈津美 ｷﾑﾗ ﾅﾂﾐ 行政書士木村奈津美事務所 060-0809
北海道札幌市北区北９条西４丁目７番地４　エルムビ
ル７階

011-376-5622

11011364 北海道 八重樫　洋平 ﾔｴｶﾞｼ ﾖｳﾍｲ 行政書士法人エニシア 060-0061 北海道札幌市中央区南１条西１１丁目１番地 011-212-1895

11011366 北海道 鎌野　代志美 ｶﾏﾉ ﾖｼﾐ エルム行政書士事務所 001-0011
北海道札幌市北区北１１条西１丁目２番６号　鎌野ビ
ル２階

090-5338-5149

11011367 北海道 丸山　修 ﾏﾙﾔﾏ ｵｻﾑ 丸山修行政書士事務所 069-0231 北海道空知郡南幌町北町１丁目１番５号 011-378-3135

11011579 北海道 澤田　英幸 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 行政書士オフィスサワダ 064-0807
北海道札幌市中央区南７条西１丁目２０番地１　グ
レートヒルアクアフロント６０３号室

011-596-6007

11011970 北海道 横山　達也 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾂﾔ
行政書士事務所　横山総合法務オ
フィス

063-0803
北海道札幌市西区二十四軒３条４丁目６－２０　清水
マンションＡ－２０１号

011-616-7675

11012314 北海道 中家　康嗣 ﾅｶｲｴ ｺｳｼﾞ 行政書士なかいえ事務所 070-0824 北海道旭川市錦町１９丁目２１５０番地の５８ 0166-51-0220
12010137 北海道 関根　進 ｾｷﾈ ｽｽﾑ 関根進行政書士事務所 080-0810 北海道帯広市東１０条南１９丁目３番地４ 0155-28-3570
12010418 北海道 水上　武司 ﾐｽﾞｶﾐ ﾀｹｼ 行政書士水上武司事務所 068-0805 北海道岩見沢市南町５条２丁目５番１５号 0126-24-6152

12010421 北海道 名古屋　裕一 ﾅｺﾞﾔ ﾕｳｲﾁ 行政書士名古屋法務事務所 064-0823
北海道札幌市中央区北３条西２０丁目２番１６号　北
３条ＭＭビル３０１号室

011-790-8782

12010843 北海道 坂之井　直紀 ｻｶﾉｲ ﾅｵｷ 行政書士法人エニシア 060-0061 北海道札幌市中央区南一条西１１丁目１番地 011-212-1895
12011214 北海道 小川　逸朗 ｵｶﾞﾜ ｲﾂﾛｳ 小川逸朗行政書士事務所 063-0823 北海道札幌市西区発寒３条４丁目３番２８号 011-590-0731

12012030 北海道 森本　賢一 ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝｲﾁ
そうえん法務事務所　行政書士　
森本賢一

060-0004
北海道札幌市中央区北４条西１４丁目１番地４７　ロ
ワールＮ４　７０２号

011-699-5689

12012234 北海道 枝村　縁 ｴﾀﾞﾑﾗ ﾕｶﾘ
行政書士オフィスリーガル・Ｅ法務
事務所

002-8041 北海道札幌市北区東茨戸１条１丁目２番２２号 011-773-7210

12012418 北海道 残間　渉 ｻﾞﾝﾏ ﾜﾀﾙ ＯＰＥＮ行政書士事務所 003-0024
北海道札幌市白石区本郷通５丁目南２番１６号　コス
モパレス１０１号

011-802-7631

13010002 北海道 中尾　和子 ﾅｶｵ ｶｽﾞｺ 中尾和子行政書士事務所 090-0067 北海道北見市緑ケ丘１丁目７番５号 0157-31-4088
13010440 北海道 舘林　雅也 ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾅﾘ 舘林行政書士事務所 001-0912 北海道札幌市北区新琴似１２条１１丁目８番３号 090-6217-7041

13010848 北海道 藤井　愼一 ﾌｼﾞｲ ｼﾝｲﾁ 行政書士ふじい事務所 060-0002
北海道札幌市中央区北２条西１９丁目１番地６　ロイ
ヤルヴィーゼ北２条９０１号

011-676-8745

13010859 北海道 荒木　均 ｱﾗｷ ﾋﾄｼ 荒木均行政書士事務所 064-0941 北海道札幌市中央区旭ケ丘１丁目７番１３号 011-533-1043
13011249 北海道 池田　玲菜 ｲｹﾀﾞ ﾚﾅ アンパサンド行政書士事務所 063-0824 北海道札幌市西区発寒４条７丁目４番６号 011-300-0138
13011258 北海道 山田　融 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｵﾙ 行政書士山田融事務所 064-0820 北海道札幌市中央区大通西２６丁目１番１２号 011-643-5940
13012077 北海道 荒井　慎一郎 ｱﾗｲ ｼﾝｲﾁﾛｳ あらい行政書士事務所 040-0002 北海道函館市柳町４番６号　メゾン五稜郭１０３号室 0138-84-6153
13012409 北海道 吉田　隆一 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ さくらんぼ行政書士事務所 062-0033 北海道札幌市豊平区西岡３条６丁目５番２２号 011-852-9396
14010291 北海道 宮本　訓三 ﾐﾔﾓﾄ ﾉﾘﾐﾂ 行政書士ＮＯＲＩ事務所 065-0028 北海道札幌市東区北２８条東８丁目３番２１号 011-769-9900
14010864 北海道 山本　淳一 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 行政書士山本法務事務所 005-0841 北海道札幌市南区石山１条６丁目１番１３号 080-5726-9158
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14011179 北海道 小黒　耕太郎 ｵｸﾞﾛ ｺｳﾀﾛｳ 小黒行政書士事務所 060-0061
北海道札幌市中央区南１条西５丁目１９番地１　郵政
福祉札幌第１ビル５階

011-261-2600

14011186 北海道 弦巻　純 ﾂﾙﾏｷ ｼﾞｭﾝ 弦巻純行政書士事務所 063-0812
北海道札幌市西区琴似２条４丁目１番２４号　ヤマチ
ビル２階札幌オフィスプレイス２１５号

011-633-7044

14011406 北海道 更科　香織 ｻﾗｼﾅ ｶｵﾘ 行政書士コスモスリーガルサービ 060-0042 北海道札幌市中央区大通西１３丁目４　中菱ビル４階 011-577-9844
14012133 北海道 米澤　和之 ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ 行政書士米澤和之事務所 004-0882 北海道札幌市清田区平岡公園東１０丁目１３番１号 080-1979-4702
14012321 北海道 小山内　聡 ｵｻﾅｲ ｻﾄｼ おさない行政書士事務所 041-0851 北海道函館市本通２丁目２２番１９号 0138-85-8598
14012324 北海道 宮浦　尚基 ﾐﾔｳﾗ ﾅｵｷ 宮浦行政書士事務所 002-8025 北海道札幌市北区篠路５条３丁目１番１１号 011-769-0180

14012329 北海道 阿部　敏幸 ｱﾍﾞ ﾄｼﾕｷ 行政書士阿部敏幸事務所 080-0011
北海道帯広市西１条南２３丁目１５番地２　ハーモニィ
ハイツＥ

0155-67-4197

15010001 北海道 宮澤　英雄 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｵ みやざわ行政書士事務所 080-0023 北海道帯広市西１３条南１７丁目１番地３５ 0155-67-6316
15010387 北海道 宮永　友和 ﾐﾔﾅｶﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 宮永行政書士事務所 006-0861 北海道札幌市手稲区明日風５丁目１１番１３号 090-7645-1403

15010797 北海道 青山　健司 ｱｵﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 青山健司行政書士事務所 062-0932
北海道札幌市豊平区平岸２条１１丁目３番１４号　第
１川崎ビル１階

011-815-5282

15010798 北海道 大谷　敦子 ｵｵﾀﾆ ｱﾂｺ アツコスマイル行政書士事務所 070-0841 北海道旭川市大町１条３丁目９番６４号 090-6875-7431
15010800 北海道 塩崎　由花里 ｼｵｻﾞｷ ﾕｶﾘ 行政書士塩崎由花里事務所 003-0029 北海道札幌市白石区平和通２丁目北１番９号 011-595-8178

15010802 北海道 鈴木　千逸 ｽｽﾞｷ ﾁﾊﾔ 行政書士事務所ベルパートナー 069-1511
北海道夕張郡栗山町中央２丁目８６番地　村井ビル２
０１号

0123-72-1630

15010808 北海道 木村　昭仁 ｷﾑﾗ ｱｷﾋﾄ 行政書士ＪＩＮ法務事務所 060-0042 北海道札幌市中央区大通西１９丁目１番３２８－８０６ 090-2819-8929

15010809 北海道 渡部　健司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 行政書士渡部法務事務所 080-0028
北海道帯広市西１８条南２丁目１１番地１５７　ハイツ
コスモスＡ１階

0155-67-1808

15010811 北海道 菱　祐一 ﾋｼ ﾕｳｲﾁ 菱行政書士事務所 064-0913 北海道札幌市中央区南１３条西１３丁目１番６号 080-1089-5958
15010813 北海道 岸田　勝己 ｷｼﾀﾞ ｶﾂﾐ 岸田勝己行政書士事務所 063-0038 北海道札幌市西区西野８条９丁目１８番５２号 011-676-9661
15010821 北海道 深林　恭広 ﾌｶﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾋﾛ 深林行政書士事務所 060-0042 北海道札幌市中央区大通西５丁目８　昭和ビル３階 011-210-4000
15011135 北海道 宇野　亨 ｳﾉ ﾄｵﾙ 行政書士宇野亨事務所 067-0063 北海道江別市上江別西町２２番地の２４ 090-2811-7813

15011657 北海道 髙橋　一壽 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾄｼ やまはな行政書士事務所 064-0917
北海道札幌市中央区南１７条西１０丁目２番２０　誉グ
ランドハイツ６０６号

011-512-4396

15012132 北海道 山口　穂 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾉﾘ 行政書士山口穂事務所 061-1270 北海道北広島市大曲４４６番地２０ 011-377-7817
15012285 北海道 花井　亜有菜 ﾊﾅｲ ｱﾕﾅ 花井行政書士事務所 003-0021 北海道札幌市白石区栄通１５丁目１番５３号 011-856-3763
16010001 北海道 加藤　慎一 ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁ 行政書士加藤慎一事務所 053-0821 北海道苫小牧市しらかば町６丁目２０番７号 0144-84-3132
16010460 北海道 嶋村　卓也 ｼﾏﾑﾗ ﾀｸﾔ 行政書士嶋村卓也事務所 004-0864 北海道札幌市清田区北野４条５丁目４番３２号 011-883-2751

16010467 北海道 岡田　七枝 ｵｶﾀﾞ ﾅﾅｴ 行政書士サポートグリーンオフィス 060-0034
北海道札幌市中央区北４条東２丁目７番地１　シャル
ム北４条５０８号

011-210-6588

16010470 北海道 小野松　勝利 ｵﾉﾏﾂ ｶﾂﾄｼ ピーエス行政書士法務事務所 064-0807
北海道札幌市中央区南７条西１丁目２０番地１　グ
レートヒルアクアフロント８０４号

011-596-7430

16010842 北海道 上田　健介 ｳｴﾀﾞ ｹﾝｽｹ こうゆう行政書士事務所 069-1317 北海道夕張郡長沼町東６線北３番地 0123-76-7879
16011209 北海道 桂川　明美 ｶﾂﾗｶﾞﾜ ｱｹﾐ 行政書士桂川明美事務所 065-0018 北海道札幌市東区北１８条東１９丁目１番８－６号 011-781-1192
16011496 北海道 溝江　弘志 ﾐｿﾞｴ ﾋﾛｼ 行政書士事務所コスモス・オフィス 006-0015 北海道札幌市手稲区富丘５条４丁目１８番２号 0800-800-8423
16011877 北海道 坪井　昌紀 ﾂﾎﾞｲ ﾏｻﾉﾘ 行政書士つぼい事務所 040-0074 北海道函館市松川町６番１号　加藤ビル３階３０１号 0138-84-6019
16012069 北海道 鈴木　政昭 ｽｽﾞｷ ﾏｻｱｷ ほうゆう鈴木政昭行政書士事務所 080-0019 北海道帯広市西９条南４０丁目２番６号 0155-66-9247
16012071 北海道 末永　二一 ｽｴﾅｶﾞ ﾌｲﾁ 行政書士末永二一事務所 002-8072 北海道札幌市北区あいの里２条１丁目３番１号 011-555-5483
16092182 北海道 橋津　正晶 ﾊｼﾂﾞ ﾏｻｱｷ 橋津行政書士事務所 002-8072 北海道札幌市北区あいの里２条７丁目１１番１２号 011-577-1925
17010419 北海道 佐々木　亮 ｻｻｷ ﾏｺﾄ 行政書士佐々木まこと事務所 007-0826 北海道札幌市東区東雁来６条１丁目３番６号 011-782-6778
17010420 北海道 津幡　笑 ﾂﾊﾞﾀ ｴﾐ つばた行政書士事務所 003-0834 北海道札幌市白石区北郷４条２丁目１３番３号 090-5985-6015
17010430 北海道 五十嵐　拓也 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｸﾔ 行政書士オフィスいがらし 067-0065 北海道江別市ゆめみ野東町４番地の１０ 011-311-1620

17011030 北海道 青木　義孝 ｱｵｷ ﾖｼﾀｶ 行政書士事務所さっぽろエール 001-0030
北海道札幌市北区北３０条西１１丁目３番１１号　柳
川ビル２階創業ＢＯＸ２０３号室

011-776-7773

17011036 北海道 金子　重雄 ｶﾈｺ ｼｹﾞｵ 行政書士金子重雄事務所 054-0023 北海道勇払郡むかわ町末広１丁目２１番地２ 0145-42-2557
17011277 北海道 寺沢　涼一 ﾃﾗｻﾞﾜ ﾘｮｳｲﾁ てらざわ行政書士事務所 003-0022 北海道札幌市白石区南郷通２丁目南７番８－４０７号 011-558-9374
17011694 北海道 坂本　章聡 ｻｶﾓﾄ ﾄｼｱｷ ジースロープ行政書士事務所 061-2282 北海道札幌市南区藤野２条９丁目１７番７号 050-3702-6361
18010161 北海道 小川　朋子 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓｺ 行政書士事務所オネスティ 085-0042 北海道釧路市若草町２０番１５号 0154-65-1763

18010163 北海道 佐藤　朋子 ｻﾄｳ ﾄﾓｺ 札幌あんしん行政書士事務所 004-0813
北海道札幌市清田区美しが丘３条７丁目１番８号　グ
ランドパレス里塚２０２

090-8896-1732

18010458 北海道 多田　州一 ﾀﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 多田州一行政書士事務所 063-0006 北海道札幌市西区山の手６条６丁目２番７号 080-6065-3016
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18010831 北海道 小森　和幸 ｺﾓﾘ ｶｽﾞﾕｷ 小森行政書士事務所 060-0061
北海道札幌市中央区南１条西９丁目５番地１　札幌１
９Ｌビル５階

011-590-5451

18010833 北海道 中山　大輔 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ グランデ行政書士事務所 065-0019
北海道札幌市東区北１９条東１０丁目１番７号　グリー
ントマト１０２号

070-5604-7299

18011203 北海道 辻　洋太 ﾂｼﾞ ﾖｳﾀ 行政書士辻洋太事務所 070-0901 北海道旭川市花咲町４丁目 0166-53-6900

18011205 北海道 船本　ゆうこ ﾌﾅﾓﾄ ﾕｳｺ 船本ゆうこ行政書士事務所 063-0823
北海道札幌市西区発寒３条１丁目２番２５号　ＨＩＲＯ
ＧＡＭＩビル２階

011-624-5760

18011206 北海道 平野　雅啓 ﾋﾗﾉ ﾏｻﾋﾛ 行政書士事務所オフィスＭ 070-0813 北海道旭川市川端町３条８丁目１番２９号 090-8705-4165

18011208 北海道 齋藤　奈津恵 ｻｲﾄｳ ﾅﾂｴ 行政書士さいとう事務所 064-0823
北海道札幌市中央区北３条西２０丁目２番１６号　北
３条ＭＭビル３０１号室

050-5328-1418

18011210 北海道 泉　健一 ｲｽﾞﾐ ｹﾝｲﾁ 行政書士モモンガ・法務事務所 071-1425 北海道上川郡東川町西町５丁目６番８号　泉州庵２階 0166-73-6657

18011213 北海道 神保　康弘 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾔｽﾋﾛ 神保行政書士事務所 053-0024
北海道苫小牧市大町２丁目３番１０号　（資）大洋社神
保印刷所２階

090-3398-4267

18011521 北海道 橋本　峰宏 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾈﾋﾛ 千歳第一行政書士事務所 066-0074 北海道千歳市緑町１丁目１番２号 0123-24-8838

18011746 北海道 上田　祐子 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｺ うえだ行政書士事務所 064-0809
北海道札幌市中央区南９条西５丁目１番１５号　ＳＡＫ
ＵＲＡ－Ｓ９　Ｒ室

011-213-0107

18011979 北海道 佐藤　俊隆 ｻﾄｳ ﾄｼﾀｶ 行政書士北辰経営事務所 001-0017 北海道札幌市北区北１７条西４丁目１番１号 011-758-1700
18011983 北海道 工藤　保広 ｸﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾛ 行政書士エンレイソウ法務事務所 006-0814 北海道札幌市手稲区前田４条１３丁目５番１１号 090-6692-2558
18012284 北海道 今野　正樹 ｺﾝﾉ ﾏｻｷ 行政書士マーズオフィス 078-8358 北海道旭川市東光１８条９丁目１番７号 0166-73-5140
18012286 北海道 鈴木　博 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 行政書士鈴木博事務所 080-0028 北海道帯広市西１８条南４丁目２３番２号 0155-35-5163
19010007 北海道 田中　一樹 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ 田中一樹行政書士事務所 006-0012 北海道札幌市手稲区富丘２条７丁目６番１２号 011-557-7274
19010828 北海道 細田　健一 ﾎｿﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 行政書士ほそだ宮の森事務所 064-0952 北海道札幌市中央区宮の森２条１７丁目７番７号 090-9529-1272

19011160 北海道 亀田　裕介 ｶﾒﾀﾞ ﾕｳｽｹ 行政書士亀田裕介事務所 060-0053
北海道札幌市中央区南３条東１丁目１番地３　ＳＡＫＵ
ＲＡ－Ｅ１

011-788-3027

19011494 北海道 堀井　康雄 ﾎﾘｲ ﾔｽｵ 行政書士堀井康雄事務所 078-8345 北海道旭川市東光５条２丁目４番１５号 0166-64-6515
20010848 北海道 壁村　稔 ｶﾍﾞﾑﾗ ﾐﾉﾙ 行政書士ＭＩＮＯＲＵ法務オフィス 040-0032 北海道函館市新川町２４番２号 080-1096-5006

20010849 北海道 辻栄　克則 ﾂｼﾞｴ ｶﾂﾉﾘ つじえ行政書士事務所 053-0022
北海道苫小牧市表町１丁目３番４号　大東ビル北４階
６号室

080-4507-3133

20012029 北海道 川原　学徳 ｶﾜﾊﾗ ﾖｼﾉﾘ 行政書士川原学徳事務所 065-0014
北海道札幌市東区北１４条東７丁目１－３２　ブランノ
ワールＮ１４．ｅｘｅ６０５号室

011-214-9591

20012466 北海道 沼本　かおる ﾇﾏﾓﾄ ｶｵﾙ 行政書士沼本かおる事務所 061-3281 北海道石狩市花畔１条１丁目３８番地 050-8880-6428
21010004 北海道 三上　信男 ﾐｶﾐ ﾉﾌﾞｵ 行政書士三上信男事務所 054-0211 北海道勇払郡むかわ町穂別７５番地１９ 080-8496-4197
21010442 北海道 髙橋　草多 ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ 行政書士髙橋草多事務所 065-0019 北海道札幌市東区北１９条東３丁目４－１６ 011-704-2529
21010853 北海道 佐々木　聡 ｻｻｷ ｱｷﾗ 佐々木あきら行政書士事務所 063-0811 北海道札幌市西区琴似１条３丁目２－２－１５０５ 090-7969-4131
21011188 北海道 坂井　勝美 ｻｶｲ ｶﾂﾐ サーベイ・ワン行政書士事務所 061-2285 北海道札幌市南区藤野５条６丁目７番１７号 050-5885-0726
21011938 北海道 望月　大輔 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 行政書士望月事務所 001-0902 北海道札幌市北区新琴似２条１丁目１番１４号 070-4125-5912
25011515 北海道 三澤　志津 ﾐｻﾜ ｼｽﾞ 062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東２条７丁目５番２３号 011-859-8332
75010631 北海道 所村　武彦 ｼｮﾑﾗ ﾀｹﾋｺ 003-0835 北海道札幌市白石区北郷５条３丁目１番１－２０５号 011-872-7293
76010668 北海道 越　政隆 ｺｼ ﾏｻﾀｶ 097-0003 北海道稚内市こまどり４丁目７番８号 0162-23-8022
78010925 北海道 齊藤　元宣 ｻｲﾄｳ ﾓﾄﾉﾌﾞ ＡＣＥ行政書士法人 053-0042 北海道苫小牧市三光町５丁目２３番１５号 0144-36-3838
80011004 北海道 池田　高明 ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾊﾙ 池田行政書士事務所 093-0004 北海道網走市南４条東４丁目６番地 0152-44-6978
80011075 北海道 横内　寿治 ﾖｺｳﾁ ﾄｼﾊﾙ 094-0003 北海道紋別市弁天町３丁目１番５９号 01582-4-8876
81011155 北海道 鶴間　謙 ﾂﾙﾏ ｹﾝ 003-0004 北海道札幌市白石区東札幌４条２丁目５番１０号 011-831-3640
83011302 北海道 菊地　淳史 ｷｸﾁ ｱﾂｼ 056-0025 北海道日高郡新ひだか町静内木場町２丁目３番２６ 0146-42-3806

83011331 北海道 阿部　達哉 ｱﾍﾞ ﾀﾂﾔ 060-0061
北海道札幌市中央区南１条西９丁目６番地１　南１条
グランドハイツ３１０号

011-281-2605

84011362 北海道 板垣　俊夫 ｲﾀｶﾞｷ ﾄｼｵ 003-0029 北海道札幌市白石区平和通１７丁目北５番７号 011-374-4127
84011438 北海道 瀬尾　肇仁 ｾｵ ﾊﾂﾋﾄ 080-0018 北海道帯広市西八条南１１丁目１番地４ 0155-27-3777

84011453 北海道 澁田　勲 ｼﾌﾞﾀ ｲｻｵ 060-0061
北海道札幌市中央区南１条西１３丁目４番地５５　岩
渕ビル３階

011-261-4760

85011476 北海道 榎又　政浩 ｴﾉﾏﾀ ﾏｻﾋﾛ 070-0036 北海道旭川市６条通１４丁目右３号 0166-22-3199
86010265 北海道 杉山　定憲 ｽｷﾞﾔﾏ ｻﾀﾞﾉﾘ 090-0837 北海道北見市中央三輪５丁目４２４番地２１ 0157-36-5676
87010336 北海道 穗刈　豊 ﾎｶﾘ ﾕﾀｶ 065-0023 北海道札幌市東区北２３条東１９丁目３番１６号 011-783-3820
89010152 北海道 堀　博志 ﾎﾘ ﾋﾛｼ 052-0014 北海道伊達市舟岡町２０６番地１７ 0142-22-1724
89011108 北海道 河上　隆 ｶﾜｶﾐ ﾀｶｼ 004-0054 北海道札幌市厚別区厚別中央４条２丁目７番２０号 011-891-3988
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89011309 北海道 甲田　哲夫 ｺｳﾀﾞ ﾃﾂｵ 089-3712 北海道足寄郡足寄町南２条４丁目２２番地 0156-25-2070
90010250 北海道 桑原　教之 ｸﾜﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ 080-0807 北海道帯広市東７条南１０丁目２番地４ 0155-23-5611
90010579 北海道 廣木　保博 ﾋﾛｷ ﾔｽﾋﾛ 廣木行政書士事務所 090-0823 北海道北見市広明町２２５番地１ 0157-22-1377

90010942 北海道 菊地　利夫 ｷｸﾁ ﾄｼｵ 065-0024
北海道札幌市東区北２４条東８丁目３－２５　メゾンエ
クセル２０２号

011-702-0888

90011192 北海道 皆川　ゑみ子 ﾐﾅｶﾞﾜ ｴﾐｺ 071-8142 北海道旭川市春光台２条３丁目４番２５号 0166-53-8115
91011019 北海道 髙松　裕明 ﾀｶﾏﾂ ﾋﾛｱｷ 078-2100 北海道雨竜郡秩父別町１２９６番地の５２ 0164-33-3165

93010206 北海道 加藤　隆夫 ｶﾄｳ ﾀｶｵ 078-8214
北海道旭川市４条通２３丁目１１８番地２３　エイプロ
スビル２階

0166-33-2766

93011274 北海道 小田　和彦 ｵﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 007-0805
北海道札幌市東区東苗穂５条３丁目５番１７号　コー
ポ菅原１０１

011-785-7092

94010187 北海道 河合　泰信 ｶﾜｲ ﾔｽﾉﾌﾞ 001-0911 北海道札幌市北区新琴似１１条９丁目９番２号 011-765-8649

94010189 北海道 中村　仁子 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄｺ 064-0809
北海道札幌市中央区南９条西８丁目２番１７号　オー
タック１　１０２号

011-551-7762

95011707 北海道 佐々木　一憲 ｻｻｷ ｶｽﾞﾉﾘ 069-0835 北海道江別市文京台南町３３番地の５ 011-386-3342
95011708 北海道 髙橋　國夫 ﾀｶﾊｼ ｸﾆｵ 行政書士法人高橋事務所 051-0022 北海道室蘭市海岸町３丁目３番６号 0143-23-3207
95012080 北海道 三木　克敏 ﾐｷ ｶﾂﾄｼ 084-0907 北海道釧路市鳥取北１０丁目５番２２号 0154-65-1056
95012156 北海道 大沼　準 ｵｵﾇﾏ ｼﾞｭﾝ 環境コンサル行政書士法人 060-0004 北海道札幌市中央区北４条西７丁目５　緑苑木下ビ 011-231-0056
95012689 北海道 村松　繁克 ﾑﾗﾏﾂ ｼｹﾞｶﾂ 千歳行政事務代行社 066-0063 北海道千歳市幸町６丁目２０番１９号　村松ビル 0123-23-3524
96013450 北海道 篠原　賢吾 ｼﾉﾊﾗ ｹﾝｺﾞ 062-0936 北海道札幌市豊平区平岸６条１５丁目１番２０－２１０ 011-398-7530

96013532 北海道 田村　丈生 ﾀﾑﾗ ﾀｹｵ 007-0841
北海道札幌市東区北４１条東１５丁目２番１２号　トー
ダビル４Ｆ

011-748-3507

96013739 北海道 中川　一朗 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｱｷ 060-0003
北海道札幌市中央区北３条西１４丁目１番地２１　ライ
オンズマンション植物園第２－１００１号

011-826-6219

96014242 北海道 下関　桂子 ｼﾓﾉｾｷ ｹｲｺ 089-0361 北海道上川郡清水町御影東１条南３丁目１２番地２ 0156-63-2141

97014828 北海道 鈴木　信宏 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ
鈴木信宏行政書士事務所札幌厚
別行政法務センター

004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央２条１丁目２番９号 011-894-9088

97015086 北海道 川又　邦夫 ｶﾜﾏﾀ ｸﾆｵ 006-0836 北海道札幌市手稲区曙６条３丁目５番３号 011-683-5260
97015901 北海道 成田　眞利子 ﾅﾘﾀ ﾏﾘｺ ＮＡＲＩＴＡ国際法務行政書士事務 060-0062 北海道札幌市中央区南２条西１３丁目３１８番地１２ 011-261-2770

98016183 北海道 江谷　清和 ｺﾞｳﾔ ｷﾖｶｽﾞ 063-0051
北海道札幌市西区宮の沢１条２丁目３番３２号　セン
チュリオン松田Ⅱ－２０１号

011-666-4548

98016808 北海道 嶋谷　耕治 ｼﾏﾔ ｺｳｼﾞ 080-0012 北海道帯広市西２条南２９丁目７番地５ 0155-26-4864
98017176 北海道 佐藤　嘉彦 ｻﾄｳ ﾖｼﾋｺ 066-0078 北海道千歳市勇舞１丁目６番１号 0123-26-1558
99017686 北海道 秦　健一郎 ﾊﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ 047-0031 北海道小樽市色内１丁目８番１８号 0134-33-6666
99017785 北海道 今野　靖 ｺﾝﾉ ﾔｽｼ 006-0833 北海道札幌市手稲区曙３条１丁目６番１７号 011-683-8132

99017787 北海道 坂地　俊信 ｻｶﾁ ﾄｼﾉﾌﾞ 行政書士坂地俊信事務所 001-0031
北海道札幌市北区北３１条西４丁目３番１０号　第２５
松井ビル２０１号

011-736-7590

99018476 北海道 杉本　康則 ｽｷﾞﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 001-0912 北海道札幌市北区新琴似１２条３丁目４番１８号 011-764-0926
99018732 北海道 清水　学 ｼﾐｽ ﾏﾅﾌﾞ 069-0854 北海道江別市大麻中町２６番地の１９　カルム大麻６ 011-386-9757
99018884 北海道 齋藤　康文 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾌﾐ 060-0807 北海道札幌市北区北７条西７丁目１番地３４ 011-700-1007
99018885 北海道 古田　裕 ﾌﾙﾀ ﾋﾛｼ 080-0035 北海道帯広市西５条北４丁目３番地１ 0155-67-6170
01022057 秋田県 西村　仁 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾄｼ 西村行政書士事務所 010-0918 秋田県秋田市泉南二丁目１０番２５号　クラージュ２階 018-838-0666
02022695 秋田県 釡台　修 ｶﾏﾀﾞｲ ｵｻﾑ 018-0602 秋田県由利本荘市西目町出戸字中高屋１３番地 0184-33-4412
02023042 秋田県 小野　幹彦 ｵﾉ ﾐｷﾋｺ 010-1631 秋田県秋田市新屋元町１６番１５号 018-888-8170
03020314 秋田県 伊藤　力夫 ｲﾄｳ ﾘｷｵ 行政書士伊藤力夫事務所 010-0101 秋田県潟上市天王字上北野５１番地１ 018-873-3452
03020995 秋田県 菊地　倫之 ｷｸﾁ ﾄﾓﾕｷ 菊地行政書士事務所 015-0803 秋田県由利本荘市中竪町４４番地５ 0184-22-5587
03021766 秋田県 安保　勝彦 ｱﾝﾎﾞ ｶﾂﾋｺ 018-5201 秋田県鹿角市花輪字合ノ野１８２番地 0186-23-5123
03022053 秋田県 秦　裕勝 ﾊﾀ ﾏｻｶﾂ ＯＦＦＩＣＥ　ＪＩＮ 010-0013 秋田県秋田市南通築地６番３４号　吉ビル２０１ 018-825-9545
03030202 秋田県 筒井　寧 ﾂﾂｲ ﾔｽｼ 011-0913 秋田県秋田市飯島鼠田三丁目８番１１号 080-5566-7687

04020392 秋田県 村上　智明 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓｱｷ 010-0921
秋田県秋田市大町三丁目４－１１　ハイクリエイト大
町ビル１０４号室

018-823-8576

09020414 秋田県 守田　稔 ﾓﾘﾀ ﾐﾉﾙ 守田行政書士事務所 010-0042 秋田県秋田市桜四丁目１３番１８号 018-836-9335
19022493 秋田県 盛下　香菜子 ﾓﾘｼﾀ ｶﾅｺ なのはな行政書士事務所 013-0064 秋田県横手市赤坂字大道添１０１番地１３ 0182-33-9926
78020203 秋田県 海沼　道昭 ｶｲﾇﾏ ﾐﾁｱｷ 010-0802 秋田県秋田市外旭川字三千刈２７番地の８ 018-864-6966
79020218 秋田県 千葉　一明 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞｱｷ 014-0311 秋田県仙北市角館町田町上丁１４番地４ 0187-54-4222
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80020280 秋田県 草薙　悦子 ｸｻﾅｷﾞ ｴﾂｺ 草薙行政書士事務所 010-0917 秋田県秋田市泉中央４丁目２番８号　ＴＫビル２Ｆ 018-864-4555
81020335 秋田県 三國　忍 ﾐｸﾆ ｼﾉﾌﾞ 三國忍行政書士事務所 017-0835 秋田県大館市小館花字萩野台１５番地９ 0186-49-1375
81020353 秋田県 武田　孝義 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶﾖｼ 016-0803 秋田県能代市大町１番５号 0185-52-4445
82020372 秋田県 鎌田　耕次 ｶﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ 016-0882 秋田県能代市字鳳凰岱１２７番地１１ 0185-55-2280
82020383 秋田県 保坂　律子 ﾎｻｶ ﾘﾂｺ 保坂行政書士事務所 011-0942 秋田県秋田市土崎港東二丁目１２番２２号 018-845-7192
84020427 秋田県 藤倉　健治 ﾌｼﾞｸﾗ ｹﾝｼﾞ 藤倉行政書士事務所 013-0026 秋田県横手市大水戸町２番１４号 0182-32-6256
87021216 秋田県 和賀　豪 ﾜｶﾞ ﾂﾖｼ 013-0102 秋田県横手市平鹿町醍醐字鰌田４番地２ 0182-25-3874
89020568 秋田県 真田　正明 ｻﾅﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ 011-0941 秋田県秋田市土崎港北１丁目８番１８号 018-847-5085
97025723 秋田県 勝見　正人 ｶﾂﾐ ﾏｻﾄ 015-0011 秋田県由利本荘市石脇字山ノ神１１番地１０６ 0184-22-6306
97025764 秋田県 三浦　信男 ﾐｳﾗ ﾉﾌﾞｵ 三浦行政書士事務所 015-0341 秋田県由利本荘市前郷字古堀１３６番地２ 090-7325-0870
00039462 岩手県 小笠原　忠 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀﾀﾞｼ 028-6941 岩手県二戸市浄法寺町御山中前田３６番地１ 0195-38-2024
01030400 岩手県 岡田　秀治 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｼﾞ 020-0807 岩手県盛岡市加賀野二丁目１０番１５号 019-604-8230
01031627 岩手県 隅田　哲晴 ｽﾐﾀ ﾃﾂﾊﾙ 027-0085 岩手県宮古市黒田町６番２３号 0193-63-3067
02032697 岩手県 二ツ神　厚子 ﾌﾀﾂｶﾞﾐ ｱﾂｺ 020-0004 岩手県盛岡市山岸四丁目２番１７号 019-601-2535
02033497 岩手県 村上　和也 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞﾔ 村上行政書士事務所 028-3305 岩手県紫波郡紫波町日詰字中新田２１５番地１ 019-672-3120
03031254 岩手県 及川　暉久 ｵｲｶﾜ ﾃﾙﾋｻ 029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根大谷２９番地３ 0197-44-2581
03031465 岩手県 平賀　昭悦 ﾋﾗｶ ｼｮｳｴﾂ 025-0042 岩手県花巻市円万寺字中野４０番地 0198-28-2546
03031657 岩手県 坂本　眞悦 ｻｶﾓﾄ ｼﾝｴﾂ 028-4134 岩手県盛岡市下田字仲平１８２－２ 019-669-5811
03032055 岩手県 小野寺　豊文 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾄﾖﾌﾐ 023-0047 岩手県奥州市水沢字立町８９番地５ 0197-23-2757
03032264 岩手県 横山　勝 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾙ 020-0065 岩手県盛岡市西下台町１８番３２号　Ｖｉｖｏ０１　２階Ａ 019-613-7260
03032516 岩手県 休石　庄太郎 ﾔｽﾐｲｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 行政書士休石庄太郎事務所 022-0002 岩手県大船渡市大船渡町字茶屋前５４番地１ 0192-27-9710
03032611 岩手県 廣嶼　文哉 ﾋﾛｼﾏ ﾌﾞﾝﾔ 行政書士なかつ法務事務所 020-0126 岩手県盛岡市安倍館町１８番２４－２０５号 019-681-0315
03032816 岩手県 海鋒　昌江 ｶｲﾎｺ ﾏｻｴ 行政書士かいほこ事務所 023-1104 岩手県奥州市江刺豊田町一丁目１１番２０号 0197-35-0010
03033057 岩手県 松本　巖 ﾏﾂﾓﾄ ｲﾜｵ 024-0333 岩手県北上市和賀町長沼６地割２２番地３ 0197-73-5362
04030313 岩手県 阿部　英男 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞｵ 020-0135 岩手県盛岡市大新町１９番７号 019-646-7854
04030541 岩手県 佐々木　達也 ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 佐々木行政書士事務所 020-0866 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号　トーニチビル３階 019-601-9921
04031399 岩手県 小田島　正志 ｵﾀﾞｼﾏ ﾏｻｼ 024-0022 岩手県北上市黒沢尻一丁目１２番１号 0197-63-6101
05030411 岩手県 畠山　弘 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛｼ 畠山弘行政書士事務所 028-4125 岩手県盛岡市好摩字夏間木８３番地１４ 019-682-1000
06030415 岩手県 広野　善弘 ﾋﾛﾉ ﾖｼﾋﾛ 広野善弘行政書士事務所 023-1132 岩手県奥州市江刺稲瀬字二丁目１０４番地 0197-35-5603
06031228 岩手県 槻山　チヱ ﾂｷﾔﾏ ﾁｴ 槻山チヱ行政書士事務所 021-0901 岩手県一関市真柴字中田４１番地２２４ 0191-23-6389
06031545 岩手県 工藤　庄八 ｸﾄﾞｳ ｼｮｳﾊﾁ 工藤行政書士事務所 028-6721 岩手県二戸市似鳥字馬場野２１番地 0195-26-2147
07030293 岩手県 吉田　勝男 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂｵ 行政書士吉田勝男事務所 020-0122 岩手県盛岡市みたけ一丁目９番４５号 019-641-3270

07030655 岩手県 駿河　純子 ｽﾙｶﾞ ｼﾞｭﾝｺ 行政書士駿河純子事務所 020-0839
岩手県盛岡市津志田南二丁目１１番５８号　アパート
メントハウス仁安Ａ棟１０１号

019-637-3550

07031975 岩手県 木地谷　優 ｷﾁﾔ ﾏｻﾙ きちや行政書士事務所 020-0132 岩手県盛岡市西青山三丁目２７番２０号 019-646-7332
08030365 岩手県 日下　元則 ｸｻｶ ﾓﾄﾉﾘ 行政書士くさか法務事務所 024-0043 岩手県北上市立花１６地割１１５番地２２ 0197-62-3630
08031856 岩手県 永田　依津子 ﾅｶﾞﾀ ｴﾂｺ 永田依津子行政書士事務所 025-0084 岩手県花巻市桜町三丁目５３番地 0198-22-7576
09030416 岩手県 川本　史彦 ｶﾜﾓﾄ ﾌﾐﾋｺ 川本行政書士事務所 020-0611 岩手県滝沢市巣子２０８番地３１ 019-681-3979
09031342 岩手県 井上　勇一 ｲﾉｳｴ ﾕｳｲﾁ いのうえ行政書士事務所 020-0667 岩手県滝沢市鵜飼向新田７番地１７８ 019-684-6177
10030907 岩手県 齋藤　斉 ｻｲﾄｳ ﾋﾄｼ 斎藤斉行政書士事務所 024-0004 岩手県北上市村崎野１１地割４１番地 0197-68-2833
10031140 岩手県 阿部　芳夫 ｱﾍﾞ ﾖｼｵ 阿部行政書士事務所 021-0883 岩手県一関市新大町４８番地 0191-23-5471
10031142 岩手県 坂本　忍 ｻｶﾓﾄ ｼﾉﾌﾞ 坂本行政書士事務所 025-0012 岩手県花巻市胡四王二丁目１３番地４ 0198-31-3699
11030620 岩手県 齋藤　みき子 ｻｲﾄｳ ﾐｷｺ 齋藤みき子行政書士事務所 020-0015 岩手県盛岡市本町通一丁目１５番１８号 019-629-2301
11031369 岩手県 大畑　美知子 ｵｵﾊﾀ ﾐﾁｺ 大畑行政書士事務所 020-0862 岩手県盛岡市東仙北二丁目２番７号 019-635-6583
11031716 岩手県 上總　隼 ｶｽﾞｻ ﾀｶｼ 行政書士ハヤブサ法務事務所 020-0312 岩手県盛岡市砂子沢第１０地割９２番地 019-681-8686

11031878 岩手県 橘　真 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾝ
行政書士たちばなコンサルティング
オフィス

020-0136 岩手県盛岡市北天昌寺町１３番３０号 080-5224-1699

12030432 岩手県 権頭　拓也 ｺﾞﾝﾄｳ ﾀｸﾔ 行政書士法人ごんとう事務所 024-0094 岩手県北上市本通り三丁目２番１５号 0197-64-3268
12031069 岩手県 佐々木　哲 ｻｻｷ ｻﾄｼ 行政書士岩手総合法務事務所 020-0667 岩手県滝沢市鵜飼向新田１５９番地７ 019-687-6156
12031541 岩手県 宇部　智一 ｳﾍﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 行政書士ケラスス法務事務所 020-0822 岩手県盛岡市茶畑二丁目１９番２４号 090-7328-4658
12032611 岩手県 千代川　泰幸 ﾁﾖｶﾜ ﾔｽﾕｷ 千代川行政書士事務所 028-1311 岩手県下閉伊郡山田町大沢第６地割４８番地４ 0193-81-2141
13030676 岩手県 楠山　大輔 ｸｽﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 行政書士くすやま事務所 020-0121 岩手県盛岡市月が丘三丁目３１番４２号 019-601-4056
13030872 岩手県 髙橋　好明 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｱｷ アバン行政書士事務所 029-5503 岩手県和賀郡西和賀町清水ヶ野１８地割１３１番地 0197-72-5127
13031091 岩手県 山本　昭三 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｿﾞｳ 山本行政書士事務所 020-0124 岩手県盛岡市厨川五丁目３番１号 019-646-8566
13032155 岩手県 佐藤　勇行 ｻﾄｳ ﾕｳｺｳ 行政書士佐藤勇行事務所 029-4202 岩手県奥州市前沢白山字舘１７番地 0197-56-2378
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13032156 岩手県 岩渕　渉 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾜﾀﾙ リードアイ行政書士事務所 020-0114 岩手県盛岡市高松三丁目１１番２４号 019-613-5818
13032313 岩手県 廣野　富男 ﾋﾛﾉ ﾄﾐｵ 廣野富男行政書士事務所 023-1132 岩手県奥州市江刺稲瀬字大文字２３６番地 0197-35-6067
13032314 岩手県 薄衣　雅仁 ｳｽｷﾞ ﾏｻﾋﾄ 行政書士薄衣雅仁事務所 028-0131 岩手県花巻市東和町町井２区３７７番地 0198-44-2329
14031411 岩手県 鈴木　弘行 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 行政書士鈴木弘行事務所 023-0801 岩手県奥州市水沢字横町１８６番地 0197-23-5435
14031926 岩手県 阿部　江利子 ｱﾍﾞ ｴﾘｺ 阿部江利子行政書士事務所 028-3615 岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第６地割３５２番地７ 019-656-8205
14031928 岩手県 藤原　美智子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾁｺ 藤原行政書士事務所 022-0006 岩手県大船渡市立根町字田谷６２番地１ 0192-47-5852
14032134 岩手県 西村　あかね ﾆｼﾑﾗ ｱｶﾈ ふくろう行政書士事務所 025-0061 岩手県花巻市本館７０番地７ 090-8580-2960
14032135 岩手県 桑島　幸江 ｸﾜｼﾏ ﾕｷｴ 行政書士桑島幸江事務所 020-0015 岩手県盛岡市本町通二丁目８番２０－４０３号 019-613-4101
14032528 岩手県 澤口　総一 ｻﾜｸﾞﾁ ｿｳｲﾁ コルナス行政書士事務所 020-0807 岩手県盛岡市加賀野四丁目６番５５号 019-654-0805
15030070 岩手県 工藤　重信 ｸﾄﾞｳ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 工藤重信行政書士事務所 020-0114 岩手県盛岡市高松四丁目１番８号 019-662-5222
15030985 岩手県 小笠原　三枝子 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾐｴｺ 行政書士小笠原三枝子事務所 020-0802 岩手県盛岡市つつじが丘２９番５号 019-651-5844
15031139 岩手県 赤坂　恵 ｱｶｻｶ ﾒｸﾞﾐ あかさか行政書士事務所 020-0126 岩手県盛岡市安倍館町７番６号　１階 080-1856-9547
15032133 岩手県 西舘　孝行 ﾆｼﾀﾞﾃ ﾀｶﾕｷ 行政書士事務所スリーナイン 020-0016 岩手県盛岡市名須川町１０番２２号　タウンコートＫ１ 090-5234-9872
15032289 岩手県 笹木　正 ｻｻｷ ﾀﾀﾞｼ 笹木行政書士事務所 020-0133 岩手県盛岡市青山四丁目２５番２号 019-645-1450
15032358 岩手県 碇川　豊 ｲｶﾘｶﾞﾜ ﾕﾀｶ 行政書士碇川豊法務事務所 028-1101 岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里四丁目３番２６号 0193-44-2673
16031886 岩手県 畠山　俊樹 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾄｼｷ 行政書士はたけやま事務所 020-0061 岩手県盛岡市北山二丁目２２番１０号 019-601-2187
17030131 岩手県 坂本　敬明 ｻｶﾓﾄ ﾄｼｱｷ もりおか行政書士事務所 020-0142 岩手県盛岡市稲荷町４番１４号 019-645-5818
17030205 岩手県 大畠　齊 ｵｵﾊﾀ ﾋﾄｼ 滝沢行政書士事務所 020-0686 岩手県滝沢市鵜飼鬼越１６番地８８ 019-684-3349
17030277 岩手県 伊藤　実知子 ｲﾄｳ ﾐﾁｺ 豊間根行政書士事務所 028-1302 岩手県下閉伊郡山田町豊間根第２地割１１１番地３ 090-9539-0926
17030596 岩手県 比佐　美智子 ﾋｻ ﾐﾁｺ 行政書士比佐美智子事務所 020-0112 岩手県盛岡市東緑が丘１３番１６号 019-663-8565
18030844 岩手県 舘洞　明 ﾀﾃﾎﾗ ｱｷﾗ 行政書士シャイン法務事務所 020-0823 岩手県盛岡市門一丁目８番１３号 019-618-8432
18031637 岩手県 佐々木　浩哉 ｻｻｷ ﾋﾛﾔ 行政書士佐々木浩哉事務所 028-3304 岩手県紫波郡紫波町二日町字北七久保７６番地７ 019-613-8827
18032364 岩手県 真嶋　浩一 ﾏｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 行政書士盛岡よつ葉法務事務所 020-0124 岩手県盛岡市厨川四丁目１４番５号　コーポ浜２０３ 019-601-8925
19030523 岩手県 長谷川　英治 ﾊｾｶﾞﾜ ｴｲｼﾞ 盛岡北行政書士事務所 020-0106 岩手県盛岡市東松園二丁目９番３号 019-665-1151
19031745 岩手県 佐藤　公司 ｻﾄｳ ｺｳｼ 津志田行政書士事務所 020-0836 岩手県盛岡市津志田西一丁目３番３１号 019-635-7979
19032150 岩手県 川原　基幸 ｶﾜﾊﾗ ﾓﾄﾕｷ 行政書士川原基幸事務所 020-0845 岩手県盛岡市湯沢南二丁目２番５号 019-637-3690
19032223 岩手県 浅沼　智昭 ｱｻﾇﾏ ﾄｼｱｷ 浅沼行政書士事務所 020-0053 岩手県盛岡市上太田八ツ口４番地４ 090-2760-4982
20030462 岩手県 松川　章 ﾏﾂｶﾜ ｱｷﾗ こうどうしゃ行政書士事務所 025-0076 岩手県花巻市城内２番２号 0198-29-6090
20031566 岩手県 赤坂　岳史 ｱｶｻｶ ﾀｹｼ 行政書士赤坂事務所 020-0834 岩手県盛岡市永井１０地割１５６番地４ 019-656-7263
20031704 岩手県 及川　美奈子 ｵｲｶﾜ ﾐﾅｺ 行政書士及川美奈子事務所 023-0036 岩手県奥州市水沢字北栗林６５番地５ 090-3982-5479
21032044 岩手県 樋口　亮 ﾋｸﾞﾁ ﾘｮｳ ヒラソル行政書士事務所 020-0132 岩手県盛岡市西青山一丁目１７番３５号 019-613-2712
79030175 岩手県 鎌田　芳雄 ｶﾏﾀﾞ ﾖｼｵ 鎌田芳雄行政書士事務所 025-0075 岩手県花巻市花城町１０－２ 0198-23-2189
79030177 岩手県 佐々木　功 ｻｻｷ ｲｻｵ 行政書士佐々木功事務所 023-0037 岩手県奥州市水沢字南丑沢２番地２ 0197-22-7770
82030270 岩手県 菊池　静哉 ｷｸﾁ ｼｽﾞﾔ 020-0881 岩手県盛岡市天神町１０番２７号 019-653-2040

83030323 岩手県 下道　利幸 ｼﾀﾐﾁ ﾄｼﾕｷ
行政書士法人リプル法務　盛岡事
務所

020-0845 岩手県盛岡市湯沢南一丁目１番１号 019-601-2317

84030333 岩手県 三浦　寛司 ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ 三浦行政書士事務所 020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目６番１２－５０２号 019-606-0606
84030337 岩手県 細川　榮子 ﾎｿｶﾜ ｴｲｺ 028-3626 岩手県紫波郡矢巾町大字岩清水１１－２７－２ 019-697-5770
85030388 岩手県 田村　格 ﾀﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 020-0111 岩手県盛岡市黒石野一丁目１０番４号 019-663-5107
85033569 岩手県 柳平　幸男 ﾔﾅｷﾞﾀｲ ﾕｷｵ 028-5312 岩手県二戸郡一戸町一戸字越田橋３０番地２ 0195-32-3090
88030490 岩手県 中屋敷　勤 ﾅｶﾔｼｷ ﾂﾄﾑ 行政書士中屋敷勤事務所 028-3603 岩手県紫波郡矢巾町大字西徳田第４地割９番地２０ 019-697-7899
88030950 岩手県 多田　恵美子 ﾀﾀﾞ ｴﾐｺ 028-0524 岩手県遠野市新町３番６号 01986-2-9336
88031289 岩手県 服部　尚樹 ﾊｯﾄﾘ ﾅｵｷ 020-0817 岩手県盛岡市東中野字見石２８番地７ 019-624-6326
91030198 岩手県 山田　尚幸 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 028-7915 岩手県九戸郡洋野町種市第２０地割２番地 0194-65-4593
91030313 岩手県 野尻　佳宏 ﾉｼﾞﾘ ﾖｼﾋﾛ 028-6101 岩手県二戸市福岡字川又２番地４６ 0195-25-4115
92101448 岩手県 佐々木　安吉 ｻｻｷ ﾔｽｷﾁ 行政書士佐々木事務所 020-0851 岩手県盛岡市向中野二丁目５２番１０号 019-631-2158
94030140 岩手県 鳥居　明郎 ﾄﾘｲ ｱｷｵ 027-0085 岩手県宮古市黒田町６番２２号 0193-62-3567
94030624 岩手県 田中　抄織 ﾀﾅｶ ｻｵﾘ 025-0066 岩手県花巻市松園町４７１番地１６ 0198-22-5056
95031656 岩手県 横山　信英 ﾖｺﾔﾏ ｼﾝｴｲ 020-0004 岩手県盛岡市山岸２丁目４番１６号 019-625-6838
96033537 岩手県 菊池　敏江 ｷｸﾁ ﾄｼｴ 028-3304 岩手県紫波郡紫波町二日町字向山４１ 019-672-4734
97035091 岩手県 中澤　弘文 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾌﾐ 020-0064 岩手県盛岡市梨木町１２番２５号　Ａ号室 019-622-1823
00049231 青森県 大橋　誠実 ｵｵﾊｼ ﾄﾓﾐ 039-1166 青森県八戸市根城二丁目２６番１１号 0178-44-6988
02042883 青森県 小笠原　慎一郎 ｵｶﾞﾜｻﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 030-0853 青森県青森市金沢２丁目２１番９号 017-776-1241

02042886 青森県 三浦　慎太郎 ﾐｳﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 030-0843
青森県青森市大字浜田字豊田１３９番地２１　（一社）
青森自動車協会内

017-739-3645
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03041467 青森県 戸来　亮 ﾍﾗｲ ｱｷﾗ 034-0041 青森県十和田市大字相坂字小林４０６番地６ 0176-21-5525
03042056 青森県 檜川　智 ﾋｶﾜ ｻﾄｼ 行政書士五所川原サポートオフィ 037-0036 青森県五所川原市中央四丁目８２番地 0173-26-6681
03042455 青森県 安田　致 ﾔｽﾀﾞ ｵｻﾑ 038-0022 青森県青森市大字浪館字泉川９番地２６ 017-729-8141
04040753 青森県 柏崎　繁信 ｶｼﾜｻﾞｷ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 039-2134 青森県上北郡おいらせ町馳下り１４番地の３ 0178-56-5121

05040311 青森県 磯谷　成二 ｲｿﾀﾆ ｾｲｼﾞ 磯谷成二行政書士事務所 036-8143
青森県弘前市大字富士見台一丁目１４番地１　メゾン
富士見台Ａ－１０２号

070-6952-0831

05042143 青森県 城戸　隆秀 ｷﾄﾞ ﾀｶﾋﾃﾞ 行政書士法人青森総合法務事務 030-0843 青森県青森市大字浜田字豊田５０９番地 017-752-1555
06041127 青森県 山崎　諭 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄｼ 山崎諭行政書士事務所 033-0071 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字下久保１番地２６ 0176-51-6313

07040833 青森県 山口　富雄 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾐｵ 行政書士山口富雄事務所 036-8061
青森県弘前市大字神田４丁目２番地１０　社団法人弘
前自動車協会内

0172-35-1384

07040835 青森県 田中　健悦 ﾀﾅｶ ｹﾝｴﾂ あおもり行政書士共同事務所 030-0861 青森県青森市長島一丁目３番１７号　阿保歯科ビル５ 017-723-3818
07040945 青森県 奥川　春美 ｵｸｶﾜ ﾊﾙﾐ 奥川春美行政書士事務所 035-0041 青森県むつ市金曲二丁目３番２３号 0175-22-3582
08040368 青森県 梅内　明浩 ｳﾒﾅｲ ｱｷﾋﾛ 梅内法務行政書士事務所 039-1164 青森県八戸市下長一丁目１３番１８号 0178-20-6502
08040565 青森県 木村　亜希 ｷﾑﾗ ｱｷ 行政書士きむら事務所 038-0059 青森県青森市大字油川字岡田７７番地１ 017-763-1155
08042162 青森県 生出　隆雄 ｵｲﾃﾞ ﾀｶｵ とわだ行政書士事務所 034-0301 青森県十和田市大字奥瀬字堰道１６番地２ 0176-72-2333

09040573 青森県 大溝　大介 ｵｵﾐｿﾞ ﾀﾞｲｽｹ 行政書士大溝コンサルティング 036-8061
青森県弘前市大字神田１丁目８番地１１　カーサカル
ム神田１０３号室

0172-55-0290

09040783 青森県 佐藤　俊治 ｻﾄｳ ｼｭﾝｼﾞ 佐藤行政書士事務所 036-8062 青森県弘前市大字青山二丁目１４番地２ 0172-37-5668
09041093 青森県 山内　巨 ﾔﾏｳﾁ ｷｮ 山内巨行政書士事務所 030-0855 青森県青森市北金沢２－６－９ 017-776-6551
09042104 青森県 慶野　貴大 ｹｲﾉ ﾀｶﾋﾛ けいの行政書士事務所 030-0962 青森県青森市佃２丁目１５番８号 017-743-2502
09042213 青森県 中城　司 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾂｶｻ 中城行政書士事務所 039-1201 青森県三戸郡階上町大字道仏字耳ヶ吠３２番地２１ 0178-38-9352
11042144 青森県 二葉　容夫 ﾌﾀﾊﾞ ﾖｼｵ ふたば行政書士事務所 036-8202 青森県弘前市大字元大工町１６番地 0172-88-8781
12042419 青森県 工藤　仁世 ｸﾄﾞｳ ﾋﾄｾ ひろの行政書士事務所 036-8115 青森県弘前市大字広野二丁目３番地２１ 0172-87-3768
12042528 青森県 川村　陽彦 ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙﾋｺ 行政書士川村法務事務所 036-8051 青森県弘前市大字宮川二丁目１１番地１ 080-5225-2299
12061413 青森県 花部　訓 ﾊﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ 花部行政書士事務所 035-0072 青森県むつ市金谷一丁目４番６号　アドバンスビル１ 0175-33-0606
13040106 青森県 鈴木　清公 ｽｽﾞｷ ｷﾖﾋﾄ 鈴木行政書士事務所 036-0507 青森県黒石市大字西馬場尻字派村２３番地 0172-53-3465
15040828 青森県 神　裕典 ｼﾞﾝ ﾋﾛﾐﾁ 行政書士神裕典事務所 036-8025 青森県弘前市大字南柳町６番地１ 0172-55-0401
16041405 青森県 天内　孝一 ｱﾏﾅｲ ｺｳｲﾁ 天内行政書士事務所 038-0042 青森県青森市大字新城字山田５８７番地２２６ 017-787-2348
16042162 青森県 中居　里子 ﾅｶｲ ｻﾄｺ 明日香行政書士事務所 039-0141 青森県三戸郡三戸町大字川守田字東張渡４２番地４ 080-6046-3011
17040334 青森県 掛端　亨 ｶｹﾊﾀ ﾄｵﾙ かけ行政書士事務所 031-0002 青森県八戸市大字中居林字仕替場１２番地３ 080-6020-0088
17041042 青森県 川口　仁 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 行政書士仁綜合事務所 038-0001 青森県青森市新田二丁目２４番２０号 017-772-7241
18040165 青森県 髙橋　明 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 行政書士髙橋明事務所 033-0021 青森県三沢市岡三沢二丁目８番地７ 0176-53-4080
18040657 青森県 古川　憲子 ｺｶﾞﾜ ﾉﾘｺ 行政書士古川憲子事務所 037-0015 青森県五所川原市大字姥萢字船橋４５番地３０ 0173-23-0228
18041215 青森県 三上　覚 ﾐｶﾐ ｻﾄﾙ 三上覚行政書士事務所 030-0822 青森県青森市中央二丁目１番２０号　久保ビル３Ｆ 017-777-1628
18042213 青森県 岩谷　司 ｲﾜﾔ ﾂｶｻ 行政書士岩谷司事務所 038-2501 青森県西津軽郡深浦町大字柳田字築棒沢１３３番地 0173-76-2753
19041503 青森県 川村　智 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾙ 行政書士川村まさる事務所 030-0123 青森県青森市大字大矢沢字野田１３８番地６ 017-715-0233
20040468 青森県 寺田　和平 ﾃﾗﾀﾞ ﾜﾍｲ あい行政書士事務所 030-0861 青森県青森市長島一丁目３番地２１号　長和ビルＢ棟 017-735-1480
21042395 青森県 織笠　裕二 ｵﾘｶｻ ﾕｳｼﾞ おりかさ行政書士事務所 033-0111 青森県三沢市六川目８丁目３４番地２８１号 070-1404-8114
73040115 青森県 森下　典光 ﾓﾘｼﾀ ﾉﾘﾐﾂ 037-0046 青森県五所川原市字栄町３６－２ 0173-34-2646
78040185 青森県 菊谷　直人 ｷｸﾔ ﾅｵﾄ 038-2753 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字本町１９６番地 0173-72-6550
79040208 青森県 日當　正男 ﾋﾅﾀ ﾏｻｵ 031-0841 青森県八戸市大字鮫町字西子沢１５番地２０４ 0178-34-6616
82040257 青森県 毛内　初雄 ﾓｳﾅｲ ﾊﾂｵ 036-8182 青森県弘前市大字土手町１５３番地 0172-36-0969
85043571 青森県 桑田　孝子 ｸﾜﾀ ﾀｶｺ 037-0053 青森県五所川原市字布屋町１９番地１６ 0173-34-2770
93040869 青森県 江渡　靖和 ｴﾄ ﾔｽｶｽﾞ 039-1165 青森県八戸市石堂４丁目１３番７号 0178-20-1265
94041311 青森県 高地　豊人 ﾀｶﾁ ﾄﾖﾋﾄ 036-8325 青森県弘前市大字浜の町北一丁目１８番地１ 0172-36-5646
95042160 青森県 野崎　径裕 ﾉｻﾞｷ ﾐﾁﾋﾛ 031-0003 青森県八戸市吹上１丁目８番４２号 0178-41-2310
96043606 青森県 奈良　尚子 ﾅﾗ ﾋｻｺ 036-8095 青森県弘前市大字城東五丁目１２番地３　住地ビル３ 0172-40-0024
96043992 青森県 山田　英雄 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 034-0092 青森県十和田市西一番町１６番２２号 0176-23-2744
96044470 青森県 三浦　實 ﾐｳﾗ ﾐﾉﾙ 030-0852 青森県青森市大字大野字若宮４６番地の４５ 017-739-8094
97045023 青森県 上村　隆朗 ｶﾐﾑﾗ ﾀｶｵ 038-0024 青森県青森市浪館前田一丁目１８番２号 017-782-0740
98046219 青森県 齋藤　晴彦 ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾋｺ 030-0941 青森県青森市自由ヶ丘１丁目１６番地の１３ 017-765-1822

98046366 青森県 菊谷　美保 ｷｸﾔ ﾐﾎ 036-8085
青森県弘前市大字末広五丁目５番地４　みちのくトラ
ンスポートビルＩ－Ｂ

0172-29-2262

01051628 福島県 岡部　好典 ｵｶﾍﾞ ﾖｼﾉﾘ 969-1112 福島県本宮市本宮字大榎１５番地６ 0243-33-5311
01051629 福島県 坂上　裕 ｻｶｶﾞﾐ ﾕﾀｶ 963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字大原４１番地の４ 024-938-9618
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01051924 福島県 國井　輝夫 ｸﾆｲ ﾃﾙｵ 960-8111 福島県福島市五老内町６－４　フジコーポラス１０１ 024-535-5451

01051978 福島県 大平　勇一 ｵｵﾋﾗ ﾕｳｲﾁ ククイ行政書士事務所 972-8321
福島県いわき市常磐湯本町天王崎１番地１６８　アオ
ヤギビル３０２号室

0246-43-7028

02052700 福島県 石川　晃雄 ｲｼｶﾜ ﾃﾙｵ 964-0043 福島県二本松市原セ諏訪２３６番地 0243-23-4460
02052702 福島県 川島　一紀 ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 965-0021 福島県会津若松市山見町２４番地６　中山ビル１階北 0242-37-3150
02053163 福島県 安藤　強 ｱﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ プロサポート行政書士法人 970-8026 福島県いわき市平字堂根町１番地の１　根守ビル 0246-88-7280
02053499 福島県 遠藤　幸夫 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷｵ 963-8014 福島県郡山市虎丸町２４番１３号　渡久ビル４階 024-925-3363

03051257 福島県 武田　莞爾 ﾀｹﾀﾞ ｶﾝｼﾞ
行政書士武田莞爾福島登録業務
事務所

960-8165 福島県福島市吉倉字名倉７－４ 024-546-4554

03052062 福島県 齊藤　文弘 ｻｲﾄｳ ﾌﾐﾋﾛ 斉藤行政書士事務所 962-0024 福島県須賀川市稲荷町９８番地１ 0248-63-8680
03052932 福島県 吉武　稔 ﾖｼﾀｹ ﾐﾉﾙ 965-0006 福島県会津若松市一箕町大字鶴賀字下柳原１７３番 0242-24-7161
03052971 福島県 山澤　祥一 ﾔﾏｻﾜ ﾖｳｲﾁ み・らいと行政書士　山澤祥一事務 963-8024 福島県郡山市朝日一丁目１３番２号 024-933-5678
03052972 福島県 鵜沼　理人 ｳﾇﾏ ﾐﾁﾄ 971-8151 福島県いわき市小名浜岡小名字荒工９番地の３ 0246-52-0511
03053061 福島県 佐々木　顕 ｻｻｷ ｹﾝ 960-8021 福島県福島市霞町６－２６ 024-535-0000
04050124 福島県 岩橋　均 ｲﾜﾊｼ ﾋﾄｼ 965-0056 福島県会津若松市金川町７番５３号 0242-24-3237
04050544 福島県 影山　晋一 ｶｹﾞﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 963-8025 福島県郡山市桑野二丁目１２番５号 024-932-2551
04050841 福島県 鈴木　実 ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾙ 964-0911 福島県二本松市亀谷二丁目２４３番地 0243-23-3390
04051008 福島県 松本　喜輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾃﾙ 松本喜兵衛行政書士事務所 963-5538 福島県東白川郡塙町大字中塚字舘ノ岡１７８番地 0247-43-1752
04051976 福島県 金沢　和則 ｶﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ かなざわ行政書士事務所 963-7862 福島県石川郡石川町字鹿ノ坂３７番地の１ 0247-26-1927
05052146 福島県 小泉　誠 ｺｲｽﾞﾐ ﾏｺﾄ 行政書士法人小泉事務所 971-8122 福島県いわき市小名浜林城字大門８番地の１ 0246-68-7200
05052243 福島県 小針　一男 ｺﾊﾞﾘ ｶﾂｵ 行政書士小針事務所 969-0265 福島県西白河郡矢吹町中畑南１８５－５９ 090-6851-0759
07050512 福島県 佐藤　正貴 ｻﾄｳ ﾏｻｷ 米澤屋行政書士事務所 960-0211 福島県福島市飯坂町湯野字大水口２６番地３ 024-573-7355
07051046 福島県 河原　達彦 ｶﾜﾊﾗ ﾀﾂﾋｺ 河原行政書士事務所 969-1302 福島県安達郡大玉村玉井字星内６３番地 0243-48-2662
07051169 福島県 山口　吉雄 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｵ 山口行政書士事務所 963-0111 福島県郡山市安積町荒井字南千保１番地 024-947-3040

08051023 福島県 笠原　良夫 ｶｻﾊﾗ ﾖｼｵ
行政書士ビッグスマイル法務事務
所

963-8862
福島県郡山市菜根三丁目３１番６号　エクセレント菜
根１０１号室

024-954-3751

08051555 福島県 菅野　真紀子 ｶﾝﾉ ﾏｷｺ みやしろ行政書士事務所 960-0116 福島県福島市宮代字一本松５３番地の４ 024-502-9306
09050962 福島県 菅野　亜矢子 ｶﾝﾉ ｱﾔｺ 行政書士さくら法務事務所 963-8025 福島県郡山市桑野四丁目８番地の９　３０１号室 080-5575-3455
09051235 福島県 増子　吉彦 ﾏｽｺ ﾖｼﾋｺ ますこ行政書士事務所 960-8002 福島県福島市森合町１５番１１号 024-529-5806
09051439 福島県 武良　圭子 ﾑﾗ ｹｲｺ 行政書士事務所パートナー 963-8025 福島県郡山市桑野二丁目３４－１　ロイヤル桑野３０ 024-955-6211
09051727 福島県 村上　広憲 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾉﾘ アウル行政書士事務所 960-8218 福島県福島市高野河原下１９番地の１５　３Ｆ 070-5326-4285

10050918 福島県 真船　あい ﾏﾌﾈ ｱｲ 行政書士真船事務所 961-8061
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平２８４番地
７　アットホーム１０１号室

0248-25-1100

10051654 福島県 田﨑　明 ﾀｻﾞｷ ｱｷﾗ 行政書士田﨑事務所 963-8851 福島県郡山市開成四丁目２５番８号　グレイス開成８ 024-953-6069
10051917 福島県 佐藤　伸弘 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ エール行政書士法務事務所 963-8016 福島県郡山市豊田町３番２０号　Ｓ－ＴＷＩＮ２０２号 090-8315-3963
10051918 福島県 村越　泰典 ﾑﾗｺｼ ﾔｽﾉﾘ 行政書士つばさ法務事務所 963-8877 福島県郡山市堂前町２６番１１号 080-1801-9119
11050799 福島県 真船　茂 ﾏﾌﾈ ｼｹﾞﾙ 真船茂行政書士事務所 969-3471 福島県会津若松市河東町広田字塩新２４番地 0242-75-2569
11050941 福島県 石井　泰子 ｲｼｲ ﾀｲｺ 石井泰子行政書士事務所 963-8032 福島県郡山市字下亀田２１番地の９ 024-983-7246
11052394 福島県 大内　政雄 ｵｵｳﾁ ﾏｻｵ 大内法務行政書士事務所 979-0204 福島県いわき市四倉町細谷字民野町１２８番地の２ 0246-34-9247
12051409 福島県 太田　勇 ｵｵﾀ ｲｻﾑ 太田行政書士事務所 963-7711 福島県田村郡三春町桜ヶ丘四丁目９番地の２０ 0247-61-5021

12052240 福島県 鈴木　賢一 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ 海嶺法務行政書士事務所 973-8403
福島県いわき市内郷綴町榎下１６－３　内郷商工会
別棟事務所２階

0246-38-6819

12052719 福島県 瀬田　友裕 ｾﾀ ﾄﾓﾋﾛ 瀬田行政書士事務所 969-3301 福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字道割堂２５１番地の 0242-73-2272
13050679 福島県 髙橋　洋輔 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｽｹ 行政書士髙橋法務事務所 963-8025 福島県郡山市桑野４丁目８番地９ 090-8118-9518
13052232 福島県 渡邊　文忠 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾀﾀﾞ わたなべ行政書士事務所 963-0201 福島県郡山市大槻町字西ノ宮西４０番地 024-905-3335

14050874 福島県 幕田　智広 ﾏｸﾀ ﾄﾓﾋﾛ
法務行政書士事務所リーガル・
ウィンド

960-8057 福島県福島市笹木野字街道南２８番地３ 050-3786-4481

14051192 福島県 五十嵐　昇 ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾎﾞﾙ 行政書士五十嵐昇事務所 965-0037 福島県会津若松市中央二丁目１番４号 0242-85-8131
14052137 福島県 安部　綱一 ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ 行政書士安部綱一事務所 965-0818 福島県会津若松市東千石二丁目５番６３号 0242-27-2953
14052331 福島県 横山　秀人 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄ 横山行政書士事務所 960-1721 福島県相馬郡飯舘村飯樋字八和木５５ 080-5733-7703
14052332 福島県 渡邉　俊之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾕｷ 渡辺俊之行政書士事務所 963-0204 福島県郡山市土瓜一丁目３７番地 024-951-0819
14052482 福島県 松枝　智之 ﾏﾂｴﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ ふたば行政書士事務所 963-8024 福島県郡山市朝日二丁目２３－１０　渡部ハイツ３ 024-953-5448
15050071 福島県 根本　奈穂子 ﾈﾓﾄ ﾅｵｺ 行政書士根本奈穂子事務所 960-8204 福島県福島市岡部字当木７番地の１ 024-536-9373
15050988 福島県 佐々木　哲也 ｻｻｷ ﾃﾂﾔ 行政書士佐々木事務所 963-0666 福島県郡山市安原町字宮ノ後１５１番地 090-8489-4114
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15051142 福島県 佐藤　勝伸 ｻﾄｳ ｶﾂﾉﾌﾞ
佐藤アンドパートナーズ行政書士
事務所

979-1521 福島県双葉郡浪江町大字権現堂字御殿南２６番地９ 050-1328-9691

15051536 福島県 佐藤　忠雄 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞｵ 行政書士佐藤忠雄法務事務所 969-1156 福島県本宮市本宮字諏訪２５８番地５ 0243-34-2587
15051972 福島県 髙橋　利知 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾉﾘ 行政書士髙橋利知法務事務所 963-8006 福島県郡山市赤木町１４番４号 024-953-7305
16050155 福島県 我妻　義男 ｱﾂﾞﾏ ﾖｼｵ あづま行政書士事務所 963-8872 福島県郡山市栄町６番６号　郡山ダイカンプラザ２０１ 024-922-6690

16051012 福島県 村﨑　能文 ﾑﾗｻｷ ﾀｶﾌﾐ 行政書士村﨑能文事務所 970-8026
福島県いわき市平字白銀町１番地の１　不二屋第一
ビル３階

0246-38-5305

17050009 福島県 石井　知行 ｲｼｲ ﾄﾓﾕｷ み・らいと行政書士法人 963-8024 福島県郡山市朝日一丁目１３番２号 024-931-6987
17050751 福島県 西脇　優 ﾆｼﾜｷ ﾏｻﾙ 行政書士西脇優事務所 968-0016 福島県大沼郡金山町大字本名字陳場７４番地 0241-42-7360
17051493 福島県 大堀　由起子 ｵｵﾎﾘ ﾕｷｺ 行政書士事務所オフィスｉ 969-3521 福島県喜多方市塩川町字身神２７８番地 0241-27-2496

17051869 福島県 小池　あおい ｺｲｹ ｱｵｲ 行政書士あおい法務事務所 963-8025
福島県郡山市桑野二丁目３番１４号　第二桑野エス
テート１０２号

024-953-3977

17051870 福島県 宗像　英之 ﾑﾅｶﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 宗像行政書士事務所 963-0102 福島県郡山市安積町笹川字目光池西３４番地の４２ 080-1675-8781
17052303 福島県 本田　香織 ﾎﾝﾀﾞ ｶｵﾘ 行政書士本田事務所 963-0921 福島県郡山市西田町鬼生田字杉内３９０番地の１７ 080-4519-6429
18050463 福島県 渡邉　弘貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾀｶ 渡邉弘貴行政書士事務所 969-1149 福島県本宮市本宮字万世２２８番地３ 0243-33-5208
18050464 福島県 立花　肇 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾊｼﾞﾒ 立花行政書士事務所 960-8165 福島県福島市吉倉字吉田５０－２ 024-545-1069

18050847 福島県 栗田　恭佑 ｸﾘﾀ ｷｮｳｽｹ 行政書士栗田事務所 969-3512
福島県喜多方市塩川町字東栄町六丁目２番地１７　
ＳＫＣビル２階

0241-23-6113

18051217 福島県 田中　竜夫 ﾀﾅｶ ﾀﾂｵ 田中竜夫行政書士事務所 963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字上野１９番地の２ 024-935-5597
18051397 福島県 内藤　恒久 ﾅｲﾄｳ ﾂﾈﾋｻ 内藤恒久行政書士事務所 966-0007 福島県喜多方市東桜ガ丘二丁目６６番地 0241-23-0706
18052369 福島県 田中　俊幸 ﾀﾅｶ ﾄｼﾕｷ 蒼龍寺内行政書士事務所 976-0036 福島県相馬市馬場野字中谷地１４９番地２ 080-5553-6655
19050844 福島県 菅野　喜晴 ｶﾝﾉ ﾖｼﾊﾙ 行政書士かんの事務所 960-1101 福島県福島市大森字北島４４番地の１ 024-546-4541
19051376 福島県 鈴木　義男 ｽｽﾞｷ ﾖｼｵ リスク＆コンサル行政書士事務所 965-0063 福島県会津若松市神指町高瀬５６番地 050-1406-2077
19052306 福島県 蛭田　貴 ﾋﾙﾀ ﾀｶｼ 蛭田貴行政書士事務所 973-8411 福島県いわき市小島町二丁目９番地１５ 090-1930-5202
20051253 福島県 浪岡　令弥 ﾅﾐｵｶ ﾚｲﾔ 浪岡行政書士事務所 960-8251 福島県福島市北沢又字東谷地北１０番地５ 090-9533-0180
20051446 福島県 衞藤　哲司 ｴﾄｳ ﾃﾂｼﾞ えとう行政書士事務所 963-4317 福島県田村市船引町東部台三丁目４３番地 0247-82-6265
20052144 福島県 大橋　敏祐 ｵｵﾊｼ ﾄｼﾋﾛ マルダイ行政書士事務所 963-8862 福島県郡山市菜根３丁目２－１９ 024-932-0544
21050867 福島県 髙原　義治 ﾀｶﾊﾗ ﾖｼﾊﾙ 行政書士たかはら事務所 963-7749 福島県田村郡三春町字一本松１７５番地の２５ 090-7799-4028
21051044 福島県 喜古　克広 ｷｺ ｶﾂﾋﾛ 行政書士喜古克広事務所 963-0211 福島県郡山市片平町字大山南２番地の７２ 024-952-6433
21051202 福島県 大河内　正一 ｵｵｺｳﾁ ﾏｻｶｽﾞ おおぞら行政書士事務所 963-8803 福島県郡山市横塚一丁目１１番８号 024-942-0288
70050146 福島県 塩﨑　京子 ｼｵｻﾞｷ ｹｲｺ 960-0113 福島県福島市北矢野目字坂東７番地の８ 024-553-8957
72050178 福島県 渡辺　裕之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 960-8055 福島県福島市野田町七丁目４番６９号 024-535-2221
77050347 福島県 古川　隆 ﾌﾙｶﾜ ﾀｶｼ 970-8026 福島県いわき市平字月見町１９番地の１ 0246-21-2978
78050365 福島県 大原　俊明 ｵｵﾊﾗ ﾄｼｱｷ 962-0203 福島県須賀川市長沼字北町８番地 02486-7-2227
79050436 福島県 伊藤　仁平 ｲﾄｳ ｼﾞﾝﾍﾟｲ 974-8261 福島県いわき市植田町本町三丁目９番地の１ 0246-63-3518
82050643 福島県 矢吹　幸雄 ﾔﾌﾞｷ ﾕｷｵ 矢吹幸雄行政書士事務所 970-8026 福島県いわき市平字童子町２番地の２ 0246-35-0805
85053607 福島県 吉田　勝 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾙ 962-0802 福島県須賀川市大字堤字仲屋敷４ 0248-76-5975
87051067 福島県 渡邊　勝善 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾖｼ 963-0101 福島県郡山市安積町日出山三丁目６５番地２ 024-943-4532
90051127 福島県 石塚　忠晴 ｲｼﾂｶ ﾀﾀﾞﾊﾙ 石塚忠晴行政書士事務所 963-0211 福島県郡山市片平町字大山南２番地の９９ 024-962-7880
90051288 福島県 佐藤　忠彦 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾋｺ 行政書士佐藤法務会計事務所 965-0056 福島県会津若松市金川町１２番５７号 0242-22-5433
91050652 福島県 降矢　正美 ﾌﾙﾔ ﾏｻﾐ み・らいと行政書士法人 963-8024 福島県郡山市朝日一丁目１３番２号 024-931-6987
93050870 福島県 長沢　美智子 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐﾁｺ 960-8022 福島県福島市新浜町３番１０号 024-534-3655
93050872 福島県 細野　昌宏 ﾎｿﾉ ﾏｻﾋﾛ 963-8862 福島県郡山市菜根二丁目３番３号 024-921-5111
93051235 福島県 片寄　正敏 ｶﾀﾖｾ ﾏｻﾄｼ 971-8162 福島県いわき市小名浜花畑町１２番地の１４ 0246-53-3250
93051409 福島県 渡部　和歩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖﾘﾕｷ 969-0400 福島県岩瀬郡鏡石町本町５１番地 0248-62-7163
96053901 福島県 佐藤　光一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 963-8014 福島県郡山市虎丸町１１－１９ 024-932-3214
97054941 福島県 國分　重信 ｺｸﾌﾞﾝ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 963-8014 福島県郡山市虎丸町２１番１４号 024-933-2595

97056010 福島県 山崎　正博 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 970-8025
福島県いわき市平南白土字八ツ坂１３２番地の１　八
ツ坂ビル２Ｆ－５

0246-37-1555

99058138 福島県 齋藤　忠雄 ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞｵ 960-8156 福島県福島市田沢字桜台１８番地の５ 024-548-7120
99058486 福島県 佐久間　哲 ｻｸﾏ ｻﾄｼ 行政書士佐久間事務所 960-0111 福島県福島市丸子字上六反田１７番地の１５ 024-597-7140
01060788 宮城県 千葉　幸夫 ﾁﾊﾞ ﾕｷｵ 981-8003 宮城県仙台市泉区南光台５丁目６番４１号 022-275-7068

01061926 宮城県 門田　修 ｶﾄﾞﾀ ｵｻﾑ Ｈａｒｍｏｎｙ行政書士事務所 980-0011
宮城県仙台市青葉区上杉二丁目３番３８号　クラッセ
上杉ビル４階

022-796-9231

02062179 宮城県 佐藤　勇 ｻﾄｳ ｲｻﾐ 981-0924 宮城県仙台市青葉区双葉ケ丘１丁目１０番３号 022-234-8205
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02062569 宮城県 髙橋　邦文 ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾖｼ 行政書士髙橋邦文事務所 981-3213 宮城県仙台市泉区南中山三丁目３３番地の１０ 022-379-4817
02062570 宮城県 阿部　信孝 ｱﾍﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ 985-0026 宮城県塩竃市旭町６番７－５０４号　スペリア塩竃旭 022-362-3164

02064146 宮城県 松川　光夫 ﾏﾂｶﾜ ﾐﾂｵ 行政書士松川法務測量事務所 980-0003
宮城県仙台市青葉区小田原５丁目２番５６号　小田原
ハイツ３０１号

022-716-1722

03060323 宮城県 川村　敏正 ｶﾜﾑﾗ ﾄｼﾏｻ 981-1104 宮城県仙台市太白区中田４丁目２番４５号 022-306-8222
03060674 宮城県 怡土　利光 ｲﾄ ﾄｼﾐﾂ 981-3214 宮城県仙台市泉区館２丁目５番地の１６ 022-348-2324
03061260 宮城県 石垣　健一 ｲｼｶﾞｷ ｹﾝｲﾁ 981-0503 宮城県東松島市矢本字関の内２４－８ 0225-83-2318
03062615 宮城県 白石　明敏 ｼﾗｲｼ ｱｷﾄｼ 981-3362 宮城県富谷市日吉台一丁目１７番地３ 022-358-1250
04060317 宮城県 桐山　茂 ｷﾘﾔﾏ ｼｹﾞﾙ 981-3213 宮城県仙台市泉区南中山４丁目１９番地の１ 022-379-1620
04060845 宮城県 小林　真之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉２丁目３－７　Ｋ２小田急ビ 022-262-4316
04061138 宮城県 堀籠　重充 ﾎﾘｺﾞﾒ ｼｹﾞﾐﾂ 981-3222 宮城県仙台市泉区住吉台東４丁目６番地の３３ 022-376-6951

05060005 宮城県 鴇田　誠治 ﾄｷﾀ ｾｲｼﾞ 行政書士ときた事務所 984-0015
宮城県仙台市若林区卸町５丁目２番３号　イースト
ガーデン２階

022-253-6961

05060313 宮城県 松野尾　和見 ﾏﾂﾉｵ ｶｽﾞﾐ 松野尾行政書士事務所 982-0841
宮城県仙台市太白区向山３丁目８番３号　ファミール
向山２０３

022-265-1060

05060415 宮城県 伊藤　幸二郎 ｲﾄｳ ｺｳｼﾞﾛｳ 伊藤幸二郎行政書士事務所 989-3214 宮城県仙台市青葉区みやぎ台４丁目１４番７号 022-394-3791
05060417 宮城県 星　孝宏 ﾎｼ ﾀｶﾋﾛ 星孝宏行政書士事務所 981-1102 宮城県仙台市太白区袋原字小原３８番地の３ 022-241-7397
05060418 宮城県 工藤　正剛 ｸﾄﾞｳ ｾｲｺﾞｳ 工藤行政書士事務所 982-0021 宮城県仙台市太白区緑ヶ丘２丁目８番１０号 022-246-4005
05060420 宮城県 大西　克巳 ｵｵﾆｼ ｶﾂﾐ 行政書士大西克巳事務所 983-0826 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷東１丁目７番１７号 022-781-5546

05060748 宮城県 伊藤　裕厚 ｲﾄｳ ﾕｳｺｳ 行政書士伊藤事務所 984-0816
宮城県仙台市若林区河原町２丁目５番４５号　コーポ
麿１０５

022-262-2049

05061134 宮城県 小林　好美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾐ 小林行政書士事務所 986-0101 宮城県石巻市相野谷字旧会所脇１７番地２ 0225-62-2647
05061381 宮城県 吉田　英弘 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾋﾛ 吉田英弘行政書士法務事務所 989-2432 宮城県岩沼市中央四丁目８番７４号 0223-25-6177
05061494 宮城県 千葉　米勝 ﾁﾊﾞ ﾖﾈｶﾂ 千葉行政書士事務所 986-0832 宮城県石巻市泉町三丁目４番１８号 0225-93-3377
05061704 宮城県 小松　次夫 ｺﾏﾂ ﾂｷﾞｵ 行政書士小松事務所 981-3304 宮城県富谷市ひより台一丁目９番地４ 022-358-0367
05061705 宮城県 島貫　賢一 ｼﾏﾇｷ ｹﾝｲﾁ 島貫行政書士事務所 989-2464 宮城県岩沼市三色吉字亀１１７番地の１ 0223-23-3925

05062319 宮城県 望月　格 ﾓﾁﾂﾞｷ ｲﾀﾙ 望月行政書士事務所 981-3133
宮城県仙台市泉区泉中央１丁目４８番地の１　ライオ
ンズヒルズ泉中央１０２

022-374-3944

05062320 宮城県 山本　藤郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾌｼﾞﾛｳ 仙台行政書士法人 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目８番１０号 022-714-6131

05080444 宮城県 西内　孝文 ﾆｼｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 西内孝文行政書士事務所 980-0013
宮城県仙台市青葉区花京院二丁目１番６１号　第５タ
カノボルビル４階

022-217-7244

06060303 宮城県 松浦　敏 ﾏﾂｳﾗ ｻﾄｼ 行政書士松浦さとし事務所 981-1203 宮城県名取市閖上中央二丁目１５番地の４ 022-796-0840
06060739 宮城県 金　成吉 ｷﾑ ｿﾝｷﾞﾙ 行政書士仙台第一事務所 980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋１丁目５－２８－１１０５号 022-226-8584
07051284 宮城県 市川　誇生 ｲﾁｶﾜ ｺｵ 市川行政書士事務所 984-0831 宮城県仙台市若林区沖野５－３－２１　ＹＫビル 090-3645-8006

07060119 宮城県 酒井　雅史 ｻｶｲ ﾏｻﾌﾐ 酒井雅史行政書士事務所 981-0922
宮城県仙台市青葉区鷺ヶ森２丁目８－１０　カーサ・
ルチア１０１

022-725-7518

07060392 宮城県 菅野　宏 ｽｶﾞﾉ ﾋﾛｼ 栗栖行政書士事務所 981-3122
宮城県仙台市泉区加茂５丁目３３－１　加茂オフィス
ビル１階１０２号

022-378-2855

07060394 宮城県 櫻井　徹也 ｻｸﾗｲ ﾃﾂﾔ 行政書士櫻井徹也事務所 985-0061 宮城県塩竈市清水沢三丁目３３番８号 022-395-9440
07060396 宮城県 伊藤　薫 ｲﾄｳ ｶｵﾙ 伊藤薫行政書士事務所 981-0215 宮城県宮城郡松島町高城字町４１番地 022-354-5220
07060661 宮城県 奥田　千実也 ｵｸﾀﾞ ﾁﾐﾔ 奥田千実也行政書士事務所 981-0503 宮城県東松島市矢本字新沼１３５番地 0225-98-8355
07060953 宮城県 伊藤　敏幸 ｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ 伊藤行政書士事務所 981-0962 宮城県仙台市青葉区水の森３丁目３５番６号 022-395-9671
07061289 宮城県 千葉　貞夫 ﾁﾊﾞ ｻﾀﾞｵ 千葉貞夫行政書士事務所 983-0832 宮城県仙台市宮城野区安養寺二丁目１４番２号 022-349-8740
07061290 宮城県 安瀬　久美子 ｱﾝｾ ｸﾐｺ 行政書士安瀬久美子事務所 982-0003 宮城県仙台市太白区郡山三丁目１５番５号 022-395-5363
07061604 宮城県 坂本　秀悦 ｻｶﾓﾄ ｼｭｳｴﾂ 行政書士坂本秀悦事務所 981-0112 宮城県宮城郡利府町利府字館６番地 022-356-3246
07061605 宮城県 濱田　和志 ﾊﾏﾀﾞ ｶｽﾞｼ 行政書士濱田事務所 983-0836 宮城県仙台市宮城野区幸町一丁目１５番３１号 022-781-8809
08060229 宮城県 漆原　和則 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 行政書士法人地域交通プラネッツ 983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町三丁目２番２５号 022-231-2370
08060295 宮城県 千葉　あゆみ ﾁﾊﾞ ｱﾕﾐ あゆみ行政書士事務所 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町２－１０－２３ 022-399-9980
08060373 宮城県 熊谷　光春 ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾂﾊﾙ 行政書士熊谷光春事務所 988-0057 宮城県気仙沼市所沢１１０番地１ 0226-25-7107
08060375 宮城県 菅浪　健太郎 ｽｶﾞﾅﾐ ｹﾝﾀﾛｳ 菅浪健太郎行政書士事務所 985-0025 宮城県塩竈市佐浦町４番２３号 022-393-5400
08060376 宮城県 佐藤　啓子 ｻﾄｳ ｹｲｺ 行政書士法人杜人 981-0922 宮城県仙台市青葉区鷺ケ森２丁目１８－１４ 022-341-5410

08060378 宮城県 針生　幸孝 ﾊﾘｳ ﾕｷﾀｶ あすか行政書士事務所 980-0014
宮城県仙台市青葉区本町一丁目１４番３０号　ラポー
ル錦町２０７

022-355-6333

08060571 宮城県 田畑　宏之 ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 行政書士田畑国際法務事務所 989-3127
宮城県仙台市青葉区愛子東２丁目３番４６号　エル
マール１０２

070-5622-6065
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08061676 宮城県 齋藤　克己 ｻｲﾄｳ ｶﾂﾐ 行政書士齋藤克己事務所 983-0824 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷１丁目３３番地の１９ 022-251-5346
08061761 宮城県 水澤　正明 ﾐｽﾞｻﾜ ﾏｻｱｷ 水澤行政書士法務事務所 986-0806 宮城県石巻市開北二丁目１４番６号 0225-95-9525

08061917 宮城県 佐久間　英之 ｻｸﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 行政書士さくま事務所 980-0021
宮城県仙台市青葉区中央２丁目２－１０　仙都会舘ビ
ル７階

022-398-4673

09060966 宮城県 髙橋　史明 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｱｷ 髙橋史明行政書士事務所 981-1512 宮城県角田市横倉字大在家１０９番地 0224-62-2617

09061345 宮城県 居村　典久 ｲﾑﾗ ﾉﾘﾋｻ スマイル行政書士事務所 981-3112
宮城県仙台市泉区八乙女３丁目５番地の３　アーバン
パレス八乙女３０８

022-375-1263

09062292 宮城県 後藤　正史 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾌﾞﾐ 行政書士後藤事務所 981-0954 宮城県仙台市青葉区川平３丁目３番３４号 022-344-9577
10060005 宮城県 五ノ井　淳夫 ｺﾞﾉｲ ｱﾂｵ 富田亨行政書士事務所 983-0832 宮城県仙台市宮城野区安養寺２丁目１４－２ 022-349-9235
10060362 宮城県 白鳥　輝夫 ｼﾛﾄﾘ ﾃﾙｵ 白鳥行政書士事務所 989-6135 宮城県大崎市古川稲葉字大江向１１４番地１ 0229-23-8197
10060367 宮城県 小野寺　智 ｵﾉﾃﾞﾗ ｻﾄｼ 行政書士おのでら法務事務所 981-0922 宮城県仙台市青葉区鷺ケ森一丁目１２番２７号 022-233-9604
10060370 宮城県 木村　透 ｷﾑﾗ ﾄｵﾙ 行政書士宮城中央事務所 984-0032 宮城県仙台市若林区荒井七丁目２番地の８ 022-762-9434
10060371 宮城県 神宮　啓造 ｼﾞﾝｸﾞｳ ｹｲｿﾞｳ 神宮行政書士法務事務所 989-3201 宮城県仙台市青葉区国見ケ丘１丁目４４番地の３ 080-1210-5859
10060490 宮城県 伊藤　洋美 ｲﾄｳ ﾋﾛﾐ 伊藤ヒロミ行政書士事務所 984-0057 宮城県仙台市若林区三百人町６６番地の３ 022-282-3096
10060666 宮城県 佐伯　龍一 ｻｴｷ ﾘｭｳｲﾁ 佐伯行政書士事務所 989-1606 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字七作１４３－２ 0224-59-3927
10060667 宮城県 尾形　博史 ｵｶﾞﾀ ﾋﾛｼ 尾形博史行政書士事務所 989-4106 宮城県大崎市鹿島台大迫字沖道１０番地 0229-56-4127
10061349 宮城県 星　雅博 ﾎｼ ﾏｻﾋﾛ ほし行政書士事務所 981-3134 宮城県仙台市泉区桂三丁目３４番地５ 090-7067-0693
10061350 宮城県 池田　道晴 ｲｹﾀﾞ ﾐﾁﾊﾙ やまぼうし行政書士事務所 981-1107 宮城県仙台市太白区東中田３丁目６番１８号 022-242-8092
10062014 宮城県 後藤　英博 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞﾋﾛ 行政書士後藤英博事務所 988-0804 宮城県気仙沼市東中才１３６番地４ 0226-29-5318
10062152 宮城県 阿部　匡博 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 北仙台行政書士法人 981-0913 宮城県仙台市青葉区昭和町４番９号　３０８号室 0800-800-7753
10062472 宮城県 星　松巳 ﾎｼ ﾏﾂﾐ 星松魅行政書士事務所 981-1516 宮城県角田市高倉字新町３４番地２ 0224-86-3538

10062752 宮城県 藤澤　能子 ﾌｼﾞｻﾜ ﾖｼｺ
オフィス・コスモス行政書士綜合事
務所

981-1226
宮城県名取市植松四丁目１８番４１号　コーポやまＡ
棟１０１号室

022-796-8151

10082026 宮城県 常松　俊成 ﾂﾈﾏﾂ ﾄｼｼｹﾞ プラザ行政書士事務所 980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町１丁目１２番３９号　旭開
発第２ビル３０３

022-724-7078

11060100 宮城県 新川　賢一 ｱﾗｶﾜ ｹﾝｲﾁ シンクレバー行政書士事務所 980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉１－６－１０　仙台北辰ビル 022-722-1611

11060470 宮城県 上岡　伸 ｶﾐｵｶ ｼﾝ かみおか行政書士事務所 984-0065
宮城県仙台市若林区土樋２３３番地　ダイトシティ愛
宕橋８０３

022-267-4558

11060626 宮城県 小野　恵子 ｵﾉ ｹｲｺ 小野恵子行政書士事務所 981-8003 宮城県仙台市泉区南光台３丁目２１番３７号 022-219-9303
11061975 宮城県 遠藤　清明 ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾖｱｷ 遠藤行政書士事務所 982-0845 宮城県仙台市太白区門前町１番３５号 022-248-3814
11062229 宮城県 三河　寛道 ﾐｶﾜ ﾋﾛﾐﾁ 三河行政書士事務所 981-3212 宮城県仙台市泉区長命ケ丘１丁目１８番地の６ 022-725-2036
12060012 宮城県 千葉　伸一 ﾁﾊﾞ ｼﾝｲﾁ 千葉行政書士事務所 985-0022 宮城県塩竈市新富町１６番６号 022-707-3568
12060146 宮城県 佐藤　俊輔 ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 行政書士佐藤事務所 982-0004 宮城県仙台市太白区東大野田５番２２号 022-398-5893
12060348 宮城県 三浦　征裕 ﾐｳﾗ ﾏｻﾋﾛ 行政書士三浦事務所 985-0835 宮城県多賀城市下馬２丁目５番１０号 022-363-1566
12060439 宮城県 菊地　満 ｷｸﾁ ﾐﾂﾙ 行政書士菊地ＣＭ法務事務所 987-0105 宮城県遠田郡涌谷町字練丑町１９番地６ 0229-42-2827
12060647 宮城県 渡辺　正広 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ わたなべ法務行政書士事務所 981-3362 宮城県富谷市日吉台一丁目６番地７ 022-348-6855
12060867 宮城県 尾形　正弘 ｵｶﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 尾形正弘行政書士事務所 982-0834 宮城県仙台市太白区青山２丁目３３番７号 022-229-2052
12060869 宮城県 菅原　芳弘 ｽｶﾞﾜﾗ ﾖｼﾋﾛ ひかり行政書士事務所 989-2381 宮城県亘理郡亘理町逢隈上郡字若宮４５番地４ 0223-34-4416
12060871 宮城県 石井　修身 ｲｼｲ ｵｻﾐ 石井修身法務行政書士事務所 983-0833 宮城県仙台市宮城野区東仙台５丁目３４番５号 022-291-8352

12061924 宮城県 松本　由男 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｵ
行政書士松本コンサルティング法
務事務所

983-0036 宮城県仙台市宮城野区苦竹１丁目６番１－２０２号 022-778-7897

12062140 宮城県 阿部　祐子 ｱﾍﾞ ﾕｳｺ 行政書士阿部祐子事務所 981-0913 宮城県仙台市青葉区昭和町３番１５－１０８号 022-343-8489
12062615 宮城県 中野　憲司 ﾅｶﾉ ｹﾝｼﾞ 行政書士なかの事務所 981-0213 宮城県宮城郡松島町松島字町内４６番地の５ 022-354-5049
12062621 宮城県 青木　秀雄 ｱｵｷ ﾋﾃﾞｵ 青木秀雄行政書士事務所 981-3204 宮城県仙台市泉区寺岡６丁目１０番地の１６ 022-378-7715
13060011 宮城県 佐藤　行三 ｻﾄｳ ｺｳｿﾞｳ 行政書士佐藤行三事務所 982-0021 宮城県仙台市太白区緑ケ丘２丁目１９番２０号 022-399-9315
13060173 宮城県 高瀨　幸雄 ﾀｶｾ ﾕｷｵ 行政書士高瀨法務事務所 984-0058 宮城県仙台市若林区元茶畑２２番地の２２ 022-256-1039
13060357 宮城県 方波見　泰造 ｶﾀﾊﾞﾐ ﾀｲｿﾞｳ ハイフィールド行政書士法人 980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町１３番２２－５０５号 022-724-7942
13060453 宮城県 中井　與志信 ﾅｶｲ ﾖｼﾉﾌﾞ 中井行政書士事務所 981-3109 宮城県仙台市泉区鶴が丘２丁目１８番地の１６ 022-707-3094
13060454 宮城県 大町　哲夫 ｵｵﾏﾁ ﾃﾂｵ ポプラ行政書士事務所 983-0047 宮城県仙台市宮城野区銀杏町９番１８号 022-353-6202
13060680 宮城県 佐藤　康弘 ｻﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 行政書士佐藤康弘法務事務所 983-0841 宮城県仙台市宮城野区原町５丁目８－４ 022-297-4309
13061097 宮城県 青木　隆英 ｱｵｷ ﾀｶﾋﾃﾞ 行政書士事務所リエゾン 981-3134 宮城県仙台市泉区桂３丁目１２番地の２１ 022-776-4550

13061602 宮城県 荒井　美穂 ｱﾗｲ ﾐﾎ 荒井美穂行政書士事務所 981-1226
宮城県名取市植松四丁目１８番４１号　コーポやまＡ
棟１０１号

022-393-8634

13062085 宮城県 髙橋　文弘 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾋﾛ 行政書士髙橋文弘事務所 986-0878 宮城県石巻市新橋７番３８号 0225-22-3739
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13062157 宮城県 茶屋　真樹夫 ﾁｬﾔ ﾏｷｵ 茶屋行政書士事務所 981-1105
宮城県仙台市太白区西中田５丁目２６－２５　ファミー
ル南仙台グランデージ４０９

022-796-4917

13062158 宮城県 佐藤　正彦 ｻﾄｳ ﾏｻﾋｺ 行政書士佐藤正彦事務所 989-0227 宮城県白石市田町二丁目５番３－２号 0224-25-6827
14060007 宮城県 中島　吉一 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｶｽﾞ 中島法務行政書士事務所 982-0841 宮城県仙台市太白区向山二丁目１８番７－４０２号 022-797-8545
14060460 宮城県 中條　保 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀﾓﾂ 中條行政書士事務所 981-8003 宮城県仙台市泉区南光台五丁目２６番２６号 022-275-5270
14060649 宮城県 小野寺　利彦 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾄｼﾋｺ さくらの木行政書士事務所 981-3132 宮城県仙台市泉区将監１丁目３３－８ 022-346-8446
14060650 宮城県 黒田　康央 ｸﾛﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ くろだ行政書士事務所 981-8003 宮城県仙台市泉区南光台２丁目１１番６４号 022-341-0415
14060652 宮城県 鈴木　悠平 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾍｲ 行政書士鈴木悠平法務事務所 982-0841 宮城県仙台市太白区向山４丁目８番２３号 022-738-8641

14061814 宮城県 嵐田　志保 ｱﾗｼﾀﾞ ｼﾎ 嵐田志保行政書士事務所 980-0802
宮城県仙台市青葉区二日町１６番１号　二日町東急
ビル４－Ｂ

022-393-6654

14061816 宮城県 萱場　秀男 ｶﾔﾊﾞ ﾋﾃﾞｵ 行政書士萱場秀男事務所 984-0032 宮城県仙台市若林区荒井四丁目１７番地の１１ 022-287-5774
14061929 宮城県 伊藤　元 ｲﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 行政書士伊藤元事務所 981-3213 宮城県仙台市泉区南中山二丁目３１番地の８ 022-778-8123
14062140 宮城県 熊谷　良治 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼﾊﾙ 杜のくまさん行政書士事務所 984-0042 宮城県仙台市若林区大和町一丁目１９番３－２０５号 050-3375-0000
14062335 宮城県 星　拓人 ﾎｼ ﾀｸﾄ Ｗｉｔｈ．行政書士法人 981-0908 宮城県仙台市青葉区東照宮２丁目５－２　１階 022-702-1285
14062406 宮城県 渥美　和雄 ｱﾂﾐ ﾖﾘｵ あつみ行政書士事務所 987-1221 宮城県石巻市須江字小竹８番地 0225-73-3607
15060137 宮城県 佐藤　吉正 ｻﾄｳ ﾖｼﾏｻ ライフサポート行政書士事務所 981-3332 宮城県富谷市明石台三丁目１５番地１３ 022-351-2882
15060252 宮城県 伊藤　澄雄 ｲﾄｳ ｽﾐｵ 伊藤澄雄行政書士事務所 981-3215 宮城県仙台市泉区北中山四丁目１８番地９ 022-376-2049
15060998 宮城県 神田　協一 ｶﾝﾀﾞ ｷｮｳｲﾁ 行政書士神田協一事務所 980-0871 宮城県仙台市青葉区八幡６丁目８番２７号 080-1828-4362

15061269 宮城県 西　淑子 ﾆｼ ﾄｼｺ
行政書士西淑子きょうりゅう山終活
相談室

982-0802 宮城県仙台市太白区八木山東２丁目１８番７号 022-724-7080

15061395 宮城県 神作　淑朱 ｶﾝｻｸ ﾄｼﾐ すざく行政書士事務所 984-0831 宮城県仙台市若林区沖野７丁目４３番６０号 090-6681-3455
15061973 宮城県 坂本　俊介 ｻｶﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 行政書士坂本事務所 988-0077 宮城県気仙沼市古町二丁目２番３９号 0226-25-8523
15062049 宮城県 髙橋　千晶 ﾀｶﾊｼ ﾁｱｷ ちあき行政書士事務所 989-3123 宮城県仙台市青葉区錦ケ丘２丁目１１－９ 022-391-5130
15062294 宮城県 佐々木　理紗 ｻｻｷ ﾘｻ なのはな行政書士事務所 981-3131 宮城県仙台市泉区七北田字八乙女２１番地の５４ 022-375-7680

15062296 宮城県 山川　正樹 ﾔﾏｶﾜ ﾏｻｷ やまかわ行政書士事務所 983-0823
宮城県仙台市宮城野区燕沢３丁目７番１号　パーク
ハイツ燕沢２０２

022-357-0814

15062361 宮城県 田中　克弥 ﾀﾅｶ ｶﾂﾔ たなか行政書士事務所 980-0021
宮城県仙台市青葉区中央４丁目１０番３号　仙台キャ
ピタルタワー２階

050-7120-5325

16060013 宮城県 川端　健 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀｹｼ 行政書士川端健事務所 981-3203 宮城県仙台市泉区高森８丁目２番地の９ 022-377-1792
16060089 宮城県 平間　榮一 ﾋﾗﾏ ｴｲｲﾁ 行政書士平間榮一事務所 981-3212 宮城県仙台市泉区長命ケ丘３丁目１３番地の７ 022-378-5953

16060853 宮城県 大場　和弘 ｵｵﾊﾞ ｶｽﾞﾋﾛ
行政書士事務所ライフ法務プラン
ニング

983-0024 宮城県仙台市宮城野区鶴巻２－４－４１－２０５ 090-9917-5517

16060854 宮城県 佐藤　仁志 ｻﾄｳ ﾋﾄｼ 佐藤仁志行政書士事務所 989-2303 宮城県亘理郡亘理町逢隈十文字字宮前９２番地１０ 0223-34-6270
16060855 宮城県 吉田　由香 ﾖｼﾀﾞ ﾕｶ 吉田由香行政書士事務所 982-0803 宮城県仙台市太白区金剛沢１丁目２１番２３号 080-1675-2917
16061410 宮城県 亀田　求輝 ｶﾒﾀ ﾓﾄﾃﾙ 亀田行政書士事務所 983-0824 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷７丁目７番地９ 022-253-6097
16061890 宮城県 小林　伸一 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｲﾁ はぎ行政書士事務所 989-2457 宮城県岩沼市平等三丁目２番地の１７ 0223-22-0018
16062400 宮城県 舟山　茂 ﾌﾅﾔﾏ ｼｹﾞﾙ 舟山茂行政書士事務所 980-0003 宮城県仙台市青葉区小田原四丁目１番６号 022-225-6439

16062401 宮城県 加川　修 ｶｶﾞﾜ ｵｻﾑ 行政書士八木山事務所 982-0831
宮城県仙台市太白区八木山香澄町３番３２号　ハイツ
八木山１階

022-393-6737

17060335 宮城県 勝倉　由美 ｶﾂｸﾗ ﾕﾐ かつくら行政書士事務所 981-0961 宮城県仙台市青葉区桜ケ丘１丁目１２番２３号 080-5575-7307
17060436 宮城県 今井　哉子 ｲﾏｲ ｶﾅｺ 今井行政書士事務所 982-0023 宮城県仙台市太白区鹿野２丁目１８番７－９０１号 022-353-6694
17060602 宮城県 島村　圭一 ｼﾏﾑﾗ ｹｲｲﾁ 行政書士島村圭一事務所 981-3111 宮城県仙台市泉区松森字陣ヶ原５３ 080-3335-2129
17060893 宮城県 赤坂　徹 ｱｶｻｶ ﾄｵﾙ 行政書士赤坂徹事務所 983-0841 宮城県仙台市宮城野区原町６丁目２番１２号 022-291-5771
17060895 宮城県 細江　勝広 ﾎｿｴ ｶﾂﾋﾛ 細江行政書士事務所 986-0859 宮城県石巻市大街道西３丁目２番１５号　千葉住宅３ 0225-24-6508
17061588 宮城県 熊谷　恵輔 ｸﾏｶﾞｲ ｹｲｽｹ 行政書士熊谷事務所 982-0261 宮城県仙台市青葉区折立３丁目１２番７号 022-226-1521
17061593 宮城県 吾妻　純子 ﾜｶﾞﾂﾏ ｼﾞｭﾝｺ 行政書士吾妻純子事務所 981-3205 宮城県仙台市泉区紫山２丁目９番地の８ 022-777-0880

18060659 宮城県 三春　修一 ﾐﾊﾙ ｼｭｳｲﾁ 行政書士三春事務所 980-0014
宮城県仙台市青葉区本町１丁目４番８　セザール壱
番館９０５号

090-3125-0202

18060660 宮城県 神植　功行 ｶﾐｳｴ ｶﾂﾕｷ カミウエ行政書士事務所 983-0005 宮城県仙台市宮城野区福室字田中東二番２５番地の 022-703-1765
18060664 宮城県 黒川　敦 ｸﾛｶﾜ ｱﾂｼ 行政書士事務所てんぶす 986-0775 宮城県本吉郡南三陸町志津川字廻館１００番地９ 070-4131-4448
18061022 宮城県 村上　京子 ﾑﾗｶﾐ ｷｮｳｺ 村上京子行政書士事務所 987-1302 宮城県大崎市松山長尾字大天場西８４番地 0229-55-3484
18061642 宮城県 我妻　正司 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾏｻｼ 行政書士我妻正司事務所 982-0222 宮城県仙台市太白区人来田１丁目２－１ 090-8256-1260
19061029 宮城県 澤田　誠喜 ｻﾜﾀﾞ ｾｲｷ 澤田行政書士事務所 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央二丁目１１番２３号 022-796-5845
19061181 宮城県 肥田野　耕史 ﾋﾀﾞﾉ ｺｳｼﾞ ｅ－Ｌｉｆｅ行政書士事務所 989-2351 宮城県亘理郡亘理町字上茨田１０６番地１　山田荘８ 0223-35-6974
19061377 宮城県 小林　孝裕 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 行政書士小林孝裕事務所 981-1105 宮城県仙台市太白区西中田６丁目４番３１号 022-306-8025
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19061507 宮城県 遠藤　輝江 ｴﾝﾄﾞｳ ﾃﾙｴ 行政書士えんどう輝江事務所 985-0853 宮城県多賀城市高橋５丁目１番１０号 090-3642-1637
19061905 宮城県 髙橋　佑介 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 行政書士髙橋佑介事務所 983-0833 宮城県仙台市宮城野区東仙台６丁目２１番１５－１０ 022-208-3459
19061907 宮城県 德能　邦幸 ﾄｸﾉｳ ｸﾆﾕｷ 行政書士德能邦幸事務所 989-3205 宮城県仙台市青葉区吉成一丁目２１番２２号 022-279-3007
19062226 宮城県 大場　朝明 ｵｵﾊﾞ ﾄﾓｱｷ ＴＯＭ行政書士事務所 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡５丁目１０番４３－３２２ 022-293-3715
19062569 宮城県 佐藤　大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ ひまわり行政書士事務所 981-1102 宮城県仙台市太白区袋原２丁目１３番３３号 022-242-5830
20060291 宮城県 千葉　雅文 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾌﾐ ガルエバー行政書士事務所 989-3205 宮城県仙台市青葉区吉成２丁目２８番２９号 080-7641-3276

20060370 宮城県 千葉　勇人 ﾁﾊﾞ ﾊﾔﾄ 行政書士千葉事務所 981-0965
宮城県仙台市青葉区荒巻神明町１７番１１号　神明レ
ジデンス１階

050-5328-0513

20061938 宮城県 菅野　勝 ｶﾝﾉ ﾏｻﾙ まさる行政書士事務所 981-1235 宮城県名取市名取が丘六丁目１０番６号 022-393-8620
20062145 宮城県 阿部　茂 ｱﾍﾞ ｼｹﾞﾙ 行政書士阿部南光台５丁目事務所 981-8003 宮城県仙台市泉区南光台５丁目２１番１９号 022-274-4280
20062146 宮城県 中山　夏紀 ﾅｶﾔﾏ ﾅﾂｷ なかやま行政書士事務所 982-0825 宮城県仙台市太白区西の平２丁目２１番２号 090-9006-4644
20062147 宮城県 本多　歩 ﾎﾝﾀﾞ ｱﾕﾐ 稔行政書士事務所 980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町１７－２２－４０３ 090-5834-3606
21060452 宮城県 鈴木　玄 ｽｽﾞｷ ｹﾞﾝ 鈴木玄行政書士事務所 986-2135 宮城県石巻市渡波字鹿松５９番地 0225-25-3035
21060623 宮城県 齊藤　望美 ｻｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ のぞみ行政書士事務所 980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉四丁目３番２５号 022-398-6034

21060626 宮城県 手代木　秀樹 ﾃｼﾛｷﾞ ﾋﾃﾞｷ 行政書士てしろぎ事務所 980-0021
宮城県仙台市青葉区中央二丁目８番１１号　プレミア
ムグリーンヒルズ３階Ｍ－ＬＡＢＥＬ仙台

022-713-6030

21060871 宮城県 菊池　雄一 ｷｸﾁ ﾕｳｲﾁ 菊池行政書士事務所 989-4205 宮城県遠田郡美里町木間塚字押切東２４番地３０ 050-1270-9749
21062050 宮城県 佐藤　邦彦 ｻﾄｳ ｸﾆﾋｺ 行政書士事務所佐藤屋 986-0868 宮城県石巻市恵み野５丁目１番３号　１０２号 080-4511-1382
21062492 宮城県 髙橋　諭生 ﾀｶﾊｼ ﾕｾｲ 行政書士髙橋ゆせい事務所 988-0053 宮城県気仙沼市田中前三丁目１番地２７ 0226-24-1599
22060707 宮城県 齊藤　健大 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀ 齊藤行政書士事務所 981-0905 宮城県仙台市青葉区小松島４－１７－３８ 090-8612-6605
69060089 宮城県 阿部　信男 ｱﾍﾞ ﾉﾌﾞｵ 983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪一丁目６番９号 022-293-2472
70060072 宮城県 加藤　丸八 ｶﾄｳ ﾏﾙﾔ 985-0873 宮城県多賀城市中央１－１－２ 022-368-2121
73060011 宮城県 井上　満貴 ｲﾉｳｴ ﾐﾂﾖｼ 985-0853 宮城県多賀城市高橋１丁目２番１号 022-368-9911
77060314 宮城県 幸谷　徹 ｺｳﾀﾆ ﾄｵﾙ 982-0031 宮城県仙台市太白区泉崎１丁目２０番４０号 022-243-5351
77060359 宮城県 柳渕　勝一 ﾔﾅｷﾞﾌﾞﾁ ｼﾖｳｲﾁ 987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字小金丁２８番地 0220-22-1171
80060203 宮城県 岩佐　登子 ｲﾜｻ ﾄｳｺ 985-0842 宮城県多賀城市桜木２丁目２番９号 022-366-5305

81060713 宮城県 阿部　充 ｱﾍﾞ ﾐﾂﾙ 983-0012
宮城県仙台市宮城野区出花３丁目２８－６　ファミー
ユ中野２１２号

022-258-7007

85063630 宮城県 豊島　賢三郎 ﾄﾖｼﾏ ｹﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 豊島行政書士事務所 989-6117 宮城県大崎市古川旭五丁目３番４１号 0229-23-1237
87061177 宮城県 桑島　守 ｸﾜｼﾞﾏ ﾏﾓﾙ 981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字野蔵１番地の６ 022-373-9819
89061203 宮城県 佐藤　孝 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 行政書士佐藤孝事務所 986-0813 宮城県石巻市駅前北通り１丁目４番１７号 0225-22-1632
90060310 宮城県 佐藤　徳吉 ｻﾄｳ ﾉﾘﾖｼ 981-0921 宮城県仙台市青葉区藤松２－６ 022-271-5267
93060955 宮城県 新川　たか子 ｼﾝｶﾜ ﾀｶｺ 989-1613 宮城県柴田郡柴田町大字下名生字剣塚５２番地 0224-55-4376

95061658 宮城県 五十嵐　講一 ｲｶﾞﾗｼ ｺｳｲﾁ 980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町１丁目１２番３９号　旭開
発第２ビル２０３

022-216-3886

96064421 宮城県 宿利　龍徳 ｼｭｸﾘ ﾀﾂﾉﾘ 行政書士法人杜人　鶴が丘事務所 981-3109 宮城県仙台市泉区鶴が丘１丁目４６－２０ 022-375-1294
98066700 宮城県 菅原　武彦 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｹﾋｺ 982-0222 宮城県仙台市太白区人来田１丁目２３番１８号 022-244-7836
98067116 宮城県 狩野　戝朔 ｶﾘﾉ ｻｲｻｸ 987-2308 宮城県栗原市一迫真坂字町東８２番地３ 0228-52-2344
98067223 宮城県 鈴木　忠彦 ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞﾋｺ 行政書士法人プログレッション 986-0857 宮城県石巻市築山三丁目７番７０号 0225-96-4778
98067325 宮城県 佐々木　郁男 ｻｻｷ ｲｸｵ 984-0831 宮城県仙台市若林区沖野３丁目１１番３８号 022-282-6050
99067732 宮城県 福岡　誠治郎 ﾌｸｵｶ ｾｲｼﾞﾛｳ 981-0933 宮城県仙台市青葉区柏木３丁目３番３０－２０４号 022-276-2257
99067915 宮城県 相澤　清一 ｱｲｻﾞﾜ ｾｲｲﾁ 984-0823 宮城県仙台市若林区遠見塚１丁目１７番１３号 022-385-6583
99068354 宮城県 佐々木　愼一 ｻｻｷ ｼﾝｲﾁ 行政書士佐々木愼一事務所 981-3102 宮城県仙台市泉区向陽台２丁目１番５号 022-343-0866
00079117 山形県 佐藤　祐 ｻﾄｳ  ﾕｳ 990-2334 山形県山形市蔵王成沢６７０番地の１５ 023-688-5857
00079526 山形県 吉村　美栄子 ﾖｼﾑﾗ ﾐｴｺ 990-0041 山形県山形市緑町四丁目３番９号 023-633-1815
01071927 山形県 砂田　則雄 ｽﾅﾀﾞ ﾉﾘｵ 997-0042 山形県鶴岡市新形町１２番２５号 0235-23-3700
02073915 山形県 井澤　秋雄 ｲｻﾜ ｱｷｵ 井沢あきお行政書士事務所 995-0011 山形県村山市楯岡北町二丁目１番１２号 0237-55-2025
03070206 山形県 酒井　通裕 ｻｶｲ ﾐﾁﾔｽ 990-1122 山形県西村山郡大江町大字小見１８９番地の２ 0237-62-2460
03073063 山形県 伊藤　一男 ｲﾄｳ ｶｽﾞｵ 992-0047 山形県米沢市徳町７番３７－３号 0238-21-1761
04070546 山形県 青柳　正登 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｻﾄ 行政書士青柳事務所 991-0035 山形県寒河江市幸町２番１０号　わたなべビル２Ｆ 0237-84-7380
04070547 山形県 森谷　富夫 ﾓﾘﾔ ﾄﾐｵ 990-2221 山形県山形市大字風間４８７番地 023-686-5154
06071836 山形県 相馬　榮助 ｿｳﾏ ｴｲｽｹ 相馬行政書士事務所 990-0067 山形県山形市花楯二丁目１７番８号 023-625-3122
07070005 山形県 早坂　吉孝 ﾊﾔｻｶ ﾖｼﾀｶ 早坂吉孝行政書士事務所 996-0076 山形県新庄市城西町７番１号 0233-23-3910
07071733 山形県 寺澤　公彦 ﾃﾗｻﾜ ｷﾐﾋｺ 行政書士法人ワンチーム　本社 990-0042 山形県山形市七日町一丁目４番１０号 023-631-6305
08071762 山形県 渡部　義広 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ 渡部行政書士事務所 992-0054 山形県米沢市城西４丁目３番３号 0238-20-6271
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09070287 山形県 兼子　和伴 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾄﾓ 兼子和伴行政書士事務所 990-0832 山形県山形市城西町五丁目２７番１０号 023-643-8233
09070421 山形県 小関　正典 ｺｾｷ ﾏｻﾉﾘ 小関行政書士事務所 990-1442 山形県西村山郡朝日町大字宮宿１１０３番地３ 0237-67-2338
09071639 山形県 會田　智昭 ｱｲﾀ ﾄﾓｱｷ 会田智昭行政書士事務所 990-2423 山形県山形市東青田四丁目１番６号 023-623-9422
10070925 山形県 有路　新一 ｱﾘｼﾞ ｼﾝｲﾁ 有路新一行政書士事務所 999-3762 山形県東根市神町北三丁目１番１０号 080-5559-3453
10072244 山形県 遠藤　清 ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾖｼ 行政書士遠藤清事務所 994-0024 山形県天童市鎌田一丁目４番地１ 090-2271-3403
10072569 山形県 佐竹　寿教 ｻﾀｹ ﾄｼﾉﾘ ひまわり行政書士事務所 990-0401 山形県東村山郡中山町大字長崎４９８番地 023-666-6338

10072755 山形県 岩﨑　雅幸 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾕｷ 岩﨑雅幸行政書士事務所 990-2321
山形県山形市桜田西２丁目６番１７号　桜田ロイヤル
パレス１Ｆ

023-623-5965

11070949 山形県 古瀬　一幸 ﾌﾙｾ ｶｽﾞﾕｷ 古瀬行政書士事務所 990-2492 山形県山形市鉄砲町二丁目１６番１９号 023-641-5923
11071488 山形県 大泉　多美子 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾀﾐｺ 大泉行政書士事務所 990-1101 山形県西村山郡大江町大字左沢４０９番地 090-1693-3869
11071719 山形県 須田　泰博 ｽﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 行政書士須田法務事務所 996-0111 山形県新庄市大字升形１８２４番地 0233-23-6425
14060651 山形県 佐藤　久 ｻﾄｳ ﾋｻｼ 行政書士佐藤久事務所 990-0892 山形県山形市大字中野４５１番地 023-673-9828
14070157 山形県 佐藤　雅之 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 佐藤雅之行政書士事務所 996-0301 山形県最上郡大蔵村大字南山５３４番地１ 0233-32-0484
15070830 山形県 丹野　知樹 ﾀﾝﾉ ﾄﾓｷ 行政書士丹野知樹事務所 990-0405 山形県東村山郡中山町大字金沢１１５番地 023-674-6524
15071402 山形県 菅原　和幸 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾕｷ 行政書士菅原和幸事務所 999-8525 山形県飽海郡遊佐町直世字前田５８番地 0234-72-3391
16070856 山形県 木村　昌弘 ｷﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 木村昌弘行政書士事務所 992-0023 山形県米沢市下花沢三丁目３番３９－２０５号 0238-21-7334
16071412 山形県 小松　由美 ｺﾏﾂ ﾕﾐ 小松行政書士事務所 999-5312 山形県最上郡真室川町大字新町３８４番地２ 090-6788-2401
16072073 山形県 髙橋　仁 ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ 行政書士髙橋仁事務所 999-6861 山形県酒田市字山田２０番地の２ 0234-25-5920
16072246 山形県 今野　隆 ｺﾝﾉ ﾀｶｼ 今野行政書士事務所 997-0816 山形県鶴岡市文園町２番５９号 090-4559-1930
18071645 山形県 早坂　宜真 ﾊﾔｻｶ ﾖｼﾏｻ ソフィアンズ行政書士事務所 999-4111 山形県北村山郡大石田町大字大石田丁３２９番地２ 090-6629-2211
19070396 山形県 大類　慎也 ｵｵﾙｲ ｼﾝﾔ 大類行政書士事務所 999-3774 山形県東根市大字郡山４３番地 0237-53-8820
19071184 山形県 遠藤　紘二郎 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞﾛｳ 行政書士遠藤事務所 990-0823 山形県山形市下条町五丁目１番５０号 023-676-7510
19072155 山形県 山田　俊雄 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｵ 山田俊雄行政書士事務所 990-2414 山形県山形市寿町１８番１８号 023-633-0858
19072228 山形県 星野　明 ﾎｼﾉ ｱｷﾗ 行政書士星野明事務所 990-2402 山形県山形市小立二丁目７番７号 023-600-1780
77070117 山形県 菅野　行雄 ｶﾝﾉ ﾕｷｵ 992-0351 山形県東置賜郡高畠町大字高畠５２２番地の３ 0238-52-4133
79070185 山形県 橋本　正一 ﾊｼﾓﾄ ｼﾖｳｲﾁ 993-0052 山形県長井市新町６－６ 0238-88-3101
79070191 山形県 大場　武男 ｵｵﾊﾞ ﾀｹｵ 行政書士大場武男事務所 990-0041 山形県山形市緑町四丁目６番１４号 023-625-8852
79070202 山形県 後藤　修廣 ｺﾞﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ 行政書士後藤修廣事務所 990-0823 山形県山形市下条町１丁目４番６７号 023-645-0214
79070205 山形県 縮　修二 ﾁﾁﾞﾐ ｼﾕｳｼﾞ 992-1123 山形県米沢市万世町桑山９４０番地の１ 0238-28-5971
83070335 山形県 逸見　正 ﾍﾝﾐ ﾀﾀﾞｼ 990-2402 山形県山形市小立２丁目７－１ 023-623-1307
83070337 山形県 安達　孝藏 ｱﾀﾞﾁ ｺｳｿﾞｳ 990-2483 山形県山形市上町三丁目４番１０号 023-644-4731
83070365 山形県 奥村　惠一郎 ｵｸﾑﾗ ｴｲｲﾁﾛｳ 999-0121 山形県東置賜郡川西町大字上小松１１３８番地９ 0238-54-1035
85073639 山形県 長谷川　憲二 ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 994-0046 山形県天童市田鶴町３丁目１１番１４号 023-653-2171
85073641 山形県 今田　早百合 ｺﾝﾀ ｻﾕﾘ 行政書士法人ワンチーム　本社 990-0042 山形県山形市七日町１丁目４番１０号 023-631-6305
86070802 山形県 高橋　秀人 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾄ 990-0064 山形県山形市和合町１丁目１番１８号 023-623-5295
87070210 山形県 松山　和好 ﾏﾂﾔﾏ ｶｽﾞﾖｼ 999-0604 山形県西置賜郡飯豊町大字椿２４９９番地 0238-87-1800
87070355 山形県 澁谷　敏子 ｼﾌﾞﾔ ﾄｼｺ 999-6711 山形県酒田市飛鳥字契約場１３番１９ 0234-52-2295
87070715 山形県 井上　俊夫 ｲﾉｳｴ ﾄｼｵ 行政書士井上俊夫事務所 996-0027 山形県新庄市本町５番３号 0233-23-1139
90071457 山形県 冨田　貞彦 ﾄﾐﾀ ｻﾀﾞﾋｺ 990-2161 山形県山形市大字漆山７３０番地６ 023-685-2131
94071117 山形県 矢野　美佐子 ﾔﾉ ﾐｻｺ 994-0013 山形県天童市老野森２丁目５番１１号　中野事務所内 023-653-7600
95071661 山形県 岩城　愼二 ｲﾜｷ ｼﾝｼﾞ 990-0046 山形県山形市大手町５番１５号 023-623-3089
97074830 山形県 石井　範子 ｲｼｲ ﾉﾘｺ 999-7707 山形県東田川郡庄内町廿六木字三百地４５番地１７ 0234-45-1362
98077224 山形県 市川　良一 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳｲﾁ 999-2176 山形県東置賜郡高畠町大字糠野目２８３８番地の７ 0238-57-4586
98077436 山形県 田澤　能富子 ﾀｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｺ 998-0861 山形県酒田市富士見町１丁目６番地の１１ 0234-22-0812
99077989 山形県 長谷川　貞美 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾀﾞﾐ 994-0041 山形県天童市五日町２丁目５番１５号 023-654-3298
99078579 山形県 松浦　正樹 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ 行政書士松浦正樹事務所 997-0362 山形県鶴岡市中橋字村西２６番地 0235-25-5573
00080111 東京都 宮川　卓男 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀｸｵ 187-0002 東京都小平市花小金井５丁目２１番２１号 042-467-0458
00080264 東京都 池野　洋 ｲｹﾉ ﾋﾛｼ 池野法務行政書士事務所 110-0004 東京都台東区下谷２～１５～１３～１２０２　エクセル 03-5849-4836
00089023 東京都 永野　裕子 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛｺ 170-0001 東京都豊島区西巣鴨１－１２－８－５０３ 03-5961-3901
00089024 東京都 加藤　光久 ｶﾄｳ ﾐﾂﾋｻ 186-0002 東京都国立市東３丁目９番地の３０ 042-577-6049
00089071 東京都 砂内　千秋 ｽﾅｳﾁ ﾁｱｷ 砂内行政書士事務所 161-0033 東京都新宿区下落合２－６－３－３０１　（堀内会館） 03-6328-9639
00089119 東京都 岸田　稔 ｷｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ 206-0024 東京都多摩市諏訪４丁目２番地　６－３０１ 042-337-1802

00089381 東京都 石田　るみ ｲｼﾀﾞ ﾙﾐ 行政書士・石田事務所 146-0094
東京都大田区東矢口二丁目６番８号　ＩＮＡ・Ｓａｉｓｏｎ２
０２号室

03-3757-5710
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00089384 東京都 中嶋　眞弓 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾕﾐ 行政書士中嶋法務事務所 152-0032
東京都目黒区平町１－２６－３　都立大アーバンハイ
ム５０１

03-6421-3292

00089385 東京都 三上　陽三ゲオルク ﾐｶﾐ ﾖｳｿﾞｳｹﾞｵﾙｸ きたまち綜合事務所 179-0081 東京都練馬区北町５－１０－１７　ノースタウン１階Ｄ 03-6766-6276

00089532 東京都 吉岡　早苗 ﾖｼｵｶ ｻﾅｴ 111-0055
東京都台東区元浅草３丁目３番５号　リーラ仲御徒町
７０６号室

03-3845-3909

00089602 東京都 片岡　典子 ｶﾀｵｶ ﾉﾘｺ 160-0023
東京都新宿区西新宿３丁目５番１２号　トーカン新宿
第２キャステール８０６号室

03-5909-4895

00089673 東京都 大脇　ひと美 ｵｵﾜｷ ﾋﾄﾐ クライアントサービス行政書士事務 104-0061 東京都中央区銀座１－１４－１０　松楠ビル１０Ｆ 03-5777-5668
00089737 東京都 溝口　庸一 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾖｳｲﾁ 115-0042 東京都北区志茂４丁目３５番１２号 03-3598-0886
00089973 東京都 安藤　隆彦 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋｺ 安藤行政書士事務所 194-0031 東京都町田市南大谷１４２６番地２８０－１Ｆ 042-721-5806
00100278 東京都 近藤　幸雄 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｷｵ コンドー行政書士事務所 105-0012 東京都港区芝大門２－４－４　中根ビル９階Ｂ 03-6459-0211

00109182 東京都 鈴木　健一 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ 行政書士鈴木健一事務所 101-0032
東京都千代田区岩本町３丁目１番８号　Ｊサンクス第
一ビル９Ｆ

03-5829-6703

00139144 東京都 阿部　至幸展 ｱﾍﾞ ｼｺｳﾃﾝ 176-0001 東京都練馬区練馬２丁目１番１２号 03-3557-7643
01080445 東京都 酒井　滋 ｻｶｲ ｼｹﾞﾙ 101-0047 東京都千代田区内神田２－８－１　浅井ビル４階 03-5295-0059
01080482 東京都 菊地　正範 ｷｸﾁ ﾏｻﾉﾘ 162-0814 東京都新宿区新小川町７－２３－４０５ 03-3267-8845
01080484 東京都 小口　隆夫 ｺｸﾞﾁ ﾀｶｵ 行政書士事務所ビザドエイティ 169-0075 東京都新宿区高田馬場３－１４－２　佐成屋ビル３０５ 03-6265-9550
01080485 東京都 神田　一樹 ｶﾝﾀﾞ ｶｽﾞｷ 114-0032 東京都北区中十条３－１３－９　セントラルパレス１０ 03-5963-6688
01080617 東京都 細井　清弘 ﾎｿｲ ｷﾖﾋﾛ 108-0072 東京都港区白金１丁目１１番１６号 03-3444-6621

01080618 東京都 上野　年一 ｳｴﾉ ﾄｼｶｽﾞ 上野年一行政書士事務所 190-0022
東京都立川市錦町六丁目７番１１号　ＮＩＣハイム西国
立２０９号

090-4247-6756

01080625 東京都 清水　大樹 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｼﾞｭ 201-0005 東京都狛江市岩戸南１丁目６番１－５０６号 03-3430-5123
01080681 東京都 植松　和宏 ｳｴﾏﾂ ｶｽﾞﾋﾛ 177-0045 東京都練馬区石神井台４－１－１－３０３ 03-3594-3310

01080682 東京都 廣瀬　正 ﾋﾛｾ ﾀﾀﾞｼ 行政書士八王子南口相続法務 192-0904
東京都八王子市子安町４－１５－１９　大久保ビル３０
５号室

042-664-5005

01080687 東京都 丸山　定男 ﾏﾙﾔﾏ ｻﾀﾞｵ 116-0001 東京都荒川区町屋５丁目１３番１６号 03-6671-3283

01080688 東京都 星野　誠 ﾎｼﾉ ﾏｺﾄ アクシア行政書士事務所 140-0014
東京都品川区大井１丁目１１番１号　大井西銀座ビル
Ａ棟３階

03-3778-5450

01080693 東京都 平野　大志 ﾋﾗﾉ ﾀﾞｲｼﾞ 行政書士平野大志事務所 181-0013 東京都三鷹市下連雀５丁目９番２号　境交通ビル４Ｆ 0422-70-5366
01080932 東京都 菊池　浩一 ｷｸﾁ ｺｳｲﾁ 菊池法務行政書士事務所 189-0013 東京都東村山市栄町１－２４－１－４１５　シャリエ久 042-306-4358

01080939 東京都 村田　敏和 ﾑﾗﾀ ﾄｼｶｽﾞ 行政書士ムラタ事務所 102-0073
東京都千代田区九段北１－２－１２　九段下プラレー
ルビル４０５

03-6272-6513

01080956 東京都 林　信彦 ﾊﾔｼ ﾉﾌﾞﾋｺ 174-0041 東京都板橋区舟渡１丁目９番１－３０６号 03-6782-2468

01081154 東京都 池田　理恵子 ｲｹﾀﾞ ﾘｴｺ 124-0024
東京都葛飾区新小岩１丁目５５番４－８０３号　ネバー
ランド新小岩ブライティス

03-3656-4782

01081155 東京都 三浦　英孝 ﾐｳﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ 行政書士　文京国際法務事務所 113-0033 東京都文京区本郷１－５－１７　三洋ビル２２号 050-3594-1111
01081363 東京都 津田　陽一 ﾂﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 行政書士津田市民法務事務所 176-0023 東京都練馬区中村北３丁目１５番５　ポストプラザ６０ 03-3970-7931
01081365 東京都 近内　理加 ｺﾝﾅｲ ﾘｶ アンジュ行政書士法務事務所 110-0003 東京都台東区根岸１－１－１５　小林ビル２階 03-6876-9709
01081372 東京都 米原　理恵 ﾖﾈﾊﾗ ﾘｴ 208-0011 東京都武蔵村山市学園３丁目２８番地の１８ 042-564-1207

01081487 東京都 吉崎　龍之 ﾖｼｻﾞｷ ﾀﾂﾕｷ 行政書士吉崎龍之事務所 140-0014
東京都品川区大井５丁目１３番５－３０１号　ブルーハ
イネス

03-6417-1335

01081488 東京都 宍戸　孝至 ｼｼﾄﾞ ｺｳｼﾞ 調布行政書士事務所 182-0024
東京都調布市布田１丁目４３番地２　グレースメゾン
谷中６０１

042-482-6806

01081791 東京都 坂田　早苗 ｻｶﾀ ｻﾅｴ 173-0037 東京都板橋区小茂根５丁目３番１５号 03-3530-0261
01081929 東京都 柿沼　孝之 ｶｷﾇﾏ ﾀｶﾕｷ 197-0013 東京都福生市武蔵野台２丁目２３番地２１ 042-513-0874

01081930 東京都 石川　竜兵 ｲｼｶﾜ ﾘｭｳﾍｲ 日中国際行政書士事務所 165-0024
東京都中野区松が丘２丁目１５番７号　レオパード中
野１１２

03-3389-9036

01081984 東京都 神川　勝 ｶﾐｶﾜ ﾏｻﾙ 189-0001 東京都東村山市秋津町５丁目４番地５４　アムス秋津 042-390-2636

01081986 東京都 竹内　豊 ﾀｹｳﾁ ﾕﾀｶ 竹内行政書士事務所 102-0083
東京都千代田区麹町２－１０－３　エキスパートオフィ
ス麹町３０２

090-3599-1863

01100519 東京都 森田　恵美子 ﾓﾘﾀ ｴﾐｺ 行政書士恵オフィス 160-0023
東京都新宿区西新宿３丁目９番１２号　西新宿ダイヤ
モンドビル１０階１０－ａ

090-4029-1560

01101498 東京都 永野　勝久 ﾅｶﾞﾉ ｶﾂﾋｻ 東亜法務研究所　行政書士永野勝 114-0002 東京都北区王子２丁目１８番１２号 090-2440-0210

01311617 東京都 田中　圭吾 ﾀﾅｶ ｹｲｺﾞ
オフィスライト行政書士田中法務事
務所

106-0045 東京都港区麻布十番１－１１－１－１１０３ 03-6453-9692
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02082100 東京都 名倉　喜一 ﾅｸﾞﾗ ｷｲﾁ 行政書士サムライオフィス 167-0022 東京都杉並区下井草４－１５－１３ 050-3557-0821

02082281 東京都 髙谷　健太郎 ﾀｶﾔ ｹﾝﾀﾛｳ 髙谷行政書士事務所 192-0046
東京都八王子市明神町４丁目９番１号　チサンマン
ション八王子８０２

042-645-2901

02082286 東京都 黒田　清美 ｸﾛﾀﾞ ｷﾖﾐ 179-0072 東京都練馬区光が丘２－１０－２－８０５ 03-6904-2584

02082391 東京都 張　建紅 ﾁｮｳ ｹﾝｺｳ 張建紅行政書士事務所 170-0003
東京都豊島区駒込１丁目１４番１２号　サニークレスト
六義園５０２号

050-7583-1240

02082394 東京都 富田　すゑ子 ﾄﾐﾀ ｽｴｺ 富田行政書士事務所 120-0001 東京都足立区大谷田一丁目１２番１０号 03-3605-3464
02082406 東京都 門田　旭生 ｶﾄﾞﾀ ｱｷｵ 130-0013 東京都墨田区錦糸二丁目４番６－２１２号 03-5600-9106

02082415 東京都 高井　恵 ﾀｶｲ ﾒｸﾞﾐ 162-0808
東京都新宿区天神町６３番地２　スカイコート神楽坂
第２　８０３

070-5014-8405

02082580 東京都 時田　薫 ﾄｷﾀ ｶｵﾙ 178-0062 東京都練馬区大泉町４丁目３７番１７号 03-3922-6739
02082585 東京都 吉元　和俊 ﾖｼﾓﾄ ｶｽﾞﾄｼ 194-0013 東京都町田市原町田６－２９－８　エムケービル３０３ 042-728-9034
02082590 東京都 釘宮　淑晃 ｸｷﾞﾐﾔ ﾖｼｱｷ 196-0031 東京都昭島市福島町２丁目１７番３号 042-544-0524
02082720 東京都 山崎　八九生 ﾔﾏｻﾞｷ ﾔｸｵ 179-0076 東京都練馬区土支田３丁目４６番７号 03-3925-2353
02082724 東京都 冨田　季予彦 ﾄﾐﾀ ｷﾖﾋｺ 202-0015 東京都西東京市保谷町２丁目１０番１１号　雅ハイツ 042-469-1725
02082896 東京都 若松　元 ﾜｶﾏﾂ ﾊｼﾞﾒ レストリクティブ行政書士事務所 144-0035 東京都大田区南蒲田三丁目７番１５－３０１ 03-6426-8744
02082899 東京都 前田　耕作 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｻｸ 177-0043 東京都練馬区上石神井南町５番２９号 03-3929-6777

02083052 東京都 畑野　博 ﾊﾀﾉ ﾋﾛｼ 131-0031
東京都墨田区墨田四丁目１１番２－２１０号　朝日パ
リオ鐘ケ淵

03-3610-7220

02083060 東京都 末安　俊毅 ｽｴﾔｽ ﾄｼｷ 135-0015 東京都江東区千石１丁目１４番２７－６０５号 03-3645-6509

02083061 東京都 中野　浩太郎 ﾅｶﾉ ｺｳﾀﾛｳ 188-0001
東京都西東京市谷戸町３丁目１９番１７号　サンハイ
ツ谷戸１０６

042-423-8543

02083309 東京都 田中　實 ﾀﾅｶ ﾐﾉﾙ 113-0034 東京都文京区湯島１－９－１０－５０２ 03-3815-3587
02083313 東京都 小網　淳一 ｺｱﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ 187-0021 東京都小平市上水南町２丁目２１番９号 042-328-0278
02083314 東京都 髙野　明生 ﾀｶﾉ ｱｹｵ 髙野行政書士事務所 132-0035 東京都江戸川区平井４－２０－１５　シティテラス平井 090-7849-0007
02083320 東京都 加藤　正人 ｶﾄｳ ﾏｻﾄ 132-0014 東京都江戸川区東瑞江１丁目１０番８号 03-3679-9707
02083326 東京都 両角　真澄 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾏｽﾐ 123-0863 東京都足立区谷在家３－２７－７ 03-3897-4039

02083510 東京都 佐藤　正文 ｻﾄｳ ﾏｻﾌﾐ 101-0021
東京都千代田区外神田６丁目１５番１１号　日東ビル
１０階１００５号室

03-6662-6661

02083612 東京都 平松　太郎 ﾋﾗﾏﾂ ﾀﾛｳ 140-0002 東京都品川区東品川３丁目１９番２－４０７号 03-5460-5455

02083620 東京都 村井　尚人 ﾑﾗｲ ﾅｵﾋﾄ 行政書士法人ＩＭＳ 105-0003
東京都港区西新橋２丁目３９番３号　ＳＶＡＸ西新橋ビ
ル８階

03-5402-6191

02083791 東京都 菅原　次郎 ｽｶﾞﾊﾗ ｼﾞﾛｳ あけぼの行政書士法人新宿事務 162-0065 東京都新宿区住吉町６番３号　ヤマギシコーポラス４ 03-3351-5099

02083802 東京都 木村　紀由美 ｷﾑﾗ ｷﾖﾐ 150-0043
東京都渋谷区道玄坂２－１８－１１　サンモール道玄
坂３１１号室

03-3461-8381

02083807 東京都 村上　毅 ﾑﾗｶﾐ ﾀｹｼ 108-0023 東京都港区芝浦３丁目１０番６－１１１０号 03-3453-5855
02083925 東京都 幸野　茂人 ｺｳﾉ ｼｹﾞﾋﾄ 121-0823 東京都足立区伊興三丁目５番２号　カサ・ミラ２０１ 03-3853-2372
02084068 東京都 永渕　圭一 ﾅｶﾞﾌﾁ ｹｲｲﾁ 行政書士ながふち事務所 110-0015 東京都台東区東上野二丁目１４番８号　ベルナハイツ 03-6284-2448
02084149 東京都 鈴木　良洋 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 114-0014 東京都北区田端１丁目２１番２号　鈴木荘２０１号室 03-5685-2426

02084342 東京都 藤田　佳彦 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾋｺ 藤田教育行政書士事務所 145-0076
東京都大田区田園調布南１８番１８号　田園調布南ビ
ル１０１号

03-5849-4227

02343968 東京都 塚本　秀寿 ﾂｶﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ 行政書士塚本秀寿事務所 103-0013
東京都中央区日本橋人形町２丁目２０番５号　石川ビ
ル３階

03-5645-8356

03080007 東京都 菅野　有里子 ｶﾝﾉ ﾕﾘｺ 204-0022 東京都清瀬市松山三丁目１２番７号 042-453-4719

03080091 東京都 横尾　英喜 ﾖｺｵ ﾋﾃﾞｷ 横尾行政書士事務所 174-0071
東京都板橋区常盤台１－３５－２５　パルコート常盤
台１号室

03-6279-8041

03080207 東京都 栗林　政行 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 124-0005 東京都葛飾区宝町１丁目２７番１号 03-5670-3272

03080214 東京都 寺﨑　祥平 ﾃﾗｻｷ ｼｮｳﾍｲ 行政書士音羽事務所 165-0025
東京都中野区沼袋３－１８－１３　フォルトゥーナ中野
１０１号室

03-5380-5045

03080223 東京都 今井　豊弘 ｲﾏｲ ﾄﾖﾋﾛ 110-0015 東京都台東区東上野６丁目１８番１８－４０１号 03-3845-8591
03080334 東京都 戸塚　朋之 ﾄﾂｶ ﾄﾓﾕｷ 105-0003 東京都港区西新橋１丁目１８番１５号　厚川ビル 03-3539-1911
03080338 東京都 大坪　力基 ｵｵﾂﾎﾞ ﾘｷﾓﾄ 陽明開行政書士事務所 103-0026 東京都中央区日本橋兜町９番５号　ＪＷＳ兜町ビル２ 03-5776-3640

03080343 東京都 宮本　真紀子 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｷｺ 187-0011
東京都小平市鈴木町１丁目７２番地の１　グランスク
エアー橋学園参番街６０１号

042-347-8672

03080358 東京都 豊泉　博之 ﾄﾖｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ 192-0046 東京都八王子市明神町２丁目２３番１６号 042-648-0662
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03080370 東京都 成田　浩道 ﾅﾘﾀ ﾋﾛﾐﾁ 行政書士成田事務所 101-0042
東京都千代田区神田東松下町２８番地　小林ビル２０
２号室

03-6206-4743

03080382 東京都 岡部　佳子 ｵｶﾍﾞ ﾖｼｺ 203-0052 東京都東久留米市幸町三丁目９番７号 042-474-0379
03080389 東京都 豊田　泰章 ﾄﾖﾀ ﾔｽｱｷ 行政書士とよた総合事務所 166-0001 東京都杉並区阿佐谷北２－８－２４　豊田ビル３Ｆ 03-6762-0014
03080402 東京都 大松　香織 ｵｵﾏﾂ ｶｵﾘ 144-0033 東京都大田区東糀谷一丁目５番１５号 03-0759-0996
03080404 東京都 木住野　泰光 ｷｼﾉ ﾔｽﾐﾂ 196-0004 東京都昭島市緑町５丁目１０番３７号 042-543-5682
03080410 東京都 西村　仁志 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾄｼ 157-0073 東京都世田谷区砧８丁目１０番１－１００４号 03-6751-2709
03080411 東京都 瀧田　喜八 ﾀｷﾀ ｷﾊﾁ 瀧田行政書士事務所 170-0011 東京都豊島区池袋本町１丁目１６番４号 03-3981-7320
03080418 東京都 吉田　敬 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ 208-0011 東京都武蔵村山市学園４丁目３０番地の１１ 042-562-7793
03080423 東京都 髙橋　秀次 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｼﾞ 髙橋行政書士事務所 111-0055 東京都台東区三筋１－９－４　中央クレセントビル 090-6041-8331
03080424 東京都 河田　一省 ｶﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 101-0051 東京都千代田区神田神保町１丁目３２番地　白石ビ 03-5577-3694
03080427 東京都 松丸　和男 ﾏﾂﾏﾙ ｶｽﾞｵ 120-0003 東京都足立区東和五丁目３番２８号 03-3606-8038
03080679 東京都 田中　真作 ﾀﾅｶ ｼﾝｻｸ アイリス綜合ＳＴ行政書士事務所 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町１－１－１５　東信同和ビル８ 03-3204-8073
03080695 東京都 菅野　洋紀 ｶﾝﾉ ﾋﾛﾉﾘ 167-0032 東京都杉並区天沼２丁目２番１７号 03-3220-8901
03080881 東京都 丸山　浩 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｼ 170-0013 東京都豊島区東池袋５丁目２３番８号 03-3971-6924
03080884 東京都 釘田　一富 ｸｷﾞﾀ ｶｽﾞﾄﾐ 194-0005 東京都町田市南町田二丁目３番４５号 042-795-1090
03080889 東京都 菊地　雅彦 ｷｸﾁ ﾏｻﾋｺ 189-0026 東京都東村山市多摩湖町１丁目５番地６６ 042-395-3769
03080891 東京都 糟谷　正和 ｶｽﾔ ﾏｻｶｽﾞ 行政書士かすや國際行政法務事 192-0034 東京都八王子市大谷町４８番地９　サンロードビル３０ 090-9332-8468
03080893 東京都 唐木　晴美 ｶﾗｷ ﾊﾙﾐ Ｈ．Ｋ国際行政書士法務事務所 169-0073 東京都新宿区百人町１－２０－３　バラードハイム６０ 03-3362-4184
03080895 東京都 岩瀨　浩章 ｲﾜｾ ﾋﾛｱｷ 133-0056 東京都江戸川区南小岩７丁目１５番２２号 03-3657-5557

03080900 東京都 江夏　泉 ｴﾅﾂ ｲﾂﾞﾐ 100-8136
東京都千代田区大手町一丁目１番１号　大手町パー
クビルディング　アンダーソン・毛利・友常法律事務所

03-6775-0126

03080908 東京都 竹永　大 ﾀｹﾅｶﾞ ﾋﾛｼ 160-0022 東京都新宿区新宿１－３－８　ＹＫＢ新宿御苑７０５ 03-5379-8083

03080910 東京都 黒澤　聡子 ｸﾛｻﾜ ｻﾄｺ 行政書士黒澤聡子事務所 105-0001
東京都港区虎ノ門１丁目１１番１４号　第２ジェスペー
ルビル２０２号

03-3500-4366

03081016 東京都 大内　容子 ｵｵｳﾁ ﾖｳｺ 104-0051 東京都中央区佃２－２－１１－３２０１ 090-9958-1473

03081018 東京都 上原　尚子 ｳｴﾊﾗ ﾅｵｺ 行政書士上原事務所 194-0021
東京都町田市中町１－２－５　ＳＨＥＬＬＭＩＹＡＫＯＶ３
階－３３号室

042-866-4556

03081021 東京都 岸　博昌 ｷｼ ﾋﾛｱｷ 107-0052 東京都港区赤坂９丁目１番７－３６０号 03-5786-3231
03081027 東京都 飯塚　重紀 ｲｲﾂﾞｶ ｼｹﾞﾉﾘ 飯塚行政書士法務事務所 120-0031 東京都足立区千住大川町８番２号 03-3882-0536
03081029 東京都 梶原　恭子 ｶｼﾞﾊﾗ ｷｮｳｺ 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町２丁目３番３－８０５号 090-1462-7751
03081030 東京都 太田　明賢 ｵｵﾀ ｱｷｶﾀ 160-0023 東京都新宿区西新宿７丁目１７番１４号　（源ビル５Ｆ） 03-3361-9791

03081270 東京都 近藤　哲郎 ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾂｵ 近藤行政書士事務所 206-0011
東京都多摩市関戸５丁目２２番地の１１　ヤングライフ
霞ヶ関３０２

042-374-5166

03081271 東京都 丹治　紀昭 ﾀﾝｼﾞ ﾉﾘｱｷ 丹治行政書士事務所 183-0015
東京都府中市清水が丘１丁目３番地の６　小林ビル４
階４０７－Ａ

042-365-9077

03081274 東京都 加茂　直美 ｶﾓ ﾅｵﾐ
行政書士事務所オフィスリーガル
ブレーン

101-0041
東京都千代田区神田須田町１丁目２番３号　山勝ビ
ル２階

03-3525-8286

03081275 東京都 長井　尚大 ﾅｶﾞｲ ﾅｵﾋﾛ 170-0013
東京都豊島区東池袋３－７－１１　東カングランド
キャッスル池袋１００１号

080-5424-7681

03081281 東京都 河野　理彦 ｺｳﾉ ﾀﾀﾞﾋｺ 行政書士こうの法務事務所 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１２番１－１２１０号 070-5454-7009
03081282 東京都 佐藤　優 ｻﾄｳ ﾏｻﾙ 169-0075 東京都新宿区高田馬場３丁目２８番６号　ＫＴサトウ５ 03-3361-9305
03081283 東京都 篠﨑　俊 ｼﾉｻﾞｷ ｼｭﾝ 115-0045 東京都北区赤羽１－１９－７　葵ビル３０５ 03-5249-3912
03081288 東京都 馬場　妙子 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｴｺ 和妙（にきたえ）行政書士事務所 206-0823 東京都稲城市平尾１丁目２８番地の１３ 042-331-6103

03081290 東京都 小林　佳古 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｺ 行政書士小林事務所 192-0372
東京都八王子市下柚木２丁目１２番地２　アーネスト
Ｎｏ．１－１階２号室

042-677-6401

03081303 東京都 廣瀬　由香 ﾋﾛｾ ﾕｶ 廣瀬行政書士事務所 133-0051
東京都江戸川区北小岩２丁目４番３号　ライオンズマ
ンション小岩プラザ５０８号

090-3527-3201

03081482 東京都 今井　厚宏 ｲﾏｲ ｱﾂﾋﾛ 115-0055 東京都北区赤羽西４－４－１４－４０１　日神パレス赤 03-5948-9171
03081486 東京都 吉田　朝子 ﾖｼﾀﾞ ｱｻｺ 168-0073 東京都杉並区下高井戸１丁目３５番６号 03-3304-4713
03081494 東京都 山内　一永 ﾔﾏﾉｳﾁ ｶｽﾞﾋｻ 中野坂上行政書士事務所 164-0012 東京都中野区本町３－３０－１４　コアシティ中野坂上 03-5302-8944
03081663 東京都 中尾　聡 ﾅｶｵ ｻﾄｼ 130-0004 東京都墨田区本所一丁目３６番７－２０５号 03-6811-1240
03081901 東京都 河野　基史 ｺｳﾉ ﾓﾄｼ 167-0042 東京都杉並区西荻北２－３－９　グランピア西荻窪４ 03-6915-0403
03081912 東京都 松村　裕哉 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳﾔ 松村行政書士事務所 195-0061 東京都町田市鶴川１－２０－１５ 042-736-0411
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03081918 東京都 佐藤　貴博 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 行政書士法人佐藤事務所 101-0041
東京都千代田区神田須田町一丁目４番地　Ｙ１０１ビ
ル７階

03-3253-6690

03082076 東京都 宗正　春美 ﾑﾈﾏｻ ﾊﾙﾐ 178-0062 東京都練馬区大泉町３丁目３８番１７号 03-3924-8088
03082080 東京都 早川　穣 ﾊﾔｶﾜ ﾐﾉﾙ 秋桜行政書士事務所 171-0021 東京都豊島区西池袋一丁目４３番３号　日精ビル６階 03-3983-7445
03082268 東京都 山幡　融 ﾔﾏﾊﾀ ﾄｵﾙ 131-0045 東京都墨田区押上１丁目３１番６－４０１号 03-3613-0229
03082270 東京都 稲垣　毅史 ｲﾅｶﾞｷ ﾀｹｼ 121-0055 東京都足立区加平３－３－１７－２１５ 090-3347-9347
03082272 東京都 鈴木　肇 ｽｽﾞｷ ﾊｼﾞﾒ 行政書士鈴木綜合法務事務所 157-0066 東京都世田谷区成城２－３６－１３　成城コーポ４０２ 03-5577-5799
03082281 東京都 伊藤　久仁子 ｲﾄｳ ｸﾆｺ 164-0012 東京都中野区本町５丁目７番６号　第２榎本マンショ 03-3384-8270
03082282 東京都 石塚　利男 ｲｼﾂｶ ﾄｼｵ 110-0005 東京都台東区上野５丁目１８番５号　ダイヤモンドビ 03-6240-1370

03082292 東京都 對比地　寿夫 ﾂｲﾋｼﾞ ﾄｼｵ 行政書士對比地法務事務所 101-0054
東京都千代田区神田錦町２－５－２０　ロワール大手
町４０３号

03-5577-7623

03082293 東京都 岩岡　健二 ｲﾜｵｶ ｹﾝｼﾞ 140-0014
東京都品川区大井４－４－２　大井ＭＡＸ－１ビル　１
２０２号室

03-5709-1771

03082294 東京都 古山　晃 ﾌﾙﾔﾏ ｱｷﾗ 101-0063 東京都千代田区神田淡路町１－２－１　武蔵野ビル２ 03-5296-7671
03082295 東京都 寺村　淳 ﾃﾗﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 190-0022 東京都立川市錦町６－４－１０　ハイホーム立川錦町 042-529-3660
03082301 東京都 廣田　賢一 ﾋﾛﾀ ｹﾝｲﾁ 188-0012 東京都西東京市南町５丁目２７番６号 042-453-0689
03082378 東京都 大島　輝善 ｵｵｼﾏ ｷﾖｼ 194-0023 東京都町田市旭町３丁目２５番３号　グランリビオ町 042-727-8851
03082524 東京都 近藤　直樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ 162-0831 東京都新宿区横寺町５番地 03-3260-8242

03082625 東京都 冨田　智 ﾄﾐﾀ ｻﾄｼ 行政書士冨田事務所 144-0052
東京都大田区蒲田５－３６－２　相互蒲田ビル１０Ｆ　
１００５

03-6715-8015

03082634 東京都 岩佐　怜子 ｲﾜｻ ﾘｮｳｺ 173-0004 東京都板橋区板橋２－６４－１０　板橋新生ビル４０６ 03-5248-5300
03082755 東京都 加藤　康秀 ｶﾄｳ ﾔｽﾋﾃﾞ 行政書士加藤康秀事務所 105-0001 東京都港区虎ノ門１丁目１番２０号　虎ノ門実業会館 03-3591-0581
03082838 東京都 金沢　直樹 ｶﾅｻﾞﾜ ﾅｵｷ 行政書士金沢国際法務事務所 160-0022 東京都新宿区新宿４－３－３１　トーサイビル２０２ 03-6709-9207
03082976 東京都 長谷川　路夫 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾁｵ 171-0031 東京都豊島区目白３丁目７番７号 03-5982-6433

03083068 東京都 國井　美樹 ｸﾆｲ ﾐｷ 國井行政書士法務事務所 151-0053
東京都渋谷区代々木２丁目２３番１号　ニューステイト
メナー６０７

03-5351-8908

03090452 東京都 猪股　真 ｲﾉﾏﾀ ﾏｺﾄ 行政書士　新日本総合事務所 151-0053
東京都渋谷区代々木二丁目２３番１号　ニューステイ
トメナー３５１号

03-6276-7163

03100474 東京都 田中　啓介 ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ 行政書士田中行政法務事務所 134-0088 東京都江戸川区西葛西６丁目８番７号　伊藤ビル４階 03-6456-0883
03130737 東京都 小山　理映 ｺﾔﾏ ﾘｴ 行政書士小山事務所 107-0062 東京都港区南青山２－２－１５　ウィン青山１１２７ 03-5579-9860
03200528 東京都 長縄　光恵 ﾅｶﾞﾅﾜ ﾐﾂｴ 行政書士長縄光恵事務所 156-0052 東京都世田谷区経堂２丁目５番１号　いさ和ビル３０１ 03-6411-4576
04080012 東京都 杉下　結実 ｽｷﾞｼﾀ ﾕﾐ 100-0011 東京都千代田区内幸町一丁目２番２号　日比谷ダイ 03-5510-5357

04080020 東京都 上田　高弘 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 行政書士八王子南口経営法務 192-0904
東京都八王子市子安町４－１５－１９　ＯＨＫＵＢＯビ
ル３０５号室

042-645-9507

04080022 東京都 久我　祐司 ｸｶﾞ ﾕｳｼﾞ 行政書士久我事務所 112-0003
東京都文京区春日一丁目１６番２１号　文京シビック
センター地下２階

03-5842-6188

04080024 東京都 河合　伸 ｶﾜｲ ｼﾝ 103-0021
東京都中央区日本橋本石町４丁目４番１６号　小泉第
二ビル４０２

03-6262-3502

04080130 東京都 瀬尾　徳雄 ｾｵ ﾉﾘｵ 行政書士瀬尾事務所 133-0065 東京都江戸川区南篠崎町１丁目１１番５号 03-5243-5872

04080131 東京都 伊藤　博昌 ｲﾄｳ ﾋﾛﾏｻ 174-0054
東京都板橋区宮本町２２番１１号　ジプソフィラ板橋本
町２０８

03-3967-9810

04080202 東京都 堀井　博綱 ﾎﾘｲ ﾋﾛﾂﾅ 177-0034 東京都練馬区富士見台４丁目３３番１５号 03-3970-7996

04080206 東京都 本田　美千子 ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾁｺ フェリーチェ行政書士事務所 106-0045
東京都港区麻布十番１－８－１１　ＴＡＫＡＤＥＮ麻布
十番３Ｆ

03-6277-6848

04080210 東京都 石井　嗣剛 ｲｼｲ ﾂｸﾞﾀｹ 184-0012 東京都小金井市中町２丁目１３番７号 042-384-8166

04080213 東京都 宮本　博史 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 167-0034
東京都杉並区桃井３丁目６番１－３０３号　サウステラ
ス・シーズンテラス

03-3301-7633

04080330 東京都 古谷　進 ｺﾔ ｽｽﾑ 日本橋行政書士事務所 103-0025
東京都中央区日本橋茅場町２－１７－５　茅場町リ
バーサイドビル４０３号室

03-6231-0677

04080331 東京都 石井　修一 ｲｼｲ ｼｭｳｲﾁ 石井行政書士事務所 132-0011 東京都江戸川区瑞江１丁目１９番１１号 03-3698-3914

04080399 東京都 坂本　之也 ｻｶﾓﾄ ﾕｷﾔ 168-0072
東京都杉並区高井戸東３－３６－１３　ライオンズマン
ション浜田山５０３

03-3331-0404

04080404 東京都 尾﨑　昭則 ｵｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ 150-0031 東京都渋谷区桜丘町９番１５－３０１号 03-5728-3434

04080412 東京都 畠山　敏光 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾄｼﾐﾂ 167-0051
東京都杉並区荻窪３丁目１３番１５号　東荻窪マンショ
ン２０７号

090-7279-3924
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04080413 東京都 片岡　大介 ｶﾀｵｶ ﾀﾞｲｽｹ 片岡行政書士事務所 151-0073 東京都渋谷区笹塚１丁目８番１－１０２号 03-3481-3208
04080416 東京都 坂東　道正 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾐﾁﾏｻ 175-0092 東京都板橋区赤塚一丁目５番２１号 03-3930-2847
04080417 東京都 阿部　郁子 ｱﾍﾞ ｲｸｺ 行政書士阿部郁子事務所 190-0002 東京都立川市幸町３丁目３３番地の８ 090-1548-1779
04080419 東京都 山根　保人 ﾔﾏﾈ ﾔｽﾋﾄ 179-0072 東京都練馬区光が丘３丁目７番１－９０４号 03-5998-7123
04080426 東京都 清水　良満 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾐﾂ 123-0852 東京都足立区関原三丁目７番１４号 03-3840-0700
04080548 東京都 高﨑　鉄也 ﾀｶｻｷ ﾃﾂﾔ 高崎行政書士事務所 192-0081 東京都八王子市横山町１－１３－２０２ 042-660-9528

04080557 東京都 鹿内　敏伸 ｼｶﾅｲ ﾄｼﾉﾌﾞ 鹿内行政書士事務所 102-0075
東京都千代田区三番町７番地１０　ＮＫ麹町コーター
ス７０５号

03-3556-8886

04080571 東京都 武田　敬子 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶｺ 141-0021 東京都品川区上大崎２丁目１０番３４－２－９０５号 03-3440-2925
04080675 東京都 橋本　清志 ﾊｼﾓﾄ ｷﾖｼ 橋本行政書士事務所 116-0012 東京都荒川区東尾久５丁目８番９号 03-5901-9841
04081010 東京都 田中　岳生 ﾀﾅｶ ﾀｹｵ 121-0054 東京都足立区辰沼二丁目３番２号 03-3606-0529
04081223 東京都 小原　亞生 ｵﾊﾗ ﾂｸﾞｵ 小原行政書士事務所 192-0363 東京都八王子市別所１丁目１１２番地の１ 042-677-5522

04081503 東京都 半田　典久 ﾊﾝﾀﾞ ﾉﾘﾋｻ 行政書士多摩プランニングオフィス 182-0022
東京都調布市国領町８丁目２番地９　ライフタウン国
領１－３２６

03-3430-9011

04081507 東京都 大友　和行 ｵｵﾄﾓ ｶｽﾞﾕｷ 大友行政書士事務所 160-0023
東京都新宿区西新宿７丁目１７番１４号　新宿エイ
コービル１０４

03-6240-9666

04081518 東京都 川島　大仁 ｶﾜｼﾏ ﾋﾛﾋﾄ 川島行政書士事務所 116-0002 東京都荒川区荒川２丁目４２番６号 03-5604-9421
04081522 東京都 飯田　将巧 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 行政書士飯田将巧事務所 136-0074 東京都江東区東砂５丁目６番１９号 03-3640-7578

04081823 東京都 五十嵐　聡 ｲｶﾞﾗｼ ｻﾄﾙ
行政書士ミレー行政・労働法務事
務所

177-0042
東京都練馬区下石神井４丁目２６番１０号　コンフォー
ト２０２

03-6338-0891

04081825 東京都 中野　千津香 ﾅｶﾉ ﾁｽﾞｶ なかの千津香行政書士事務所 160-0004 東京都新宿区四谷３丁目７番地　かつ新ビル５階 080-5005-7920
04081835 東京都 橋本　敏浩 ﾊｼﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ 橋本行政書士事務所 177-0042 東京都練馬区下石神井１丁目８番２７－３０５号 03-5393-5133
04081836 東京都 三五　政彰 ｻﾝｺﾞ ﾏｻｱｷ 行政書士ｅｎオフィス 116-0014 東京都荒川区東日暮里６－１－１－４０６ 090-4051-9584

04081905 東京都 近藤　総一 ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳｲﾁ 雫行政書士法務事務所 169-0075
東京都新宿区高田馬場３－２－１４　天翔高田馬場ビ
ル５階５０６号室

03-3364-4611

04081907 東京都 小國　香織 ｵｸﾞﾆ ｶｵﾘ
行政書士小国香織国際法務事務
所

164-0003
東京都中野区東中野五丁目２５番６号　マートルコー
ト東中野グラン２０２

080-3155-3649

04081908 東京都 大塚　大 ｵｵﾂｶ ﾀﾞｲ 駒沢公園行政書士事務所 145-0064 東京都大田区上池台一丁目３４番２号 03-6425-7148

04081910 東京都 磯部　要 ｲｿﾍﾞ ｶﾅﾒ 磯部行政書士事務所 190-0033
東京都立川市一番町１丁目１４番地１　ハイホーム立
川一番町６０５号

042-560-5704

04081916 東京都 政井　究 ﾏｻｲ ｷﾜﾑ 政井事務所 151-0061
東京都渋谷区初台１丁目５１番１号　初台センタービ
ル８１４

03-5308-2615

04081919 東京都 上田　友和 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 行政書士上田法務事務所 169-0075
東京都新宿区高田馬場一丁目１０番１８号　諏訪町マ
ンション１０３

090-7631-1100

04081990 東京都 髙橋　周二 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｼﾞ 行政書士高橋周二事務所 160-0023
東京都新宿区西新宿七丁目６番５号　グローリア初穂
生沼ビル７０７号室

03-3361-7585

04082083 東京都 山野　義保 ﾔﾏﾉ ﾖｼﾔｽ
アーヴァン総合法務行政書士事務
所

160-0022
東京都新宿区新宿１丁目２番１　新宿御苑前マンショ
ン７１０号

03-3350-6605

05080020 東京都 綾　崇 ｱﾔ ﾀｶｼ 綾・中尾行政書士事務所 107-0052 東京都港区赤坂２丁目１４番５号　Ｄａｉｗａ赤坂ビル７ 03-6435-5293
05080022 東京都 柴崎　克彦 ｼﾊﾞｻｷ ｶﾂﾋｺ 行政書士柴崎事務所 154-0004 東京都世田谷区太子堂３丁目８番１３号 03-3795-3207
05080100 東京都 黒田　義勝 ｸﾛﾀﾞ ﾖｼｶﾂ 黒田行政書士事務所 189-0013 東京都東村山市栄町１丁目３７番地３５　３０１ 042-393-1073

05080209 東京都 津田　詔一 ﾂﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ
行政書士事務所　津田経営法務研
究所

140-0002 東京都品川区東品川４丁目１２番９－２６０３号 03-6433-2388

05080212 東京都 氏平　勝之 ｳｼﾞﾋﾗ ｶﾂﾕｷ 氏平行政書士事務所 162-0845 東京都新宿区市谷本村町３番２１号　経済法令ビル７ 03-6280-7645

05080213 東京都 小井戸　亮文 ｺｲﾄﾞ ｱｷﾌﾐ 行政書士ＴＰＣ法務事務所 110-0015
東京都台東区東上野４－６－７－４０７　シティコープ
上野広徳

03-3847-0086

05080325 東京都 橋本　好史 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ 行政書士千代田法務 101-0046
東京都千代田区神田多町２丁目３番地２５　神田宇田
川ビル５階

03-3255-3544

05080332 東京都 和賀井　英雄 ﾜｶﾞｲ ﾋﾃﾞｵ 和賀井行政書士事務所 125-0052 東京都葛飾区柴又２丁目１８番７号 03-3607-1695
05080334 東京都 髙橋　和雄 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｵ 髙橋法務行政書士事務所 110-0005 東京都台東区上野７－５－５ 03-5827-7015
05080422 東京都 藤本　芳寛 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ ふじもと行政書士事務所 142-0063 東京都品川区荏原５丁目１５番８号 03-6310-2699
05080433 東京都 鈴木　幸夫 ｽｽﾞｷ ﾕｷｵ 行政書士すずき事務所 136-0072 東京都江東区大島６丁目１番６－３４９号 03-3681-7864
05080439 東京都 土橋　高明 ﾂﾁﾊｼ ｺｳﾒｲ 土橋行政書士事務所 136-0076 東京都江東区南砂２－２５－７－５０２ 090-5519-7727
05080602 東京都 鈴木　光代 ｽｽﾞｷ ﾐﾂﾖ すずき行政書士事務所 170-0013 東京都豊島区東池袋５丁目６番１７号　宮腰ハイツ２ 03-3989-1980
05080603 東京都 伊橋　誠一 ｲﾊｼ ｾｲｲﾁ 伊橋行政書士法務事務所 192-0352 東京都八王子市大塚８８番地 042-678-5225
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05080607 東京都 小美野　尊之 ｵﾐﾉ ﾀｶﾕｷ 行政書士小美野法務事務所 171-0014 東京都豊島区池袋２丁目７２番９号　武谷ビル２０１ 070-5586-9905
05080610 東京都 山﨑　久男 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｵ 山崎行政書士事務所 183-0051 東京都府中市栄町３丁目２２番地の２３の３０１ 042-336-4491
05080616 東京都 榎本　晃 ｴﾉﾓﾄ ｱｷﾗ 榎本晃行政書士事務所 178-0063 東京都練馬区東大泉６－４９－２－６０２ 03-3924-2093

05080754 東京都 益田　淳子 ﾏｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ Ｊマス行政書士事務所 156-0042
東京都世田谷区羽根木１丁目８番１号　羽根木マン
ション２０５号室

03-3323-1258

05080755 東京都 中谷　威彦 ﾅｶﾀﾆ ﾀｹﾋｺ 行政書士中谷法務事務所 182-0022
東京都調布市国領町１丁目１２番地２　センチュリー
調布２０３

042-498-0083

05080759 東京都 神保　涼平 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾘｮｳﾍｲ
Ｓ＆Ａパートナーズ行政書士事務
所

151-0063
東京都渋谷区富ヶ谷二丁目２９番１０号　パークハウ
ス代々木上原３１２

03-5422-8850

05080855 東京都 寺田　昭一 ﾃﾗﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 寺田昭一行政書士事務所 179-0074 東京都練馬区春日町２丁目２８番２１号 03-3926-3106
05080872 東京都 鈴木　雅己 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐ 鈴木行政書士事務所 165-0025 東京都中野区沼袋３丁目１５番１号 03-3388-5787

05081001 東京都 松﨑　敏光 ﾏﾂｻﾞｷ ﾄｼﾐﾂ 松﨑行政書士事務所 168-0072
東京都杉並区高井戸東３丁目８番６－１０４号　ＢＥＬＩ
ＳＴＡ高井戸駅前

03-5941-6020

05081145 東京都 小久保　強 ｺｸﾎﾞ ﾂﾖｼ あさひ行政書士事務所 203-0053
東京都東久留米市本町一丁目４番２２号　トロトワー
ル東久留米５０３

042-476-8198

05081278 東京都 小塩　博子 ｵｼﾞｵ ﾋﾛｺ 行政書士おじお事務所 141-0031
東京都品川区西五反田二丁目１３番１－７０２号　プ
レジデントハイツ五反田

03-6421-7317

05081281 東京都 金　正壹 ｷﾑ ｼﾞｮﾝｲﾙ ダウン行政書士事務所 169-0072
東京都新宿区大久保１丁目９番１７号　シルバービル
大久保４０１

03-6380-2137

05081386 東京都 斎藤　正道 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾐﾁ 斎藤国際法務行政書士事務所 177-0053 東京都練馬区関町南４丁目９番１６号　成瀬コーポ２ 03-3920-3415
05081500 東京都 古川　順弘 ﾌﾙｶﾜ ﾖﾘﾋﾛ 古川順弘行政書士事務所 103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町２丁目５番５－３０２号 090-3438-2795
05081512 東京都 村上　脩 ﾑﾗｶﾐ ｵｻﾑ 行政書士村上事務所 115-0045 東京都北区赤羽１－３８－１０　内山ビル２０３号室 050-3045-7910

05081513 東京都 髙山　久美子 ﾀｶﾔﾏ ｸﾐｺ 行政書士髙山久美子事務所 133-0056
東京都江戸川区南小岩３丁目７番１８号　パティオ小
岩１Ｆ１０１号室

03-5668-3786

05081784 東京都 鷲尾　一嘉 ﾜｼｵ ｶｽﾞﾖｼ 行政書士鷲尾一嘉事務所 114-0023
東京都北区滝野川６丁目２１番７－２０５号　パークア
クシス滝野川ラブリーズ

03-5832-9434

05081853 東京都 河上　浩朗 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛｱｷ 行政書士事務所リーガル・フロント 125-0032 東京都葛飾区水元２丁目８番８号　フジハイツ３０２号 090-8610-6094
05081854 東京都 佐藤　洋一 ｻﾄｳ ﾖｳｲﾁ 行政書士藍総合コンサルティング 162-0837 東京都新宿区納戸町３３番地　東京左官会館３階 03-3513-7205

05081860 東京都 芳村　繁樹 ﾖｼﾑﾗ ｼｹﾞｷ 行政書士芳村繁樹事務所 141-0031
東京都品川区西五反田６丁目２５番１－８０１号　セ
ザール五反田

03-5719-9124

05081952 東京都 里　武一郎 ｻﾄ ﾀｹｲﾁﾛｳ 行政書士みどり総合事務所 110-0003 東京都台東区根岸３－２０－８ 03-3873-9511
05082009 東京都 浅野　尚充 ｱｻﾉ ﾅｵﾐﾂ あすか行政書士事務所 169-0074 東京都新宿区北新宿３－２８－１０ 03-6914-3271

05082080 東京都 安達　昌弘 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ あだち行政書士事務所 125-0053
東京都葛飾区鎌倉３丁目１２番１－７０６号　サングラ
ンデセレステージ

03-5668-5530

05082093 東京都 齋藤　稔 ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾙ 行政書士斎藤法務事務所 182-0024 東京都調布市布田２丁目７番地１　セザール調布３０ 042-484-4140
05190254 東京都 東　優 ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾙ 行政書士法人優総合事務所 171-0021 東京都豊島区西池袋二丁目３６番１号－９０６ 03-6812-1241

06080145 東京都 衞本　高志 ｴﾓﾄ ﾀｶｼ
行政事務サポートセンター　行政書
士衛本高志

150-0043
東京都渋谷区道玄坂２－１８－１１　サンモール道玄
坂３１１

03-5457-1508

06080310 東京都 小林　信之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 東京小林行政書士事務所 108-0075 東京都港区港南１－９－３６　アレア品川１３階 03-6822-4978
06080312 東京都 荻原　秀介 ｵｷﾞﾊﾗ ｼｭｳｽｹ 行政書士アテンダー国際法務事務 140-0014 東京都品川区大井２丁目７番１１号 03-3778-3287
06080324 東京都 髙須　あかし ﾀｶｽ ｱｶｼ あかし行政書士事務所 101-0052 東京都千代田区神田小川町１－７　小川町メセナビ 03-5577-6007

06080325 東京都 雨谷　幹彦 ｱﾏｶﾞﾔ ﾐｷﾋｺ アマガヤ行政書士事務所 114-0012
東京都北区田端新町二丁目１０番３－８０３号　藤和
田端コープ

03-3893-3567

06080443 東京都 堀　正浩 ﾎﾘ ﾏｻﾋﾛ 堀行政書士事務所 164-0001 東京都中野区中野５丁目８番６号 03-5942-9767

06080455 東京都 野木　克巳 ﾉｷﾞ ｶﾂﾐ
行政書士野木総合コンサルティン
グ事務所

136-0072 東京都江東区大島４丁目１番４－８０２号 03-5875-2665

06080461 東京都 森林　恭子 ﾓﾘﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｺ 森林行政書士事務所 110-0004
東京都台東区下谷２－１５－４　エクセル入谷２号館９
０１号室

03-6874-2269

06080462 東京都 成田　新一 ﾅﾘﾀ ｼﾝｲﾁ 成田新一法務特定行政書士事務 108-0074 東京都港区高輪２－１３－１　高輪２１３１ビル 03-3280-4110
06080464 東京都 中島　理 ﾅｶｼﾞﾏ ｵｻﾑ 行政書士中島法務事務所 166-0002 東京都杉並区高円寺北３丁目２９番８号 03-3337-3970

06080745 東京都 橋本　哲三 ﾊｼﾓﾄ ﾃﾂｿﾞｳ 行政書士橋本哲三事務所 146-0092
東京都大田区下丸子三丁目１６番４号　エスポワール
平川１０１

03-3756-5513

06080755 東京都 松丘　晃 ﾏﾂｵｶ ｱｷﾗ 吉祥寺行政書士事務所 180-0001
東京都武蔵野市吉祥寺北町２丁目３番９号　パーク
ハウス吉祥寺北町グローヴⅣ－２０３

0422-21-7523

06080760 東京都 國府　栄達 ｺｸﾌﾞ ｴｲﾀﾂ アーネスト行政書士事務所 103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目３番６号　協同ビル 03-6225-2303
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06080903 東京都 潮　博恵 ｳｼｵ ﾋﾛｴ うしお行政書士事務所 188-0001 東京都西東京市谷戸町３－２８－１６－１７１３ 042-424-1462
06081038 東京都 久保　義丸 ｸﾎﾞ ﾖｼﾏﾙ 久保行政書士事務所 134-0015 東京都江戸川区西瑞江５丁目１５番地１８２ 03-3689-7446
06081374 東京都 蒲生　伸幸 ｶﾞﾓｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 行政書士法人ＴＫＤ法務会計事務 133-0071 東京都江戸川区東松本１丁目８番１０号 03-5668-2706
06081387 東京都 水野　昭司 ﾐｽﾞﾉ ｼｮｳｼﾞ 行政書士水野事務所 145-0066 東京都大田区南雪谷二丁目１１番２号 03-3728-8661
06081454 東京都 林田　敏行 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 林田行政書士事務所 110-0015 東京都台東区東上野３－６－１－４０１ 03-6672-4890
06081460 東京都 田中　博之 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 田中博之行政書士事務所 105-0001 東京都港区虎ノ門５丁目３番２０号　仙石山アネックス 03-5843-7624

06081463 東京都 森下　洋 ﾓﾘｼﾀ ﾖｳ 行政書士Ｍ＆Ｋ総合事務所 160-0022
東京都新宿区新宿２丁目１２番４号　アコード新宿ビ
ル３０１

03-6457-4917

06081557 東京都 國見　紀 ｸﾆﾐ ｵｻﾑ 國見行政書士事務所 107-0061
東京都港区北青山一丁目４番１号　ランジェ青山１００
５号室

03-6434-9080

06081614 東京都 渡邉　健次 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 行政書士ＳＯＫＥＮ法務サービス 173-0013 東京都板橋区氷川町２７番３－６０２号　コスモ大山氷 03-6323-8627
06081626 東京都 髙橋　仁 ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ 高橋行政書士法務事務所 165-0034 東京都中野区大和町４丁目４０番１９号 03-3310-0133
06081685 東京都 髙橋　進 ﾀｶﾊｼ ｽｽﾑ 行政書士高橋綜合事務所 107-0052 東京都港区赤坂２丁目１４番１３号　シャトレ赤坂５階 03-3585-2331

06081839 東京都 菊池　哲 ｷｸﾁ ﾃﾂ 菊池哲行政書士事務所 145-0061
東京都大田区石川町２－３－１６　プレステート石川
台２０７

03-3727-7388

06081906 東京都 本間　光則 ﾎﾝﾏ ﾐﾂﾉﾘ 本間行政書士事務所 116-0012 東京都荒川区東尾久４丁目４９番２号 03-6331-1537

06081908 東京都 近藤　秀将 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾏｻ
行政書士法人ＫＩＳ近藤法務事務
所　東京本部

171-0021
東京都豊島区西池袋１丁目２９番５号　山の手ビル１
２階

03-6914-0299

06081913 東京都 内田　勇人 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾔﾄ 行政書士内田勇人事務所 135-0006
東京都江東区常盤２丁目８番４号　常盤パークファミ
リア１０２号室

03-6659-3716

06081981 東京都 阿部　義子 ｱﾍﾞ ﾖｼｺ 阿部義子行政書士事務所 150-0011 東京都渋谷区東１－２８－１１　シブヤノマド４０１ 03-3797-3033
06082032 東京都 宇佐神　進 ｳｻﾐ ｽｽﾑ 宇佐神行政書士事務所 116-0002 東京都荒川区荒川１丁目５１番１４号 03-6317-7345
06082041 東京都 笹口　哲也 ｻｻｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 行政書士法人ＳＴパートナーズ 136-0071 東京都江東区亀戸２丁目２５番１２号　宝ビル４階 03-5875-1291

06100501 東京都 奥村　美妃子 ｵｸﾑﾗ ﾐｷｺ 奥村行政書士事務所 158-0082
東京都世田谷区等々力４丁目３番１１号　ソフィネス
等々力２０５

090-8301-4014

06171857 東京都 石川　綾夫 ｲｼｶﾜ ｱﾔｵ 行政書士石川事務所 160-0023
東京都新宿区西新宿７丁目７番２６号　ワコーレ新宿
第一ビル４１３号室

03-6279-2388

06270626 東京都 澁谷　直道 ｼﾌﾞﾔ ﾅｵﾐﾁ 澁谷行政書士事務所 187-0002
東京都小平市花小金井６丁目３８番１２号　ハイムシ
ブヤ１０１号

042-452-6477

07080063 東京都 田中　秀明 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ 行政書士　Ｏｆｆｉｃｅ　Ｔａｎａｋａ 162-0811 東京都新宿区水道町３－１４　神楽坂Ｎビル３－Ｒ 03-3268-4382

07080125 東京都 藤沼　隆志 ﾌｼﾞﾇﾏ ﾀｶｼ
ＰＲＯＰＲＩＤＥ行政書士藤沼法務事
務所

192-0904
東京都八王子市子安町４丁目１５番地１９号　ＯＨＫＵ
ＢＯ８８－３０４号室

042-634-9190

07080180 東京都 光永　謙太郎 ﾐﾂﾅｶﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 行政書士光永総合事務所 115-0051 東京都北区浮間１－１－５　第３フソウビル３Ｆ 050-3704-3986

07080301 東京都 吉田　幸弘 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 行政書士グリンエア法務事務所 192-0046
東京都八王子市明神町４丁目１番１５号　小泉ビル２
０５号室

042-643-5550

07080406 東京都 笹尾　英史 ｻｻｵ ｴｲｼﾞ 行政書士笹尾法務事務所 168-0073 東京都杉並区下高井戸４丁目３２番１号 03-3329-7235

07080407 東京都 岡田　義行 ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾕｷ
リンクス総合法務　行政書士事務
所

101-0061
東京都千代田区神田三崎町三丁目２番１５号　オリエ
ントビル５階

03-6261-4315

07080410 東京都 天辰　哲也 ｱﾏﾀﾂ ﾃﾂﾔ 天辰行政書士事務所 169-0075 東京都新宿区高田馬場４丁目１６番１７号 03-3364-4043
07080520 東京都 田島　雄一郎 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 行政書士田島事務所 110-0003 東京都台東区根岸５丁目５番４号 03-6240-6785
07080536 東京都 佐藤　善幸 ｻﾄｳ ﾖｼﾕｷ 佐藤行政書士事務所 135-0063 東京都江東区有明１－５－２－１８１８ 03-3529-7228
07080538 東京都 林　寿 ﾊﾔｼ ﾋｻｼ 行政書士はやし事務所 135-0014 東京都江東区石島８番７号　布施ビル１階 03-5635-5897
07080541 東京都 森　健輔 ﾓﾘ ｹﾝｽｹ 森行政書士事務所 157-0072 東京都世田谷区祖師谷１丁目２５番３号 03-3789-3743
07080543 東京都 津嶋　健 ﾂｼﾏ ﾀｹｼ 津嶋行政書士事務所 178-0065 東京都練馬区西大泉１丁目５番２号 03-3924-0988
07080672 東京都 東郷　良英 ﾄｳｺﾞｳ ﾖｼﾋﾃﾞ 東郷行政書士事務所 167-0035 東京都杉並区今川３丁目１８番１１号 03-6913-5772
07080677 東京都 勝　桂子 ｽｸﾞﾚ ｹｲｺ こちらＯＫ行政書士事務所 175-0092 東京都板橋区赤塚２丁目１２番６号 03-6783-0369
07080847 東京都 北井　精一 ｷﾀｲ ｾｲｲﾁ 行政書士北井事務所 188-0013 東京都西東京市向台町３－５－２７－５４２ 042-439-5790
07080853 東京都 底　久行 ｿｺ ﾋｻﾕｷ そこ行政書士事務所 183-0041 東京都府中市北山町４丁目２８番地の９ 042-575-2077
07080955 東京都 原　正明 ﾊﾗ ﾏｻｱｷ 原行政書士事務所 168-0081 東京都杉並区宮前２丁目４番２１号 03-3247-2478
07081054 東京都 小澤　信彦 ｵｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾋｺ ＷＩＮ行政書士事務所 104-0061 東京都中央区銀座１丁目２７－７　銀座里村ビル５Ｆ 03-5942-5479
07081176 東京都 平野　泰嗣 ﾋﾗﾉ ﾔｽｼ 行政書士平野経営法務事務所 185-0014 東京都国分寺市東恋ヶ窪三丁目９番地４０ 042-327-5575

07081179 東京都 恩田　邦夫 ｵﾝﾀﾞ ｸﾆｵ 恩田行政書士事務所 171-0022
東京都豊島区南池袋１丁目９番１８号　ツバセスＰＡＲ
Ｔ６南池袋２４０号室

03-5950-7079

07081184 東京都 土井　義広 ﾄﾞｲ ﾖｼﾋﾛ 行政書士土井法務事務所 132-0001
東京都江戸川区新堀２丁目２８番１３号　コージーハ
ウス２２８　Ｄ１０４

050-1218-8325
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07081193 東京都 笈川　信孝 ｵｲｶﾜ ﾉﾌﾞﾀｶ 笈川行政書士事務所 140-0015 東京都品川区西大井５－１１－３ 090-4062-5682
07081293 東京都 板橋　正文 ｲﾀﾊﾞｼ ﾏｻﾌﾐ いたばし行政書士事務所 120-0003 東京都足立区東和五丁目９番２１－６０４号 03-5682-3336

07081466 東京都 河野　良 ｺｳﾉ ﾘｮｳ アンド・エス行政書士事務所 101-0034
東京都千代田区神田東紺屋町３０番地　サンハイツ
神田キタムラビル７０７

03-5289-0833

07081475 東京都 片平　勇介 ｶﾀﾋﾗ ﾕｳｽｹ
国際行政書士片平法務経営事務
所

169-0075
東京都新宿区高田馬場四丁目１２番７号　ニューハイ
ツ高田馬場２０２号室

03-6908-5129

07081611 東京都 加藤　文一 ｶﾄｳ ﾌﾐｶｽﾞ 行政書士加藤文一事務所 160-0022
東京都新宿区新宿二丁目７番３号　ヴェラハイツ新宿
御苑５０３

03-6273-0880

07081746 東京都 澤村　照正 ｻﾜﾑﾗ ﾃﾙﾏｻ 澤村照正行政書士事務所 102-0073 東京都千代田区九段北一丁目１４番１５号 03-3262-6106
07081911 東京都 平原　昌一 ﾋﾗﾊﾗ ﾏｻｶｽﾞ 平原行政書士事務所 201-0002 東京都狛江市東野川３－１７－２－１１０２ 03-5761-4880
07082037 東京都 鍋島　紀行 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾉﾘﾕｷ 行政書士鍋島事務所 146-0093 東京都大田区矢口２－２－１６ 03-3756-0278
07082038 東京都 樋口　直人 ﾋｸﾞﾁ ﾅｵﾋﾄ 樋口行政書士法務事務所 111-0055 東京都台東区三筋１－９－４　中央クレセントビル 03-5833-7217
07091834 東京都 加藤　直之 ｶﾄｳ ﾅｵﾕｷ 行政書士加藤事務所 183-0005 東京都府中市若松町５－１０－１４ 042-319-9236

07201774 東京都 河口　良伍 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳｺﾞ 行政書士法人みなも 102-0075
東京都千代田区三番町２０番地２　三番町パークライ
フ５０３号

03-3262-9010

07350629 東京都 山本　敦子 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｺ やまもとあつこ行政書士事務所 108-0014 東京都港区芝５丁目２９番２０号　クロスオフィス三田 03-6459-4272
08080022 東京都 吉尾　一朗 ﾖｼｵ ｲﾁﾛｳ メルクリウス総合行政書士事務所 141-0031 東京都品川区西五反田２丁目２４番７－８０２号 03-3492-1797
08080202 東京都 樽見　俊明 ﾀﾙﾐ ﾄｼｱｷ ハト国際行政書士事務所 175-0083 東京都板橋区徳丸四丁目１３番２６号 03-6912-3068

08080239 東京都 重冨　武 ｼｹﾞﾄﾐ ﾀｹｼ
あい三軒茶屋法務行政書士事務
所

154-0024
東京都世田谷区三軒茶屋一丁目３５番１号　三軒茶
屋ゴールデンビル２階

03-3410-7796

08080301 東京都 佐久川　恵寿 ｻｸｶﾞﾜ ｹｲｼﾞｭ 行政書士法人佐久川事務所 198-0061 東京都青梅市畑中１丁目４６番地の１ 0428-24-6990

08080380 東京都 石田　裕子 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｺ 石田行政書士事務所 150-0043
東京都渋谷区道玄坂２丁目１８番１１号　サンモール
道玄坂５０５号

03-5458-6686

08080382 東京都 金子　三佳子 ｶﾈｺ ﾐｶｺ アイリス行政書士事務所 166-0004
東京都杉並区阿佐谷南１－４７－２１　プラザ阿佐ヶ
谷３０６

03-5913-9303

08080387 東京都 黒沢　怜央 ｸﾛｻﾜ ﾚｵ
ａｃａｄｅｍｉｃ　ｗｏｒｋｓ行政書士事務
所

164-0001
東京都中野区中野５－３２－４　中野ステーションハイ
ツ３０２号

03-5318-9046

08080400 東京都 山口　朝重 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｼｹﾞ 山口朝重行政書士事務所 144-0051 東京都大田区西蒲田四丁目１２番２号 03-5747-6056

08080404 東京都 武藤　久資 ﾑﾄｳ ﾋｻｼ 行政書士事務所フィガロ 177-0041
東京都練馬区石神井町７丁目３３番２９号　第二栗原
コーポ１０１号

03-5875-3272

08080406 東京都 伊藤　勝 ｲﾄｳ ﾏｻﾙ 行政書士伊藤法務事務所 188-0014 東京都西東京市芝久保町３－１１－１３ 042-449-7804
08080410 東京都 十田　博 ｼﾞｭｳﾀﾞ ﾋﾛｼ ジュウダ行政書士事務所 179-0072 東京都練馬区光が丘七丁目３番１－６０１号 03-6915-6346
08080415 東京都 櫻田　穂高 ｻｸﾗﾀﾞ ﾎﾀﾞｶ 櫻田行政書士事務所 179-0083 東京都練馬区平和台４丁目１６番４号 03-3937-0868
08080417 東京都 山川　文明 ﾔﾏｶﾜ ﾌﾞﾝﾒｲ 行政書士山川事務所 145-0063 東京都大田区南千束３－１４－１６ 03-6421-9979
08080418 東京都 鶴巻　賢治 ﾂﾙﾏｷ ｹﾝｼﾞ 行政書士鶴巻賢治事務所 143-0013 東京都大田区大森南五丁目４番１７－８０３号 03-3742-7295
08080424 東京都 川西　與比 ｶﾜﾆｼ ﾄﾓﾋ 川西行政書士事務所 135-0004 東京都江東区森下３丁目１３番１３　コープ森下６０７ 03-3635-2917

08080430 東京都 正岡　文人 ﾏｻｵｶ ﾌﾐﾄ
行政書士事務所稲門まさおか総合
支援

136-0072 東京都江東区大島３－１４－５－４０３ 03-5875-3839

08080585 東京都 高橋　成明 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞｱｷ 町田・高橋行政書士事務所 194-0021
東京都町田市中町１－５－３　ＣＬＡ司法関連公証セ
ンタービル５階

042-860-6498

08080591 東京都 伊関　淳 ｲｾｷ ｱﾂｼ 伊関行政書士事務所 107-0062 東京都港区南青山２－１５－１９　フジハイツ３０１号 03-6432-9395
08080597 東京都 後藤　雄二 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼﾞ 行政書士ごとう法務事務所 154-0016 東京都世田谷区弦巻５丁目１番８－３２７号 03-5451-2680
08080598 東京都 石澤　扶有子 ｲｼｻﾞﾜ ﾌﾕｺ 行政書士事務所リーガルプランニ 152-0021 東京都目黒区東が丘１丁目５番８号 050-7300-2937
08080605 東京都 戸田　次郎 ﾄﾀﾞ ｼﾞﾛｳ しぶや法務行政書士事務所 150-0042 東京都渋谷区宇田川町２番１－８２２号 03-5422-3315
08080607 東京都 石見　光夫 ｲﾜﾐ ﾐﾂｵ いわみ行政書士事務所 192-0014 東京都八王子市みつい台２丁目１７番９号 042-691-1072
08080614 東京都 礒野　雄 ｲｿﾉ ﾕｳ 行政書士礒野雄事務所 194-0041 東京都町田市玉川学園１丁目２２番１９号　礒野ビル 042-728-6560
08080616 東京都 倉本　辰也 ｸﾗﾓﾄ ﾀﾂﾔ 倉本行政書士事務所 176-0002 東京都練馬区桜台１丁目２４番１３号 03-6763-9870
08080843 東京都 三木　隆 ﾐｷ ﾀｶｼ 三木隆行政書士事務所 106-0031 東京都港区西麻布４－８－３２－２階Ｆ室 03-5467-4885
08080844 東京都 中村　徹 ﾅｶﾑﾗ ﾄｵﾙ 中村行政書士事務所 202-0005 東京都西東京市住吉町２丁目１０番４号 042-426-8529

08081031 東京都 板澤　眞 ｲﾀｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 行政書士板沢真事務所 169-0075
東京都新宿区高田馬場１丁目２０番７号　スワコモン
ズ２０１

090-4324-9936

08081033 東京都 深井　暖 ﾌｶｲ ｱﾂｼ 深井行政書士事務所 101-0052
東京都千代田区神田小川町三丁目１０番地　振天堂
戸田ビル３階

090-9398-6893

08081041 東京都 柴崎　角人 ｼﾊﾞｻﾞｷ ｽﾐﾋﾄ 柴崎行政書士事務所 160-0008
東京都新宿区四谷三栄町１５番３８号　ロイヤル四谷
２０２号

03-5363-7840
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08081185 東京都 伊藤　一郎 ｲﾄｳ ｲﾁﾛｳ 行政書士伊藤事務所 188-0004 東京都西東京市西原町４丁目３番４９号１２－７０５ 0424-44-1357
08081187 東京都 髙谷　桂子 ﾀｶﾔ ｹｲｺ 髙谷行政書士事務所 181-0001 東京都三鷹市井の頭４丁目５番２１号 0422-46-1861
08081295 東京都 内藤　正樹 ﾅｲﾄｳ ﾏｻｷ 行政書士ないとう事務所 169-0073 東京都新宿区百人町２丁目４番５－５１０号 03-6908-8410

08081312 東京都 若狹　晃司 ﾜｶｻ ｺｳｼﾞ 若狹行政書士事務所 205-0002
東京都羽村市栄町一丁目１４番地４　ハイホーム羽村
弐番館２０４

042-505-8016

08081463 東京都 野口　耕平 ﾉｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 行政書士野口事務所 101-0051 東京都千代田区神田神保町１－１　倉田ビル６階 03-3233-8801

08081560 東京都 渡辺　佐十志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 行政書士事務所タックス・ワン 101-0025
東京都千代田区神田佐久間町２丁目７番地　第６東
ビル３０２

----------

08081571 東京都 水野　達彦 ﾐｽﾞﾉ ﾀﾂﾋｺ
行政書士Ｌ＆ＰＶｉｓａＳｅｒｖｉｃｅｓＯｐｅ
ｒａｔｉｏｎｓＰｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ

189-0011 東京都東村山市恩多町２－３９－８１ 050-6864-9271

08081578 東京都 関口　宜志 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶｼ 関口宜志行政書士事務所 125-0054 東京都葛飾区高砂７－１２－２０ 090-8681-1413

08081765 東京都 有山　英樹 ｱﾘﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 有山行政書士事務所 174-0064
東京都板橋区中台三丁目２５番１－３０５号　板橋中
台マンション

03-6913-0923

08081769 東京都 田林　豊 ﾀﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ 田林行政書士事務所 167-0054 東京都杉並区松庵３丁目２７番５号 03-6322-4496

08081872 東京都 小林　敬三 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｿﾞｳ 小林行政書士事務所 103-0002
東京都中央区日本橋馬喰町二丁目５番１２号　和円
第二ビル３階

03-6667-0445

08081873 東京都 中津原　由実子 ﾅｶﾂﾊﾗ ﾕﾐｺ 中津原行政書士事務所 151-0053
東京都渋谷区代々木２丁目２３番１号　ニューステイト
メナー５４９号

03-6300-4755

08082019 東京都 小宮山　裕道 ｺﾐﾔﾏ ﾋﾛﾐﾁ 行政書士小宮山裕道法務事務所 175-0083 東京都板橋区徳丸二丁目１１番１２号 03-6781-9051

08082105 東京都 長友　耕一 ﾅｶﾞﾄﾓ ｺｳｲﾁ 長友行政書士法務事務所 120-0011
東京都足立区中央本町２丁目７番３号　石川ハイム
中央本町２０１号室

03-6882-1173

08082303 東京都 田中　実 ﾀﾅｶ ﾐﾉﾙ あおい法務行政書士事務所 145-0075 東京都大田区西嶺町２４番１１号　パルデンス西嶺１ 03-3758-8280
08082359 東京都 鈴木　靖人 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾄ 行政書士鈴木事務所 189-0001 東京都東村山市秋津町５丁目３番地１２　ラフィネ２ 050-6881-5014

08260723 東京都 廣中　翔太 ﾋﾛﾅｶ ｼｮｳﾀ 廣中翔太行政書士事務所 160-0022
東京都新宿区新宿２－１３－１２　住友不動産新宿御
苑ビル５階

090-7871-8146

09080294 東京都 平本　浩巳 ﾋﾗﾓﾄ ﾋﾛﾐ 平本行政書士事務所 193-0845
東京都八王子市初沢町１２２７－４　高尾パークハイ
ツＡ９１０号

042-673-3977

09080425 東京都 田口　聡 ﾀｸﾞﾁ ｿｳ 田口聡行政書士事務所 131-0032
東京都墨田区東向島二丁目３４番１２－２０１号　サ
ニーフラット

03-3610-1801

09080432 東京都 甲村　雅俊 ｺｳﾑﾗ ﾏｻﾄｼ 甲村行政書士事務所 145-0064 東京都大田区上池台四丁目２番６号　レイクヒル長原 03-3776-1264
09080438 東京都 神田　忠弘 ｶﾝﾀﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ 神田行政書士事務所 190-0013 東京都立川市富士見町１丁目３３番８号 042-512-7524
09080439 東京都 早川　和男 ﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞｵ 行政書士早川法務事務所 178-0063 東京都練馬区東大泉１－２－１７－７０１ 03-3921-9410

09080442 東京都 茅　毅 ｶﾔ ﾂﾖｼ アイリス綜合ＴＫ行政書士事務所 160-0021
東京都新宿区歌舞伎町１丁目１番１５号　東信同和ビ
ル８０３

03-5155-8887

09080458 東京都 森灘　康之 ﾓﾘﾅﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 行政書士事務所アプリコット 166-0012
東京都杉並区和田３丁目５３番１０号　パークサイド二
番館２０１

03-3317-8335

09080600 東京都 榎倉　慎介 ｴﾉｷｸﾞﾗ ｼﾝｽｹ 麹町創和行政書士事務所 102-0082 東京都千代田区一番町１０番地　相模屋第２ビル３階 03-3264-7151
09080607 東京都 小倉　雄介 ｵｸﾞﾗ ﾕｳｽｹ 小倉行政書士事務所 135-0011 東京都江東区扇橋二丁目１９番１号 03-3645-4351
09080613 東京都 日野　義博 ﾋﾉ ﾖｼﾋﾛ 行政書士アリア法務事務所 140-0003 東京都品川区八潮５丁目６番２８－２０１号 03-3790-3325

09080616 東京都 山西　宏樹 ﾔﾏﾆｼ ﾋﾛｷ 山西行政書士事務所 101-0061
東京都千代田区三崎町二丁目１０番１０号　矢野ビル
４０２号

03-6268-9189

09080791 東京都 中塚　良二 ﾅｶﾂｶ ﾘｮｳｼﾞ 行政書士法人桑都 192-0056 東京都八王子市追分町９番１１号 042-686-3425
09080797 東京都 勝井　邦彦 ｶﾂｲ ｸﾆﾋｺ 行政書士勝井邦彦事務所 112-0013 東京都文京区音羽１丁目１１番２号 070-5483-3658
09080803 東京都 小川　文恵 ｵｶﾞﾜ ﾌﾞﾝｹｲ 小川行政書士事務所 115-0045 東京都北区赤羽１－１０－４　マスカタビル２階 03-6903-8817
09081111 東京都 谷治　博史 ﾔｼﾞ ﾋﾛｼ 谷治行政書士事務所 182-0034 東京都調布市下石原１丁目３３番地９ 042-442-6083
09081114 東京都 冨田　賢 ﾄﾐﾀ ﾏｻﾙ 行政書士冨田賢事務所 115-0045 東京都北区赤羽２丁目３１番３号　タグチコーポ１０１ 03-3901-2153

09081237 東京都 谷島　亮士 ﾀﾆｼﾏ ﾘｮｳｼﾞ 谷島行政書士事務所 106-0032
東京都港区六本木二丁目４番９号　アソルティ六本木
一丁目１階

03-5575-5582

09081250 東京都 久保田　詳子 ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺ 久保田行政書士オフィス 108-0072 東京都港区白金４丁目６番１７－２０２号 03-4296-6860
09081454 東京都 久門　栄作 ｸﾓﾝ ｴｲｻｸ 行政書士ハーツ事務所 169-0075 東京都新宿区高田馬場１－２０－７－２０３ 03-6908-9633
09081456 東京都 中道　基樹 ﾅｶﾐﾁ ﾓﾄｷ ナカミチ行政書士事務所 164-8512 東京都中野区中野４－１－１　中野サンプラザ９Ｆ 03-5942-3098
09081461 東京都 江川　明豁 ｴｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 江川行政書士事務所 101-0021 東京都千代田区外神田２－１－４　松住町別館１０３ 03-6206-0580
09081575 東京都 菊池　久恵 ｷｸﾁ ﾋｻｴ 行政書士菊池久恵事務所 192-0373 東京都八王子市上柚木二丁目５７番地３ 042-678-1195
09081644 東京都 鉾立　栄一朗 ﾎｺﾀﾞﾃ ｴｲｲﾁﾛｳ 行政書士鉾立榮一朗事務所 167-0042 東京都杉並区西荻北３丁目２２番２０号－２０１号 03-5311-0780
09081649 東京都 髙岸　正裕 ﾀｶｷﾞｼ ﾏｻﾋﾛ 行政書士髙岸事務所 124-0011 東京都葛飾区四つ木４丁目１６番２６号 03-3691-7609
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09081735 東京都 清水　勇 ｼﾐｽﾞ ｲｻﾑ 清水行政書士事務所 168-0065 東京都杉並区浜田山４丁目１０番１０号 03-3313-7205
09081740 東京都 大村　安孝 ｵｵﾑﾗ ﾔｽﾀｶ 大村行政書士法務事務所 101-0021 東京都千代田区外神田４－１４－２－１４０３ 03-5294-0846

09081746 東京都 鈴木　忠男 ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞｵ 行政書士鈴木忠男事務所 157-0066
東京都世田谷区成城２丁目３３番１３号　パールハウ
ス服部２０２号

03-3415-0705

09081815 東京都 横山　一行 ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ 横山一行法務行政書士事務所 132-0035 東京都江戸川区平井３－８－４　ひかり荘２０２ 03-6796-0874
09081821 東京都 齋藤　容一 ｻｲﾄｳ ﾖｳｲﾁ 行政書士さいとう事務所 158-0097 東京都世田谷区用賀３丁目２１番８号 03-3709-6715
09081902 東京都 長野　信彦 ﾅｶﾞﾉ ﾉﾌﾞﾋｺ 行政書士ＴＲＵＳＴＣｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 103-0004 東京都中央区東日本橋２－２８－４　日本橋ＣＥＴビル 090-3211-6886

09081907 東京都 田端　克行 ﾀﾊﾞﾀ ｶﾂﾕｷ
行政書士法人シティ共同法務事務
所　本店

151-0053
東京都渋谷区代々木３丁目１８番１号　鈴木ビル代々
木２階

03-6276-4309

09081974 東京都 黒田　真知子 ｸﾛﾀﾞ ﾏﾁｺ 黒田行政書士事務所 189-0013 東京都東村山市栄町１丁目３７番地３５　３０１ 042-393-1073
09081976 東京都 倉田　直也 ｸﾗﾀ ﾅｵﾔ 行政書士江東法務事務所 135-0016 東京都江東区東陽４－６－１１　メゾン・ド・サクラ４０５ 03-5875-1923
09081977 東京都 田中　健夫 ﾀﾅｶ ﾀｹｵ 行政書士田中法務事務所 125-0061 東京都葛飾区亀有３丁目３２番３２号 03-6326-1968
09081981 東京都 齊藤　志郎 ｻｲﾄｳ ｼﾛｳ 斉藤行政書士事務所 174-0065 東京都板橋区若木２－１５－８　渡辺マンション２０２ 03-6789-1483

09082029 東京都 木村　尚之 ｷﾑﾗ ﾅｵﾕｷ 木村行政書士法務事務所 168-0073
東京都杉並区下高井戸４丁目４番２４号　フリッシュ・
ブラター２０１

03-3304-8565

09082109 東京都 松田　渉 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳ 松田行政書士事務所 140-0004 東京都品川区南品川６－１１－３ 03-6718-4081

09082112 東京都 依田　昌宜 ﾖﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 依田行政書士事務所 189-0002
東京都東村山市青葉町２丁目３８番地８　ファミネス
久米川３１０号

042-393-9202

09082114 東京都 奥村　泰久 ｵｸﾑﾗ ﾔｽﾋｻ 奥村行政書士事務所 116-0002 東京都荒川区荒川６－３－２ 03-3892-9484
09082309 東京都 菊地　健次 ｷｸﾁ ｹﾝｼﾞ 菊地健次行政書士事務所 190-0001 東京都立川市若葉町２丁目１９番地の２３ 042-535-1586
09132052 東京都 瓜生　寛 ｳﾘｭｳ ﾋﾛｼ ウリ行政書士事務所 111-0053 東京都台東区浅草橋３丁目７－８ 03-3865-0636
09191926 東京都 大野　裕次郎 ｵｵﾉ ﾕｳｼﾞﾛｳ 行政書士法人名南経営　東京事務 108-0074 東京都港区高輪２－１３－１　高輪２１３１ビル２５号室 03-3444-0355
09260720 東京都 大杉　宏美 ｵｵｽｷﾞ ﾋﾛﾐ クレド行政書士事務所 102-0084 東京都千代田区二番町１番地２　番町ハイム８０６号 ----------
09260906 東京都 生島　清身 ｲｸｼﾏ ｷﾖﾐ きよみ行政書士事務所 144-0051 東京都大田区西蒲田７丁目５０番２－７０６号 03-6884-1848
10080093 東京都 菅野　弘 ｶﾝﾉ ﾋﾛｼ 行政書士菅野法務事務所 104-0054 東京都中央区勝どき３丁目２番３－１２０２号 03-5534-8096
10080196 東京都 井出　誠 ｲﾃﾞ ﾏｺﾄ 行政書士ブレースパートナーズ 192-0073 東京都八王子市寺町４９－７　ＴＯＷＡビルⅡ３０１ 042-649-3117
10080293 東京都 菊地　俊一 ｷｸﾁ ｼｭﾝｲﾁ 菊地行政書士事務所 182-0012 東京都調布市深大寺東町８丁目２２番地７ 0424-86-4030

10080390 東京都 鈴木　雄司 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ 行政書士法人常住事務所 115-0055
東京都北区赤羽西一丁目５番１－６０６号　赤羽ア
ボードⅠ

03-3905-6981

10080397 東京都 新居﨑　邦明 ﾆｲｻﾞｷ ｸﾆｱｷ 中延荏原行政書士事務所 142-0053 東京都品川区中延３－２－８ 03-3782-6845

10080496 東京都 中村　麻美 ﾅｶﾑﾗ ｱｻﾐ シーズ行政書士事務所 160-0023
東京都新宿区西新宿６－２－３　新宿アイランドアネッ
クス６０３

03-4500-7855

10080497 東京都 萩原　真也 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼﾝﾔ 萩原行政書士事務所 102-0075
東京都千代田区三番町７番地１　朝日三番町プラザ３
０５号

03-3556-1761

10080502 東京都 米田　賢一 ﾖﾈﾀﾞ ｹﾝｲﾁ
東京駅前行政書士相続・知的資産
法務事務所

104-0032
東京都中央区八丁堀２－４－１　ＤＩＡＭＯＮＤ　ＲＥＳＩ
ＤＥＮＣＥ八丁堀２０５号

050-3674-4007

10080506 東京都 土屋　伸文 ﾂﾁﾔ ﾉﾌﾞﾌﾐ 土屋行政書士事務所 193-0833 東京都八王子市めじろ台２丁目２２番地１２ 042-666-9844

10080676 東京都 松永　敏明 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾄｼｱｷ オフィスマツナガ行政書士事務所 106-0045
東京都港区麻布十番二丁目１６番１１号　麻布十番２
Ａビル３０２号

03-6450-1989

10080689 東京都 磯谷　昌德 ｲｿｶﾞｲ ﾏｻﾉﾘ 行政書士磯谷法務事務所 104-0061 東京都中央区銀座５－６－１２　みゆきビル６階 03-6311-8727

10080691 東京都 荒巻　陽子 ｱﾗﾏｷ ﾖｳｺ 荒巻陽子行政書士事務所 107-0062
東京都港区南青山２丁目４番１５号　天翔南青山ビル
４階Ｓ４０６号

03-6759-4559

10080698 東京都 林　英郎 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｵ 林英郎行政書士事務所 140-0011 東京都品川区東大井３丁目１２番１６－１１６号 03-3765-5744

10080705 東京都 佐藤　康則 ｻﾄｳ ﾔｽﾉﾘ 行政書士佐藤上野事務所 111-0031
東京都台東区千束１丁目１６番１１－３０３号　クレスト
フォルム浅草グランステージ

03-6795-0488

10080707 東京都 渡辺　隆之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 行政書士ふたば事務所 120-0034 東京都足立区千住四丁目２６番３号 03-6273-1757
10080708 東京都 尾﨑　芳彦 ｵｻﾞｷ ﾖｼﾋｺ 尾崎行政書士事務所 158-0098 東京都世田谷区上用賀１丁目２５番２６号 03-5716-5337
10080713 東京都 高瀬　より江 ﾀｶｾ ﾖﾘｴ 高瀬特定行政書士事務所 178-0065 東京都練馬区西大泉１丁目７番５号 03-3923-0185

10080927 東京都 遠藤　祐二 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ マスター行政書士事務所 135-0016
東京都江東区東陽二丁目４番３９号　新東陽ビル４Ｆ　
Ｎｏ：４２

03-5633-9668

10080933 東京都 吉田　美如 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕｷ 吉田美如行政書士事務所 125-0054
東京都葛飾区高砂５丁目５０番８－１５０２号　Ｄ´クラ
ディア高砂

03-3608-7651

10080940 東京都 石橋　賢一 ｲｼﾊﾞｼ ｹﾝｲﾁ 行政書士事務所アイズオフィス 116-0011 東京都荒川区西尾久７丁目１２番４号 03-3895-3015
10080948 東京都 佐々木　孝夫 ｻｻｷ ﾀｶｵ 佐々木行政書士事務所 190-0034 東京都立川市西砂町１丁目７７番地の４ 042-531-6470
10081154 東京都 西原　壽久 ﾆｼﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ 西原壽久行政書士事務所 193-0812 東京都八王子市諏訪町４３２番地１２ 042-651-0194
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10081171 東京都 橋本　高 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｼ 行政書士事務所九條 112-0014 東京都文京区関口１丁目２１番１９号　九條ビル８階 03-3267-3300

10081187 東京都 佐藤　信 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 行政書士佐藤事務所 180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町１－４－１１　ライオンズ
ステーションプラザ吉祥寺６０１

0422-27-5251

10081354 東京都 志村　茂 ｼﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 行政書士志村法務会計事務所 193-0834 東京都八王子市東浅川町２１９番地８ 042-667-7078
10081362 東京都 鈴木　健二 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 鈴木健二行政書士事務所 151-0071 東京都渋谷区本町５丁目２１番１３号　ベルシオン３０ 03-6276-3036
10081560 東京都 大槻　美菜 ｵｵﾂｷ ﾐﾅ 大槻美菜行政書士事務所 151-0053 東京都渋谷区代々木１－３７－７－６０１ 03-6457-8524

10081656 東京都 新井　俊幸 ｱﾗｲ ﾄｼﾕｷ
新井コンサル・サポート行政書士事
務所

151-0061 東京都渋谷区初台２丁目３１番９－１４０１号 03-6276-2677

10081657 東京都 関　孝和 ｾｷ ｺｳﾜ こうわ行政書士法務事務所 141-0022
東京都品川区東五反田５－２８－１１　クレール五反
田５０３

03-3440-5671

10081674 東京都 原　孝雄 ﾊﾗ ﾀｶｵ 行政書士原孝雄事務所 202-0012 東京都西東京市東町３丁目２番３１号 042-423-5705
10081780 東京都 土井　正 ﾄﾞｲ ﾀﾀﾞｼ 土井行政書士事務所 160-0005 東京都新宿区愛住町５番地３　グランスイート四谷１３ 050-5867-1088
10081781 東京都 柴田　純一 ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 行政書士柴田法務会計事務所 173-0035 東京都板橋区大谷口２丁目２４の１３ 03-6780-1408
10081792 東京都 石川　美宏 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 行政書士石川事務所 116-0003 東京都荒川区南千住８丁目８番１－１６２３号 03-3891-9945

10081923 東京都 坂手　武 ｻｶﾃ ﾀｹｼ 坂手行政書士事務所 187-0032
東京都小平市小川町１丁目８５６番地の２１　サンビ
レッジ鷹の台Ｄ棟１０１

042-341-0290

10081934 東京都 服部　慶子 ﾊｯﾄﾘ ｹｲｺ 服部慶子行政書士事務所 150-0012 東京都渋谷区広尾１－１２－１６　Ｈａｎａｓａｋｉビル４階 03-3443-9861

10082016 東京都 市丸　純子 ｲﾁﾏﾙ ｼﾞｭﾝｺ ＴＯＭＡ行政書士法人 100-0005
東京都千代田区丸の内１丁目８番３号　丸の内トラス
トタワー本館３階

03-6266-2555

10082023 東京都 田口　純子 ﾀｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｺ 田口行政書士事務所 152-0023 東京都目黒区八雲５丁目６番７号 03-6421-2398

10082029 東京都 江渡　さゆり ｴﾄ ｻﾕﾘ えと行政書士事務所 185-0031
東京都国分寺市富士本二丁目１４番地１０　国立ＴＨ
Ｅ　α　４０６

042-505-9399

10082034 東京都 前　普子 ﾏｴ ﾋﾛｺ 行政書士前普子法務事務所 146-0085 東京都大田区久が原五丁目１４番１４－１２０３号 03-5700-4032
10082158 東京都 堂迫　廣二 ﾄﾞｳｻｺ ｺｳｼﾞ 行政書士晴れる総合事務所 167-0034 東京都杉並区桃井１丁目３６番９－４０６号 070-5464-6472

10082257 東京都 市岡　秀基 ｲﾁｵｶ ﾋﾃﾞｷ 市岡秀基行政書士事務所 104-0061
東京都中央区銀座七丁目１３番６号　サガミビル８階
銀座会計センター内

090-1664-5152

10082330 東京都 谷口　飛鳥 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｽｶ グリーン法務行政書士事務所 203-0012 東京都東久留米市浅間町二丁目２９番５号 042-427-4043
10082570 東京都 山下　正子 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｺ 山下正子行政書士事務所 170-0013 東京都豊島区東池袋２丁目６３番１号　東池袋パレス 03-3590-1577
10082759 東京都 中移　庸介 ﾅｶｳﾂﾘ ﾖｳｽｹ 中移行政書士事務所 195-0072 東京都町田市金井１丁目３７番１２号 042-812-8047
10090739 東京都 富山　洋一 ﾄﾐﾔﾏ ﾖｳｲﾁ 行政書士富山綜合法務事務所 106-0032 東京都港区六本木４丁目８番７号　六本木三河台ビ 03-6890-0778

11080107 東京都 平井　正信 ﾋﾗｲ ﾏｻﾉﾌﾞ 平井行政書士事務所 203-0012
東京都東久留米市浅間町一丁目１２番２号　あさま
コーポ１０２

090-2650-5905

11080227 東京都 池田　三登 ｲｹﾀﾞ ﾐﾉﾘ
池田総合法務事務所行政書士池
田三登

101-0047
東京都千代田区内神田１－１３－１　豊島屋ビル５階
リタ・オフィスＱ室

03-5577-4665

11080477 東京都 伊地知　克哉 ｲｼﾞﾁ ｶﾂﾔ 行政書士伊地知克哉事務所 103-0007 東京都中央区日本橋浜町１－４－１４－１００４ 03-3865-7346
11080479 東京都 保田　学 ﾔｽﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 西八王子行政書士事務所 193-0835 東京都八王子市千人町３－５－７　メゾン・ド・シャル２ 042-694-0522
11080482 東京都 深井　直人 ﾌｶｲ ﾅｵﾄ 行政書士深井事務所 158-0083 東京都世田谷区奥沢３丁目２７番２号 03-3748-0798
11080488 東京都 田中　裕也 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾔ ＤＯＭＵＭ　ＴＡＮＡＫＡ行政書士 160-0017 東京都新宿区左門町１８－３－３０１ 050-3590-6668

11080490 東京都 堀越　総明 ﾎﾘｺｼ ｿｳﾒｲ
ボングゥー著作権法務行政書士事
務所

101-0032
東京都千代田区岩本町２丁目１２番７号　東京リアル
岩本町ビル７階

03-5839-2031

11080638 東京都 熊崎　志浩 ｸﾏｻﾞｷ ﾕｷﾋﾛ 行政書士熊崎志浩事務所 174-0071 東京都板橋区常盤台一丁目５番５号　熱田ビル２０２ 03-3967-8003

11080648 東京都 深澤　健一 ﾌｶｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 行政書士深澤国際法務事務所 112-0003
東京都文京区春日１丁目９番２５号　安藤坂東方マン
ション７０５

03-6479-9726

11080654 東京都 篠原　拓生 ｼﾉﾊﾗ ﾀｸｵ しのはら行政書士事務所 134-0088
東京都江戸川区西葛西３丁目１２番１０号　Ｊｕｎｅ・２０
ｔｈ３０２

03-5679-6883

11080663 東京都 佐藤　良蔵 ｻﾄｳ ﾘｮｳｿﾞｳ わかば佐藤行政書士事務所 182-0003 東京都調布市若葉町１丁目１８番地１４ 090-6190-2165
11080675 東京都 千葉　賢二 ﾁﾊﾞ ｹﾝｼﾞ 行政書士事務所はけの道 184-0013 東京都小金井市前原町４丁目２３番７号　（２４） 042-301-0064

11080676 東京都 長岡　俊行 ﾅｶﾞｵｶ ﾄｼﾕｷ 行政書士ハッソウ 192-0911
東京都八王子市打越町１１８３番地７　ブルーパール
マンション１０１号室

042-636-4000

11080805 東京都 望戸　紀宏 ﾓｳｺ ﾄｼﾋﾛ もうこ行政書士事務所 166-0002 東京都杉並区高円寺北２丁目４１番１２号　槻木方 03-3310-7189
11080812 東京都 小柳　広之 ｺﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾕｷ アーツ行政書士事務所 150-0012 東京都渋谷区広尾５丁目１９番５－４０２号 03-5422-6500
11080824 東京都 齋藤　道生 ｻｲﾄｳ ﾐﾁｵ 齋藤道生行政書士事務所 134-0088 東京都江戸川区西葛西４丁目４番１－３１５号 03-3675-2885
11080965 東京都 末永　匠 ｽｴﾅｶﾞ ﾀｸﾐ 行政書士末永法務事務所 169-0075 東京都新宿区高田馬場１－２９－７　スカイパレスビ 090-1600-8873

11080967 東京都 米井　清二 ﾖﾈｲ ｾｲｼﾞ 米井行政書士事務所 131-0032
東京都墨田区東向島三丁目１０番９－４０３号　グラン
パーク東向島

090-1463-8657
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11080976 東京都 伴　琢磨 ﾊﾞﾝ ﾀｸﾏ 行政書士Ｍ＆Ｋ総合事務所 160-0022
東京都新宿区新宿２丁目１２番４号　アコード新宿ビ
ル３０１

03-6457-4917

11081118 東京都 濱倉　正雄 ﾊﾏｸﾗ ﾏｻｵ 富士行政書士事務所 175-0092 東京都板橋区赤塚二丁目２０番１号 03-3979-1376
11081121 東京都 梶屋　映子 ｶｼﾞﾔ ｴｲｺ 行政書士かじや法務事務所 146-0081 東京都大田区仲池上１－２６－１８－４０１号 080-7498-8784
11081238 東京都 金　成喆 ｷﾑ ｿﾝﾁｮﾙ アスカ行政書士事務所 168-0063 東京都杉並区和泉１－３６－１６　ダイナシティ方南町 03-3324-5696
11081239 東京都 長岡　由剛 ﾅｶﾞｵｶ ﾖｼﾀｹ 行政書士明るい総合法務事務所 141-0021 東京都品川区上大崎３丁目９番２７号 03-6455-6835

11081248 東京都 大根田　和男 ｵｵﾈﾀ ｶｽﾞｵ 大和行政書士事務所 169-0075
東京都新宿区高田馬場１丁目２７－３　ニュー竹宝ビ
ル６０３号室

03-6380-2156

11081252 東京都 山口　直志 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｼ 淀橋成子行政書士事務所 160-0023 東京都新宿区西新宿６丁目１２番６－１１０６号 03-5909-2213

11081378 東京都 江尻　光太郎 ｴｼﾞﾘ ｺｳﾀﾛｳ 行政書士オフィスコータロー 103-0012
東京都中央区日本橋堀留町１丁目３番１６号　ＪＳＢレ
ジデンス＆オフィス日本橋１１２４号室

03-3663-8677

11081502 東京都 和久井　憲子 ﾜｸｲ ﾉﾘｺ
行政書士法人中井イミグレーション
サービス

105-0011 東京都港区芝公園二丁目３番１号　芝加賀ビル６階 03-6402-7654

11081512 東京都 月地　修治 ﾂｷｼﾞ ｼｭｳｼﾞ ペガサス行政書士事務所 189-0013 東京都東村山市栄町３丁目５番１２号　シナガワビル 042-306-1233
11081608 東京都 髙橋　伸直 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾅｵ 髙橋伸直行政書士事務所 167-0052 東京都杉並区南荻窪三丁目１番１２号 03-3331-4998
11081609 東京都 小林　茂 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾙ 行政書士小林茂事務所 186-0001 東京都国立市北１－７－２９ 042-525-6150

11081882 東京都 長南　学 ﾁｮｳﾅﾝ ﾏﾅﾌﾞ 長南行政書士事務所 125-0054
東京都葛飾区高砂５－４６－３　スカイコート高砂第３　
４０３号室

03-6321-3846

11081893 東京都 久芳　徹 ｸﾊﾞ ﾄｵﾙ くば行政書士事務所 188-0001 東京都西東京市谷戸町３丁目２２番４号 042-422-0615
11081979 東京都 細田　裕美子 ﾎｿﾀﾞ ﾕﾐｺ 行政書士細田法務事務所 158-0094 東京都世田谷区玉川３丁目１－９－１１０１ 03-5799-7282
11082059 東京都 長尾　利恵子 ﾅｶﾞｵ ﾘｴｺ 行政書士長尾法務事務所 113-0034 東京都文京区湯島４－９－１３－５０５ 03-5844-6115
11082062 東京都 星　明快 ﾎｼ ｱｷﾖｼ 星行政書士事務所 111-0022 東京都台東区清川１丁目１９番１３号 080-3547-5740

11082072 東京都 半田　正美 ﾊﾝﾀ ﾏｻﾐ 半田行政書士事務所 152-0035
東京都目黒区自由が丘２－１６－２４　藤和自由が丘
コープ２０４号

03-6421-2506

11082411 東京都 田村　豪 ﾀﾑﾗ ｺﾞｳ 田村豪行政書士事務所 130-0015 東京都墨田区横網二丁目９番８－３０３号 03-3622-5126

11082416 東京都 鈴木　克尚 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｻ
行政書士法人Ｆ＆ＰａｒｔｎｅｒｓＥＡＳＴ　
東京事務所

101-0038 東京都千代田区神田美倉町１０番地 03-6265-6495

11090255 東京都 箱田　真理 ﾊｺﾀﾞ ﾏﾘ
国際行政書士　ブルーム　コンサ
ルティング

104-0045 東京都中央区築地４－４－１４　ラフィネ東銀座２０６ 070-6558-9325

12080020 東京都 宗像　純子 ﾑﾅｶﾀ ｽﾐｺ 純行政書士事務所 105-0001 東京都港区虎ノ門１－１－２１　新虎ノ門実業会館５Ｆ 03-6667-5320
12080089 東京都 齊藤　清 ｻｲﾄｳ ｷﾖｼ 柴野行政書士事務所 183-0022 東京都府中市宮西町３－８－１　セザールプラザ府中 042-368-8893
12080093 東京都 谷　三千年 ﾀﾆ ﾐﾁﾄｼ 谷行政書士事務所 154-0023 東京都世田谷区若林４丁目２５番１３号 03-5432-9539
12080155 東京都 山本　徹 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｵﾙ 新中野行政書士事務所 164-0011 東京都中野区中央３丁目３０番３号 03-3384-4577
12080354 東京都 小林　謙一郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁﾛｳ 小林行政書士事務所 121-0813 東京都足立区竹の塚６丁目１２－６　ステラ光平４０６ 03-5831-1135
12080459 東京都 堀川　仁 ﾎﾘｶﾜ ﾋﾄﾐ 堀川行政書士事務所 165-0026 東京都中野区新井１丁目３４番１７－５０４号 03-5380-7721

12080462 東京都 岸上　隆一 ｷｼｶﾞﾐ ﾘｭｳｲﾁ 行政書士東京きしがみ事務所 114-0003
東京都北区豊島８丁目１５番４－７０３号　バームス
テージ王子神谷

03-5390-0903

12080473 東京都 島田　敏樹 ｼﾏﾀﾞ ﾄｼｷ 神保町行政書士事務所 101-0051 東京都千代田区神田神保町１－１　倉田ビル６階 03-3291-3505
12080479 東京都 小川　雅之 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 行政書士小川雅之事務所 140-0011 東京都品川区東大井４－１１－１３－３０３ 03-6451-4566

12080481 東京都 本郷　辰博 ﾎﾝｺﾞｳ ﾀﾂﾋﾛ 本郷行政書士法務事務所 168-0072
東京都杉並区高井戸東２－３－８　クレストフォルム
高井戸南５０３

03-5346-1426

12080484 東京都 西村　直樹 ﾆｼﾑﾗ ﾅｵｷ 西村行政書士事務所 171-0021 東京都豊島区西池袋四丁目２３番１１号－１Ｆ 03-5986-1121
12080485 東京都 西田　篤 ﾆｼﾀﾞ ｱﾂｼ 西田篤行政書士事務所 150-0001 東京都渋谷区神宮前２丁目１８番４号　ドエル神宮前 03-6804-5626
12080489 東京都 橋爪　嘉明 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾖｼｱｷ 橋爪行政書士事務所 167-0033 東京都杉並区清水３－２３－４ 03-6279-9132
12080653 東京都 岸本　明彦 ｷｼﾓﾄ ｱｷﾋｺ 岸本行政書士事務所 185-0021 東京都国分寺市南町１丁目１２番２９号 042-312-4616
12080656 東京都 國本　博司 ｸﾆﾓﾄ ﾋﾛｼ アルカディア行政書士事務所 114-0014 東京都北区田端３－１５－９　サンパレス田端４０３号 080-4719-0430
12080663 東京都 吉田　広明 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 吉田広明行政書士事務所 191-0053 東京都日野市豊田４丁目４６番地の６７ 090-3538-5222
12080665 東京都 小原　恭子 ｵﾊﾞﾗ ｷｮｳｺ おばら行政書士事務所 160-0008 東京都新宿区四谷三栄町２番１４号３１４ 03-3358-3471
12080667 東京都 鳥飼　さつき ﾄﾘｶｲ ｻﾂｷ 行政書士とりかいさつき事務所 157-0076 東京都世田谷区岡本２丁目３番１８号 03-3709-7891

12080668 東京都 松木　茂 ﾏﾂｷ ｼｹﾞﾙ リバティ行政書士事務所 160-0004
東京都新宿区四谷４丁目２６－１　ロイヤルハイツ新
宿御苑１０８

03-5369-2656

12080675 東京都 綾田　光章 ｱﾔﾀ ﾐﾂｱｷ 行政書士ライト総合法務事務所 167-0052
東京都杉並区南荻窪４丁目３５番２１－１０９号　スカ
イコート荻窪

03-6824-2431

12080676 東京都 喜多村　淳 ｷﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 喜多村行政書士事務所 190-0031
東京都立川市砂川町８丁目８２番地の９　武蔵砂川ロ
イヤルハイツ１０１号

042-534-9425
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12080681 東京都 熊谷　木綿子 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｺ 行政書士熊谷木綿子法務事務所 156-0057 東京都世田谷区上北沢３丁目２５番２２号 050-3576-7464
12080682 東京都 坂田　幸典 ｻｶﾀ ﾖｼﾉﾘ 行政書士坂田幸典事務所 120-0015 東京都足立区足立３丁目５番１４号 090-1044-7185

12080888 東京都 谷家　幸子 ﾀﾆﾔ ｻﾁｺ 行政書士事務所タニヤンズ 180-0003
東京都武蔵野市吉祥寺南町２丁目２０番１－３０４号　
吉祥寺オリンピックマンション

0422-24-9839

12080920 東京都 伊藤　知子 ｲﾄｳ ﾄﾓｺ ＢＳＰ行政書士法人 102-0074 東京都千代田区九段南１－６－１７　千代田会館ビル 03-6910-0497

12081083 東京都 長村　親衛 ｵｻﾑﾗ ﾁｶｴｲ 親衛行政書士事務所 190-0033
東京都立川市一番町６丁目８番地の１　立川一番町
東　４５棟１０６号

042-531-5871

12081231 東京都 松浦　千加 ﾏﾂｳﾗ ﾁｶ このはな行政書士事務所 191-0002 東京都日野市新町２－５－５８ 042-582-2105

12081232 東京都 天川　大輔 ｱﾏｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ
イノベーション経営法務行政書士
事務所

160-0022
東京都新宿区新宿６丁目２９番９号　リバーレ東新宿
１２０２

03-3207-7292

12081235 東京都 佐藤　元則 ｻﾄｳ ﾓﾄﾉﾘ
さとうもとのり総合法務行政書士事
務所

181-0002 東京都三鷹市牟礼４丁目１８番３号　オレオ１２：１０３ 0422-72-2774

12081238 東京都 渡部　信弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 行政書士渡部信弘事務所 187-0022 東京都小平市上水本町５丁目２０番２－３３８号 042-326-5586

12081423 東京都 三宅　貴志 ﾐﾔｹ ﾀｶｼ 三宅行政書士事務所 157-0062
東京都世田谷区南烏山１丁目８番２３号　リチェル
カーレ芦花公園１０５

03-5317-8776

12081554 東京都 五代　文男 ｺﾞﾀﾞｲ ﾌﾐｵ 五代文男行政書士事務所 174-0064 東京都板橋区中台三丁目２７番Ｃ－１４０６号 03-6876-2931

12081559 東京都 古木　裕康 ﾌﾙｷ ﾋﾛﾔｽ ふるき行政書士事務所 101-0051
東京都千代田区神田神保町３丁目１１番１号　安田神
保町マンション７０６号

03-5213-4446

12081697 東京都 杉本　守男 ｽｷﾞﾓﾄ ﾓﾘｵ 杉本守男行政書士事務所 113-0033
東京都文京区本郷２丁目２５番１４号　第一ライトビル
５階５０１

03-3812-6833

12081716 東京都 宮本　信一 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 宮本信一行政書士事務所 157-0066 東京都世田谷区成城５丁目２０番１１号 03-3483-4178
12081933 東京都 中川　敏昭 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄｼｱｷ 中川行政書士事務所 192-0904 東京都八王子市子安町２丁目２３番９号 042-644-9567

12081936 東京都 滑川　知也 ﾅﾒｶﾜ ﾄﾓﾔ 滑川行政書士事務所 143-0023
東京都大田区山王２丁目１番８号　山王アーバンライ
フ４１５号

03-6809-9571

12081946 東京都 保屋野　高行 ﾎﾔﾉ ﾀｶﾕｷ 行政書士ＨＡＯ国際法務事務所 193-0823 東京都八王子市横川町９１８－１９２ 042-649-7804

12081949 東京都 脇濱　光正 ﾜｷﾊﾏ ﾐﾂﾏｻ リート行政書士事務所 183-0033
東京都府中市分梅町１丁目５番地の２　ラ・フラール
Ⅰ　２０１

042-403-2393

12081953 東京都 西山　紅実 ﾆｼﾔﾏ ｸﾐ 行政書士事務所みのり 168-0073 東京都杉並区下高井戸１丁目３０番１１－７０７号 03-5317-0718

12081955 東京都 藤林　修一 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｲﾁ 藤林行政書士事務所 132-0024
東京都江戸川区一之江７－８８－１１　クレ・エスポ
ワール３０３号室

03-6825-0678

12082037 東京都 渡辺　修一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳｲﾁﾛｳ Ｓｈｕｎ行政書士 145-0062 東京都大田区北千束一丁目１２番８号 03-6421-3554
12082041 東京都 杉浦　俊彦 ｽｷﾞｳﾗ ﾄｼﾋｺ 行政書士ハル事務所 191-0024 東京都日野市万願寺３－７－２８ 050-585-4560
12082154 東京都 溝口　平吉 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾍｲｷﾁ 溝口平吉行政書士事務所 136-0072 東京都江東区大島６丁目１５番２－１２１１号 03-3681-6707

12082155 東京都 佐藤　真一 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ
行政書士　佐藤真一　あおぞら法
務事務所

190-0022
東京都立川市錦町１丁目１４番１１号　シャトレーヌ松
本３０３号

042-595-7674

12082158 東京都 星野　正和 ﾎｼﾉ ﾏｻｶｽﾞ 高輪経営行政書士事務所 108-0074 東京都港区高輪２－１４－１４－８０１ 03-5795-0935

12082249 東京都 大浦　智幸 ｵｵｳﾗ ﾄﾓﾕｷ アクセス行政書士法人 187-0042
東京都小平市仲町３５０番地１　サンワード宮北Ａ１０
６号室

042-313-5005

12082250 東京都 竹内　千佳 ﾀｹｳﾁ ﾁｶ 行政書士スピカ総合法務事務所 107-0062
東京都港区南青山５丁目１０番２号　第２九曜ビル９０
３号室

03-3409-8911

12082251 東京都 北島　正一 ｷﾀｼﾞﾏ ｼｮｳｲﾁ 行政書士法人みかさ法務 101-0041
東京都千代田区神田須田町１丁目１８番６号　第一谷
ビル４階

03-6206-0432

12082330 東京都 白井　智永 ｼﾗｲ ﾄﾓﾉﾘ 白井智永行政書士事務所 155-0033 東京都世田谷区代田５丁目３５番２８号　エルニード１ 090-2748-1821
12082333 東京都 森田　祥 ﾓﾘﾀ ｼｮｳ ＳＨＯ行政書士事務所 169-0075 東京都新宿区高田馬場１丁目３１番８号－５２２ 03-6380-2363

12082623 東京都 竹尾　七海 ﾀｹｵ ﾅﾅﾐ ヨネツボ行政書士法人 103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町１－１７－２－９１２　ライ
オンズマンション日本橋

03-6661-0116

12082638 東京都 片岡　弘明 ｶﾀｵｶ ﾋﾛｱｷ 片岡行政書士法務事務所 201-0012 東京都狛江市中和泉１－２－１０　白井アパート２０２ 03-5497-1932
13010445 東京都 丸山　達也 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ アドヴェルト行政書士事務所 161-0031 東京都新宿区西落合一丁目２９番２３号 03-5906-5486
13080116 東京都 山下　マリ ﾔﾏｼﾀ ﾏﾘ マイティ行政書士事務所 113-0022 東京都文京区千駄木３丁目１０番２５－３０３号 03-3823-5959
13080234 東京都 横山　豊 ﾖｺﾔﾏ ﾕﾀｶ 横山行政書士事務所 132-0034 東京都江戸川区小松川３丁目９番２－１００１号 03-5626-4139
13080367 東京都 細井　幸彦 ﾎｿｲ ﾕｷﾋｺ 行政書士つばめ事務所 136-0072 東京都江東区大島３－７－８　ＶＩＶＩＥＮＤＡ瀧澤２０１ 03-6802-9416

13080370 東京都 木村　成宇 ｷﾑﾗ ﾅﾘﾀｶ 行政書士事務所　東京法務 169-0073
東京都新宿区百人町２丁目２６番５号　マイルドビル７
階（７０１号）

03-6908-9816

13080458 東京都 阪本　浩毅 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｷ
行政書士法人シグマ　都庁前オ
フィス

160-0023
東京都新宿区西新宿三丁目２番９号　新宿ワシントン
ホテルビル本館２階

03-5324-2777
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13080465 東京都 石川　忠司 ｲｼｶﾜ ﾀﾀﾞｼ 行政書士クレステートファーム 103-0013
東京都中央区日本橋人形町３－８－２　人形町ミハマ
ビル４Ｆ

03-3846-0388

13080466 東京都 吉田　功以 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾕｷ 吉田功以行政書士事務所 162-0812 東京都新宿区西五軒町９番４号 03-3267-8474
13080477 東京都 小野　智子 ｵﾉ ﾄﾓｺ 小野行政書士事務所 103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町５－１１－４０２ 03-3527-2952
13080480 東京都 今井　毅 ｲﾏｲ ﾀｹｼ 行政書士サンクス企画事務所 166-0003 東京都杉並区高円寺南３丁目２８番１２号 03-6383-2929
13080483 東京都 神田　敦子 ｶﾝﾀﾞ ｱﾂｺ 神田行政書士事務所 141-0033 東京都品川区西品川２丁目７番１６号 03-5496-5144
13080484 東京都 阪口　英樹 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ 阪口行政書士事務所 103-0004 東京都中央区東日本橋１丁目３番３号　阪英ビル５Ｆ 03-3864-4860
13080693 東京都 中村　尊正 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾏｻ アライヴ行政書士事務所 106-0045 東京都港区麻布十番２丁目１９番１０号　ＪＹＡＺＡＢＵ 03-5476-4540
13080694 東京都 深田　秀樹 ﾌｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 行政書士深田国際法務事務所 142-0063 東京都品川区荏原２丁目１８番６－３０５号 080-4835-4830
13080695 東京都 有坂　護 ｱﾘｻｶ ﾏﾓﾙ 有坂行政書士事務所 108-0074 東京都港区高輪１丁目２０番６号 03-3280-1015
13080706 東京都 平澤　恵 ﾋﾗｻﾜ ﾒｸﾞﾐ 行政書士平澤恵事務所 146-0082 東京都大田区池上八丁目１番１号 03-3752-4427
13080707 東京都 石原　丈路 ｲｼﾊﾗ ｼﾞｮｳｼﾞ 行政書士石原丈路事務所 114-0023 東京都北区滝野川７丁目２８番２号 03-3916-9173

13080717 東京都 依田　花蓮 ﾖﾀﾞ ｶﾚﾝ 行政書士よだかれん事務所 169-0075
東京都新宿区高田馬場４－２７－１５　エスカイア高
田馬場１０４

03-6908-9617

13080896 東京都 吉澤　順一 ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 行政書士吉澤法務会計事務所 101-0021 東京都千代田区外神田２丁目１番４－３０９号 03-6262-9806

13080905 東京都 瓦谷　雪洋 ｶﾜﾗﾀﾆ ﾕｷﾋﾛ 至誠行政書士事務所 115-0052
東京都北区赤羽北３丁目２６番５－１３１５号　東京メ
ガシティ

03-6337-5954

13080908 東京都 大木　雄一 ｵｵｷ ﾕｳｲﾁ 大木行政書士事務所 187-0001 東京都小平市大沼町３丁目１番２号 042-201-6461
13080911 東京都 浅井　泰子 ｱｻｲ ﾔｽｺ 行政書士フェローズ国際法務事務 150-0042 東京都渋谷区宇田川町３４－５　サイトービルⅢ５Ｆ１ 03-3461-2761
13081106 東京都 藤田　典久 ﾌｼﾞﾀ ﾉﾘﾋｻ 行政書士ミカサ経営法務事務所 203-0054 東京都東久留米市中央町二丁目４番７号 042-420-5259

13081109 東京都 齋藤　玲子 ｻｲﾄｳ ﾚｲｺ 東京品川行政書士事務所 141-0031
東京都品川区西五反田１－４－８　秀和五反田駅前
レジデンス５０８

03-6869-2169

13081114 東京都 東　雅人 ｱﾂﾞﾏ ﾏｻﾄ あづま法務行政書士事務所 131-0034 東京都墨田区堤通１－１１－２３　レオ向島４０１ 03-6657-3993
13081131 東京都 荒原　哲平 ｱﾗﾊﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 荒原行政書士事務所 116-0003 東京都荒川区南千住１丁目５５番９号 03-3802-0012

13081287 東京都 野武　正三郎 ﾉﾀｹ ｼｮｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 野武行政書士事務所 145-0064
東京都大田区上池台１－７－１６　スマートキューブ長
原２１７

----------

13081291 東京都 阿部　隆昭 ｱﾍﾞ ﾀｶｱｷ 行政書士阿部総合事務所 115-0055 東京都北区赤羽西１－１－１３－４０２ 050-3638-0876
13081297 東京都 石川　みゆき ｲｼｶﾜ ﾐﾕｷ 行政書士さくら法務事務所 123-0872 東京都足立区江北二丁目１１番１０号 03-5647-8117
13081490 東京都 櫛田　修司 ｸｼﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 櫛田行政書士事務所 161-0034 東京都新宿区上落合３丁目２１番１１号　昇峰ビル４０ 03-3364-7265

13081614 東京都 立川　若納 ﾀﾁｶﾜ ﾜｶﾅ Ｖｉａｌｔｏパートナーズ行政書士法人 100-0004
東京都千代田区大手町１丁目２番１号　Ｏｔｅｍａｃｈｉ　
Ｏｎｅタワー

03-6257-0805

13081620 東京都 春日　香奈絵 ｶｽｶﾞ ｶﾅｴ ＢＳＰ行政書士法人 102-0074 東京都千代田区九段南１－６－１７　千代田会館ビル 03-6910-0497
13081621 東京都 有末　睦子 ｱﾘｽｴ ﾑﾂｺ 有末総合行政書士事務所 152-0035 東京都目黒区自由が丘２－９－１５　宮崎第１ビル２Ｆ 03-5726-3866

13081762 東京都 福丸　裕久 ﾌｸﾏﾙ ﾋﾛﾋｻ 行政書士福丸国際法務事務所 169-0075
東京都新宿区高田馬場２丁目１９－７　タックイレブン
高田馬場５０４号

03-6273-8596

13081763 東京都 髙橋　政実 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾐ 高橋行政書士事務所 112-0011 東京都文京区千石１－２３－１３－３０２ 03-3945-7750

13081765 東京都 森　一正 ﾓﾘ ｶｽﾞﾏｻ 行政書士事務所トラスティル 104-0031
東京都中央区京橋二丁目２番１号　京橋エドグランサ
ウス４階

03-6661-0646

13081903 東京都 須藤　英彦 ｽﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾋｺ 須藤行政書士事務所 170-0005
東京都豊島区南大塚３－２３－４　アトラス大塚南フ
ラットコート７０３号

03-6823-5483

13081905 東京都 鈴木　恵子 ｽｽﾞｷ ｹｲｺ ＳＴＫ行政書士事務所 124-0006 東京都葛飾区堀切２丁目４８番１８号 03-5670-2780
13081994 東京都 林　浩一 ﾊﾔｼ ｺｳｲﾁ 行政書士林浩一事務所 176-0006 東京都練馬区栄町３７番８号 03-3993-5078
13082097 東京都 山田　尊義 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾖｼ 行政書士山田法務事務所 194-0044 東京都町田市成瀬１丁目１６番地５ 042-850-9004
13082176 東京都 田中　直子 ﾀﾅｶ ﾅｵｺ 有明行政書士事務所 135-0063 東京都江東区有明１丁目１番１７－１９０５号 080-3555-1272

13082242 東京都 青木　直彦 ｱｵｷ ﾅｵﾋｺ 行政書士事務所オムニアム 104-0032
東京都中央区八丁堀１－７－８　若狭ビル７Ｆ　ＷＩＺＵ　
Ｉｎｃ．内

03-4405-8402

13082245 東京都 岩井　信也 ｲﾜｲ ｼﾝﾔ アクト行政書士事務所 107-0052
東京都港区赤坂３丁目９番１８号　赤坂見附ＫＩＴＡＹＡ
ＭＡビル３Ｆ

03-5570-5671

13082426 東京都 藤原　将史 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏｻﾌﾐ ＷＩＳＴＥＲＩＡ　ＦＩＲＭ　行政書士事 192-0912 東京都八王子市絹ケ丘３丁目５９番７号 042-677-5152
13082514 東京都 金子　英明 ｶﾈｺ ﾋﾃﾞｱｷ 行政書士金子英明事務所 168-0062 東京都杉並区方南１丁目５２番２１号 03-3325-2714

13082576 東京都 渋川　聡 ｼﾌﾞｶﾜ ｱｷﾗ しぶかわ行政書士事務所 169-0075
東京都新宿区高田馬場１丁目１２番３号　セザール高
田馬場１０３

03-6884-7292

13082587 東京都 奥田　航平 ｵｸﾀﾞ ｺｳﾍｲ 奥田航平行政書士事務所 125-0041
東京都葛飾区東金町１丁目３番１－１１４号　プラウド
シティ金町ガーデン

03-6318-9552

13130968 東京都 冬木　洋二朗 ﾌﾕｷ ﾖｳｼﾞﾛｳ 七ッ葉行政書士事務所 100-0101 東京都大島町元町２－１２－１１ 04992-2-2112
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14080010 東京都 野村　篤史 ﾉﾑﾗ ｱﾂｼ
ビゼックス合同事務所　行政書士
野村篤史

160-0023
東京都新宿区西新宿三丁目５番３号　西新宿ダイヤ
モンドパレス９１２

03-6674-1248

14080012 東京都 五十嵐　亮 ｲｶﾞﾗｼ ｱｷﾗ 五十嵐行政書士事務所 206-0022 東京都多摩市聖ケ丘２－１５－３ 042-376-9375

14080231 東京都 平岡　英信 ﾋﾗｵｶ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 平岡行政書士事務所 206-0011
東京都多摩市関戸３丁目１１番地の７　ベルメゾンヤ
マグチ２０３

042-311-1208

14080382 東京都 清水　麻緒 ｼﾐｽﾞ ｱｻｵ Ｖｉａｌｔｏパートナーズ行政書士法人 100-0004
東京都千代田区大手町一丁目２番１号　Ｏｔｅｍａｃｈｉ　
Ｏｎｅタワー

03-6257-0805

14080476 東京都 岡田　啓 ｵｶﾀﾞ ｹｲ 行政書士　四季法務事務所 182-0007 東京都調布市菊野台１－４６－７ 042-444-1791
14080495 東京都 亀井　晃 ｶﾒｲ ｱｷﾗ 行政書士亀井晃事務所 140-0002 東京都品川区東品川３丁目１４番２６－２０７号 090-3917-5823

14080508 東京都 雲井　真理子 ｸﾓｲ ﾏﾘｺ
ＳＫＹコンサルティング行政書士事
務所

104-0061 東京都中央区銀座６丁目４番８号　曽根ビル３階 03-5962-8093

14080668 東京都 世利　寿美 ｾﾘ ｽﾐ 世利行政書士事務所 150-0041 東京都渋谷区神南１丁目１０－８　エフビル５階 03-6750-0356
14080676 東京都 松﨑　基城 ﾏﾂｻﾞｷ ﾓﾄｷ 松﨑行政書士事務所 125-0035 東京都葛飾区南水元１丁目８番１７－４０１号 03-5699-1955

14080894 東京都 出口　芳和 ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾖｼｶｽﾞ いでぐち行政書士事務所 160-0023
東京都新宿区西新宿７丁目２番６号　　西新宿Ｋ－１
ビル３階

03-6913-6056

14080895 東京都 近藤　一人 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋﾄ 近藤かずひと特定行政書士事務所 178-0063 東京都練馬区東大泉５丁目４０番４１号 03-5387-8492

14080896 東京都 寺島　朋弥 ﾃﾗｼﾏ ﾄﾓﾔ 行政書士法人ふたば 171-0022
東京都豊島区南池袋１丁目１６番１５号　ダイヤゲート
池袋５階

03-6454-4398

14081077 東京都 立山　昭浩 ﾀﾃﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 光法務行政書士事務所 136-0072
東京都江東区大島１丁目３０番９号　フェリーチェ西大
島２０１号

03-5875-5810

14081201 東京都 梶田　佐登志 ｶｼﾞﾀ ｻﾄｼ ＡＳＫ行政書士事務所 167-0054 東京都杉並区松庵１丁目１１番８号 03-5930-8628
14081205 東京都 鈴木　敏 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ すずき総合行政書士事務所 160-0004 東京都新宿区四谷１丁目９番　天龍ビル４階 03-6380-4801

14081326 東京都 谷内田　真也 ﾔﾁﾀﾞ ﾏｻﾔ 行政書士ＴＬＡ観光法務オフィス 104-0061
東京都中央区銀座三丁目１４番１３号　第一厚生館ビ
ル５階

03-5735-5157

14081329 東京都 呉　宗俊 ｸﾚ ﾑﾈﾄｼ 国際サポート行政書士事務所 170-0013 東京都豊島区東池袋１－３１－５　池袋アビタシオン８ 080-3721-1700
14081432 東京都 原田　豊 ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾀｶ 行政書士アーク総合 166-0012 東京都杉並区和田３丁目６番１９号 03-5929-8622
14081567 東京都 髙麗　千織 ｺｳﾏ ﾁｵﾘ 行政書士こうま法務事務所 181-0002 東京都三鷹市牟礼７－５－１４ 0422-45-3786

14081714 東京都 横坂　剛比古 ﾖｺｻｶ ﾀｹﾋｺ ラフ・アンド・タフ行政書士事務所 160-0022
東京都新宿区新宿１－２６－１２　四谷御苑マンション
７０５号

03-3355-3578

14081717 東京都 佐藤　華子 ｻﾄｳ ﾊﾅｺ シルクロード国際行政書士事務所 111-0036 東京都台東区松が谷１－１－６　梅田ビル２０１ 03-5846-9673
14081729 東京都 高橋　輝 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ アーバンリーガル行政書士事務所 125-0041 東京都葛飾区東金町６丁目１３番２６号 03-5660-0085

14081828 東京都 紅谷　千代子 ﾍﾞﾆﾀﾆ ﾁﾖｺ ベータ行政書士事務所 171-0033
東京都豊島区高田三丁目１４番２９号　ＫＤＸ高田馬
場ビル６０２号室

050-5891-6353

14081829 東京都 渥美　元博 ｱﾂﾐ ﾓﾄﾋﾛ 行政書士渥美元博事務所 194-0041 東京都町田市玉川学園７－２３－３３ 042-728-9587
14081939 東京都 小倉　美幸 ｵｸﾞﾗ ﾐﾕｷ 小倉美幸行政書士事務所 144-0043 東京都大田区羽田四丁目８番４号　メゾンカサマツ１ 03-3744-5278

14081943 東京都 池谷　三良 ｲｹｶﾞﾔ ﾐﾂﾖｼ
行政書士ＤＣＴサポート国際法務事
務所

192-0372
東京都八王子市下柚木３丁目６番地　フェリズ南大沢
５０７号

042-678-0288

14081945 東京都 遠藤　正樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ ビーンズ行政書士事務所 135-0016 東京都江東区東陽２－４－３９　新東陽ビル４Ｆ３１号 03-6823-5514
14082039 東京都 竹田　佳保利 ﾀｹﾀﾞ ｶﾎﾘ たけだかほり行政書士事務所 167-0051 東京都杉並区荻窪２丁目３１番１３－７０１号 03-3220-2259

14082148 東京都 白鳥　一 ｼﾗﾄﾘ ﾊｼﾞﾒ 白鳥行政書士事務所 160-0022
東京都新宿区新宿二丁目１２番４号　アコード新宿ビ
ル３０１号

03-5225-1488

14082162 東京都 滝沢　繁夫 ﾀｷｻﾞﾜ ｼｹﾞｵ 滝沢行政書士事務所 175-0081
東京都板橋区新河岸２－１－３１　クレストフォルム髙
島平グランステージ３０６号

03-3939-6717

14082164 東京都 山本　慎一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ 墨田やまもと法務行政書士事務所 130-0004 東京都墨田区本所１－６－１２－６０２号 03-3622-8019
14082234 東京都 新田　斉 ﾆｯﾀ ﾋﾄｼ 新田行政書士事務所 204-0023 東京都清瀬市竹丘三丁目１０番７８号 042-455-2796
14082237 東京都 岩本　吉史 ｲﾜﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ よいわ行政書士事務所 105-0021 東京都港区東新橋１丁目１０番１－１７０２号 03-6274-6880
14082252 東京都 阿川　裕史 ｱｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 阿川行政書士事務所 192-0907 東京都八王子市長沼町１３０番地４ 042-635-9002
14082411 東京都 平野　良樹 ﾋﾗﾉ ﾖｼｷ 平野良樹行政書士事務所 185-0035 東京都国分寺市西町二丁目２０番地５０ 042-576-6382
14082415 東京都 大平　誠一郎 ｵｵﾋﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ カナエル行政書士事務所 130-0021 東京都墨田区緑三丁目７番１９号　早川ビル１階 03-5600-1133
14082540 東京都 萩原　康弘 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾔｽﾋﾛ はぎわら行政書士事務所 192-0045 東京都八王子市大和田町６－２１－１７　茜ハイム１０ 042-698-4486

15080010 東京都 木村　正 ｷﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 行政書士木村正事務所 107-0062
東京都港区南青山三丁目１番３号　スプライン青山東
急ビル６階

090-7707-5820

15080083 東京都 羽生　雄二郎 ﾊﾌﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ はぶ行政書士事務所 158-0082 東京都世田谷区等々力６丁目２８番９号 03-6326-6602

15080329 東京都 藤田　治美 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙﾐ ふじたはるみ行政書士事務所 100-0006
東京都千代田区有楽町一丁目７番１号　有楽町電気
ビル南館９階９５２

03-6256-0002
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15080397 東京都 髙橋　潔 ﾀｶﾊｼ ｷﾖｼ くがやま行政書士オフィス 168-0082 東京都杉並区久我山４丁目２番２号 03-3331-1405

15080405 東京都 山田　修 ﾔﾏﾀﾞ ｵｻﾑ 山田修行政書士事務所 194-0037
東京都町田市木曽西４丁目２２番３３号　エステートピ
ア木曽１　２０１号室

042-794-9255

15080413 東京都 松田　英一 ﾏﾂﾀﾞ ｴｲｲﾁ まつだ行政書士事務所 165-0022
東京都中野区江古田４丁目２０番３号　ライオンズマ
ンション沼袋第２　２０６

03-5380-1494

15080419 東京都 山本　孝行 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾕｷ アクト行政書士法務事務所 158-0081 東京都世田谷区深沢６－９－９－３０６ 090-3139-0023
15080430 東京都 平山　益明 ﾋﾗﾔﾏ ﾏｽｱｷ Ｍ＆Ｋ行政書士法務事務所 170-0013 東京都豊島区東池袋１丁目３１－１３－５０３号 03-6912-9952

15080435 東京都 伊藤　直也 ｲﾄｳ ﾅｵﾔ 伊藤直也行政書士事務所 154-0023
東京都世田谷区若林１丁目１５番１０号　世田谷電設
会館２階

03-5787-8590

15080611 東京都 野澤　日法 ﾉｻﾞﾜ ﾆｯﾎﾟｳ 野澤日法行政書士事務所 196-0004 東京都昭島市緑町４丁目１５番７号 042-545-3541

15080630 東京都 岡部　邦暁 ｵｶﾍﾞ ｸﾆｱｷ 行政書士おかべ 164-0001
東京都中野区中野五丁目３２番４号　中野ステーショ
ンハイツ３０３号

070-8322-9325

15080634 東京都 井原　健 ｲﾊﾗ ﾀｹｼ 行政書士井原法務事務所 157-0067 東京都世田谷区喜多見５丁目２番１０号 03-6796-2960

15080847 東京都 新屋敷　孝 ｼﾝﾔｼｷ ﾀｶｼ ドルフィン行政書士事務所 190-0022
東京都立川市錦町１－４－４　立川サニーハイツ２０３
ＫＯＤＡＣＨＩ８号室

070-4490-8162

15080848 東京都 井川　水史 ｲｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾌﾐ 井川行政書士事務所 113-0033 東京都文京区本郷１－５－１７　三洋ビル２１号 03-5800-0522
15081157 東京都 藤井　惠子 ﾌｼﾞｲ ｹｲｺ カーライル行政書士事務所 107-0052 東京都港区赤坂２－２１－５　ＡＢＣ　Ａ－８ 090-6311-8496
15081161 東京都 松尾　海一 ﾏﾂｵ ｶｲｲﾁ 行政書士松尾国際法務事務所 151-0053 東京都渋谷区代々木２－２３－１　２３６号 090-9300-7958
15081273 東京都 細井　聡 ﾎｿｲ ｻﾄｼ 大江戸行政書士法人 111-0033 東京都台東区花川戸１－７－５　白井ビル３Ｆ 03-6375-8032
15081553 東京都 林　政明 ﾊﾔｼ ﾏｻｱｷ 林政明行政書士事務所 178-0063 東京都練馬区東大泉６丁目３番３２号 03-5935-7205
15081558 東京都 村尾　和俊 ﾑﾗｵ ｶｽﾞﾄｼ 村尾行政書士事務所 187-0004 東京都小平市天神町４丁目１３番２４－３０５号 042-345-4747
15081664 東京都 淺野　直久 ｱｻﾉ ﾅｵﾋｻ 行政書士浅野事務所 156-0051 東京都世田谷区宮坂２丁目２０番１号 03-3429-0923

15081821 東京都 丸山　淳 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝ まるやま行政書士事務所 203-0002
東京都東久留米市神宝町２－１４－１７　ベルジュー
ル東久留米３０６

042-420-9591

15081825 東京都 鎌田　恵美 ｶﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ めぐみ総合行政書士事務所 188-0011
東京都西東京市田無町３－９－４　第５ルミエール田
無２０２

090-1802-0433

15081900 東京都 櫻井　圀郎 ｻｸﾗｲ ｸﾆｵ 行政書士櫻井圀郎事務所 103-0013
東京都中央区日本橋人形町一丁目１７番７号　ナン
ヤビル６０２号

090-4531-8579

15081907 東京都 織井　智子 ｵﾘｲ ﾄﾓｺ おりい行政書士事務所 154-0005 東京都世田谷区三宿２－１６－１０－６２３号 090-2529-0173
15082060 東京都 鈴木　美津子 ｽｽﾞｷ ﾐﾂｺ プルメリア行政書士事務所 111-0035 東京都台東区西浅草３－２２－３－１９１０ 03-6314-7569
15082141 東京都 趙　德男 ﾁｮｳ ﾄｸｵ ＣＨＯ行政書士事務所 144-0047 東京都大田区萩中２丁目３番６号 03-3742-2889
15082142 東京都 内野　喜行 ｳﾁﾉ ﾖｼﾕｷ 内野法務行政書士事務所 190-0012 東京都立川市曙町１－１６－１７　ライトウェル曙１０２ 042-519-3832
15082143 東京都 帆秋　啓史 ﾎｱｷ ｹｲｼ 行政書士事務所トラスト・スクエア 115-0045 東京都北区赤羽二丁目２１番２号　２階 03-6903-8256
15082236 東京都 髙木　泰子 ﾀｶｷﾞ ﾔｽｺ ナユタ行政書士事務所 105-0004 東京都港区新橋５丁目７－１　久松ビル３０１ 03-6876-9503
15082298 東京都 鈴木　正子 ｽｽﾞｷ ﾏｻｺ ブロッサム東京行政書士事務所 176-0012 東京都練馬区豊玉北６丁目１４番８－６０２号 03-6821-1736

15082365 東京都 佐藤　健一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 行政書士佐藤事務所 103-0007
東京都中央区日本橋浜町２丁目２２番５号　ヴェラハ
イツ浜町３０４

03-6264-9198

15082369 東京都 佐藤　英樹 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 行政書士佐藤英樹事務所 140-0004 東京都品川区南品川５丁目１０番３１－１０３号 03-3474-2735

15090859 東京都 平田　雅睦 ﾋﾗﾀ ﾏｻﾖｼ 行政書士みやび法務事務所 182-0024
東京都調布市布田１丁目４５番地６　ライオンズマン
ション調布駅前６０８

050-5585-5192

15091297 東京都 久保　祥子 ｸﾎﾞ ｼｮｳｺ 行政書士法人ふたば 171-0022
東京都豊島区南池袋１丁目１６番１５号　ダイヤゲート
池袋５階

03-6454-4398

16080022 東京都 石本　泰之 ｲｼﾓﾄ ﾔｽﾕｷ 石本行政書士事務所 101-0041 東京都千代田区神田須田町１－２４－２１ 03-3253-5060
16080027 東京都 吉川　博 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛｼ 行政書士よしかわ事務所 135-0012 東京都江東区海辺１－１５－３０２ 03-6666-5248
16080096 東京都 萩原　洋 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ 銀河行政書士事務所 183-0026 東京都府中市南町４丁目２１番地の２２　ベルメゾン１ 042-302-6161
16080166 東京都 野積　優 ﾉﾂﾞﾐ ﾏｻﾙ 野積行政書士事務所 166-0002 東京都杉並区高円寺北１丁目１４番１０号 03-5942-7101
16080235 東京都 藏田　朝彦 ｸﾗﾀ ﾄﾓﾋｺ 藏田行政書士事務所 135-0021 東京都江東区白河３丁目１１番１０－８０３号 03-3642-3635
16080237 東京都 宮﨑　千明 ﾐﾔｻﾞｷ ﾁｱｷ 宮﨑千明行政書士事務所 171-0043 東京都豊島区要町２丁目３５番９号 03-3957-4747
16080363 東京都 芹川　普一 ｾﾘｶﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 代官山行政書士事務所 108-0014 東京都港区芝５－２９－２２－１００６ 050-3394-2724
16080492 東京都 竹内　健一 ﾀｹｳﾁ ｹﾝｲﾁ ユーカリ行政書士事務所 181-0012 東京都三鷹市上連雀８丁目８番１１号 0422-57-7033
16080496 東京都 西沢　修一 ﾆｼｻﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 西沢修一行政書士事務所 124-0012 東京都葛飾区立石５丁目２５番６号 03-3694-1521

16080497 東京都 北原　有機夫 ｷﾀﾊﾗ ﾕｷｵ 北原有機夫行政書士事務所 183-0004
東京都府中市紅葉丘２丁目９番地の８　エクセル府中
紅葉丘５０５

042-403-6292

16080684 東京都 川邉　良平 ｶﾜﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ 川邉行政書士事務所 144-0056
東京都大田区西六郷四丁目３０番７号　音金六郷マ
ンション１－Ｃ

03-3734-0491
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16080691 東京都 古井　悠稀 ﾌﾙｲ ﾊﾙﾏ 行政書士古井法務事務所 160-0022
東京都新宿区新宿１丁目３６番２号　新宿第七葉山ビ
ル３階

080-6688-6845

16080693 東京都 井手尾　博之 ｲﾃﾞｵ ﾋﾛﾕｷ Ｋｉｎｃ行政書士事務所 182-0022 東京都調布市国領町７－５１－１－９０１ 042-444-2668

16080705 東京都 波賀野　剛如 ﾊｶﾞﾉ ﾀｹﾕｷ 行政書士波賀野剛如事務所 124-0023
東京都葛飾区東新小岩１丁目５番１８－１３０７号　ア
デニウム新小岩

080-8165-2662

16080709 東京都 玉置　徹 ﾀﾏｷ ﾄｵﾙ 玉置徹行政書士法務事務所 156-0044 東京都世田谷区赤堤３丁目３７番１号 03-6379-5411

16080710 東京都 安齋　美子 ｱﾝｻﾞｲ ﾖｼｺ 安齋美子行政書士法人 108-0075
東京都港区港南１丁目９－３６　アレア品川ビル１３階
エキスパートオフィス品川内

03-6426-4375

16080721 東京都 山田　和彦 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 行政書士オフィス　未来計画 104-0033 東京都中央区新川２－２１－１０　リードシー八丁堀３ 090-5754-4526
16080728 東京都 立川　悦史 ﾀﾁｶﾜ ｴﾂｼ たちかわ行政書士事務所 115-0055 東京都北区赤羽西４丁目２４番２号 03-3900-3987
16080860 東京都 柳川　裕幸 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 柳川行政書士事務所 177-0033 東京都練馬区高野台５丁目１４番２０号 080-6036-5386
16080864 東京都 髙𣘺　直樹 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ アールエム行政書士事務所 132-0014 東京都江戸川区東瑞江一丁目４２番５号 03-3679-8004
16080865 東京都 藤重　智洋 ﾌｼﾞｼｹﾞ ｻﾄﾋﾛ 行政書士第一法務会計事務所 144-0034 東京都大田区西糀谷４－７－１０　ウィズルーチェ１Ｆ 03-6423-2086
16080868 東京都 萩原　光博 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐﾂﾋﾛ 萩原行政書士事務所 187-0002 東京都小平市花小金井４丁目１２番３号 042-427-7062

16080871 東京都 佐藤　甲 ｻﾄｳ ｺｳ 行政書士サトー法務事務所 131-0031
東京都墨田区墨田一丁目１５番１５－４０３号　ライオ
ンズプラザ東向島

03-6657-1440

16080874 東京都 齊藤　敦子 ｻｲﾄｳ ｱﾂｺ 斎藤行政書士事務所 135-0016
東京都江東区東陽３－２３－２６　東陽町コーポラス３
階３１号室

03-5875-1361

16080875 東京都 井﨑　忠弘 ｲｻﾞｷ ﾀﾀﾞﾋﾛ リライアンス東京行政書士事務所 171-0021 東京都豊島区西池袋５丁目５番２１－７０１号 03-5944-1027

16080878 東京都 足立　繭子 ｱﾀﾞﾁ ﾏﾕｺ 足立繭子行政書士事務所 153-0061
東京都目黒区中目黒１丁目１番１７－２－２０２号　マ
ンション第２恵比須苑

03-5721-2398

16080885 東京都 大石　徹 ｵｵｲｼ ﾄｵﾙ 行政書士おおいしとおる事務所 125-0053 東京都葛飾区鎌倉３丁目４９番３号 090-3427-8712
16081045 東京都 常石　敏由 ﾂﾈｲｼ ﾄｼﾕｷ 行政書士事務所ライフ・ナヴィ 132-0031 東京都江戸川区松島４－３２－９ 050-3620-5725
16081231 東京都 齋藤　るり ｻｲﾄｳ ﾙﾘ ミネルヴァ国際法務行政書士事務 116-0003 東京都荒川区南千住５丁目３９番１３号　１Ｆ 090-5809-5809
16081234 東京都 毛利　公彦 ﾓｳﾘ ｷﾐﾋｺ 毛利行政書士事務所 114-0002 東京都北区王子１－２３－１－２０２ 03-6903-0534
16081239 東京都 横井　貴広 ﾖｺｲ ﾀｶﾋﾛ 行政書士よこい法務事務所 130-0011 東京都墨田区石原１－７－５－４０４　ウイントンハウ 03-5610-7061

16081245 東京都 上條　友美子 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕﾐｺ 南多摩桑都行政書士事務所 192-0046
東京都八王子市明神町４－１－９　シャンボール八王
子６０３号

042-649-3128

16081252 東京都 田草川　あや ﾀｿｶﾞﾜ ｱﾔ
行政書士成城総合法務事務所　Ｓ
ＥＩＪＯ　ＬＥＧＡＬ　ＡＦＦＡＩＲＳ

157-0066 東京都世田谷区成城５丁目２０番２１号－Ａ 050-5307-9139

16081417 東京都 根嵜　知恵子 ﾈｻﾞｷ ﾁｴｺ 行政書士根崎知恵子事務所 144-0052 東京都大田区蒲田二丁目１番２６号 03-5480-4860

16081512 東京都 大関　一 ｵｵｾﾞｷ ﾊｼﾞﾒ 大関一行政書士事務所 102-0093
東京都千代田区平河町２丁目３番１０号　ライオンズ
マンション平河町２０６号

03-6272-4695

16081513 東京都 淺野　透 ｱｻﾉ ﾄｵﾙ 櫻咲絆行政書士事務所 177-0041 東京都練馬区石神井町３丁目２５番４－６０８号 03-5923-9049
16081520 東京都 菊地　圭介 ｷｸﾁ ｹｲｽｹ ローランド行政書士事務所 103-0004 東京都中央区東日本橋３－１２－１１　アヅマビル 03-6661-0320

16081722 東京都 伊田　誠 ｲﾀﾞ ﾏｺﾄ
東京国際パートナー行政書士事務
所

164-0012
東京都中野区本町４－４４－１３　西京城西ビル２階１
１号室

080-3550-1192

16081727 東京都 久保　ちま ｸﾎﾞ ﾁﾏ 行政書士久保ちま事務所 158-0093 東京都世田谷区上野毛１丁目３２番１４－４０１号 080-4610-4341
16082008 東京都 池田　智 ｲｹﾀﾞ ｻﾄｼ 池田行政書士事務所 192-0056 東京都八王子市追分町９番８－３０１号 042-686-0502
16082009 東京都 藤波　良之 ﾌｼﾞﾅﾐ ﾖｼﾕｷ 行政書士藤波良之事務所 177-0042 東京都練馬区下石神井６丁目３５番１１号 03-6311-1968
16082017 東京都 池上　敏治 ｲｹｶﾞﾐ ﾄｼﾊﾙ 池上行政書士事務所 107-0061 東京都港区北青山２－７－２０　猪瀬ビル２Ｆ 03-4455-2103
16082082 東京都 矢村　貴子 ﾔﾑﾗ ﾀｶｺ 矢村行政書士事務所 168-0081 東京都杉並区宮前３－５－３８ 03-4291-3943
16082084 東京都 佐藤　信吾 ｻﾄｳ ｼﾝｺﾞ 圓行政書士事務所 143-0015 東京都大田区大森西６丁目１２番２４号 03-6428-6510
16082087 東京都 大隈　泰成 ｵｵｸﾏ ﾔｽﾅﾘ 行政書士大隈法務事務所 104-0054 東京都中央区勝どき４丁目１番２－６０２号 090-1124-1184
16082168 東京都 児玉　麻子 ｺﾀﾞﾏ ｱｻｺ 行政書士マハナ法務事務所 101-0047 東京都千代田区内神田２－８－４－２Ｆ２１ 070-4448-6849
16082252 東京都 竹野入　信吾 ﾀｹﾉｲﾘ ｼﾝｺﾞ 竹野入行政書士事務所 206-0001 東京都多摩市和田１４４６番地の１－３０９ ----------
16082264 東京都 木佐谷　康 ｷｻﾀﾆ ﾔｽｼ 行政書士きさたに経営法務事務所 164-0003 東京都中野区東中野３丁目２４番８号 03-5358-9025
16082420 東京都 磯部　誠 ｲｿﾍﾞ ﾏｺﾄ 行政書士いそべ法務事務所 158-0095 東京都世田谷区瀬田２丁目３１番３７号－６０２ 03-3707-5427

16082496 東京都 小勝　友喜 ｵｶﾞﾂ ﾕｳｷ ゆうき行政書士事務所 110-0016
東京都台東区台東４－３０－６　Ｉ　ＬＩＶＥ　ＦＯＲＥＳＴ７
０５号

090-5411-1389

17080014 東京都 時政　英之 ﾄｷﾏｻ ﾋﾃﾞﾕｷ 共立行政書士事務所 116-0001 東京都荒川区町屋３丁目２番１－３０４号 03-3800-1760
17080093 東京都 松田　正久 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾋｻ 松田正久行政書士事務所 175-0082 東京都板橋区高島平五丁目３６番４号 03-5968-5421

17080142 東京都 勝呂　有子 ｽｸﾞﾛ ﾕｳｺ 勝呂有子行政書士事務所 160-0017
東京都新宿区左門町１４番地６１　フォルム四谷外苑
東１４０７

03-3353-5505

17080282 東京都 荒山　慎一郎 ｱﾗﾔﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 行政書士荒山慎一郎事務所 158-0093 東京都世田谷区上野毛２－２３－３０－１０６ 03-4283-0978
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17080437 東京都 吉田　憲太郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 行政書士吉田事務所 171-0014
東京都豊島区池袋２－５７－６　ＭＣオフィス池袋西口
３０５号室

03-6820-1234

17080442 東京都 宮本　邦子 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆｺ 宮本行政書士事務所 135-0016 東京都江東区東陽５丁目３０番６－１１１号 03-3645-4971
17080447 東京都 酒井　信義 ｻｶｲ ﾉﾌﾞﾖｼ 行政書士酒井信義事務所 188-0011 東京都西東京市田無町２丁目１４番１２－３０５号 042-445-4124

17080448 東京都 田中　真理子 ﾀﾅｶ ﾏﾘｺ 行政書士田中真理子事務所 192-0904
東京都八王子市子安町４丁目１５番地１９号３０１　Ｏ
ＨＫＵＢＯ－８８

042-664-7913

17080450 東京都 宮田　和也 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞﾔ 行政書士みなと総合法務事務所 104-0045 東京都中央区築地六丁目７番１号　若林税理士法人 090-9369-2640
17080610 東京都 小笠原　渉 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾜﾀﾙ ワンダ国際行政書士事務所 170-0001 東京都豊島区西巣鴨１－２－２１　ＷＡＮＤＡビル２階 03-4546-1665

17080624 東京都 河嶌　宏 ｶﾜｼﾏ ﾋﾛｼ かわしま行政書士事務所 105-0003
東京都港区西新橋１－１９－６　桔梗備前ビル６０４号　
サンユウテック（株）内

03-3502-7518

17080636 東京都 長江　修 ﾅｶﾞｴ ｵｻﾑ ＯＮ行政書士事務所 141-0022
東京都品川区東五反田１丁目８番１１号　シルバープ
ラザ五反田２０１

090-3682-9388

17080638 東京都 八木　美苑 ﾔｷﾞ ﾐｿﾉ 藤のうさぎ行政書士事務所 103-0011
東京都中央区日本橋大伝馬町１３－７　日本橋ＢＣ
ノースポイントＢ２２３

03-6403-3752

17080639 東京都 吹田　滋 ｽｲﾀ ｼｹﾞﾙ 見晴らし坂行政書士事務所 140-0011 東京都品川区東大井５丁目２４－２３－３０１ 03-6433-1201
17080761 東京都 堀越　義久 ﾎﾘｺｼ ﾖｼﾋｻ あきはばら行政書士事務所 101-0021 東京都千代田区外神田五丁目２番９号　１階１０１ 03-6240-1443

17080773 東京都 本間　美也子 ﾎﾝﾏ ﾐﾔｺ 行政書士事務所Ｓｋｙｅ 104-0033
東京都中央区新川２丁目２１番１０号　リードシー八丁
堀２Ｆ－６

03-5657-0900

17080906 東京都 永光　由樹 ﾅｶﾞﾐﾂ ﾕｳｷ
行政書士法人ウィアライズ　東京
事務所

154-0022
東京都世田谷区梅丘１丁目１３番１２号　ＵＭＥＣＵＢ
Ｅ３１０

03-6413-7682

17080912 東京都 河橋　祥代 ｶﾜﾊｼ ｻﾁﾖ 幸恵行政書士事務所 182-0023 東京都調布市染地１丁目６番地１９ 042-426-4496
17081048 東京都 清水　康子 ｼﾐｽﾞ ﾔｽｺ 桜丘行政書士事務所 151-0073 東京都渋谷区笹塚１－２７－１３ 03-3460-6277
17081067 東京都 下田　俊幸 ｼﾓﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 行政書士下田俊幸事務所 181-0011 東京都三鷹市井口１丁目１３番４３号 0422-30-8456

17081201 東京都 森瀨　光毅 ﾓﾘｾ ﾐﾂﾀｹ 森瀨光毅行政書士事務所 110-0015
東京都台東区東上野５丁目４番３－７０３号　ザ・パー
クハウス上野

03-6313-9746

17081293 東京都 田村　勝久 ﾀﾑﾗ ｶﾂﾋｻ 田村行政書士事務所 105-0004 東京都港区新橋６－５－４　ＤＩＫマンション新橋７０５ 03-6822-3967
17081295 東京都 森田　晃仁 ﾓﾘﾀ ｱｷﾋﾄ 森田晃仁行政書士事務所 167-0031 東京都杉並区本天沼２丁目５番２号 03-6913-6292
17081300 東京都 松原　久 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋｻｼ 行政書士ミューズ・リーガル・アシ 165-0027 東京都中野区野方１丁目９番１２号 03-5942-4877
17081503 東京都 比留間　亮 ﾋﾙﾏ ﾘｮｳ ミカタ行政書士事務所 183-0005 東京都府中市若松町２丁目４５番地の６ 042-334-6165

17081504 東京都 平櫛　淳 ﾋﾗｸﾞｼ ｼﾞｭﾝ 赤坂特定行政書士事務所 107-0052
東京都港区赤坂９丁目１番７号　赤坂レジデンシャル
ホテル６４１号室

03-5314-9607

17081594 東京都 青木　茂樹 ｱｵｷ ｼｹﾞｷ 青木行政書士事務所 198-0042
東京都青梅市東青梅１丁目９番地の１７　メゾンドゥボ
ナール６０１

0428-27-0840

17081602 東京都 井上　りつ子 ｲﾉｳｴ ﾘﾂｺ 井上りつ子行政書士事務所 124-0012 東京都葛飾区立石１－３－７　ジョイフルスクエア５０２ 080-6333-0858
17081884 東京都 笠原　武 ｶｻﾊﾗ ﾀｹｼ 笠原武行政書士事務所 112-0002 東京都文京区小石川１－２６－１６　昭栄マンション２ 03-6662-8666
17081888 東京都 坂﨑　文哉 ｻｶｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 小平一橋大学前行政書士事務所 187-0045 東京都小平市学園西町１－２４－３－４ 090-8004-0391
17081892 東京都 有村　眞由美 ｱﾘﾑﾗ ﾏﾕﾐ 有村まゆ美国際行政書士事務所 107-0052 東京都港区赤坂６丁目１０番３３－６０２号 03-6873-1028
17081974 東京都 昆　英伸 ｺﾝ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 昆行政書士事務所 130-0025 東京都墨田区千歳２－５－５　１階１Ｇ号室 080-4712-9871
17081977 東京都 浦上　淳 ｳﾗｶﾞﾐ ｱﾂｼ 浦上行政書士事務所 171-0022 東京都豊島区南池袋２－４９－７　池袋パークビル１ 03-3981-7776
17081981 東京都 越智　秀也 ｵﾁ ﾋﾃﾞﾔ 行政書士ユビキタス法務事務所 152-0023 東京都目黒区八雲３丁目１４－２１－１０２ 090-5131-9907

17082057 東京都 小川　美和 ｵｶﾞﾜ ﾐﾜ 小川みわ行政書士事務所 135-0047
東京都江東区富岡２－１１－１８　リードシー門前仲町
ビル４Ｆ－１９

03-6823-5538

17082119 東京都 小島　和則 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾉﾘ こじま行政書士事務所 141-0031
東京都品川区西五反田１－４－８　秀和五反田駅前
レジデンス５０８号室

03-4405-4426

17082228 東京都 森元　温 ﾓﾘﾓﾄ ｱﾂｼ 行政書士南青山アーム法務事務 107-0062 東京都港区南青山２丁目２番１５号　ウィン青山３０３ 03-6804-5755
17082315 東京都 田久保　誠 ﾀｸﾎﾞ ﾏｺﾄ 田久保誠行政書士事務所 177-0044 東京都練馬区上石神井２丁目３７番８－６０３号 080-3017-7152
17091517 東京都 青手木　和枝 ｱｵﾃｷ ｶｽﾞｴ みみずく行政書士事務所 171-0022 東京都豊島区南池袋３－１８－３４－３０８ 050-3698-3309
17130494 東京都 三浦　早織 ﾐｳﾗ ｻｵﾘ 行政書士法人第一パートナーズ 171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目１３番２号　第一経理ビ 03-5957-1135
18080023 東京都 上野　佳子 ｳｴﾉ ｹｲｺ 行政書士事務所ユーサポート 135-0031 東京都江東区佐賀１丁目８番４－５０３号 080-5983-6076
18080034 東京都 小島　一德 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾉﾘ ＪＯＮＹ行政書士事務所 140-0001 東京都品川区北品川４丁目９番１７－３０５号 090-2238-1923
18080115 東京都 林　雄次 ﾊﾔｼ ﾕｳｼﾞ 行政書士はやし法務事務所 179-0084 東京都練馬区氷川台２丁目３番８号 03-3935-1691

18080238 東京都 會田　幸司 ｱｲﾀﾞ ｺｳｼﾞ 行政書士會田法務事務所 171-0022
東京都豊島区南池袋１丁目１８番２３号　ルックハイツ
池袋４０２号

03-6914-1132

18080472 東京都 若林　正晃 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻｱｷ 若林行政書士事務所 179-0085 東京都練馬区早宮３丁目３４番５号 03-6914-5130
18080493 東京都 掛林　敦子 ｶｹﾊﾞﾔｼ ｱﾂｺ ＭＡＫ行政書士事務所 106-0031 東京都港区西麻布４丁目１３番２３－３０２号 03-5467-0096
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18080497 東京都 秋山　俊彦 ｱｷﾔﾏ ﾄｼﾋｺ 特定行政書士あきやま法務事務所 151-0073
東京都渋谷区笹塚１丁目５６番６号　クレセントプラザ
笹塚７０Ｅ

03-6276-7425

18080678 東京都 花谷　宏和 ﾊﾅﾔ ﾋﾛｶｽﾞ 花谷行政書士事務所 121-0051 東京都足立区神明３丁目２３番１２号 050-5327-6478
18080683 東京都 藤間　利明 ﾌｼﾞﾏ ﾄｼｱｷ 藤間行政書士事務所 183-0031 東京都府中市西府町４丁目２３番地の３７ 042-571-3321

18080689 東京都 岩田　とみゑ ｲﾜﾀ ﾄﾐｴ
行政書士法人パートナーシップス
ペシャリスト

103-0026 東京都中央区日本橋兜町９－５－７１７号 03-5643-7225

18080699 東京都 北原　絢子 ｷﾀﾊﾗ ｱﾔｺ 行政書士ポラリス法務事務所 131-0044 東京都墨田区文花二丁目１３番３号 03-6661-8447
18080873 東京都 山下　真由美 ﾔﾏｼﾀ ﾏﾕﾐ ベリテ行政書士事務所 107-0062 東京都港区南青山４－２０－２０　Ｂ１ 090-9301-3749
18080880 東京都 原　弘樹 ﾊﾗ ﾋﾛｷ 行政書士原弘樹事務所 184-0004 東京都小金井市本町１丁目９番３号　エステート立花 042-316-7001
18081034 東京都 東郷　祥太 ﾄｳｺﾞｳ ｼｮｳﾀ 行政書士事務所ヴィレ 145-0062 東京都大田区北千束１丁目５１番１号　大成ビル３階 03-6421-1614
18081040 東京都 松田　充正 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾂﾉﾌﾞ ミツノブ行政書士事務所 155-0031 東京都世田谷区北沢３丁目６番１２号　コムシェソア１ 03-3527-1836
18081048 東京都 永井　章子 ﾅｶﾞｲ ｱｷｺ 行政書士オフィスフロイデ 120-0034 東京都足立区千住５丁目２２－１３－５０５ 03-3879-2204

18081059 東京都 金子　美和 ｶﾈｺ ﾐﾜ 金子美和行政書士事務所 102-0083
東京都千代田区麹町２－４－１１　麹町スクエアプラ
ザ１０階

03-3238-9010

18081233 東京都 長嶋　邦英 ﾅｶﾞｼﾏ ｸﾆﾋﾃﾞ 行政書士長嶋邦英事務所 143-0025 東京都大田区南馬込三丁目１３番１－４０３号 050-3743-3943
18081234 東京都 二階堂　泰則 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾔｽﾉﾘ 二階堂行政書士事務所 178-0061 東京都練馬区大泉学園町５丁目２６番６号 03-5905-1787

18081238 東京都 荒木　孝信 ｱﾗｷ ﾀｶﾉﾌﾞ 荒木孝信行政書士事務所 100-0013
東京都千代田区霞が関１－４－１　日土地ビル１階荒
木孝壬法律事務所内

03-6550-8105

18081246 東京都 落合　伸圭 ｵﾁｱｲ ﾉﾌﾞﾖｼ ブルーコーラル行政書士事務所 187-0042 東京都小平市仲町２５６－２４ 050-5582-9191
18081413 東京都 池田　祐太 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾀ 池田祐太行政書士事務所 107-0052 東京都港区赤坂４丁目５番２１号　バルミー赤坂５０６ 03-5797-7194
18081420 東京都 吉田　真美 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾐ 行政書士事務所メドルチェ 166-0003 東京都杉並区高円寺南４－２４－１２　Ｔｒｅｅｓ高円寺 03-6454-1250
18081425 東京都 近藤　宙時 ｺﾝﾄﾞｳ ﾁｭｳｼﾞ 近藤宙時行政書士事務所 100-0005 東京都千代田区丸ノ内２丁目２番１号　岸本ビル６Ｆ 03-4577-9148

18081531 東京都 竹花　隆幸 ﾀｹﾊﾅ ﾀｶﾕｷ 竹花行政書士事務所 160-0023
東京都新宿区西新宿７丁目１７番１４号　新宿シティ
源ビル５階

03-3366-6485

18081655 東京都 坂本　晃子 ｻｶﾓﾄ ｱｷｺ ルート行政書士事務所 123-0843 東京都足立区西新井栄町二丁目１４番１１号 03-6806-3302
18081658 東京都 落合　永嗣 ｵﾁｱｲ ﾋｻｼ 落合行政書士事務所 174-0041 東京都板橋区舟渡一丁目１９番９号 03-5918-7210
18081661 東京都 上田　和彦 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ ＩＣＥＢＥＲＧ行政書士事務所 194-0013 東京都町田市原町田５丁目４番４号　大塚ビル２０１ 042-866-7068
18081763 東京都 鴇田　雅人 ﾄｷﾀ ﾏｻﾄ 行政書士ときた事務所 120-0044 東京都足立区千住緑町三丁目２６番２号 03-6806-1966

18081773 東京都 山田　有紀彦 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾋｺ 山田行政書士事務所 180-0006
東京都武蔵野市中町１丁目２５番７号　ラヴィエス加
島２０７

0422-77-6433

18081892 東京都 阿部　剛 ｱﾍﾞ ﾂﾖｼ エービーシー行政書士事務所 162-0814 東京都新宿区新小川町５丁目５番　サンケンビル４階 03-3885-7271
18081902 東京都 古賀　民夫 ｺｶﾞ ﾀﾐｵ 古賀民夫行政書士事務所 146-0095 東京都大田区多摩川二丁目２４番６２－４－３０５号 03-3756-1845
18081908 東京都 石田　成陽 ｲｼﾀﾞ ﾅﾘｱｷ 石田行政書士事務所 121-0063 東京都足立区東保木間一丁目７番３－２０５号 080-6639-4722

18082059 東京都 岩瀬　勇祐 ｲﾜｾ ﾕｳｽｹ 岩瀬勇祐行政書士事務所 101-0061
東京都千代田区神田三崎町２丁目２０番１号　第１石
川ビル２０１号室

03-6272-5376

18082063 東京都 河村　修一 ｶﾜﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ カワムラ行政書士事務所 168-0081
東京都杉並区宮前３丁目３４番９号　ファミール西荻
Ⅲ１０１

03-5941-9763

18082065 東京都 千田　泰大 ﾁﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ
イミグレーション・ジャパン行政書士
事務所

150-0013
東京都渋谷区恵比寿一丁目２４番１４号　ＥＸＯＳ恵比
寿１階

03-6409-6517

18082136 東京都 青木　久美子 ｱｵｷ ｸﾐｺ 行政書士青木事務所 160-0023 東京都新宿区西新宿７－１７－１４　源ビル５階 03-6908-5252
18082216 東京都 坂口　尚隆 ｻｶｸﾞﾁ ﾅｵﾀｶ 坂口尚隆行政書士事務所 181-0013 東京都三鷹市下連雀８丁目５番１－２０６号 0422-47-8700
18082218 東京都 嶋屋　佐知子 ｼﾏﾔ ｻﾁｺ ブルー・オーシャン行政書士事務 107-0062 東京都港区南青山３－４－１８　コスモスマーサ１０１ 03-6721-9125
18082220 東京都 林　博史 ﾊﾔｼ ﾋﾛｼ 行政書士オフィス・ユー 115-0055 東京都北区赤羽西４丁目３１番１号 03-3909-3333
18082223 東京都 宮﨑　康 ﾐﾔｻﾞｷ ﾔｽｼ 大泉グリーン行政書士事務所 178-0065 東京都練馬区西大泉１丁目１９番３号 03-3924-4564

18082371 東京都 金子　浩二 ｶﾈｺ ｺｳｼﾞ 金子浩二行政書士事務所 151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷５－２６－５　代々木シティ
ホームズ２０７号

03-3358-1495

18082491 東京都 佐伯　哲 ｻｴｷ ｱｷﾗ 行政書士Ｍｉｒａｉｃａ 136-0072 東京都江東区大島８丁目２２番２１号　シャトーレ大島 050-5436-9201
18082569 東京都 吉村　美紀 ﾖｼﾑﾗ ﾐｷ 吉村美紀行政書士法務事務所 113-0001 東京都文京区白山１－３２－５　Ｋ２白山１０１ 03-5615-9214
18082571 東京都 福吉　誠 ﾌｸﾖｼ ﾏｺﾄ 福吉行政書士事務所 177-0042 東京都練馬区下石神井２丁目１８番７号 03-3997-9118

18090881 東京都 大澤　健太 ｵｵｻﾜ ｹﾝﾀ
行政書士法人メイガス国際法務事
務所

108-0075
東京都港区港南二丁目１６番２号　太陽生命品川ビ
ル２８階

03-5460-7704

19080102 東京都 板橋　克典 ｲﾀﾊﾞｼ ｶﾂﾉﾘ Ｉ．Ｌ．Ｓ．行政書士事務所 174-0071 東京都板橋区常盤台二丁目１７番７号 050-3612-7667
19080103 東京都 山口　修司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳｼﾞ 安心行政書士事務所 104-0061 東京都中央区銀座六丁目１３番７号　新保ビル６１２ 03-5656-1956
19080242 東京都 髙橋　一芳 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾖｼ 行政書士ｉｐｐｏオフィス 135-0004 東京都江東区森下１丁目５番５－１００４号 03-4500-7301
19080413 東京都 堀田　光雄 ﾎｯﾀ ﾐﾂｵ 堀田行政書士事務所 121-0055 東京都足立区加平二丁目１３番６－６０１号 03-3628-8779
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19080422 東京都 原口　一 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾊｼﾞﾒ 清和行政書士事務所 107-0052 東京都港区赤坂１丁目３番５号　赤坂アビタシオン３Ｆ 03-6380-8189
19080423 東京都 西山　麗麻 ﾆｼﾔﾏ ﾚｵ 行政書士西山麗麻事務所 116-0013 東京都荒川区西日暮里２丁目８番３－４０１号 03-3807-8080
19080547 東京都 星　寛志 ﾎｼ ﾋﾛｼ 行政書士星事務所 167-0051 東京都杉並区荻窪三丁目４７番２６号 03-6677-7647

19080719 東京都 井藤　徳康 ｲﾄｳ ﾉﾘﾔｽ 行政書士井藤徳康事務所 124-0024
東京都葛飾区新小岩一丁目５６番１７－２０２号　リ
リーベル新小岩スクエア

03-3654-5381

19080730 東京都 堀江　崇之 ﾎﾘｴ ﾀｶﾕｷ 行政書士やくも経営法務事務所 103-0004
東京都中央区東日本橋２丁目２８番４号　日本橋ＣＥ
Ｔビル２階

080-7276-2020

19080873 東京都 七野　栄一 ｼﾁﾉ ｴｲｲﾁ 行政書士七野国際法務事務所 170-0003 東京都豊島区駒込３－１－３　Ｂ２１０ 03-6773-9101
19081047 東京都 滝波　瑛子 ﾀｷﾅﾐ ﾖｳｺ ラッコ行政書士事務所 131-0045 東京都墨田区押上二丁目２番１－５０３号 080-7331-6555
19081189 東京都 安川　政惠 ﾔｽｶﾜ ﾏｻｴ やすかわ行政書士事務所 156-0053 東京都世田谷区桜２丁目２１番２３号－７ 03-6413-5704
19081191 東京都 石井　良昌 ｲｼｲ ﾖｼﾏｻ 行政書士石井良昌行政法務事務 125-0053 東京都葛飾区鎌倉２丁目１５番２０号 050-5318-2332

19081199 東京都 外立　勝也 ﾊｼﾀﾞﾃ ｶﾂﾔ はしだて行政書士事務所 113-0033
東京都文京区本郷１丁目３３番４号－３０４号室　ＵＰ　
ＢＡＳＥ水道橋

03-6875-5143

19081200 東京都 甲田　順子 ｺｳﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ Ｊ’ｓ行政書士事務所 151-0061 東京都渋谷区初台一丁目１１番２－６０１号 03-6300-0951
19081208 東京都 高橋　栄一 ﾀｶﾊｼ ｴｲｲﾁ 行政書士高橋えいいち事務所 182-0016 東京都調布市佐須町４丁目５１番地３０ 042-444-0496
19081211 東京都 竹島　甲太郎 ﾀｹｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ 行政書士たけしま法務事務所 177-0045 東京都練馬区石神井台６丁目１２番１６号 03-6479-4840

19081221 東京都 イトウ　小百合 ｲﾄｳ ｻﾕﾘ 行政書士イトウ小百合事務所 102-0084
東京都千代田区二番町９番３号　ＴＨＥ　ＢＡＳＥ麹町
Ｗ－２３５

03-4500-8957

19081222 東京都 佐久間　夏子 ｻｸﾏ ﾅﾂｺ 行政書士佐久間夏子事務所 102-0084
東京都千代田区二番町９番３号　ＴＨＥ　ＢＡＳＥ麹町
Ｗ－２３５

03-4500-8548

19081388 東京都 天野　牧子 ｱﾏﾉ ﾏｷｺ 四谷共同行政書士事務所 160-0004 東京都新宿区四谷２丁目１４番４号　ミツヤ四谷ビル 050-5361-6753

19081390 東京都 福本　里奈 ﾌｸﾓﾄ ﾘﾅ 行政書士福本りな総合事務所 105-0021
東京都港区東新橋２－７－３　ＢＩＺＭＡＲＫＳ新橋汐留
２１８号室

03-6403-4510

19081514 東京都 藤田　章 ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾗ 藤田章行政書士事務所 102-0085 東京都千代田区六番町１５番２号　鳳翔ビル４階 03-6268-9447
19081619 東京都 佐々木　優 ｻｻｷ ﾏｻﾙ 行政書士ささのは事務所 176-0021 東京都練馬区貫井２丁目２５番１号　ベルハイム１０１ 03-5942-4555
19081622 東京都 関口　大和 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛｶｽﾞ 関口大和行政書士事務所 134-0084 東京都江戸川区東葛西８丁目２７番１５ 03-6808-4646
19081631 東京都 髙梨　美由紀 ﾀｶﾅｼ ﾐﾕｷ 行政書士わかば事務所 121-0053 東京都足立区佐野二丁目１７番１５号 03-6336-4466
19081634 東京都 大木　美子 ｵｵｷ ﾖｼｺ おおき行政書士事務所 133-0051 東京都江戸川区北小岩１－３－１－３１０ 03-5668-1722
19081642 東京都 松下　恵子 ﾏﾂｼﾀ ｹｲｺ 行政書士事務所オリーブ 187-0032 東京都小平市小川町２丁目１１４３　キャッスル滝沢２ 080-7653-8800
19081643 東京都 大畠　康平 ｵｵﾊﾀ ﾔｽﾋﾗ 行政書士大畠康平事務所 135-0023 東京都江東区平野１丁目９番５号 03-6240-3196

19081652 東京都 小林　岳史 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 小林行政書士事務所 162-0064
東京都新宿区市谷仲之町３番１４号　市谷仲之町テラ
ス２０２

03-6380-5977

19081766 東京都 石川　裕 ｲｼｶﾜ ﾕﾀｶ ＤＣ行政書士事務所 141-0021
東京都品川区上大崎２丁目１８－２５　目黒三田フラ
ワーマンション３１０

03-6421-7694

19081773 東京都 新間　悟 ｼﾝﾏ ｻﾄﾙ マンシー行政書士事務所 104-0045 東京都中央区築地４－４－１４－２０５ 090-2663-7202

19081786 東京都 宮﨑　晋樹 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝｷ みやざき法務行政書士事務所 182-0024
東京都調布市布田２丁目１７番１号　ガーデンカラー
丸井３０４

080-1382-2293

19081919 東京都 長岡　裕樹 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｷ 彩貴行政書士事務所 160-0023
東京都新宿区西新宿７－２０－１６　ダイカンプラザシ
ティーⅡ管理室

080-3785-1541

19082000 東京都 畠山　裕之 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 畠山行政書士事務所 156-0051 東京都世田谷区宮坂１－１－１１－１０３ 03-3427-0928
19082012 東京都 高橋　誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 行政書士　高橋誠事務所 116-0011 東京都荒川区西尾久８丁目３０番１－４０９号 03-3819-4718
19082159 東京都 加藤　彰士 ｶﾄｳ ｼｮｳｼﾞ 加藤行政書士事務所 206-0031 東京都多摩市豊ヶ丘１丁目４４番地の５４ 042-389-6232
19082162 東京都 滝島　繁則 ﾀｷｼﾏ ｼｹﾞﾉﾘ たきしま行政書士事務所 170-0011 東京都豊島区池袋本町４丁目２３番７号　小山ビル２ 03-5843-3600
19082236 東京都 若林　正人 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 番町行政書士事務所 102-0084 東京都千代田区二番町９－３　ＴＨＥ　ＨＵＢ麹町Ｗ２ 03-5776-3566
19082248 東京都 丸山　麻衣 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｲ 行政書士まるやま事務所 104-0061 東京都中央区銀座七丁目１７番１８号　ジュエル銀座 03-6821-0244
19082310 東京都 福井　愛子 ﾌｸｲ ｱｲｺ 行政書士事務所はなみらい 162-0808 東京都新宿区天神町７９ 050-5438-7389
20080012 東京都 三好　達夫 ﾐﾖｼ ﾀﾂｵ 三好達夫行政書士事務所 114-0015 東京都北区中里一丁目８番２号 03-3821-1404
20080108 東京都 若月　正智 ﾜｶﾂｷ ﾏｻﾄﾓ 曳舟行政書士事務所 131-0046 東京都墨田区京島１丁目８番８号－１２ 070-4013-7386

20080240 東京都 松田　勉 ﾏﾂﾀﾞ ﾂﾄﾑ リアル・リンクス行政書士事務所 101-0032
東京都千代田区岩本町３－１０－７　東自機ビル７Ｆ　
１３号室

03-5835-1275

20080295 東京都 長谷川　久徳 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｻﾉﾘ 社会福祉総合行政書士事務所 105-0001
東京都港区虎ノ門５丁目１１番１５号　虎ノ門ＫＴビル７
階７０４

03-3436-0336

20080389 東京都 柴山　荘太郎 ｼﾊﾞﾔﾏ ｿｳﾀﾛｳ シバヤマ行政書士赤羽事務所 115-0042 東京都北区志茂２－３８－１ 03-6903-8926

20080492 東京都 東別府　拓真 ﾋｶﾞｼﾍﾞｯﾌﾟ ﾀｸﾏ 東別府拓真行政書士法務事務所 115-0042
東京都北区志茂２丁目６４番４号－２０２号室　レジデ
ンス保科

03-6821-0221
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20080502 東京都 髙津戸　智 ﾀｶﾂﾄﾞ ｻﾄｼ 髙津戸行政書士事務所 158-0098 東京都世田谷区上用賀５丁目２２番７号 080-6731-3455

20080503 東京都 鈴木　孝直 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾅｵ 孝行政書士事務所 151-0062
東京都渋谷区元代々木町４５番１－３１９号　ヒュー
リックコート元代々木

050-5375-4857

20080689 東京都 青木　敏孝 ｱｵｷ ﾄｼﾀｶ 日本橋行政書士あおき法務事務 103-0023 東京都中央区日本橋本町４－６－１０　サトービル５ 03-3270-5688

20080704 東京都 永谷　宗弘 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾑﾈﾋﾛ 永谷宗弘行政書士事務所 188-0013
東京都西東京市向台町３－５－２７　ヴィー・ガーデン
１１３８

042-452-7041

20080872 東京都 中平　淳 ﾅｶﾋﾗ ｼﾞｭﾝ ＥＮＵ東京行政書士事務所 102-0072
東京都千代田区飯田橋二丁目１－４　九段セントラル
ビル６０２

03-6910-0647

20081013 東京都 真鍋　啓 ﾏﾅﾍﾞ ﾊｼﾞﾒ 行政書士真鍋知財オフィス 207-0015
東京都東大和市中央４丁目９６５－２１５　デパール中
央４０３

042-843-8090

20081275 東京都 菅原　彬 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｷﾗ 行政書士菅原彬事務所 120-0015 東京都足立区足立二丁目２８番１１号 03-3889-9895
20081284 東京都 前山　愛実 ﾏｴﾔﾏ ｱｲﾐ 行政書士事務所エーミング 194-0004 東京都町田市鶴間３丁目－４－１　セントラルコートＬ 050-5849-4175
20081456 東京都 李　成銘 ﾘ ｾｲﾒｲ ＳＵＮ－ＢＲＩＧＨＴ行政書士事務所 111-0051 東京都台東区蔵前４－３４－７－９０２ 050-3579-0433
20081471 東京都 中尾　亮資 ﾅｶｵ ﾘｮｳｽｹ 行政書士石川台総合法務事務所 145-0066 東京都大田区南雪谷一丁目１７番１２号 03-6431-0875
20081826 東京都 小林　武男美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｵﾐ 行政書士小林武男美事務所 188-0001 東京都西東京市谷戸町３丁目３番２６号 042-423-0893
20082044 東京都 飛田　勤 ﾄﾋﾞﾀ ﾂﾄﾑ トビタ行政書士事務所 165-0025 東京都中野区沼袋２丁目３０番８号　アークビル沼袋 03-5942-5654

20082281 東京都 黒岩　芳成 ｸﾛｲﾜ ﾖｼﾅﾘ 行政書士法人富澤事務所 104-6023
東京都中央区晴海一丁目８番１０号　トリトンスクエア
オフィスタワーＸ２３Ｆ　株式会社プライムコミュニケー
ションズ内

0120-66-7830

20082378 東京都 梅澤　俊彦 ｳﾒｻﾞﾜ ﾄｼﾋｺ 特定行政書士プラム法務事務所 192-0082 東京都八王子市東町１２－８　長澤ビル５Ｆ－２７ 042-610-2901
20082479 東京都 村上　善昭 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼｱｷ 行政書士村上事務所 194-0003 東京都町田市小川７丁目３番１－８０５号 042-813-9366
20082557 東京都 臼井　厚志 ｳｽｲ ｱﾂｼ 行政書士臼井事務所 112-0001 東京都文京区白山４丁目１６番９号　板倉コーポ２０３ 03-6902-9802
20130898 東京都 伊藤　香織 ｲﾄｳ ｶｵﾘ 行政書士法人放デイラボ 165-0026 東京都中野区新井１丁目４番２号　ヴィラ中野３０４号 03-5942-9752
21080115 東京都 荒川　朋範 ｱﾗｶﾜ ﾄﾓﾉﾘ 荒川行政書士事務所 150-0044 東京都渋谷区円山町１４番１１－２０６号 03-6206-8189

21080370 東京都 古川　亮 ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳ 古川法務行政書士事務所 156-0057
東京都世田谷区上北沢４丁目１７番２号　ユーコート
上北沢３０７号

03-3306-2361

21080457 東京都 星川　優 ﾎｼｶﾜ ﾕｳ
行政書士アステリア綜合法務事務
所

167-0021
東京都杉並区井草５丁目１４番１６号　Ｋｉｎｇ　Ｌｏｇ　Ｈ
ｏｕｓｅ　１０２

03-4500-8524

21080635 東京都 塗木　薫 ﾇﾙｷ ｶｵﾙ すずめ行政書士事務所 114-0002
東京都北区王子５丁目１７－２２　志幸３５ＣＯＲＯＮ２
０４号室

03-5944-6551

21080638 東京都 長瀨　功 ﾅｶﾞｾ ｲｻｵ 行政書士長瀬事務所 102-0073 東京都千代田区九段北４－１－１６　氷川サニービル 03-6380-8870
21080646 東京都 藤本　順一 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 藤本順一行政書士事務所 134-0083 東京都江戸川区中葛西６丁目１番１－２０５号 03-5674-9230
21080660 東京都 木田　美雪 ｷﾀﾞ ﾐﾕｷ がじゅまる行政書士事務所 190-0164 東京都あきる野市五日市１１４０番地１２ 042-843-8005
21080664 東京都 市川　孝司 ｲﾁｶﾜ ﾀｶｼ 行政書士市川法務事務所 141-0032 東京都品川区大崎３丁目５番２号　エステージ大崎６ ----------
21080687 東京都 平古場　健治 ﾋﾗｺﾊﾞ ｹﾝｼﾞ 天沼行政書士事務所 167-0032 東京都杉並区天沼３丁目２３番８号 ----------

21080691 東京都 山口　淳一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ
オフィス０６山口淳一行政書士事務
所

174-0041
東京都板橋区舟渡１丁目１３番１０号　アイ・タワー２Ｆ　
６号室

----------

21080882 東京都 深町　博 ﾌｶﾏﾁ ﾋﾛｼ 深町行政書士綜合法務事務所 102-0084
東京都千代田区二番町９番３号　ＴＨＥＢＡＳＥ麹町Ｗ
－２２９号室

03-3230-6488

21080898 東京都 吉澤　弘学 ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 行政書士よしざわ法務事務所 178-0063 東京都練馬区東大泉６丁目３４番４１号　ＳＫビルⅢ４ 03-6824-3295
21080905 東京都 玉井　秀明 ﾀﾏｲ ﾋﾃﾞｱｷ ｓｔｙｌｅ－ｓｈｉｆｔ行政書士事務所 108-0014 東京都港区芝５丁目２６－２４　１階・２階　Ｒ１９ 050-3569-9094
21081067 東京都 西岡　牧子 ﾆｼｵｶ ﾏｷｺ アルマ行政書士事務所 150-0002 東京都渋谷区渋谷１－１－３　アミーホール４階 ----------

21081078 東京都 柴﨑　正人 ｼﾊﾞｻｷ ﾏｻﾄ 柴﨑正人行政書士事務所 101-0047
東京都千代田区内神田１丁目１５番７号　ＧＲＡＮＤＩＲ　
ＯＴＥＭＡＣＨＩ２０４号室

03-6822-4759

21081207 東京都 伊藤　志織 ｲﾄｳ ｼｵﾘ 南青山七丁目行政書士事務所 107-0062 東京都港区南青山７－１３－２１ 03-3499-7360
21081211 東京都 箸尾　奈央子 ﾊｼｵ ﾅｵｺ 行政書士はしお事務所 156-0057 東京都世田谷区上北沢１丁目２０番２６－１０６号 03-6313-9730

21081214 東京都 小林　健 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 小林健行政書士事務所 103-0004
東京都中央区東日本橋２丁目２８番４号　日本橋ＣＥ
Ｔビル４階

050-5526-3680

21081217 東京都 川上　立雄 ｶﾜｶﾐ ﾀﾂｵ 行政書士オフィス　カワセミ 157-0067 東京都世田谷区喜多見８丁目４番２７号 03-3749-4300
21081225 東京都 髙田　憲治 ﾀｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 髙田行政書士事務所 103-0027 東京都中央区日本橋２－１－１７　丹生ビル３階 080-4885-3139

21081228 東京都 福島　えみ子 ﾌｸｼﾏ ｴﾐｺ マイディア行政書士事務所 101-0043
東京都千代田区神田富山町７　ＢＩＺＳＭＡＲＴ神田富
山町３０３号室

03-5875-1812

21081235 東京都 大野　敏美 ｵｵﾉ ﾄｼﾐ 行政書士大野敏美事務所 194-0011 東京都町田市成瀬が丘１丁目２１番地７ 042-796-3921
21081500 東京都 川上　紘子 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛｺ Ｃａｔｏｐｔｉｏｎ行政書士事務所 154-0001 東京都世田谷区池尻２－３５－９－１０３ 080-1135-6176
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21081637 東京都 原　賢一 ﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 行政書士原賢一事務所 170-0003
東京都豊島区駒込３丁目１番３号　エコプレイス駒込
Ｂ－２０５

03-3576-6272

21082252 東京都 三浦　麗子 ﾐｳﾗ ﾚｲｺ 行政書士みうら事務所 101-0048
東京都千代田区神田司町２－１３　神田第４アメレック
スビル３階３１８号室

03-4540-6370

21082327 東京都 周　建春 ｼｭｳ ｹﾝｼｭﾝ 秀・行政書士事務所 133-0065 東京都江戸川区南篠崎町１丁目４番１０号 080-7317-0204
21082328 東京都 平下　文康 ﾋﾗｼﾀ ﾌﾐﾔｽ 平下行政書士事務所 184-0011 東京都小金井市東町２丁目２７番３０号 090-2563-2760

21082415 東京都 佐野　元信 ｻﾉ ﾓﾄﾉﾌﾞ はこぶね行政書士事務所 190-0022
東京都立川市錦町１－４－４　立川サニーハイツ２０３
立川シェアオフィスＫＯＤＡＣＨＩ５号室

080-3510-3066

21082416 東京都 石井　正人 ｲｼｲ ﾏｻﾄ ネクストステップ行政書士事務所 160-0004 東京都新宿区四谷４－３　エクシーナ四谷６０１ 050-5479-6706
21082493 東京都 坂本　尚志 ｻｶﾓﾄ ﾀｶｼ しらさぎ行政書士オフィス 112-0011 東京都文京区千石１丁目２７番１２－４０１号 050-5524-4892
22080104 東京都 村松　亮 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳ ＩＣＳ行政書士法人 173-0027 東京都板橋区南町１８番１号 03-5926-3411

22080187 東京都 豊川　秀夫 ﾄﾖｶﾜ ﾋﾃﾞｵ
東京デュークレイ行政法務行政書
士事務所

177-0051 東京都練馬区関町北４丁目２１番５８号 03-3928-7069

22080275 東京都 浦　雅春 ｳﾗ ﾏｻﾊﾙ 浦行政書士事務所 166-0004 東京都杉並区阿佐谷南１－３６－１６－２１ 070-5073-0203

22080338 東京都 菊地　雄太 ｷｸﾁ ﾕｳﾀ Ａｒｔｚ行政書士事務所 171-0032
東京都豊島区雑司が谷１丁目１５－１５　クリアスタイ
ル護国寺１０５号室

070-8960-3803

22080404 東京都 樋口　昌広 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 昌広行政書士事務所 120-0011 東京都足立区中央本町１－２２－４ 090-2556-0912
22080411 東京都 渡貫　有紀 ﾜﾀﾇｷ ﾕｷ ＹＷ国際行政書士事務所 150-0001 東京都渋谷区神宮前４－９－１５ 050-3668-7512
22080552 東京都 山浦　賢一 ﾔﾏｳﾗ ｹﾝｲﾁ ポー行政書士事務所 198-0064 東京都青梅市柚木町２丁目３６７番地の１２ 070-8901-4063
22080713 東京都 羌　鴻 ｷｮｳ ｺｳ 江南行政書士事務所 132-0031 東京都江戸川区松島３丁目２０番１２号 090-6796-1858
22080721 東京都 新井　友和 ｱﾗｲ ﾄﾓｶｽﾞ Ａｒｒｉｖａｌ行政書士事務所 142-0064 東京都品川区旗の台５丁目８番１６号　リバティーＫ１ 090-5790-0528

22080886 東京都 西本　加奈子 ﾆｼﾓﾄ ｶﾅｺ 行政書士西本事務所 113-0034
東京都文京区湯島３丁目２８番１号　ＥＬＩＴＥ－ＩＮＮ湯
島２０５号

03-3836-0303

22080898 東京都 伊藤　薫 ｲﾄｳ ｶｵﾙ 行政書士オフィスパラダール 108-0075 東京都港区港南２丁目３番１号　大信秋山ビル３階 03-5324-2983
22081241 東京都 岡﨑　綾修 ｵｶｻﾞｷ ﾘｮｳｼｭｳ 行政書士岡﨑国際法務事務所 165-0034 東京都中野区大和町１－５８－７　パレス高円寺１０５ 090-5336-2175

22081243 東京都 髙橋　里矢子 ﾀｶﾊｼ ﾘﾔｺ 行政書士オフィスＣＲ＆Ｔ 141-0022
東京都品川区東五反田１－６－３　いちご東五反田ビ
ル３１２号室

03-6823-2790

22081585 東京都 城寳　悟 ｼﾞｮｳﾎｳ ｻﾄﾙ 城宝行政書士事務所 191-0032 東京都日野市三沢７５　ハイツたちばな２０７号室 042-502-6542
22081823 東京都 西山　太亮 ﾆｼﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 行政書士　ｆｌｙ　ｂｏｙ 106-0044 東京都港区東麻布２－３５－１　ＫＣビル６Ｆ　８号室 080-4337-2480
61080083 東京都 菊地　徳治 ｷｸﾁ ﾄｸｼﾞ 185-0021 東京都国分寺市南町３丁目１８番１１号　大橋ビル３ 042-324-5811
68080318 東京都 加部　繁雄 ｶﾍﾞ ｼｹﾞｵ 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町２－１３－８　第一大倉ビ 03-3666-0730
68080356 東京都 前田　修身 ﾏｴﾀﾞ ｵｻﾐ アイ・ビー総合・行政書士事務所 152-0003 東京都目黒区碑文谷５－２９－８－３０３ 090-4677-2356
71080470 東京都 原　大 ﾊﾗ ﾋﾛｼ 205-0003 東京都羽村市緑ヶ丘一丁目１９番地１６ 042-554-7802
72080495 東京都 山本　政子 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｺ 188-0011 東京都西東京市田無町５－４－１　グランデ６３４　２０ 042-468-0441

73080516 東京都 宮内　一三 ﾐﾔｳﾁ ｶｽﾞﾐ 140-0001
東京都品川区北品川１丁目６番１６－３０号　品川Ｖタ
ワーテラスハウス３階

03-5783-4556

73080535 東京都 上野　勝男 ｳｴﾉ ｶﾂｵ 102-0072 東京都千代田区飯田橋４－４－８　朝日ビル６０５ 03-3239-3487
76080999 東京都 中原　敏勝 ﾅｶﾊﾗ ﾄｼｶﾂ 104-0028 東京都中央区八重洲２－１１－６ 03-3275-0176

77081147 東京都 鈴木　佳雄 ｽｽﾞｷ ﾖｼｵ 196-0022
東京都昭島市中神町１１３９番地　ウィローレヂデンス
Ｂ棟１０５号

042-519-7126

78081360 東京都 矢島　英夫 ﾔｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｵ 101-0051
東京都千代田区神田神保町３－２３－３　メゾン千代
田５０６

03-3264-6067

78081427 東京都 岡田　彰 ｵｶﾀﾞ ｱｷﾗ 194-0204 東京都町田市小山田桜台２－５－２５－３０１ 042-797-5885
78110327 東京都 小澤　恒彦 ｵｻﾞﾜ ﾂﾈﾋｺ 153-0044 東京都目黒区大橋１－１－１１－８０５ 03-3463-0521
80081673 東京都 山下　善道 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾐﾁ 175-0094 東京都板橋区成増１丁目３５番３－４１７号 03-3977-9506
80081718 東京都 前田　浩利 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾄｼ 行政書士前田浩利事務所 114-0014 東京都北区田端２丁目１１番４号 03-3822-8239
80081762 東京都 鈴木　博之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ プリモス行政書士事務所 182-0024 東京都調布市布田１－４７－４－１１０５ 042-444-7191
80081817 東京都 中村　仁司 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄｼ 行政書士中村事務所 160-0023 東京都新宿区西新宿７丁目１９番７－４０２号 03-5386-3001
80081868 東京都 牛島　三奈子 ｳｼｼﾞﾏ ﾐﾅｺ 206-0024 東京都多摩市諏訪４丁目３番地５－１０９ 042-319-3370
80081873 東京都 大川原　明子 ｵｵｶﾜﾗ ｱｷｺ 132-0011 東京都江戸川区瑞江３丁目３０番１６号 03-3670-5588
81081955 東京都 日高　満志 ﾋﾀﾞｶ ﾐﾂｼ 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町２丁目２６番４号 0422-21-3350
82082189 東京都 山崎　節子 ﾔﾏｻﾞｷ ｾﾂｺ 202-0021 東京都西東京市東伏見５－９－５ 042-466-2630

83082241 東京都 中西　豊 ﾅｶﾆｼ ﾕﾀｶ 151-0053
東京都渋谷区代々木２丁目２３番１号　ニューステー
トメナー１０５６号室

03-3320-4671

83082305 東京都 柿沼　一枝 ｶｷﾇﾏ ｶｽﾞｴ 行政書士柿沼一枝事務所 103-0027 東京都中央区日本橋２丁目１６番３号　１８山京ビル８ 03-3273-3701
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83082384 東京都 田村　日出子 ﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞｺ 144-0053 東京都大田区蒲田本町１丁目１番１－８０６号 03-3765-0503
84082392 東京都 市川　知生 ｲﾁｶﾜ ﾄﾓｵ 142-0064 東京都品川区旗の台５－９－１５ 03-3783-3632

84082396 東京都 高野　陽子 ﾀｶﾉ ﾖｳｺ 行政書士髙野事務所 185-0014
東京都国分寺市東恋ヶ窪四丁目２５番地６　国分寺
ビューハイツ４１１

042-323-6192

84082434 東京都 舘石　悦子 ﾀﾃｲｼ ｴﾂｺ 169-0072
東京都新宿区大久保１－１２－３　カーサ第二新宿ビ
ル８０２

03-3208-0720

84082479 東京都 金澤　敬一 ｶﾅｻﾞﾜ ｹｲｲﾁ 金澤行政書士事務所 201-0013 東京都狛江市元和泉１－２１－２ 03-3480-5376
85082581 東京都 石川　國彦 ｲｼｶﾜ ｸﾆﾋｺ 169-0074 東京都新宿区北新宿３－４－８ 03-3363-6996
85082683 東京都 岩脇　孝夫 ｲﾜﾜｷ ﾀｶｵ 169-0073 東京都新宿区百人町１－２０－２４ 03-3361-5395
85082740 東京都 根岸　一郎 ﾈｷﾞｼ ｲﾁﾛｳ 125-0042 東京都葛飾区金町３丁目２８番２号 03-3608-0644
85083671 東京都 川村　節夫 ｶﾜﾑﾗ ｾﾂｵ 行政書士川村国際国籍法務事務 169-0072 東京都新宿区大久保２－７－１　大久保フジビル３０８ 03-5285-2009
85083681 東京都 仲井　政克 ﾅｶｲ ﾏｻｶﾂ 192-0916 東京都八王子市みなみ野１丁目１１番２－１０８号 042-637-0858
85083729 東京都 森川　英一 ﾓﾘｶﾜ ｴｲｲﾁ 150-0012 東京都渋谷区広尾１－２－５　キオイビル３０１ 03-3447-5311
85103831 東京都 飯田　義人 ｲｲﾀﾞ ﾖｼﾄ 116-0013 東京都荒川区西日暮里４丁目１番２０－３０２号　ＡＣ 03-5815-5848

85184073 東京都 大嶋　正剛 ｵｵｼﾏ ﾏｻﾀｹ 167-0034
東京都杉並区桃井３丁目７番１－３０１号　プロムナー
ド荻窪

03-3397-0501

86080087 東京都 本間　誠 ﾎﾝﾏ ﾏｺﾄ 150-0013
東京都渋谷区恵比寿４丁目５番２８号　恵比寿ガーデ
ン５０６号

03-3473-9045

86080563 東京都 熊木　房江 ｸﾏｷ ﾌｻｴ 113-0034
東京都文京区湯島１丁目２番１０号２０２　サンライン
お茶の水

03-3255-9669

86340440 東京都 家森　健 ｲｴﾓﾘ ﾂﾖｼ 電子申請研究センター 133-0056 東京都江戸川区南小岩四丁目１７－１８－２０１ 03-6458-0596

88080721 東京都 廣島　政芳 ﾋﾛｼﾏ ﾏｻﾖｼ 125-0041
東京都葛飾区東金町４丁目１１番８号　ビアンカ東金
町Ａ２０２

03-5876-9527

88081389 東京都 脇　弘 ﾜｷ ﾋﾛｼ 170-0013
東京都豊島区東池袋３丁目１５番５号　東池袋マン
ション５０３号

03-3982-7175

88081540 東京都 菊間　靖郎 ｷｸﾏ ﾔｽｵ 160-0001 東京都新宿区片町６－１２　ヴェラハイツ市ヶ谷３０７ 03-6380-1259

88081571 東京都 小口　正志 ｺｸﾞﾁ ﾏｻｼ 151-0061
東京都渋谷区初台１丁目５１番１号　初台センタービ
ル３２３号

03-3378-0980

88100372 東京都 山野井　友子 ﾔﾏﾉｲ ﾄﾓｺ 101-0051
東京都千代田区神田神保町三丁目１番地６　日建ビ
ル１０Ｆ

03-3239-9000

89080508 東京都 内田　勲 ｳﾁﾀﾞ ｲｻｵ 177-0043 東京都練馬区上石神井南町１８番１１号
89081272 東京都 遠藤　泰博 ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾛ 遠藤行政書士事務所 177-0052 東京都練馬区関町東１丁目２０番２号 03-3928-3490

89081336 東京都 崔　聖植 ﾁｫｴ ｿﾝｼｸ 151-0053
東京都渋谷区代々木２丁目２３番１号　ニューステイト
メナー８５６号

03-3320-7260

90080005 東京都 梅原　裕幸 ｳﾒﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 171-0022 東京都豊島区南池袋３丁目１６番４－１０２号　ハイツ 03-5960-5961
90080795 東京都 小野　洋一 ｵﾉ ﾖｳｲﾁ 行政書士小野総合事務所 193-0826 東京都八王子市元八王子町３丁目２１５３番地の９７ 042-664-6182
90080954 東京都 田中　一雄 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｦ 177-0042 東京都練馬区下石神井５丁目６番４８号 03-3997-3367
90081335 東京都 栗須　章充 ｸﾘｽ ｱｷﾐﾂ 栗須行政書士事務所 157-0061 東京都世田谷区北烏山９丁目１３番２号　２Ｂ 03-6909-0531

91080068 東京都 大瀧　一彦 ｵｵﾀｷ ｶｽﾞﾋｺ 行政書士大瀧事務所 190-0011
東京都立川市高松町３－１４－１１　マスターズオフィ
ス立川３０４

042-521-6621

91080207 東京都 岸　伸晃 ｷｼ ﾉﾌﾞｱｷ 166-0013
東京都杉並区堀ノ内３丁目１６番３９号　ワコー新高
円寺マンション４０３号

03-3317-5432

91080321 東京都 山崎　裕一 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｲﾁ 164-0003
東京都中野区東中野１丁目２７番１号　第一マンショ
ン１０２

03-3369-3933

91080545 東京都 鹿内　節子 ｼｶｳﾁ ｾﾂｺ 鹿内綜合事務所 171-0014 東京都豊島区池袋３丁目１６番８－３０３号 03-3972-9554
91080775 東京都 村田　みつ ﾑﾗﾀ ﾐﾂ 114-0011 東京都北区昭和町２丁目１２番２号 03-3800-2014
91081064 東京都 伊藤　美喜 ｲﾄｳ ﾖｼｷ 136-0076 東京都江東区南砂２－３－３－１１０６ 03-5606-5225

91081549 東京都 外尾　謙二 ﾎｶｵ ｹﾝｼﾞ 121-0816
東京都足立区梅島３丁目３３番１８－３０２号　西新井
駅前パークハイツ高山

03-5851-9973

91081553 東京都 田中　博子 ﾀﾅｶ ﾋﾛｺ プリモス行政書士事務所 182-0024 東京都調布市布田１－４７－４－１１０５ 042-444-7198
92080076 東京都 加藤　道子 ｶﾄｳ ﾐﾁｺ 144-0045 東京都大田区南六郷３丁目９番９号 03-3730-4357
92080692 東京都 打矢　進 ｳﾁﾔ ｽｽﾑ 182-0012 東京都調布市深大寺東町６丁目２９番地１５ 042-487-5500
92081071 東京都 細井　紗千子 ﾎｿｲ ｻﾁｺ 細井法務・行政書士事務所 160-0005 東京都新宿区愛住町６番地　愛住ビル１０１号室 03-3354-4445
92081395 東京都 大西　一郎 ｵｵﾆｼ ｲﾁﾛｳ 行政書士大西一郎事務所 102-0084 東京都千代田区二番町１－２　番町ハイム４３１号室 03-3239-2560



著作権相談員名簿（R4.9.15 現在）

登録番号 所属単位会 氏名又は職名 フリガナ 事務所名 郵便番号 事務所所在地 事務所電話番号

93080377 東京都 白井　武 ｼﾗｲ ﾀｹｼ 178-0063
東京都練馬区東大泉１丁目１５番２０号　コーポしま１
０１号室

03-3925-7201

93080638 東京都 中野　直行 ﾅｶﾉ ﾅｵﾕｷ 中野行政書士事務所 161-0034
東京都新宿区上落合１丁目３番９号　日興パレス高
田馬場１０７号

03-5937-6461

93081419 東京都 福島　信 ﾌｸｼﾏ ﾏｺﾄ 104-0061
東京都中央区銀座８丁目１５番１０号　銀座ダイヤビ
ル１０１２号

03-3541-5856

94080199 東京都 小原　基紀 ｵﾊﾗ ﾓﾄﾉﾘ 101-0063
東京都千代田区神田淡路町１－９－５　天翔御茶ノ水
ビル８０７号室

03-6271-7410

94081271 東京都 常住　豊 ﾂﾈｽﾞﾐ ﾕﾀｶ 行政書士法人常住事務所 115-0055
東京都北区赤羽西一丁目５番１－６０６号　赤羽ア
ボードⅠ

03-3905-6981

94081442 東京都 森　彬 ﾓﾘ ｱｷﾗ 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町３丁目１６番６号 0422-22-3962
94081446 東京都 吉井　信広 ﾖｼｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 146-0082 東京都大田区池上７－６－５　ボニータビル５Ｆ 03-6410-2185
95081935 東京都 伊藤　公祐 ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 178-0063 東京都練馬区東大泉６丁目３９番１－２０１号 03-3978-3854
95082408 東京都 宮本　鉄也 ﾐﾔﾓﾄ ﾃﾂﾔ 行政書士備後綜合事務所 142-0063 東京都品川区荏原３丁目８番７号　ロイヤル武蔵小山 03-3785-8312
95082415 東京都 松本　勤 ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾄﾑ 行政書士松本じりつ事務所 176-0002 東京都練馬区桜台２－４１－３ 080-4334-2954
95082830 東京都 澤井　哲二 ｻﾜｲ ﾃﾂｼﾞ 行政書士澤井哲二事務所 113-0023 東京都文京区向丘１丁目１３番５－１００２号 03-3818-3347
95082831 東京都 泉山　せつ子 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ｾﾂｺ 158-0092 東京都世田谷区野毛２丁目１７番２３号 03-3701-2084
95082925 東京都 石原　静 ｲｼﾊﾗ ｼｽﾞｶ 206-0024 東京都多摩市諏訪１丁目６７番地１－１０５ 0423-39-8833
96083027 東京都 高橋　脩 ﾀｶﾊｼ ｵｻﾑ 170-0013 東京都豊島区東池袋１丁目４７番３号－２０３ 03-3984-5307
96083619 東京都 尾身　廣之 ｵﾐ ﾋﾛﾕｷ 120-0011 東京都足立区中央本町二丁目１６番１６－３０４号 03-3887-6945
96083622 東京都 伊藤　浩 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 行政書士伊藤浩事務所 110-0015 東京都台東区東上野２－２３－２０　西島ビル５Ｆ 03-3835-1550
96083997 東京都 鶴野　憲行 ﾂﾙﾉ ﾉﾘﾕｷ 178-0065 東京都練馬区西大泉１丁目２７番５号 03-5387-9598
96084001 東京都 田中　元英 ﾀﾅｶ ﾓﾄﾋﾃﾞ 102-0082 東京都千代田区一番町１１－１－１０１ 03-3264-0105
96084074 東京都 黒澤　洋二 ｸﾛｻﾜ ﾖｳｼﾞ 180-0012 東京都武蔵野市緑町２－３　Ｃ２－３０４ 0422-54-9044
97084704 東京都 大澤　英一 ｵｵｻﾜ ｴｲｲﾁ 行政書士大澤事務所 192-0911 東京都八王子市打越町６４９－１４ 042-637-0393
97084833 東京都 伊藤　正実 ｲﾄｳ ﾏｻﾐ 192-0063 東京都八王子市元横山町三丁目８番１号 042-623-3938
97084886 東京都 西村　公一 ﾆｼﾑﾗ ｷﾐﾋﾄ 208-0013 東京都武蔵村山市大南２丁目６６番地の９ 042-564-8210
97084953 東京都 佐藤　重雄 ｻﾄｳ ｼｹﾞｵ 佐藤行政書士事務所 169-0073 東京都新宿区百人町２丁目２０番１号　大野屋ビル５ 03-5332-9981
97085521 東京都 浅井　功 ｱｻｲ ｲｻｵ 136-0076 東京都江東区南砂２－３－８－６０７ 03-3647-8875
97085527 東京都 富澤　康正 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾔｽﾏｻ 104-0045 東京都中央区築地２－７－１２　１５山京ビル２０２ 03-6264-0468

97085820 東京都 石川　元夫 ｲｼｶﾜ ﾓﾄｵ 191-0016
東京都日野市神明２丁目１４番地の１　グリーンコー
プ日野５号棟２０４

042-586-2916

97086016 東京都 五十嵐　和夫 ｲｶﾞﾗｼ ｶｽﾞｵ 190-0012 東京都立川市曙町３丁目３９番１１号 042-523-3854

98086118 東京都 荒牧　一彦 ｱﾗﾏｷ ｶｽﾞﾋｺ 行政書士荒牧法務会計事務所 116-0002
東京都荒川区荒川７丁目３４番７－３０２号　エールハ
イツ町屋

03-5811-7876

98086187 東京都 増田　信康 ﾏｽﾀﾞ ﾉﾌﾞﾔｽ 行政書士法人芝トラスト 105-0004 東京都港区新橋４丁目５番１号　アーバン新橋ビル９ 03-3433-3780

98086453 東京都 土井　利国 ﾄﾞｲ ﾄｼｸﾆ 105-0001
東京都港区虎ノ門１丁目１２番１１号　虎ノ門ファース
トビル５階

03-3519-2488

98086455 東京都 池田　清教 ｲｹﾀﾞ ｷﾖﾉﾘ 207-0022
東京都東大和市桜が丘３丁目４４番地の１８　桜が丘
団地１６－１０２号

042-567-0659

98086478 東京都 平野　敏満 ﾋﾗﾉ ﾄｼﾐﾂ 165-0022 東京都中野区江古田２－１８－５－３０３ 090-4177-6168
98086479 東京都 佐藤　洋二 ｻﾄｳ ﾖｳｼﾞ 157-0066 東京都世田谷区成城１－３０－１２　グリーンヴィラＡ 03-3749-7496
98086705 東京都 中山　正也 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾔ 行政書士ひなあい合同事務所 102-0074 東京都千代田区九段南２－６－６　オーナメントビル１ 03-5213-4810
98087004 東京都 阿部　誠 ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ 165-0027 東京都中野区野方１丁目４番１号 03-3389-8008
98087008 東京都 丹山　宏 ﾀﾝｻﾞﾝ ﾋﾛｼ 113-0033 東京都文京区本郷２－４０－１４　山崎ビル７０１ 090-6799-3060

98087124 東京都 桑田　優 ｸﾜﾀ ﾏｻﾙ 行政書士事務所つづけるサポート 182-0022
東京都調布市国領町１丁目４０番地６　モンターニュ
国領４０７

042-444-6055

98087126 東京都 井上　亨 ｲﾉｳｴ ﾄﾎﾙ 136-0073 東京都江東区北砂６－２０－１９ 03-5653-5825
98087185 東京都 牛島　正晴 ｳｼｼﾞﾏ ﾏｻﾊﾙ 191-0033 東京都日野市百草９７１番地の１６４ 042-592-4570
98087327 東京都 中村　勲 ﾅｶﾑﾗ ｲｻｵ 168-0062 東京都杉並区方南１丁目３２番１５号 03-5376-5160
98087375 東京都 小野寺　孝成 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｶｼｹﾞ 184-0004 東京都小金井市本町１－１９－２　川合コーポ２０２ 042-401-1368
98087378 東京都 本山　末夫 ﾓﾄﾔﾏ ｽｴｵ 192-0914 東京都八王子市片倉町１３９４番地８８ 042-636-8731
98087442 東京都 佐藤　廣治 ｻﾄｳ ﾋﾛｼﾞ 171-0021 東京都豊島区西池袋２－３２－１２　ＵＳＡＭＩ２０２号 03-6709-4580
98087445 東京都 赤堀　功夫 ｱｶﾎﾘ ｲｻｵ 赤堀行政書士事務所 102-0071 東京都千代田区富士見一丁目２番９号 03-3262-5673
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98087450 東京都 冨田　大治 ﾄﾐﾀ ﾀﾞｲｼﾞ 150-0036
東京都渋谷区南平台町１５－１　ライオンズマンション
南平台１３０４

03-6455-1511

98087520 東京都 宮川　修 ﾐﾔｶﾜ ｵｻﾑ 行政書士法人宮川総合法務事務 116-0002 東京都荒川区荒川４丁目２番１３号 03-5604-0215
98096314 東京都 浅野　康人 ｱｻﾉ ﾔｽﾋﾄ 中央国際法務行政書士事務所 102-0084 東京都千代田区二番町１番地２　番町ハイム６１６号 03-3265-0025
98137142 東京都 岩上　義信 ｲﾜｶﾐ ﾖｼﾉﾌﾞ 行政書士岩上コンサルティング事 110-0005 東京都台東区上野６丁目１番６－１００６号 03-6666-0700
99087606 東京都 山本　善一 ﾔﾏﾓﾄ ｾﾞﾝｲﾁ 206-0022 東京都多摩市聖ヶ丘１丁目４番地の４ 042-374-1954

99087855 東京都 大村　和仁 ｵｵﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾄ 114-0002
東京都北区王子４丁目２２番１２－２０７号　ヴェー
ジュサフィール

03-3913-8776

99088071 東京都 中村　和夫 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｵ 102-0082
東京都千代田区一番町１５－２０　一番町フェニックス
ビル４０３

03-6272-8636

99088358 東京都 丸山　伸 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝ 106-0032
東京都港区六本木一丁目９番１０号　アークヒルズ仙
石山森タワー２８階　ベーカー＆マッケンジー法律事
務所（外国法共同事業）内

03-6271-9858

99088535 東京都 河上　吉康 ｶﾜｶﾐ ﾖｼﾔｽ 168-0073 東京都杉並区下高井戸３－２７－９ 03-5316-3557
99088947 東京都 市田　進一郎 ｲﾁﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 101-0032 東京都千代田区岩本町２丁目７番２号 03-5823-6811
99107933 東京都 篠原　浩 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾛｼ 103-0026 東京都中央区日本橋兜町１１－１１　ニッシンビル４０ 03-6231-0065
00049232 神奈川県 齋藤　雄 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ 242-0028 神奈川県大和市桜森二丁目４番１５－７０３号 046-260-9311
00090170 神奈川県 室井　悦雄 ﾑﾛｲ ｴﾂｵ 241-0004 神奈川県横浜市旭区中白根二丁目３２番２７号 045-953-3981
00099538 神奈川県 栗原　淳 ｸﾘﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町６５４番地 045-531-0545
01090486 神奈川県 外山　喜久江 ﾄﾔﾏ ｷｸｴ 222-0004 神奈川県横浜市港北区大曽根台９－１６ 045-545-6019

01090516 神奈川県 山村　優子 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳｺ 252-0005
神奈川県座間市さがみ野１丁目１番３５－１０１号　ネ
オアージュさがみ野

046-255-9972

01090636 神奈川県 山田　行展 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾉﾌﾞ 山田行展行政書士事務所 231-0007
神奈川県横浜市中区弁天通２－２５　関内キャピタル
ビル９０３号

045-226-2395

01091264 神奈川県 杉本　剛昭 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｹｱｷ 253-0052
神奈川県茅ヶ崎市幸町２２番６　ジョイ茅ヶ崎パート２　
２０１号

0467-86-5629

01091684 神奈川県 大藏　健 ｵｵｸﾗ ﾀｹｼ 215-0027 神奈川県川崎市麻生区岡上２丁目１番１号 044-989-5195
01091688 神奈川県 蔭山　行伸 ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｷﾉﾌﾞ 232-0061 神奈川県横浜市南区大岡一丁目５９番３号 045-711-4050
01091740 神奈川県 髙橋　健二 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ 243-0031 神奈川県厚木市戸室３丁目５番２９号 046-222-1285
02092146 神奈川県 野島　誠寛 ﾉｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 242-0021 神奈川県大和市中央１丁目７番３４号 046-261-1017

02092428 神奈川県 笹森　浩史 ｻｻﾓﾘ ﾋﾛｼ 242-0021
神奈川県大和市中央五丁目６番１号　プリンスマン
ション２０７号

046-262-9353

02092601 神奈川県 三輪　立志 ﾐﾜ ﾀﾂｼ 235-0041 神奈川県横浜市磯子区栗木一丁目１０番２４号 045-775-2541
02092726 神奈川県 北郷　國光 ｷﾀｺﾞｳ ｸﾆﾐﾂ 211-0034 神奈川県川崎市中原区井田中ノ町３８番２２号 044-422-6587
02092727 神奈川県 佐々木　淳子 ｻｻｷ ｱﾂｺ 行政書士法人石田事務所 231-0011 神奈川県横浜市中区太田町四丁目４９番地 045-225-9988
02092728 神奈川県 蛭川　奈美 ﾋﾙｶﾜ ﾅﾐ 行政書士ひるかわ事務所 245-0063 神奈川県横浜市戸塚区原宿三丁目１４番１４－Ａ号 045-852-8527
02092916 神奈川県 三浦　忠明 ﾐｳﾗ ﾀﾀﾞｱｷ ミウラ行政書士事務所 211-0064 神奈川県川崎市中原区今井南町３１番２２号　２０２ 044-712-3425

02094162 神奈川県 中島　由美 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾐ 238-0031
神奈川県横須賀市衣笠栄町４丁目３０番地３　グレー
シアパーク彩の丘４１５

046-850-1364

02094219 神奈川県 田中　明 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ 239-0822 神奈川県横須賀市浦賀５丁目４２番１１号 046-843-6976

03090096 神奈川県 清野　稔之 ｾｲﾉ ﾄｼﾕｷ 252-0804
神奈川県藤沢市湘南台三丁目８番地の９　ぱる湘南
台３０４

0466-47-8511

03090230 神奈川県 德重　良和 ﾄｸｼｹﾞ ﾖｼｶｽﾞ 237-0066 神奈川県横須賀市湘南鷹取１丁目２番７号 046-867-2312
03090238 神奈川県 安藤　晴一 ｱﾝﾄﾞｳ ｾｲｲﾁ 川崎北合同安藤晴一行政書士事 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸２９７３番地 070-5597-3931

03090249 神奈川県 樽谷　展年 ﾀﾙﾀﾆ ﾉﾌﾞﾄｼ 樽谷行政法務事務所行政書士 240-0004
神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩間町１丁目９番地１　Ｕ
Ｋビル２０２

045-350-8831

03090698 神奈川県 松田　久夫 ﾏﾂﾀﾞ ﾋｻｵ 松田行政書士事務所 239-0835 神奈川県横須賀市佐原５丁目４番６－４０３号 046-854-5845

03090709 神奈川県 皿嶋　明彦 ｻﾗｼﾏ ｱｷﾋｺ 行政書士皿嶋法務事務所 210-0002
神奈川県川崎市川崎区榎町１番１８号　セントラルハ
イツ１階

044-222-7057

03090713 神奈川県 伊藤　薫 ｲﾄｳ ｶｵﾙ 211-0002
神奈川県川崎市中原区上丸子山王町２丁目１３６３番
地　文隆荘１０４

044-422-3908

03090719 神奈川県 藤崎　裕 ﾌｼﾞｻｷ ﾋﾛｼ 259-1217 神奈川県平塚市長持２１３番地の２ 0463-32-5626

03091044 神奈川県 大田　泰巳 ｵｵﾀ ﾋﾛﾐ 大田行政書士事務所 227-0052
神奈川県横浜市青葉区梅が丘２１番地１２　アベ
ニュー２１　３０３号室

045-568-5746

03091304 神奈川県 篠田　健治 ｼﾉﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 253-0056 神奈川県茅ヶ崎市共恵２丁目５番２９号 0467-87-2189
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03092088 神奈川県 村井　佳弥乃 ﾑﾗｲ ｶﾔﾉ 221-0074 神奈川県横浜市神奈川区白幡西町２６番５号 045-432-0350
03092093 神奈川県 神谷　泰樹 ｶﾐﾔ ﾔｽｷ 240-0016 神奈川県横浜市保土ヶ谷区初音ヶ丘４番１３号 045-338-7071
03092095 神奈川県 榎本　貞尚 ｴﾉﾓﾄ ｻﾀﾞﾅｵ 榎本貞尚行政書士事務所 223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東５丁目２１－１３ 045-543-6435
03092305 神奈川県 米山　泰弘 ﾖﾈﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 216-0005 神奈川県川崎市宮前区土橋２丁目８番８ 044-854-0213
03092391 神奈川県 塚本　富男 ﾂｶﾓﾄ ﾄﾐｵ 259-1121 神奈川県伊勢原市下落合２９番１ 0463-26-8980
03092637 神奈川県 立岡　洋次 ﾀﾁｵｶ ﾖｳｼﾞ 259-0122 神奈川県中郡二宮町富士見が丘一丁目２６番１１号 0463-73-1830

03092849 神奈川県 菊池　俊夫 ｷｸﾁ ﾄｼｵ 行政書士菊池俊夫事務所 221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３５番地１１　
ストーク横浜二番館９０６号

045-620-9214

03092852 神奈川県 會田　聡史 ｱｲﾀﾞ ｻﾄｼ 行政書士會田聡史事務所 243-0018
神奈川県厚木市中町２丁目６番２４号　ほてい屋第二
ビル３階

046-224-7731

03092995 神奈川県 野沢　利明 ﾉｻﾞﾜ ﾄｼｱｷ 246-0008
神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町１０番地１　マークス
プリングス・メゾンＢ２２２号

045-924-4328

03340968 神奈川県 牛本　和実 ｳｼﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 231-0027 神奈川県横浜市中区扇町一丁目１番地２５ 045-382-9518
04090226 神奈川県 小松崎　仁 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾄｼ 行政書士小松崎事務所 247-0005 神奈川県横浜市栄区桂町１８１－３１－１０１ 045-719-5900

04090227 神奈川県 山﨑　正幸 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ 252-0815
神奈川県藤沢市石川６丁目２６番地の３２　サーパス
藤沢湘南台第３　１０３号

0466-88-7194

04090338 神奈川県 鳥居　吉昭 ﾄﾘｲ ﾖｼｱｷ 226-0014
神奈川県横浜市緑区台村町５５８番地２　グリーンア
ベニューＢ２０１

045-935-6187

04090573 神奈川県 吉野　直亮 ﾖｼﾉ ﾅｵｱｷ 行政書士吉野労働法務事務所 252-0815 神奈川県藤沢市石川６４４番地の３ 0466-88-7870

04090574 神奈川県 石井　亜由美 ｲｼｲ ｱﾕﾐ ファシオ行政書士法人 231-0014
神奈川県横浜市中区常盤町３－２１　アライアンス関
内ビル４０２

045-228-7017

04090578 神奈川県 川島　正秀 ｶﾜｼﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ 川島法務行政書士事務所 213-0002
神奈川県川崎市高津区二子３丁目５番３号　ハイツコ
ウチⅡ　２０２

044-833-3708

04090678 神奈川県 新保　善浩 ｼﾝﾎﾟ ﾖｼﾋﾛ 234-0052 神奈川県横浜市港南区笹下二丁目１３番２２号 045-842-0506
04090683 神奈川県 竹田　永 ﾀｹﾀﾞ ﾋｻｼ 252-0304 神奈川県相模原市南区旭町８番１２号 080-3271-6931

04090768 神奈川県 渡邊　理恵 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｴ
行政書士　ソフィア総合法務事務
所

231-0013
神奈川県横浜市中区住吉町２丁目２５番地　東邦第
二ビル４０３号室

045-210-9750

04091023 神奈川県 西淵　陽子 ﾆｼﾌﾞﾁ ﾖｳｺ ひまわり行政書士事務所 245-0002 神奈川県横浜市泉区緑園一丁目１９番地１５ 045-873-7787

04091026 神奈川県 三浦　健治 ﾐｳﾗ ｹﾝｼﾞ 236-0051
神奈川県横浜市金沢区富岡東六丁目３０番Ｎ－４１４
号　（富岡シーサイドコーポ）

050-1493-3938

04091035 神奈川県 守屋　保彦 ﾓﾘﾔ ﾔｽﾋｺ 守屋行政書士事務所 250-0001 神奈川県小田原市扇町５丁目１５番１６号 0465-35-0950
04091040 神奈川県 田中　宏直 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾅｵ 243-0412 神奈川県海老名市浜田町２３番２４－４０２号 046-233-2742

04091155 神奈川県 今関　守仁 ｲﾏｾﾞｷ ﾓﾘﾋﾄ 今関行政書士事務所 245-0018
神奈川県横浜市泉区上飯田町１３３１番地　上飯田団
地１４棟２０５号

045-803-5118

04091422 神奈川県 岩崎　裕子 ｲﾜｻｷ ﾕｳｺ
行政書士かえで合同事務所　岩崎
裕子

213-0033
神奈川県川崎市高津区下作延２－７－２４　カーサマ
デラ４０３

044-712-3003

04091920 神奈川県 桐生　恒 ｷﾘｭｳ ﾋｻｼ 行政書士桐生恒事務所 253-0085 神奈川県茅ヶ崎市矢畑２９６番地５ 0467-67-6291
04091926 神奈川県 髙橋　雅明 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｱｷ 髙橋法務行政書士事務所 215-0018 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東６丁目１２番１３号 044-986-0140
04091993 神奈川県 川越　勝 ｶﾜｺﾞｴ ﾏｻﾙ 川越行政書士事務所 244-0805 神奈川県横浜市戸塚区川上町３６１番地 045-827-3701
05082011 神奈川県 小林　誠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 小林誠行政書士事務所 247-0073 神奈川県鎌倉市植木５０１番１１０ 0467-38-8459

05090222 神奈川県 山内　達人 ﾔﾏｳﾁ ﾀﾂﾄ モンテクラッセ行政書士事務所 254-0043
神奈川県平塚市紅谷町８番１６－６０８号　サニープラ
ザ平塚

0463-21-6866

05090227 神奈川県 比嘉　晃司 ﾋｶﾞ ｺｳｼﾞ 比嘉行政書士事務所 215-0015 神奈川県川崎市麻生区虹ヶ丘３丁目３番１号 044-988-8859
05090458 神奈川県 加賀　雅典 ｶｶﾞ ﾏｻﾉﾘ 行政書士加賀雅典法務事務所 223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町一丁目９番１２号 045-564-9103
05090470 神奈川県 安西　いずみ ｱﾝｻﾞｲ ｲｽﾞﾐ 安西行政書士事務所 236-0045 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南四丁目３１番４号  045-701-8497

05090637 神奈川県 下川原　孝司 ｼﾓｶﾜﾗ ﾀｶｼ 下川原行政書士事務所 252-0001
神奈川県座間市相模が丘１丁目３６番５５号　クリオ
小田急相模原弐番館１０９号室

046-298-5350

05090639 神奈川県 武田　昭芳 ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾖｼ 行政書士武田昭芳事務所 226-0025
神奈川県横浜市緑区十日市場町８１４番地１３　ルモ
ンリベルテ十日市場２０４号

045-982-8832

05091151 神奈川県 小松原　励 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾚｲ 行政書士小松原励事務所 210-0808 神奈川県川崎市川崎区旭町２丁目４番２４号 044-245-0466

05091401 神奈川県 當舎　緑 ﾄｳｼｬ ﾐﾄﾞﾘ 當舎行政書士法務事務所 225-0002
神奈川県横浜市青葉区美しが丘４－３７－３１　ハイ
ツミモザ１０２号

045-298-1546

05091535 神奈川県 海野　千加子 ｳﾐﾉ ﾁｶｺ 海野千加子行政書士事務所 226-0003
神奈川県横浜市緑区鴨居三丁目１番９号　スマーイ
ビル４０５号

045-934-8595

05091717 神奈川県 吉冨　まどか ﾖｼﾄﾐ ﾏﾄﾞｶ まどか行政書士事務所 222-0022 神奈川県横浜市港北区篠原東１丁目８番１１号 045-402-6583
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05091718 神奈川県 大友　康生 ｵｵﾄﾓ ﾔｽｵ ヴェルニー行政書士事務所 238-0007 神奈川県横須賀市若松町３丁目２７番地 046-828-6866
05091796 神奈川県 桑田　元貴 ｸﾜﾀ ﾓﾄｷ 行政書士桑田国際法務事務所 252-1107 神奈川県綾瀬市深谷中六丁目２２番３１号 0467-79-5350

05091864 神奈川県 今井　康夫 ｲﾏｲ ﾔｽｵ 行政書士法務事務所イマック 259-0112
神奈川県中郡大磯町国府新宿２２２番地２　こゆるぎ
ハイツ５棟５２６号

090-5820-7890

05092022 神奈川県 伊藤　陽子 ｲﾄｳ ﾖｳｺ 伊藤行政書士事務所 224-0003
神奈川県横浜市都筑区中川中央１－２２－２　ｓｔｕｄｉｏ　
ＦｌａｔⅡ４０２

045-914-3326

05092165 神奈川県 根津　建 ﾈﾂﾞ ﾀｹﾙ 行政書士根津建事務所 235-0023
神奈川県横浜市磯子区森一丁目７番３号　磯子セン
ターハイツ１００９号

045-349-4668

06090021 神奈川県 藤森　純一 ﾌｼﾞﾓﾘ ｼﾞｭﾝｲﾁ
行政書士法人横浜総合行政書士
事務所

220-8143
神奈川県横浜市西区みなとみらい２－２－１　横浜ラ
ンドマークタワー４３階

045-225-8830

06090022 神奈川県 久保　晃 ｸﾎﾞ ｱｷﾗ はなのくに行政書士事務所 239-0831 神奈川県横須賀市久里浜３－２５－５ 046-874-6449
06090332 神奈川県 池端　昌 ｲｹﾊﾞﾀ ｱｷﾗ 池端行政書士事務所 252-0318 神奈川県相模原市南区上鶴間本町５丁目３番２－４０ 042-860-2457
06090473 神奈川県 國原　聖史 ｸﾆﾊﾗ ｻﾄｼ 行政書士國原法務事務所 250-0053 神奈川県小田原市穴部５６４番地 0465-32-7770

06090477 神奈川県 林　良浩 ﾘﾝ ﾘｬﾝﾎ ファシオ行政書士法人 231-0014
神奈川県横浜市中区常盤町三丁目２１番地　アライ
アンス関内ビル４０２号室

045-228-7017

06090478 神奈川県 岩瀬　泰德 ｲﾜｾ ﾔｽﾉﾘ 行政書士岩瀬環境事務室 259-1331 神奈川県秦野市堀西９６４－１３ 0463-87-6513
06090485 神奈川県 越水　崇史 ｺｼﾐｽﾞ ﾀｶﾌﾐ 越水行政書士事務所 259-1132 神奈川県伊勢原市桜台３－１－１９ 0463-63-0855
06090487 神奈川県 星　亘 ﾎｼ ﾜﾀﾙ 行政書士星事務所 240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口１７２７番地の４ 046-875-5032
06090912 神奈川県 内山　宣男 ｳﾁﾔﾏ ﾉﾘｵ 内山法務行政書士事務所 251-0015 神奈川県藤沢市川名１８１番地の１８　Ｃ～１０８ 0466-26-1206
06090917 神奈川県 大野　瞳 ｵｵﾉ ﾋﾄﾐ 大野瞳行政書士事務所 239-0807 神奈川県横須賀市根岸町２丁目１７番２７号 046-835-6097
06091393 神奈川県 岸　邦彦 ｷｼ ｸﾆﾋｺ 楓行政書士法務事務所 240-0032 神奈川県横浜市保土ヶ谷区法泉二丁目２４番１４号 050-3103-2803
06091628 神奈川県 加川　健二 ｶｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 西ノ台行政書士事務所 247-0061 神奈川県鎌倉市台１４２７番地 0467-47-5083
06091699 神奈川県 安室　國平 ﾔｽﾑﾛ ｸﾆﾋﾗ 安室行政書士事務所 235-0012 神奈川県横浜市磯子区滝頭三丁目１０番７号 045-761-9615
06091921 神奈川県 広重　大介 ﾋﾛｼｹﾞ ﾀﾞｲｽｹ さがみ行政書士事務所 252-0312 神奈川県相模原市南区相南４－３－３０　大和ビル２ 042-785-5086
07090412 神奈川県 山本　隆人 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾄ 山本隆人行政書士事務所 252-0302 神奈川県相模原市南区上鶴間７丁目６番６号　３階 042-745-8888

07090422 神奈川県 吉野　浩 ﾖｼﾉ ﾋﾛｼ ＥＢｉＮＡ行政書士事務所 252-0029
神奈川県座間市入谷西４－１－２１　ウエストポイン
ト．Ｔビル２Ｆ

046-256-2525

07090551 神奈川県 雜賀　美治 ｻｲｶﾞ ﾖｼﾊﾙ 雑賀行政書士事務所 250-0001 神奈川県小田原市扇町１丁目３６番１９号 0465-34-5783
07090556 神奈川県 鎌田　俊一 ｶﾏﾀ ｼｭﾝｲﾁ 行政書士鎌田法務事務所 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央１－２３－２６－６０ 045-479-6454
07090700 神奈川県 山縣　俊男 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾄｼｵ 行政書士山縣事務所 233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目４１番４１号 045-841-8655

07090708 神奈川県 井出　順 ｲﾃﾞ ｽﾅｵ 行政書士アイデス事務所 236-0012
神奈川県横浜市金沢区柴町３９１番地　マリンシティ
金沢文庫Ｆ棟４０６号

045-786-1597

07090859 神奈川県 永井　隆一 ﾅｶﾞｲ ﾘｭｳｲﾁ 行政書士ナガイ事務所 221-0851
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町６番１４号　ミキ
ハウス三ツ沢３０２号

050-3488-5026

07090861 神奈川県 大野　照夫 ｵｵﾉ ﾃﾙｵ 大野行政書士事務所 246-0023 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和東四丁目２９番地８ 045-364-2230
07091056 神奈川県 稲垣　勲 ｲﾅｶﾞｷ ｲｻｦ 稲垣行政書士事務所 221-0071 神奈川県横浜市神奈川区白幡仲町４４番１５号 045-434-0371
07091058 神奈川県 髙橋　幹子 ﾀｶﾊｼ ﾐｷｺ 髙橋行政書士事務所 223-0051 神奈川県横浜市港北区箕輪町一丁目１７番１－２０８ 045-562-4726

07091059 神奈川県 山﨑　行夫 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷｵ 山﨑行政書士事務所 247-0013
神奈川県横浜市栄区上郷町１４２番地１　グランドゥー
ル新家２０６

045-479-9278

07091554 神奈川県 大川内　浩幸 ｵｵｺｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 行政書士おおこうち事務所 232-0005
神奈川県横浜市南区白金町１丁目４番地１　エステー
トＡＭ２０１号

045-325-7550

07091617 神奈川県 大矢　和義 ｵｵﾔ ｶｽﾞﾖｼ 行政書士大矢和義事務所 251-0037 神奈川県藤沢市鵠沼海岸５丁目６番２９号 0466-33-2014
07091918 神奈川県 名川　善弘 ﾅｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 行政書士名川事務所 210-0816 神奈川県川崎市川崎区大師町１３番１３号 090-3207-0848
07091921 神奈川県 尾崎　雄一 ｵｻﾞｷ ﾕｳｲﾁ 尾崎行政書士事務所 220-0073 神奈川県横浜市西区岡野二丁目６番１６号 045-323-1632
07091988 神奈川県 南波　正男 ﾅﾝﾊﾞ ﾏｻｵ 行政書士南波事務所 230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向４－３１－９ 045-883-3531
08090248 神奈川県 藤村　率 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘﾂ 藤村行政書士事務所 252-0802 神奈川県藤沢市高倉７５４番地の２６ 0466-21-9562
08090440 神奈川県 浦川　光明 ｳﾗｶﾜ ﾐﾂｱｷ 行政書士浦川事務所 223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東五丁目４番８号 045-544-8135
08090442 神奈川県 岩村　俊明 ｲﾜﾑﾗ ﾄｼｱｷ 行政書士事務所　Ｒｏｃｋ　Ｖｉｌｌａｇｅ 252-0311 神奈川県相模原市南区東林間１丁目２４番１２号 042-785-2086

08090444 神奈川県 大野　佐由理 ｵｵﾉ ｻﾕﾘ 行政書士大野佐由理事務所 220-0061
神奈川県横浜市西区久保町６番２５　ライオンズマン
ション西横浜第２－２０３号

045-242-2585

08090449 神奈川県 野瀬　大介 ﾉｾ ﾀﾞｲｽｹ 行政書士能見台まちかど法務 236-0057
神奈川県横浜市金沢区能見台四丁目３番地１５　参
番館９０４

045-900-8213

08090455 神奈川県 渡邊　幸子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾁｺ 行政書士渡邊法務事務所 252-0302 神奈川県相模原市南区上鶴間６丁目２０番１５号 042-794-6003
08090456 神奈川県 仁科　智威子 ﾆｼﾅ ﾁｲｺ 仁科行政書士事務所 222-0023 神奈川県横浜市港北区仲手原一丁目９番７号 045-401-2178
08090459 神奈川県 鈴木　満 ｽｽﾞｷ ﾐﾂﾙ 彩行政書士事務所 211-0037 神奈川県川崎市中原区井田三舞町６番１－３０３号 080-5182-5539
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08090462 神奈川県 佐藤　誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 行政書士佐藤誠事務所 254-0815 神奈川県平塚市桃浜町２４番１７号 090-5506-7309
08090617 神奈川県 久保寺　慶和 ｸﾎﾞﾃﾗ ﾖｼｶｽﾞ 久保寺行政書士事務所 257-0002 神奈川県秦野市鶴巻南４丁目１８番１１号 0463-77-1197

08090619 神奈川県 櫻井　正明 ｻｸﾗｲ ﾏｻｱｷ 櫻行政書士事務所 226-0003
神奈川県横浜市緑区鴨居１丁目９番１２号　岩岡ハイ
ツ３０２号

045-350-9369

08090620 神奈川県 外丸　和之 ﾄﾏﾙ ｶｽﾞﾕｷ 行政書士とまる法務事務所 251-0871
神奈川県藤沢市善行２丁目２６番地の１８　クエスタ・
デル・ラモスⅡ３０８

0466-21-9014

08090622 神奈川県 松本　康二 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｼﾞ 行政書士有明国際法務事務所 220-0023 神奈川県横浜市西区平沼一丁目４０番９－８１５号 045-489-5637
08090628 神奈川県 菅谷　宏 ｽｶﾞﾔ ﾋﾛｼ 行政書士菅谷経営ソリューションズ 221-0001 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾１－１１－１１ 045-402-1529
08090635 神奈川県 香取　美栄子 ｶﾄﾘ ﾐｴｺ 香取行政書士事務所 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜２－５－１４－７０１ 045-470-0833

08090638 神奈川県 戸澤　強志 ﾄｻﾞﾜ ﾂﾖｼ
行政書士法人オフィスウイングス　
川崎

210-0023
神奈川県川崎市川崎区小川町８－１４　ケンネルビル
３Ａ

044-200-7067

08090859 神奈川県 山口　陽一 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳｲﾁ 行政書士山口陽一事務所 250-0106 神奈川県南足柄市怒田１１４２番地８ 0465-73-4659
08090860 神奈川県 原川　みどり ﾊﾗｶﾜ ﾐﾄﾞﾘ 原川行政書士事務所 212-0053 神奈川県川崎市幸区下平間４８番地１００ 044-276-8817
08091064 神奈川県 北村　幸一 ｷﾀﾑﾗ ｺｳｲﾁ 北村行政書士事務所 257-0014 神奈川県秦野市今泉５１番地の４ 0463-81-7578
08091196 神奈川県 金子　輝司 ｶﾈｺ ﾃﾙｼﾞ 上溝行政書士事務所 252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝７丁目２４番４１号 042-763-2766
08091197 神奈川県 菅原　光男 ｽｶﾞﾊﾗ ﾐﾂｵ 菅原光男行政書士事務所 227-0066 神奈川県横浜市青葉区あかね台一丁目２１番地４５ 045-986-0522
08091474 神奈川県 山本　真吾 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 山本行政書士事務所 254-0903 神奈川県平塚市河内１５３番地５ 0463-80-8473

08091477 神奈川県 飯田　由美子 ｲｲﾀﾞ ﾕﾐｺ 行政書士飯田由美子事務所 245-0053
神奈川県横浜市戸塚区上矢部町４４０番地１　グラン
ガーデン東戸塚４０２号

045-812-6214

08091585 神奈川県 寺内　恭子 ﾃﾗｳﾁ ﾁｶｺ 行政書士寺内恭子事務所 231-0015
神奈川県横浜市中区尾上町６－８６－１　関内マーク
ビル５Ｆ

045-263-6549

08091586 神奈川県 村岡　伸彦 ﾑﾗｵｶ ﾉﾌﾞﾋｺ 行政書士村岡経営法務事務所 227-0044 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野２６番地１１ 045-972-8440
08091695 神奈川県 杉浦　正 ｽｷﾞｳﾗ ﾀﾀﾞｼ 杉浦行政書士事務所 247-0052 神奈川県鎌倉市今泉二丁目２１番９号 0467-43-1997
08091775 神奈川県 渡邉　一彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋｺ 行政書士法人渡邉事務所 255-0002 神奈川県中郡大磯町東町２丁目６番４号 0463-62-0794

08091875 神奈川県 田部井　明香 ﾀﾍﾞｲ ﾊﾙｶ
行政書士かえで合同事務所　田部
井明香

213-0033
神奈川県川崎市高津区下作延２－７－２４　カーサマ
デラ４０３

044-567-9422

08091939 神奈川県 福地　靖直 ﾌｸﾁ ﾔｽﾅｵ 行政書士福地事務所 244-0815
神奈川県横浜市戸塚区下倉田町２５０－１　コープ野
村６１５

045-866-3253

08092035 神奈川県 鈴木　健 ｽｽﾞｷ ｹﾝ 鈴木　健行政書士事務所 247-0075 神奈川県鎌倉市関谷３６６番地１２ 0467-50-0919
08092116 神奈川県 三原　真起子 ﾐﾊﾗ ﾏｷｺ 湘南なぎさ行政書士事務所 253-0051 神奈川県茅ヶ崎市若松町５－２０ 0467-84-2466
08092172 神奈川県 安部　正彦 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋｺ 行政書士安部事務所 242-0005 神奈川県大和市西鶴間七丁目４番１０号 046-273-4231

08092234 神奈川県 松下　知恵 ﾏﾂｼﾀ ﾁｴ
ＣＲＯＳＳＩＮＧ　ＢＯＲＤＥＲＳ国際法
務行政書士事務所

225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘５－１３－２－８０２ 050-5539-7146

09081460 神奈川県 加藤　敬子 ｶﾄｳ ｹｲｺ
行政書士法人オフィスウイングス　
川崎

210-0023
神奈川県川崎市川崎区小川町８番地１４　ケンネルビ
ル３Ａ

044-200-7067

09090015 神奈川県 池田　秀一 ｲｹﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 行政書士池田事務所 212-0022 神奈川県川崎市幸区神明町１－１３－１　三葉ビル３ 044-555-6272
09090095 神奈川県 井口　卓也 ｲｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 横浜鶴見井口行政書士事務所 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４－５－９－２０４ 045-582-7585

09090234 神奈川県 笹生　泰士 ｻｻｵ ﾔｽｼ ささお行政書士法務事務所 210-0001
神奈川県川崎市川崎区本町１丁目９番地７　加瀬ビ
ル１１０－６０５号

044-201-2719

09090462 神奈川県 大神　和己 ｵｵｶﾞﾐ ｶｽﾞﾐ
トライスター法務事務所特定行政
書士大神和己

231-0002
神奈川県横浜市中区海岸通四丁目２３番地　マリンビ
ル８０２

045-900-5505

09090463 神奈川県 鈴木　孝 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 行政書士すずき法務事務所 215-0033
神奈川県川崎市麻生区栗木１丁目３番１８号　ソレ
アード１０２

044-281-0067

09090470 神奈川県 平出　花子 ﾋﾗﾃﾞ ﾊﾅｺ 行政書士平出花子事務所 221-0821
神奈川県横浜市神奈川区富家町１番地１３　スカイハ
イツトーカイ３０３号室

090-2540-2130

09090631 神奈川県 清水　暁 ｼﾐｽﾞ ｻﾄﾙ 行政書士法人ＡＸＩＡ　本社 252-0226 神奈川県相模原市中央区陽光台７－５－９－２Ｆ 042-750-5335
09090821 神奈川県 古坊　忠彦 ﾌﾙﾎﾞｳ ﾀﾀﾞﾋｺ 古坊行政書士事務所 244-0805 神奈川県横浜市戸塚区川上町４１５番地２　光の街６ 045-826-5808

09090988 神奈川県 田畑　圭一 ﾀﾊﾞﾀ ｹｲｲﾁ たばた行政書士事務所 241-0004
神奈川県横浜市旭区中白根四丁目１番２　エルパ
ティオ５２３号室

045-212-0523

09090992 神奈川県 大川　敦 ｵｵｶﾜ ｱﾂｼ 大川敦行政書士事務所 221-0865 神奈川県横浜市神奈川区片倉一丁目１７番３４－５０ 045-577-0028
09091263 神奈川県 川添　隆公 ｶﾜｿﾞｴ ﾀｶﾋﾛ 行政書士川添事務所 224-0007 神奈川県横浜市都筑区荏田南５丁目２０番５－１０２ 045-941-3671
09091359 神奈川県 佃　剛 ﾂｸﾀﾞ ﾂﾖｼ 佃行政書士事務所 236-0005 神奈川県横浜市金沢区並木三丁目８番２－４０３号 045-783-7167

09091748 神奈川県 山田　篤志 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 海街法務行政書士事務所 239-0802
神奈川県横須賀市馬堀町２丁目６番２２号　ネプチュ
リオン２０１

050-1070-6261
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09091826 神奈川県 菊池　誠 ｷｸﾁ ﾏｺﾄ 菊池行政書士事務所 227-0062
神奈川県横浜市青葉区青葉台一丁目１１番地１　ドル
フ青葉台１－４０４

045-983-8390

09092128 神奈川県 遠田　武史 ｵﾝﾀﾞ ﾀｹｼ おんだ行政書士事務所 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢１０３１－１－８０７ 0466-90-4753
09470957 神奈川県 石松　一樹 ｲｼﾏﾂ ｶｽﾞｷ 太陽国際法務行政書士事務所 247-0061 神奈川県鎌倉市台５丁目４番３４－６０１号 0467-80-8241

10080935 神奈川県 大川　隆夫 ｵｵｶﾜ ﾀｶｵ 行政書士大川総合法務事務所 227-0067
神奈川県横浜市青葉区松風台１番地８　グランフォル
ム青葉台１０５

045-872-0023

10090101 神奈川県 小林　浩悦 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｴﾂ 行政書士小林浩悦事務所 239-0806 神奈川県横須賀市池田町一丁目１番２－５０４号 046-837-8568
10090142 神奈川県 大場　健人 ｵｵﾊﾞ ｹﾝﾄ 大場行政書士事務所 251-0033 神奈川県藤沢市片瀬山３丁目７番１９号 0466-47-9501

10090143 神奈川県 大久保　久世 ｵｵｸﾎﾞ ﾋｻﾖ 行政書士おおくぼ法務事務所 244-0816
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町２２２番地１　横浜サ
ウス５０９号

080-6543-1476

10090145 神奈川県 福島　章雅 ﾌｸｼﾏ ｱｷﾏｻ 行政書士リーガルサービス湘南 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢５７２番地　ラ・ホーヤ藤沢６０８ 0466-54-9996
10090208 神奈川県 大森　康弘 ｵｵﾓﾘ ﾔｽﾋﾛ 大森行政書士事務所 247-0073 神奈川県鎌倉市植木７２４番地１　Ｎハイツ１０２号 090-9804-1189
10090294 神奈川県 長谷川　文孝 ﾊｾｶﾞﾜ ﾌﾐﾀｶ 天台行政書士事務所 243-0433 神奈川県海老名市河原口５丁目１３番２４号 046-215-0451
10090398 神奈川県 本間　潤子 ﾎﾝﾏ ｼﾞｭﾝｺ 横浜ベイサイド行政書士事務所 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町１５２番９ 045-323-9697
10090400 神奈川県 青木　茂 ｱｵｷ ｼｹﾞﾙ 行政書士青木法務事務所 238-0014 神奈川県横須賀市三春町五丁目８３番地１７ 090-3572-5686
10090405 神奈川県 小野　雅巳 ｵﾉ ﾏｻﾐ 西横浜行政書士事務所ウィズ 220-0054 神奈川県横浜市西区境之谷１３番地の４ 045-252-1594
10090410 神奈川県 新井　文人 ｱﾗｲ ﾌﾐﾄ 行政書士新井法務事務所 210-0845 神奈川県川崎市川崎区渡田山王町２８番１３号 044-344-3375
10090517 神奈川県 村　靖史 ﾑﾗ ﾔｽｼ 行政書士村綜合法務事務所 251-0033 神奈川県藤沢市片瀬山３丁目２４番９号 0466-27-2655

10090519 神奈川県 富田　雅美 ﾄﾐﾀ ﾏｻﾐ 横浜中央行政書士事務所 231-0023
神奈川県横浜市中区山下町７０－１５　ライオンズマ
ンション山下公園４階４１４号室

045-263-6593

10090722 神奈川県 青栁　英男 ｱｵﾔｷﾞ ﾋﾃﾞｵ 青栁行政書士事務所 235-0004 神奈川県横浜市磯子区下町４番１２号 045-758-7393
10090726 神奈川県 岡本　豪 ｵｶﾓﾄ ﾀｹｼ 行政書士　岡本事務所 252-0001 神奈川県座間市相模が丘４丁目５６番３号 046-258-1244
10090733 神奈川県 海老原　嘉洋 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 海老原行政書士事務所 247-0008 神奈川県横浜市栄区本郷台一丁目２５番６号 0803-4888-678
10090740 神奈川県 石渡　大介 ｲｼﾜﾀ ﾀﾞｲｽｹ いしわた行政書士事務所 245-0061 神奈川県横浜市戸塚区汲沢八丁目２番１４号 045-514-5790
10090972 神奈川県 菱川　邦英 ﾋｼｶﾜ ｸﾆﾋﾃﾞ 行政書士菱川事務所 251-0015 神奈川県藤沢市川名１丁目５番２６号 0466-26-6974

10090973 神奈川県 望月　亮秀 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷﾋﾃﾞ 行政書士法人望月事務所 221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目２９番地９　
タクエー横浜西口第６ビル６階

045-313-6188

10091194 神奈川県 髙木　耐子 ﾀｶｷﾞ ﾀｲｺ 髙木耐子行政書士事務所 235-0019 神奈川県横浜市磯子区磯子台２７番Ｃ－２１０号 045-751-0833
10091197 神奈川県 川上　聡 ｶﾜｶﾐ ｻﾄｼ 川上行政書士事務所 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目６番１３－３０ 090-9239-0050
10091198 神奈川県 小林　三千世 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾁﾖ 材木座行政書士事務所 248-0013 神奈川県鎌倉市材木座三丁目１０番１５号　Ｎｏ．８ 0467-67-3772
10091212 神奈川県 平田　俊夫 ﾋﾗﾀ ﾄｼｵ 行政書士平田事務所 226-0019 神奈川県横浜市緑区中山一丁目８番８－５０３号 045-567-6105

10091369 神奈川県 海原　比呂志 ｶｲﾊﾞﾗ ﾋﾛｼ 海原行政書士事務所 231-0011
神奈川県横浜市中区太田町一丁目２０番地　三和ビ
ル３－Ｃ

045-228-7860

10091373 神奈川県 佐藤　まゆみ ｻﾄｳ ﾏﾕﾐ 佐藤まゆみ行政書士事務所 231-0823 神奈川県横浜市中区本牧大里町３６番６号 045-228-7313

10091375 神奈川県 神﨑　政美 ｶﾝｻﾞｷ ﾏｻﾐ 神﨑行政書士事務所 252-0206
神奈川県相模原市中央区淵野辺３丁目３番１５号　ク
リオ淵野辺七番館３０１号室

042-752-5893

10091565 神奈川県 横尾　佳子 ﾖｺｵ ﾖｼｺ 行政書士よこお事務所 224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町３６６６番地１ 045-515-1810

10091566 神奈川県 笹山　千惠子 ｻｻﾔﾏ ﾁｴｺ
トライスター法務事務所行政書士
笹山千惠子

231-0002
神奈川県横浜市中区海岸通四丁目２３番地　マリンビ
ル８０２

045-479-8752

10091569 神奈川県 甲斐　義浩 ｶｲ ﾖｼﾋﾛ 甲斐行政書士国際法務事務所 215-0003 神奈川県川崎市麻生区高石３丁目３４番２－６０３号 044-966-4298

10091808 神奈川県 遠藤　憲司 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ 遠藤憲司行政書士事務所 253-0072
神奈川県茅ヶ崎市今宿３９６番地９０６号　コスモ茅ヶ
崎プレシオ

0467-40-3001

10091810 神奈川県 佐藤　大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 行政書士Ｌ＆Ｌアドバイザーズ 242-0001
神奈川県大和市下鶴間１７８５番地の３　ドラゴンマン
ション中央林間弐番館８０１号

090-1793-0658

10091813 神奈川県 山下　慶華 ﾔﾏｼﾀ ｹｲｶ 行政書士山下法務 224-0007 神奈川県横浜市都筑区荏田南五丁目２０番１２－５０ 090-7946-1941
10091814 神奈川県 赤尾　洋 ｱｶｵ ﾋﾛｼ 行政書士赤尾洋事務所 247-0074 神奈川県鎌倉市城廻６６８番地２１ 080-6818-2894
10092041 神奈川県 澁谷　智子 ｼﾌﾞﾔ ﾄﾓｺ 澁谷行政書士事務所 231-0848 神奈川県横浜市中区鷺山４７番地 090-4077-5115
10092046 神奈川県 堀川　清美 ﾎﾘｶﾜ ｷﾖﾐ 行政書士かなざわ法務事務所 236-0035 神奈川県横浜市金沢区大道１丁目１０番１３号 045-782-0649
10092048 神奈川県 福島　久美子 ﾌｸｼﾏ ｸﾐｺ 行政書士　福島くみこ事務所 235-0001 神奈川県横浜市磯子区上町６番３７号 045-517-3836

10092165 神奈川県 菊地　幸治 ｷｸﾁ ｺｳｼﾞ 菊地行政書士事務所 253-0105
神奈川県高座郡寒川町岡田２丁目１番１９号　キクチ
アパート２０３

0467-74-2120

10092271 神奈川県 飯村　知子 ｲｲﾑﾗ ﾄﾓｺ 行政書士ことりオフィス 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町７１９－６ 080-2250-8411

10092339 神奈川県 桑原　裕介 ｸﾜﾊﾗ ﾕｳｽｹ 行政書士相模中央法務事務所 252-0231
神奈川県相模原市中央区相模原２丁目１３番２号　服
部相模原ビル７階

042-851-4572

10092598 神奈川県 宮脇　照樹 ﾐﾔﾜｷ ﾃﾙｷ 行政書士フェニックス 252-0314 神奈川県相模原市南区南台１－９－１０－２０８ 042-765-0504
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10092601 神奈川県 遠峰　俊一郎 ﾄｵﾐﾈ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ とおみね行政書士事務所 247-0053 神奈川県鎌倉市今泉台一丁目２７番５号 070-5082-4359
10092604 神奈川県 那須　まどか ﾅｽ ﾏﾄﾞｶ 那須まどか行政書士事務所 211-0025 神奈川県川崎市中原区木月４丁目５１番１２号 044-750-9436

11090349 神奈川県 清水　和友 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾄﾓ 清水和友行政書士事務所 241-0822
神奈川県横浜市旭区さちが丘７５番地１　リバーサイ
ドシオン２０７

045-365-1938

11090351 神奈川県 濱村　仁之 ﾊﾏﾑﾗ ﾏｻﾕｷ ヒルトップ行政書士事務所 232-0071 神奈川県横浜市南区永田北三丁目４番１９号 045-713-3365

11090421 神奈川県 室本　征司 ﾑﾛﾓﾄ ｾｲｼﾞ
リーガルミッション国際行政書士事
務所

257-0003 神奈川県秦野市南矢名２２９１番地の１６ 090-1638-8374

11090685 神奈川県 高本　邦夫 ﾀｶﾓﾄ ｸﾆｵ たかもと行政書士事務所 250-0134 神奈川県南足柄市雨坪５０５番地３ 0465-74-5918
11090688 神奈川県 山口　純一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ 山口純一行政書士事務所 253-0054 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南二丁目４番２３号 0467-82-8425
11090986 神奈川県 山﨑　富雄 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾐｵ 行政書士事務所クリオアシスト 233-0006 神奈川県横浜市港南区芹が谷四丁目２８番４号 045-824-0487
11090989 神奈川県 近藤　篤文 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂﾌﾐ 行政書士近藤法務事務所 215-0024 神奈川県川崎市麻生区白鳥１丁目１９番１５－５０１ 044-988-6872
11090993 神奈川県 吉田　佐智子 ﾖｼﾀﾞ ｻﾁｺ まるよし行政書士事務所 238-0234 神奈川県三浦市諏訪町９番８号 046-881-6331
11090994 神奈川県 小髙　洋一 ｺﾀﾞｶ ﾖｳｲﾁ 小髙行政書士事務所 226-0013 神奈川県横浜市緑区寺山町１４７番地１６ 045-934-8709
11091127 神奈川県 村田　恵 ﾑﾗﾀ ｹｲ 行政書士　村田　恵事務所 259-1216 神奈川県平塚市入野４４７番地４ 0463-71-6230
11091394 神奈川県 鹿山　慶洋 ｶﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ ＦＬＡ　行政書士事務所 248-0027 神奈川県鎌倉市笛田４丁目１８番３号 0467-31-9363
11091396 神奈川県 石田　こずえ ｲｼﾀﾞ ｺｽﾞｴ アミカル行政書士・翻訳事務所 230-0077 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾五丁目１３番１－１０３ 090-8119-8423
11091816 神奈川県 中村　勝晃 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂｱｷ 行政書士中村勝晃事務所 239-0802 神奈川県横須賀市馬堀町３丁目１９番６号 080-9368-4974
11091818 神奈川県 千代川　浩子 ﾁﾖｶﾜ ﾋﾛｺ 行政書士厚木なでしこ法務事務所 243-0213 神奈川県厚木市飯山２１８０番地３３ 046-281-8112
11091988 神奈川県 北川　哲也 ｷﾀｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ 行政書士事務所Ｌｉｎｋ－Ｕｐ 253-0061 神奈川県茅ヶ崎市南湖５－６－１　第二南湖ビル２０１ 0467-81-4354

11091992 神奈川県 佐藤　リサ ｻﾄｳ ﾘｻ 佐藤リサ行政書士事務所 244-0805
神奈川県横浜市戸塚区川上町９８番地２　スカイパレ
ス東戸塚３０５号

045-517-9152

11092075 神奈川県 山口　貴之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 山口行政書士事務所 226-0021 神奈川県横浜市緑区北八朔町１４１７番地７ 045-479-8305
11092159 神奈川県 田中　満広 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾋﾛ 行政書士　田中満広 236-0042 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東６－１３－１６ 045-843-0383

11092250 神奈川県 新井　秀美 ｱﾗｲ ﾋﾃﾞﾐ パロット行政書士事務所 213-0012
神奈川県川崎市高津区坂戸１丁目６番７号　パロット
溝の口５０１

044-811-1261

11092329 神奈川県 金原　佳夫 ｶﾈﾊﾗ ﾖｼｵ 宮前行政書士事務所 216-0044 神奈川県川崎市宮前区西野川３丁目１２番３２号 044-751-5809
11092330 神奈川県 小松田　貞利 ｺﾏﾂﾀﾞ ｻﾀﾞﾄｼ 小松田行政書士事務所 221-0831 神奈川県横浜市神奈川区上反町２丁目１８番地４ 045-324-4723

11092420 神奈川県 竹中　義久 ﾀｹﾅｶ ﾖｼﾋｻ 行政書士竹中オフィス 210-0845
神奈川県川崎市川崎区渡田山王町１７番１２号　丸越
ビル４階

044-280-6510

12080099 神奈川県 上野　信 ｳﾜﾉ ﾉﾌﾞ うわの行政書士事務所 213-0015
神奈川県川崎市高津区梶ケ谷６丁目３番地２　シトラ
スコート１０２

080-8039-4477

12090025 神奈川県 佐藤　浩史 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 佐藤行政書士事務所 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４－５－９－２０４号 045-716-9500
12090027 神奈川県 佐々木　一之 ｻｻｷ ｶｽﾞﾕｷ ささいち行政書士事務所 226-0027 神奈川県横浜市緑区長津田一丁目５番４号 045-507-6313
12090507 神奈川県 桑原　元気 ｸﾜﾊﾗ ｹﾞﾝｷ 桑原行政書士事務所 240-0065 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田二丁目１番１６号 045-744-7097
12090508 神奈川県 青柳　保廣 ｱｵﾔｷﾞ ﾔｽﾋﾛ アオヤギ行政書士事務所 231-0824 神奈川県横浜市中区本牧三之谷１６番２３－４０３号 045-228-7286

12090509 神奈川県 鈴木　勝雄 ｽｽﾞｷ ｶﾂｵ 鈴木行政書士法務事務所 231-0007
神奈川県横浜市中区弁天通２丁目２８番地１　ライオ
ンズマンション関内３０９

045-567-5138

12090684 神奈川県 増子　俊雄 ﾏｽｺ ﾄｼｵ 行政書士増子俊雄事務所 249-0001 神奈川県逗子市久木２丁目７番１５号 046-873-7869

12090685 神奈川県 佐藤　謙一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 金沢八景行政書士事務所 236-0023
神奈川県横浜市金沢区平潟町１３番２９　プライム金
沢八景４０５

045-787-0934

12090926 神奈川県 佐野　親生 ｻﾉ ﾁｶｵ 佐野行政書士事務所 235-0022
神奈川県横浜市磯子区汐見台３丁目４番地５　３４０
４棟４２３号

045-750-5150

12090928 神奈川県 大津　勝利 ｵｵﾂ ｶﾂﾄｼ 行政書士　おおつ法務事務所 257-0035 神奈川県秦野市本町３丁目１番４号 0463-84-0352

12090935 神奈川県 脇原　琢 ﾜｷﾊﾗ ﾀｸ ゴールデンリラックス行政書士 220-0072
神奈川県横浜市西区浅間町１丁目９番地１６　フロー
レンスパレス横濱６０２号

070-6646-8993

12091096 神奈川県 太田　博 ｵｵﾀ ﾋﾛｼ 太田博行政書士事務所 214-0006 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷３丁目１番２５－１０２ 090-5522-6828
12091097 神奈川県 阪西　貴子 ｻｶﾆｼ ﾀｶｺ さかにし貴子行政書士事務所 252-0253 神奈川県相模原市中央区南橋本１丁目２２番１５－２ 042-703-3795
12091099 神奈川県 落合　裕子 ｵﾁｱｲ ﾕｳｺ エスポワール行政書士事務所 224-0037 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南１－３－１０－１００１ 045-942-8229
12091242 神奈川県 常木　一典 ﾂﾈｷ ｶｽﾞﾉﾘ 鎌倉小町行政書士事務所 248-0006 神奈川県鎌倉市小町１－９－３　島森ビル３階 0467-39-5274

12091253 神奈川県 関谷　佐奈恵 ｾｷﾔ ｻﾅｴ
トライスター法務事務所行政書士
関谷佐奈恵

231-0002
神奈川県横浜市中区海岸通四丁目２３番地　マリンビ
ル８０２

045-222-8563

12091255 神奈川県 長谷川　由美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾐ 行政書士法人ＮＥＫＴＯＮ 252-0318
神奈川県相模原市南区上鶴間本町４－９－７　庄井
ビル２０２号室

042-743-7886

12091257 神奈川県 大中　政志 ｵｵﾅｶ ﾏｻｼ おおなか行政書士事務所 247-0005
神奈川県横浜市栄区桂町３１９番地１８　ラルジュ本
郷台３０６

045-383-9773
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12091263 神奈川県 江﨑　大輔 ｴｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 江﨑行政書士事務所 240-0004
神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩間町１－６－８　プレア
デス２０４

045-744-8879

12091730 神奈川県 森　大樹 ﾓﾘ ﾀﾞｲｷ 行政書士　大樹総務事務所 235-0021 神奈川県横浜市磯子区岡村四丁目１５番８２号 045-550-3580
12091957 神奈川県 新島　宏敏 ﾆｲｼﾞﾏ ﾋﾛﾄｼ 行政書士新島宏敏事務所 251-0861 神奈川県藤沢市大庭５０６５番地の１　湘南小糸８－ 0466-88-0387

12091961 神奈川県 髙山　俊一郎 ﾀｶﾔﾏ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 高山行政書士事務所 211-0004
神奈川県川崎市中原区新丸子東１丁目７９１番地３　
朝日サンライズ多摩川２０２号

044-863-9345

12091962 神奈川県 百瀬　聖子 ﾓﾓｾ ｾｲｺ 百瀬聖子行政書士事務所 211-0013
神奈川県川崎市中原区上平間１１６１－１２　新川崎
ダイカンプラザ２０２

044-750-8255

12092056 神奈川県 土屋　亮 ﾂﾁﾔ ﾘｮｳ あかり行政書士事務所 252-0143
神奈川県相模原市緑区橋本二丁目３番２２号　大雄
地所本社ビル６０２号室

042-703-6059

12092165 神奈川県 可沼　吉則 ｶﾇﾏ ﾖｼﾉﾘ 可沼行政書士事務所 240-0065
神奈川県横浜市保土ケ谷区和田１－１３－１９　ライ
オンズマンション横浜和田町３０９

045-514-0870

12092172 神奈川県 松村　信也 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾝﾔ 松村行政書士事務所 252-0104 神奈川県相模原市緑区向原３丁目２１番地１１ 042-705-5540

12092437 神奈川県 大城戸　一成 ｵｵｷﾄﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 行政書士おおきど法務事務所 213-0034
神奈川県川崎市高津区上作延１０７５番地１　ライオ
ンズガーデン梶が谷５０３

044-852-8614

12092443 神奈川県 大橋　真行 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾕｷ 行政書士　大橋事務所 241-0022
神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰一丁目１番地２　鶴ビル
３階３０１号室

045-955-5603

12100523 神奈川県 平間　亮 ﾋﾗﾏ ﾘｮｳ 行政書士ヒラマ法務事務所 210-0802 神奈川県川崎市川崎区大師駅前２－１－１－７３７ 090-9682-7782
13081118 神奈川県 加納　千惠子 ｶﾉｳ ﾁｴｺ かのう行政書士事務所 211-0051 神奈川県川崎市中原区宮内２－３－９ 080-8036-6003

13090121 神奈川県 髙橋　良知 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾄﾓ 行政書士髙橋国際法務事務所 252-0311
神奈川県相模原市南区東林間５丁目１１番４号　イン
トワークビル３０３

042-748-8655

13090179 神奈川県 髙橋　光宏 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾋﾛ 行政書士　髙橋光宏事務所 246-0031 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷三丁目８番地の７ 045-520-2800
13090250 神奈川県 矢作　浩 ﾔﾊｷﾞ ﾋﾛｼ 希望が丘法務行政書士事務所 241-0826 神奈川県横浜市旭区東希望が丘４４番地２１ 090-8017-0345
13090305 神奈川県 島崎　修一 ｼﾏｻﾞｷ ｼｭｳｲﾁ 行政書士島崎事務所 236-0033 神奈川県横浜市金沢区東朝比奈二丁目２６番３号 045-513-2635
13090503 神奈川県 山之内　博 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾋﾛｼ 行政書士山之内博事務所 245-0062 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町５３９番地６ 045-862-5999
13090504 神奈川県 丸山　嘉雄 ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼｵ 丸山行政書士法務事務所 249-0001 神奈川県逗子市久木８丁目１７番５号 046-872-0484

13090506 神奈川県 森山　秀辰 ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾃﾞﾀﾂ 森山行政書士事務所 212-0022
神奈川県川崎市幸区神明町２丁目５０番地　小貫ハ
イツ１０２

070-6632-3970

13090508 神奈川県 美濃口　峰華 ﾐﾉｸﾞﾁ ﾎｳｶ 美濃口国際行政書士事務所 221-0822
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１－１０－５　コス
モ東神奈川駅前１００８号室

045-548-4952

13090511 神奈川県 檜垣　岳夫 ﾋｶﾞｷ ﾀｹｵ 行政書士　ひがき法務事務所 227-0054 神奈川県横浜市青葉区しらとり台２９－６９ 045-981-2090

13090514 神奈川県 山岸　孝浩 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｶﾋﾛ
行政書士法人シンシアインターナ
ショナル　川崎本店事務所

215-0004
神奈川県川崎市麻生区万福寺１－１－１　新百合ヶ
丘シティビルディング３０４Ｂ号室

044-299-7218

13090725 神奈川県 渡邉　茂実 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞﾐ 行政書士わたなべ法務事務所 211-0002 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町２丁目１３６５番 044-750-0764
13090729 神奈川県 谷川　祥子 ﾀﾆｶﾜ ｼｮｳｺ 行政書士谷川祥子事務所 215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺４丁目１９番１－１０１ 044-299-6173
13090919 神奈川県 木村　文則 ｷﾑﾗ ﾌﾐﾉﾘ 木村行政書士事務所 248-0032 神奈川県鎌倉市津６０２番地５７ 0467-31-0163
13090922 神奈川県 今井　悟 ｲﾏｲ ｻﾄﾙ 今井行政書士事務所 243-0031 神奈川県厚木市戸室４丁目１５番５号 046-205-0230
13090927 神奈川県 星　幸雄 ﾎｼ ﾕｷｵ 行政書士　星事務所 232-0061 神奈川県横浜市南区大岡二丁目２３番８号 045-741-5126
13090928 神奈川県 井上　忠 ｲﾉｳｴ ﾀﾀﾞｼ 井上行政書士事務所 245-0067 神奈川県横浜市戸塚区深谷町９３４番地７ 045-851-0541
13090931 神奈川県 岩石　貴彦 ｲﾜｲｼ ﾀｶﾋｺ 行政書士ロシェ法務事務所 225-0023 神奈川県横浜市青葉区大場町３８４番地４８ 045-878-9022
13090939 神奈川県 柴田　宏之 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ シバタ行政書士事務所 223-0051 神奈川県横浜市港北区箕輪町二丁目１０番２５－２０ 045-628-9747
13091137 神奈川県 立川　啓子 ﾀﾁｶﾜ ｹｲｺ 行政書士さいわい法務事務所 212-0015 神奈川県川崎市幸区柳町２７番地 044-272-1146
13091141 神奈川県 藤代　秀一 ﾌｼﾞｼﾛ ｼｭｳｲﾁ シュタット行政書士法務事務所 226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘三丁目６番地３１ 045-922-5550

13091142 神奈川県 竹原　英樹 ﾀｹﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 竹原　国際行政書士事務所 244-0801
神奈川県横浜市戸塚区品濃町５５３番地１　パークヒ
ルズＩ棟７０８号

045-825-9193

13091321 神奈川県 髙橋　秀治 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾊﾙ 髙橋行政書士事務所 230-0018
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾東台８番１　ニックハイ
ム東寺尾第５－１０４号

045-633-7475

13091504 神奈川県 讓原　敬 ﾕｽﾞﾘﾊﾗ ﾋﾛｼ
ベンチャーサポート行政書士法人　
横浜オフィス

220-0011 神奈川県横浜市西区高島二丁目１９番１２号 045-548-8931

13091635 神奈川県 田代　さとみ ﾀｼﾛ ｻﾄﾐ ＨＡＬ行政書士事務所 222-0036
神奈川県横浜市港北区小机町１５３８－２　ユナイト
小机ステーションクロスビー１０５号

045-654-8651

13091636 神奈川県 落合　進 ｵﾁｱｲ ｽｽﾑ 落合行政書士事務所 227-0034 神奈川県横浜市青葉区桂台二丁目３１番地４ 045-777-3266
13091641 神奈川県 持田　光一 ﾓﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ 行政書士持田事務所 245-0009 神奈川県横浜市泉区新橋町１４０６番地６ 045-813-7268

13091642 神奈川県 鈴木　正基 ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ コネクト行政書士事務所 239-0804
神奈川県横須賀市吉井１丁目３番２４号　グリーンハ
イツ城山Ａ－２０１

046-801-1290
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13091644 神奈川県 佐藤　茂樹 ｻﾄｳ ｼｹﾞｷ 佐藤茂樹行政書士事務所 242-0012 神奈川県大和市深見東三丁目３番１２号 046-262-2910
13091911 神奈川県 飯塚　家司 ｲｲﾂﾞｶ ｴｲｼﾞ 行政書士飯塚家司法務事務所 210-0816 神奈川県川崎市川崎区大師町１５番１３号 044-266-4966
13092100 神奈川県 野際　芳治 ﾉｷﾞﾜ ﾖｼﾊﾙ 行政書士野際芳治事務所 243-0025 神奈川県厚木市上落合５６５番地１ 046-229-5607

13092249 神奈川県 安達　郁子 ｱﾀﾞﾁ ｲｸｺ あだちいくこ行政書士事務所 210-0001
神奈川県川崎市川崎区本町２－５－３　ローズハイツ
東和多摩川９０７

044-387-0979

13092527 神奈川県 髙田　昌利 ﾀｶﾀ ﾏｻﾄｼ 行政書士髙田昌利事務所 220-0003 神奈川県横浜市西区楠町３番地２　エルズ横濱３０４ 080-7007-4579
14090247 神奈川県 君嶋　一郎 ｷﾐｼﾞﾏ ｲﾁﾛｳ 行政書士君嶋一郎事務所 247-0056 神奈川県鎌倉市大船１４４４番地７ 0467-47-4016

14090248 神奈川県 山口　一也 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 行政書士山口事務所 216-0035
神奈川県川崎市宮前区馬絹１４０６番地２　トーカド宮
崎台Ｅ－２１

044-789-5514

14090509 神奈川県 佐藤　浩史 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ
イデアルコンサルタント行政書士事
務所

222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜１－２７－３－９０３ 045-577-0525

14090513 神奈川県 三宅　充 ﾐﾔｹ ﾐﾂﾙ 行政書士三宅充事務所 232-0043 神奈川県横浜市南区蒔田町９７７－２０－９０３ 045-742-8145
14090517 神奈川県 田中　一郎 ﾀﾅｶ ｲﾁﾛｳ 行政書士田中一郎事務所 230-0074 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾五丁目８番４１号 045-718-6389

14090700 神奈川県 上田　秀雄 ｳｴﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 上田秀雄行政書士事務所 222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目５番１４号　ＷＩ
ＳＥ　ＮＥＸＴ　新横浜３階

045-285-9342

14090701 神奈川県 白田　浩幹 ｼﾗﾀ ﾋﾛｷ 行政書士ライトハウス法務事務所 251-0035
神奈川県藤沢市片瀬海岸１－７－２２　シーサイド
コート片瀬海岸１０７号

0466-51-7338

14090705 神奈川県 井村　浩 ｲﾑﾗ ﾋﾛｼ 行政書士事務所ニューワールド 212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬２丁目２５番６号 044-588-7053
14090712 神奈川県 古屋　憲芳 ﾌﾙﾔ ﾉﾘﾖｼ 古屋憲芳行政書士事務所 250-0051 神奈川県小田原市北ノ窪３１８番地の３ 0465-32-0280

14090909 神奈川県 福田　義信 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 行政書士福田事務所 214-0014
神奈川県川崎市多摩区登戸１７９２番地２　グラン
ドゥール登戸５１０

044-299-9731

14090912 神奈川県 清水　政道 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾐﾁ 清水国際法務行政書士事務所 230-0016 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾北台１５－９ 090-2480-4003
14090916 神奈川県 齋藤　雅之 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 齋藤雅之行政書士事務所 252-0201 神奈川県相模原市中央区上矢部４の２１の６ 090-7909-1790
14091090 神奈川県 吉井　弘治 ﾖｼｲ ｺｳｼﾞ 行政書士吉井弘治事務所 225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１０７５番地１７ 090-1144-3455
14091337 神奈川県 菅原　英和 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ エイチエス行政書士法務事務所 221-0865 神奈川県横浜市神奈川区片倉二丁目７０番１－３１５ 045-488-3691
14091440 神奈川県 上野　篤志 ｳｴﾉ ｱﾂｼ 上野行政書士事務所 251-0056 神奈川県藤沢市羽鳥３丁目１５番１９号 0466-33-0870

14091442 神奈川県 田中　諭 ﾀﾅｶ ｻﾄﾙ 行政書士田中諭横浜事務所 235-0032
神奈川県横浜市磯子区新杉田町７番１１　アビシニー
新杉田２０８号

045-349-4251

14091443 神奈川県 村山　愛 ﾑﾗﾔﾏ ｱｲ 行政書士村山法務コンサルタント 252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝２３１４番地２２ 042-713-1088

14091584 神奈川県 後藤　ともみ ｺﾞﾄｳ ﾄﾓﾐ 行政書士ＳＧ法務事務所 210-0818
神奈川県川崎市川崎区中瀬２丁目９番１５　第２スカ
イハイツ１０２

044-271-1635

14091587 神奈川県 福田　真紀子 ﾌｸﾀﾞ ﾏｷｺ 行政書士　オフィス・フクダ 231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町二丁目２番地　港陽ビル 045-550-3431
14091732 神奈川県 冨澤　博 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 行政書士冨澤博事務所 223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西六丁目２１番１９－１０ 045-532-1839

14091736 神奈川県 那住　史郎 ﾅｽﾞﾐ ｼﾛｳ 那住行政書士事務所 225-0024
神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１０５０番地１　エル・
ドマーニ２０　７０１

045-654-2334

14091848 神奈川県 荒井　真澄 ｱﾗｲ ﾏｽﾐ あらい行政書士事務所 249-0004 神奈川県逗子市沼間３丁目２２番２４号 046-873-7097

14091965 神奈川県 西田　亜紀子 ﾆｼﾀﾞ ｱｷｺ 行政書士もんりつ事務所 231-0013
神奈川県横浜市中区住吉町２丁目２１番地　プラウド
横濱関内３０２号室

045-662-4111

14092059 神奈川県 牧田　均 ﾏｷﾀ ﾋﾄｼ 行政書士　牧田均事務所 212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬２丁目４番９－２号 044-589-7301
14092060 神奈川県 大澤　昭 ｵｵｻﾜ ｱｷﾗ 大澤行政書士事務所 227-0067 神奈川県横浜市青葉区松風台４５番地３０ 045-963-1154
14092061 神奈川県 久保　久 ｸﾎﾞ ﾋｻｼ ファビスト行政書士事務所 213-0013 神奈川県川崎市高津区末長２丁目３８番４８号 044-853-6092
14092081 神奈川県 小出　真裕 ｺｲﾃﾞ ﾏｻﾋﾛ 小出行政書士事務所 223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西５－１６－３２ 045-542-7652
15090448 神奈川県 菅原　澄江 ｽｶﾞﾜﾗ ｽﾐｴ 菅原行政書士事務所 253-0087 神奈川県茅ヶ崎市下町屋３丁目２番１３号 0467-83-8382
15090643 神奈川県 岡田　憲幸 ｵｶﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 行政書士岡田憲幸事務所 214-0023 神奈川県川崎市多摩区長尾６丁目１４番７号 044-857-5323
15090652 神奈川県 石田　正樹 ｲｼﾀﾞ ﾏｻｷ 行政書士石田正樹事務所 242-0001 神奈川県大和市下鶴間７０５番地 046-208-0286
15091032 神奈川県 清水　信行 ｼﾐｽﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 清水信行行政書士事務所 249-0007 神奈川県逗子市新宿２丁目３番１３－３０５号 046-897-5633

15091422 神奈川県 石野　寛 ｲｼﾉ ﾋﾛｼ 石野行政書士事務所 236-0031
神奈川県横浜市金沢区六浦一丁目１番１０号　八坂
ハイツⅡ２階

045-349-2931

15091577 神奈川県 関野　隆弘 ｾｷﾉ ﾀｶﾋﾛ 関野隆弘行政書士事務所 259-1321 神奈川県秦野市曲松１丁目４番１２号　ＴＳビル３階 0463-88-1181
15092067 神奈川県 杉﨑　優介 ｽｷﾞｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 行政書士　あおば平塚法務事務所 254-0904 神奈川県平塚市根坂間１８３－２号棟１０１ 0463-71-6780
15092247 神奈川県 山本　豊 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾀｶ 行政書士　山本豊事務所 238-0034 神奈川県横須賀市金谷３丁目１番１４号 046-851-1103
15092308 神奈川県 岡田　正樹 ｵｶﾀﾞ ﾏｻｷ 岡田綜合行政書士事務所 240-0033 神奈川県横浜市保土ケ谷区境木本町６１番１９号 045-743-5377
16081039 神奈川県 齋藤　隆夫 ｻｲﾄｳ ﾀｶｵ 行政書士エーカーズ法務事務所 230-0076 神奈川県横浜市鶴見区馬場２－１０－３６ 045-633-1005

16090523 神奈川県 谷藤　太 ﾔﾄｳ ﾌﾄｼ 行政書士谷藤太事務所 221-0031
神奈川県横浜市神奈川区新浦島町１丁目１番地１　
ベイステージ横浜４３２－１１３１号

045-441-6313
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16090525 神奈川県 水澤　秀昭 ﾐｽﾞｻﾜ ﾋﾃﾞｱｷ みずさわ行政書士事務所 239-0814 神奈川県横須賀市二葉２－２８－１２ 046-843-4954

16090887 神奈川県 山川　明 ﾔﾏｶﾜ ｱｷﾗ 行政書士山川法務事務所 230-0051
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番６－５０５
号　ナイスアーバン鶴見中央Ⅱ

045-633-7925

16091530 神奈川県 須田　靖香 ｽﾀﾞ ﾔｽｶ 行政書士法人望月事務所 221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町３－２９－９　タク
エー横浜西口第６ビル６Ｆ

045-313-6188

16091631 神奈川県 宮崎　義実 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｼﾐ 行政書士　宮崎義実事務所 246-0021 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町４７７１番地４ 045-489-9196

16091638 神奈川県 大塚　尚希 ｵｵﾂｶ ﾅｵｷ 行政書士大塚法務事務所 257-0051
神奈川県秦野市今川町１番５号　藤和大秦野ハイタ
ウン３２１号

0463-82-8231

16091819 神奈川県 伊藤　浩 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 行政書士さがみ中央法務相談室 252-0239
神奈川県相模原市中央区中央３丁目６番６号　トーエ
イビル２０６号室

042-707-9222

16091925 神奈川県 武藤　秀機 ﾑﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 行政書士武藤事務所 253-0002 神奈川県茅ヶ崎市高田４丁目２１番５１号 0467-98-4820
16092088 神奈川県 松田　啓 ﾏﾂﾀﾞ ｹｲ ＢｅｙｏｎｄＷｏｒｋ行政書士事務所 234-0052 神奈川県横浜市港南区笹下三丁目４１－５－１ 080-5529-8252
16092090 神奈川県 兼本　理恵子 ｶﾈﾓﾄ ﾘｴｺ かねもと行政書士事務所 252-0137 神奈川県相模原市緑区二本松３丁目８番３３号 090-3536-3859
16092342 神奈川県 土肥　町子 ﾄﾞｲ ﾏﾁｺ 行政書士Ｍ＆Ｄ事務所 232-0052 神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町９番地 045-308-5607
16092503 神奈川県 中山　秀之 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ オレンジヒル行政書士事務所 259-0312 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜１９６４番地の１０９ 0465-62-1912
16092505 神奈川県 西田　徹 ﾆｼﾀﾞ ﾄｵﾙ 西田徹行政書士事務所 221-0851 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町１０番４１号 045-323-1571
16092507 神奈川県 米村　婦司子 ﾖﾈﾑﾗ ﾌｼﾞｺ 行政書士エフｄｅオフィス 221-0041 神奈川県横浜市神奈川区亀住町１３番地の９ 045-441-8756
17090358 神奈川県 小川　真樹 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｷ 行政書士小川事務所 251-0032 神奈川県藤沢市片瀬５丁目５番３号 080-3465-6001
17090477 神奈川県 神谷　智彦 ｶﾐﾔ ﾄﾓﾋｺ 神谷行政書士法務事務所 240-0016 神奈川県横浜市保土ケ谷区初音ケ丘４番１３号 045-338-7071
17090785 神奈川県 青山　幸一 ｱｵﾔﾏ ｺｳｲﾁ あおやま行政書士事務所 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町３４３０番地２７ 090-1708-0825

17090786 神奈川県 崎山　徳起 ｻｷﾔﾏ ﾄｸｷ 行政書士法人松下崎山事務所 231-0002
神奈川県横浜市中区海岸通四丁目２３番地　マリンビ
ル５０８

045-827-3640

17090928 神奈川県 梶田　晶子 ｶｼﾞﾀ ｱｷｺ 梶田行政書士事務所 259-1306 神奈川県秦野市戸川１５９番地の３４ 0463-75-1562
17090930 神奈川県 渋谷　清 ｼﾌﾞﾔ ｷﾖｼ 行政書士渋谷清事務所 259-1306 神奈川県秦野市戸川９９３番地の３ 0463-75-1388
17091074 神奈川県 黒圖　真之介 ｸﾛｽﾞ ｼﾝﾉｽｹ くろず行政書士事務所 236-0014 神奈川県横浜市金沢区寺前二丁目１９番８－２号 045-349-4142
17091208 神奈川県 新津　茂 ﾆｲﾂ ｼｹﾞﾙ 行政書士新津茂事務所 244-0001 神奈川県横浜市戸塚区鳥が丘２０番地７ 045-864-6564
17091305 神奈川県 竹内　一馬 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾏ 行政書士たけうち法務事務所 212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉２番１－９１９号 050-7120-0576
17091515 神奈川県 上村　幸一郎 ｶﾐﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 行政書士上村幸一郎事務所 241-0011 神奈川県横浜市旭区川島町３０１６番地の６ 045-442-3926
17091991 神奈川県 三原　光博 ﾐﾊﾗ ﾐﾂﾋﾛ 行政書士三原光博事務所 211-0064 神奈川県川崎市中原区今井南町３１番１２号 044-281-8715
17092233 神奈川県 飯田　浩之 ｲｲﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 行政書士飯田浩之事務所 240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内２１７０番地の６ 046-874-5499
18090384 神奈川県 井上　靖 ｲﾉｳｴ ﾔｽｼ 行政書士井上靖事務所 250-0875 神奈川県小田原市南鴨宮２丁目４６番４号 0465-43-8072
18090507 神奈川県 佐藤　隆仁 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 佐藤行政書士綜合事務所 240-0066 神奈川県横浜市保土ケ谷区釜台町４番６号 045-744-6539

18090719 神奈川県 河原　和也 ｶﾜﾊﾗ ｶｽﾞﾔ かわはら行政書士オフィス 210-0004
神奈川県川崎市川崎区宮本町６番地４　ウィング宮本
町２０１号

044-201-1236

18091259 神奈川県 真鍋　泰 ﾏﾅﾍﾞ ﾔｽｼ 行政書士真鍋泰法務事務所 244-0002
神奈川県横浜市戸塚区矢部町６３６番地１　ファミー
ル戸塚１０６号

045-513-9585

18091269 神奈川県 濱谷　千波 ﾊﾏﾀﾆ ﾁﾅﾐ 行政書士はまたに事務所 245-0023
神奈川県横浜市泉区和泉中央南五丁目１４番３－１０
１０号

090-9382-6688

18091270 神奈川県 湯前　大作 ﾕﾉﾏｴ ﾀﾞｲｻｸ 湯前行政書士事務所 247-0061 神奈川県鎌倉市台２－１１－１０ 0467-37-8441

18091555 神奈川県 吉田　喜一 ﾖｼﾀﾞ ｷｲﾁ
行政書士あざみ野ワンストップ法
務事務所

225-0012 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南二丁目５番地２７ 045-912-7551

18091559 神奈川県 林戸　千佳 ﾊﾔｼﾄﾞ ﾁｶ 行政書士横浜みなと大通り事務所 231-0014
神奈川県横浜市中区常盤町１丁目２番１号　関内電
子ビル１１階Ｂ

045-225-8318

18091668 神奈川県 矢田　裕子 ﾔﾀﾞ ﾋﾛｺ すずかけどおり行政書士事務所 220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみらい４－１０－３－Ｗｅｓ
ｔ６０１

090-6047-1698

18091669 神奈川県 大澤　正幸 ｵｵｻﾜ ﾏｻﾕｷ 行政書士大澤正幸事務所 243-0803 神奈川県厚木市山際５０９番地１４ 046-258-6940

18091789 神奈川県 櫻井　昌克 ｻｸﾗｲ ﾏｻｶﾂ 櫻井行政書士事務所 213-0012
神奈川県川崎市高津区坂戸１丁目１９番３－３０３号　
ユーアイナチュール

044-822-4189

18092142 神奈川県 石黒　祐功 ｲｼｸﾞﾛ ﾕｳｺｳ さがみの行政書士事務所 243-0401
神奈川県海老名市東柏ケ谷三丁目４番６号　さがみ
野ＭＴＭマンション２０３号室

046-240-7681

18092306 神奈川県 小林　睦美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾑﾂﾐ こばやし行政書士事務所 243-0432 神奈川県海老名市中央一丁目２番６－１９０８号 090-2252-7461

18092395 神奈川県 都原　聖 ﾄﾊﾗ ｷﾖｼ とはら行政書士事務所 238-0031
神奈川県横須賀市衣笠栄町１丁目５７番地　山十
コーポ１０３

046-897-0733

19090332 神奈川県 飯倉　裕朗 ｲｲｸﾗ ﾋﾛｱｷ ライストン行政書士事務所 213-0013 神奈川県川崎市高津区末長３丁目１７番１５号 050-3591-3179
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19090567 神奈川県 上松　功二郎 ｳｴﾏﾂ ｺｳｼﾞﾛｳ 行政書士ＳＡＩ法務事務所 214-0034
神奈川県川崎市多摩区三田２－１－５　ラ・ヴェルティ
三田２０７

044-299-7450

19090570 神奈川県 千葉　利彦 ﾁﾊﾞ ﾄｼﾋｺ ブランチリーブズ行政書士事務所 225-0013
神奈川県横浜市青葉区荏田町２９９番地２　ワコーあ
ざみ野２０１

045-883-1695

19090572 神奈川県 小杉　薫 ｺｽｷﾞ ｶｵﾙ 行政書士事務所ｏｆｆｉｃｅ援（えん） 248-0035 神奈川県鎌倉市西鎌倉一丁目３番１０号 0467-80-2631

19090579 神奈川県 白川　正広 ｼﾗｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 行政書士白川事務所 210-0846
神奈川県川崎市川崎区小田６丁目１６番７－６０７号　
オガール川崎弐番館

044-366-2203

19090737 神奈川県 大月　義隆 ｵｵﾂｷ ﾖｼﾀｶ 行政書士大月事務所 241-0826
神奈川県横浜市旭区東希望が丘１００番地５　エスエ
スワンビル３０４号

050-5359-7722

19090875 神奈川県 増井　淳 ﾏｽｲ ｷﾖｼ 増井行政書士事務所 251-0037 神奈川県藤沢市鵠沼海岸５丁目９番３０号 0466-36-1724
19091230 神奈川県 石渡　政幸 ｲｼﾜﾀ ﾏｻﾕｷ 行政書士マサ事務所 210-0823 神奈川県川崎市川崎区江川１丁目６番１５号 050-3551-3714
19092017 神奈川県 松村　綾子 ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔｺ 松村行政書士事務所 259-0133 神奈川県中郡二宮町百合が丘一丁目１０２番地の２ 0463-71-7333
19092104 神奈川県 汐﨑　恭介 ｼｵｻﾞｷ ｷｮｳｽｹ 汐﨑法務事務所（行政書士） 226-0002 神奈川県横浜市緑区東本郷６丁目１１番２０－３号 045-471-1990

19092166 神奈川県 岩田　崇一郎 ｲﾜﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 蒼天行政書士事務所 231-0057
神奈川県横浜市中区曙町４丁目５６番地８　ＧＲＡＮＤ
ＲＥＶＥ横浜Ⅱ３０２号室

045-877-9339

19092252 神奈川県 安齋　紀子 ｱﾝｻﾞｲ ﾉﾘｺ あかつき行政書士事務所 243-0012 神奈川県厚木市幸町２－９　井上ビル２０７ 046-281-9147

20090037 神奈川県 深澤　敦 ﾌｶｻﾜ ｱﾂｼ 深澤行政書士事務所 254-0043
神奈川県平塚市紅谷町９－１　Ｌ－ビジネスセンター２
０４Ｈ

0463-35-6276

20090522 神奈川県 清水　直行 ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾕｷ 行政書士オフィス清水 233-0006 神奈川県横浜市港南区芹が谷五丁目７番３号 045-825-4160
20090718 神奈川県 下山　聡 ｼﾓﾔﾏ ｻﾄｼ かまりや行政書士事務所 236-0045 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南２－５２－１３ 045-374-3944
20090724 神奈川県 上田　和良 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 行政書士上田和良事務所 250-0042 神奈川県小田原市荻窪２９９番１４　２階Ｂ室 070-2640-3178

20090729 神奈川県 手塚　由美子 ﾃﾂﾞｶ ﾕﾐｺ 行政書士手塚ゆみ子事務所 224-0033
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東三丁目１７番３１－３
０６号

045-941-0205

20090879 神奈川県 山口　雄志 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｼ 山口雄志行政書士事務所 231-0824 神奈川県横浜市中区本牧三之谷１６番２３－５０１号 045-622-1074

20091485 神奈川県 布施　昌志 ﾌｾ ﾏｻｼ 布施昌志行政書士事務所 211-0063
神奈川県川崎市中原区小杉町３丁目２６番地　安藤
ビル２０１

080-1076-0902

20091486 神奈川県 西島　朝子 ﾆｼｼﾞﾏ ｱｻｺ 西島朝子行政書士事務所 222-0001
神奈川県横浜市港北区樽町三丁目２番２１　パークシ
ティ綱島Ａ１１０２

080-3550-3489

20092049 神奈川県 岩本　圭司 ｲﾜﾓﾄ ｹｲｼﾞ 行政書士事務所オフィス・イワ 236-0038 神奈川県横浜市金沢区六浦南２－９－１ 045-374-5848
20092295 神奈川県 桐ヶ谷　政行 ｷﾘｶﾞﾔ ﾏｻﾕｷ ＭＡＳＡ行政書士事務所 232-0061 神奈川県横浜市南区大岡２－２１－１
21090479 神奈川県 才間　恵一 ｻｲﾏ ｹｲｲﾁ 行政書士才間法務事務所 224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町２２４２番地　３階 090-2169-0451

21090484 神奈川県 伊東　眞人 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 伊東眞人行政書士事務所 244-0817
神奈川県横浜市戸塚区吉田町１７２４－２　モデラ・
ピークス戸塚６０９４

045-865-0812

21090485 神奈川県 曽我　将大 ｿｶﾞ ﾏｻﾋﾛ 行政書士そが事務所 239-0812 神奈川県横須賀市小原台２番５３号 050-7129-7169
21091240 神奈川県 榊原　沙奈 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｻﾅ 榊原行政書士事務所 259-1322 神奈川県秦野市渋沢３丁目１９番２０－４号 070-8342-5570
21091247 神奈川県 幸松　裕子 ﾕｷﾏﾂ ﾕｳｺ カーネーション行政書士事務所 251-0045 神奈川県藤沢市辻堂東海岸１丁目７番２８－５号 090-8455-0603
21091419 神奈川県 林　翼 ﾊﾔｼ ﾂﾊﾞｻ 行政書士林翼事務所 257-0028 神奈川県秦野市東田原３４５－１　わかば３－２０３ 0463-68-4087
21091521 神奈川県 垰本　一雄 ﾀｵﾓﾄ ｶｽﾞｵ Ｔａｏ行政書士事務所 222-0022 神奈川県横浜市港北区篠原東三丁目２３番７号 080-1928-8107
21091782 神奈川県 遠藤　弘一 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ 遠藤行政書士事務所 252-0202 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町５丁目３３番１６ 042-776-1082
21092072 神奈川県 二宮　佑介 ﾆﾉﾐﾔ ﾕｳｽｹ こまや行政書士事務所 254-0046 神奈川県平塚市立野町１３－７ 090-8434-3526
22091274 神奈川県 小池　弾 ｺｲｹ ﾀﾞﾝ 行政書士小池ダン法務事務所 226-0015 神奈川県横浜市緑区三保町１８０２－１－５０７ 045-872-3322
76090275 神奈川県 酒井　武千代 ｻｶｲ ﾀｹﾁﾖ 252-0816 神奈川県藤沢市遠藤８６８－５　湘南滝ノ沢３－３－１ 0466-88-6788
78081363 神奈川県 仙名　壽嗣 ｾﾝﾅ ﾄｼﾂｸﾞ 仙名行政書士事務所 241-0835 神奈川県横浜市旭区柏町５３－７ 045-363-6240
80090569 神奈川県 望月　規矩雄 ﾓﾁﾂﾞｷ ｷｸｵ 232-0053 神奈川県横浜市南区井土ヶ谷下町２４－９ 045-741-9820
81090650 神奈川県 内藤　房薫 ﾅｲﾄｳ ﾌｻｶｽﾞ 行政書士　Ｎａｉｔｏ事務所 257-0035 神奈川県秦野市本町二丁目１番２７号　内藤ビル２Ｆ 0463-82-1268
84090821 神奈川県 中山　享 ﾅｶﾔﾏ ﾄｵﾙ 行政書士中山事務所 211-0041 神奈川県川崎市中原区下小田中３丁目１３番１６号 044-777-3980
84140516 神奈川県 三添　忠良 ﾐｿﾞｴ ﾀﾀﾞﾖｼ 214-0001 神奈川県川崎市多摩区菅１丁目２番１９号 044-946-0491
85093773 神奈川県 礒田　都貴代 ｲｿﾀﾞ ﾄｷﾖ 行政書士礒田事務所 230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向一丁目１４番２６号 045-586-1931
88091429 神奈川県 村　政利 ﾑﾗ ﾏｻﾄｼ 233-0003 神奈川県横浜市港南区港南１丁目３番３６－１０４号 045-847-2920
89090516 神奈川県 中島　宏 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 中島行政書士事務所 243-0419 神奈川県海老名市大谷北二丁目８番１号 046-231-6197
89091416 神奈川県 伊藤　祐一 ｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 242-0013 神奈川県大和市深見台３丁目１番１６号 046-262-0578
90090865 神奈川県 覺正　豊和 ｶｸｼｮｳ ﾄﾖｶｽﾞ 226-0015 神奈川県横浜市緑区三保町２６３８番地 045-931-3347
92090239 神奈川県 松本　燦 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ 松本燦行政書士事務所 231-0012 神奈川県横浜市中区相生町３丁目５３番地　ＹＭビル 045-211-1384
92091400 神奈川県 小澤　俊雄 ｵｻﾞﾜ ﾄｼｵ 251-0861 神奈川県藤沢市大庭５２５０－１０ 0466-87-3088
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93090388 神奈川県 安友　千治 ﾔｽﾄﾓ ﾁﾊﾙ 221-0822
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１－６－１　サクラ
ピアビル９０９号室

045-317-0902

93090646 神奈川県 早乙女　和男 ｻｵﾄﾒ ｶｽﾞｵ 早乙女行政書士法務事務所 240-0111 神奈川県三浦郡葉山町一色４５５－３７ 046-801-2220
93090651 神奈川県 大﨑　秀治 ｵｵｻｷ ﾋﾃﾞﾊﾙ 大崎ひではる行政書士事務所 252-0321 神奈川県相模原市南区相模台３丁目８番２号 042-733-8333
93090883 神奈川県 阿部　敏博 ｱﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ 238-0024 神奈川県横須賀市大矢部３丁目１６番３号　浅葉ビル 046-833-6282

93091475 神奈川県 髙橋　典生 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｵ 240-0042
神奈川県横浜市保土ヶ谷区上星川三丁目４番１０号　
Ｎ・Ｙビル２Ｆ

045-373-1201

94090082 神奈川県 江成　健一 ｴﾅﾘ ｹﾝｲﾁ 250-0045 神奈川県小田原市城山３丁目２５番２３号 0465-24-3311
94090355 神奈川県 高野　正芳 ﾀｶﾉ ﾏｻﾖｼ 230-0072 神奈川県横浜市鶴見区梶山１丁目２番１６号 045-571-2727
94090356 神奈川県 小松　昇 ｺﾏﾂ ﾉﾎﾞﾙ 川崎北合同小松昇行政書士事務 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸２９７３番地 044-934-0407
94090460 神奈川県 杉谷　計輔 ｽｷﾞﾀﾆ ｹｲｽｹ 247-0022 神奈川県横浜市栄区庄戸２丁目１番２４号 045-892-7182

94091281 神奈川県 澤山　秀明 ｻﾜﾔﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 232-0013
神奈川県横浜市南区山王町２丁目１９番地１　日神パ
レステージ横浜吉野町Ⅱ　６０３号

045-252-2508

95091796 神奈川県 中村　一夫 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｵ
行政書士法人横浜行政手続事務
所　本部横浜事務所

240-0006 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川二丁目１４番２７号 045-342-0292

95091944 神奈川県 押田　雅雄 ｵｼﾀﾞ ﾏｻｵ 行政書士おしだ法務事務所 250-0854
神奈川県小田原市飯田岡５５０番地１　ユーエスオシ
ダビル２０１号

0465-34-3040

96084541 神奈川県 安永　義仁 ﾔｽﾅｶﾞ ﾖｼﾋﾄ 215-0012 神奈川県川崎市麻生区東百合丘４－３６－６ 044-966-7730
96093129 神奈川県 関　功 ｾｷ ｲｻｵ 214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原６丁目７番１８号 044-933-1365
96093262 神奈川県 尾崎　敏昭 ｵｻﾞｷ ﾄｼｱｷ 230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡３丁目４番１１号 045-571-2452
96094310 神奈川県 大谷　裕通 ｵｵﾀﾆ ﾋﾛﾐﾁ 223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西５丁目１９番２４号 045-542-3038

97085809 神奈川県 山崎　緑 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾄﾞﾘ 田方山﨑合同事務所 252-0236
神奈川県相模原市中央区富士見６－６－１　大賀ビ
ル１１０

042-753-7671

97094842 神奈川県 大塚　武子 ｵｵﾂｶ ﾀｹｺ 大塚武子行政書士事務所 215-0003 神奈川県川崎市麻生区高石１丁目２４番８号 044-959-3009

97094843 神奈川県 葛籠貫　洋一 ﾂﾂﾞﾗﾇｷ ﾖｳｲﾁ 行政書士ツヅラヌキ事務所 241-0021
神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町一丁目４５番１１号　
コーポエバーグリーン１０１

045-951-5189

97095208 神奈川県 島村　洋樹 ｼﾏﾑﾗ ｵｳｷ 行政書士島村洋樹事務所 227-0062
神奈川県横浜市青葉区青葉台二丁目７番４　第２野
路マンション２０３

045-509-1891

98096230 神奈川県 笹渕　昌雄 ｻｻﾌﾞﾁ ﾏｻｵ 239-0801 神奈川県横須賀市馬堀海岸２丁目１９番１１号 046-843-2800
98096823 神奈川県 佐藤　邦朗 ｻﾄｳ ｸﾆｵ 239-0814 神奈川県横須賀市二葉１丁目１２番１３号 046-842-1676
99097865 神奈川県 浦田　耕作 ｳﾗﾀ ｺｳｻｸ 行政書士浦田事務所 215-0003 神奈川県川崎市麻生区高石３丁目２１番７号 044-281-0193
99098303 神奈川県 石垣　廣樹 ｲｼｶﾞｷ ﾋﾛｷ 214-0032 神奈川県川崎市多摩区枡形６丁目２４番１７号 044-931-6123
99098583 神奈川県 山口　義則 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 239-0845 神奈川県横須賀市粟田２丁目１８番５号 046-849-8116
00100277 千葉県 宮川　泉 ﾐﾔｶﾜ ｲｽﾞﾐ 行政書士泉事務所 290-0065 千葉県市原市西五所３１番地８ 0436-26-8678
00109029 千葉県 児玉　厚 ｺﾀﾞﾏ ｱﾂｼ 289-1512 千葉県山武市松尾町八田２７３２番地２ 0479-80-7455

00109612 千葉県 成瀬　達也 ﾅﾙｾ ﾀﾂﾔ 行政書士はるかぜ事務所 260-0854
千葉県千葉市中央区長洲一丁目１０番２４号　ライオ
ンズマンション千葉県庁前第２　２０４号

043-445-8848

00109681 千葉県 石井　裕昭 ｲｼｲ ﾋﾛｱｷ 石井行政書士事務所 263-0051
千葉県千葉市稲毛区園生町１１０４番地１　サンクタス
稲毛エデュコート６０５号

043-206-2480

01100521 千葉県 足原　英二 ｱｼﾊﾗ ｴｲｼﾞ 270-0163
千葉県流山市南流山８丁目６番地の１　南流山弐番
街２－１０９

04-7159-2205

01101272 千葉県 工藤　清美 ｸﾄﾞｳ ｷﾖﾐ 行政書士工藤事務所 260-0045
千葉県千葉市中央区弁天１－１５－３　大宗北口ビル
Ｂ１Ｆ－１１

050-3571-8558

02102437 千葉県 押尾　正一 ｵｼｵ ﾏｻｶｽﾞ 289-1727 千葉県山武郡横芝光町宮川５７３３番地の１３ 0479-84-1678
02102443 千葉県 富松　洋一 ﾄﾐﾏﾂ ﾖｳｲﾁ 270-1424 千葉県白井市堀込３丁目１０番５号 047-491-9805
02102444 千葉県 牛込　寛和 ｳｼｺﾞﾒ ﾋﾛｶｽﾞ 289-1326 千葉県山武市成東３０２０番地１３ 0475-82-5703

02102603 千葉県 水谷　章夫 ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｷｵ 270-2203
千葉県松戸市六高台７丁目１２８番地　六高台サンハ
イツＡ棟９１２号

047-384-6606

02102738 千葉県 友野　直喜 ﾄﾓﾉ ﾅｵｷ 294-0038 千葉県館山市上真倉１９０５番地の７ 0470-25-3065
02103351 千葉県 佐藤　恭平 ｻﾄｳ ｷｮｳﾍｲ 273-0035 千葉県船橋市本中山５丁目８番１７号 047-335-8274
02103623 千葉県 関谷　一和 ｾｷﾔ ｶｽﾞﾄ 行政書士事務所オフィスゆうわ 277-0005 千葉県柏市柏６丁目１番１号　流鉄柏ビル６階 04-7162-6615
02104166 千葉県 本間　健一 ﾎﾝﾏ ｹﾝｲﾁ 290-0062 千葉県市原市八幡５２２番地５ 0436-42-2588
02104223 千葉県 濵野　國雄 ﾊﾏﾉ ｸﾆｵ 270-0023 千葉県松戸市八ヶ崎６丁目５２番地の２０ 047-342-8716
02104282 千葉県 福若　智之 ﾌｸﾜｶ ﾄﾓﾕｷ 263-0005 千葉県千葉市稲毛区長沼町１６５番地の２ 043-257-6651
02132605 千葉県 野口　正義 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾖｼ 299-5112 千葉県夷隅郡御宿町御宿台２１４番地３ 0470-60-2877
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03082633 千葉県 望月　研一 ﾓﾁﾂﾞｷ ｹﾝｲﾁ 望月国際行政書士事務所 270-1334 千葉県印西市西の原三丁目４番地１０棟４０７号 0476-47-0410
03082758 千葉県 齋藤　秀昭 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 行政書士斎藤法務事務所 273-0103 千葉県鎌ケ谷市丸山三丁目９番７号 047-444-8010
03100019 千葉県 渡辺　智昭 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｱｷ 284-0044 千葉県四街道市和良比２５２番地１５ 043-433-4323
03100262 千葉県 倉持　安孝 ｸﾗﾓﾁ ﾔｽﾀｶ 倉持行政書士事務所 270-0003 千葉県松戸市東平賀７０番地 047-348-4825
03100721 千葉県 豊田　孝 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｶｼ 285-0846 千葉県佐倉市上志津９３７番地 043-489-1829

03100722 千葉県 速水　忠孝 ﾊﾔﾐ ﾀﾀﾞﾀｶ 行政書士ｉタウン事務所 272-0034
千葉県市川市市川一丁目９番１１号　サン市川ハイツ
３１１号室

047-325-6027

03100729 千葉県 板屋　辰男 ｲﾀﾔ ﾀﾂｵ 行政書士板屋事務所 275-0016 千葉県習志野市津田沼５丁目６番１４号　松本ビル３ 047-451-1287
03101058 千葉県 石本　春樹 ｲｼﾓﾄ ﾊﾙｷ 267-0065 千葉県千葉市緑区大椎町１２２９番地１６６ 043-294-8139
03101061 千葉県 土田　耕筰 ﾂﾁﾀﾞ ｺｳｻｸ 277-0014 千葉県柏市東１丁目２番２４号 04-7167-4381

03101062 千葉県 高橋　雄一 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｲﾁ 行政書士ｉタウン事務所 272-0034
千葉県市川市市川１丁目９番１１号　サン市川ハイツ
３１１号室

047-325-7049

03101073 千葉県 江口　正志 ｴｸﾞﾁ ﾏｻｼ 276-0045 千葉県八千代市大和田５８２番地２ 047-483-3920

03101311 千葉県 澤地　克己 ｻﾜﾁ ｶﾂﾐ 行政書士ケーズオフィス 298-0003
千葉県いすみ市深堀１７５１番地２　サンフラワー大原
４１３号

0470-62-6769

03101512 千葉県 高木　良三 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｿﾞｳ 262-0001 千葉県千葉市花見川区横戸町１５８３番地８２ 047-484-8395
03101931 千葉県 公納　健司 ｸﾉｳ ｹﾝｼﾞ 290-0022 千葉県市原市西広１丁目６番地１２ 0436-22-6507

03101935 千葉県 平江　謙 ﾋﾗｴ ﾕｽﾞﾙ 平江謙行政書士事務所 260-0026
千葉県千葉市中央区千葉港２番１号　千葉コミュニ
ティセンタービルＢ１

043-203-0373

03102098 千葉県 宮地　辰彦 ﾐﾔﾁ ﾀﾂﾋｺ 299-1142 千葉県君津市坂田１２６８番地１　Ｋコート２階 0439-54-6362
03102101 千葉県 北條　哲司 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾃﾂｼﾞ 275-0026 千葉県習志野市谷津５丁目３１番９－１０２号 047-472-5377

03102543 千葉県 千村　圭子 ﾁﾑﾗ ｹｲｺ 272-0035
千葉県市川市新田４丁目１３番１２－２０５号　（レクセ
ルプラザ市川）

047-376-6504

03102544 千葉県 小堀　琢生 ｺﾎﾞﾘ ﾀｸｵ 273-0864 千葉県船橋市北本町２丁目３５番１０－４０８号 047-425-7596
03103003 千葉県 渡邉　和雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ 271-0096 千葉県松戸市下矢切１０８番地の３３ 047-331-9000

04080765 千葉県 小松原　祥一 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｮｳｲﾁ 行政書士小松原事務所 274-0825
千葉県船橋市前原西２－１４－１　ダイアパレス津田
沼６０９

090-1854-0790

04100041 千葉県 中村　厚夫 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｵ 293-0005 千葉県富津市上飯野１７０８番地 0439-87-7412
04100238 千葉県 尾髙　ひろみ ｵﾀﾞｶ ﾋﾛﾐ 行政書士事務所　ＯＦＦＩＣＥ　ＨＩＲＯ 290-0059 千葉県市原市白金町３丁目５５番地 0436-23-4859
04100443 千葉県 髙本　博雄 ﾀｶﾓﾄ ﾋﾛｵ 277-0827 千葉県柏市松葉町４丁目１番地　８棟２０２号 04-7132-6316
04100445 千葉県 興野　純一 ｷｮｳﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ きょうの行政書士法人 270-1432 千葉県白井市冨士５５番地の３８ 047-445-4195
04100588 千葉県 渡邉　徹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ 渡辺行政書士事務所 277-0825 千葉県柏市布施８３９番地１ 04-7132-5524
04100773 千葉県 木村　政美 ｷﾑﾗ ﾏｻﾐ 299-3235 千葉県大網白里市駒込１３１３番地４ 0475-73-6559
04100889 千葉県 口野　昌彦 ｸﾁﾉ ﾏｻﾋｺ 口野行政書士事務所 270-0114 千葉県流山市東初石２丁目８７番地の１８ 04-7199-2026
04101333 千葉県 吉川　ひろみ ﾖｼｶﾜ ﾋﾛﾐ 272-0832 千葉県市川市曽谷１丁目２９番１３号 047-371-3625
04101538 千葉県 武田　昌幸 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 武田昌幸行政書士事務所 270-1356 千葉県印西市小倉台一丁目４番地１棟４０２号 0476-47-2897
04101847 千葉県 上野　行男 ｳｴﾉ ﾕｷｵ 上野行政書士事務所 270-0121 千葉県流山市西初石５丁目４番地の３２ 04-7156-0168
04102096 千葉県 長山　雅俊 ﾅｶﾞﾔﾏ　ﾏｻﾄｼ 横須賀行政書士事務所 270-0034 千葉県松戸市新松戸３丁目４１２番地 047-309-2100

05100475 千葉県 村井　慎一 ﾑﾗｲ ｼﾝｲﾁ 行政書士村井事務所 277-0061
千葉県柏市東中新宿４丁目４番　光ヶ丘第二エス
テート１３号棟１０４号

04-7172-9357

05100476 千葉県 松山　裕一郎 ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ アステック行政書士事務所 266-0031 千葉県千葉市緑区おゆみ野五丁目５６番地１１ 043-312-2049

05100477 千葉県 長岡　仁 ﾅｶﾞｵｶ ﾋﾄｼ あおぞら法務行政書士事務所 260-0027
千葉県千葉市中央区新田町７－７　ジェイグランデⅢ
－４Ｂ

043-445-7577

05100885 千葉県 松本　敏浩 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ 松本行政書士事務所 273-0015 千葉県船橋市日の出２丁目３番５－２０２号 047-434-8830
05101020 千葉県 五十嵐　章浩 ｲｶﾞﾗｼ ｱｷﾋﾛ 行政書士五十嵐事務所 275-0016 千葉県習志野市津田沼５丁目６番１４号　松本ビル３ 047-453-6376
05101027 千葉県 長南　由春 ﾁｮｳﾅﾝ ﾖｼﾊﾙ 行政書士長南由春事務所 277-0871 千葉県柏市若柴５番地６２ 04-7135-0835
05101550 千葉県 栗原　勝 ｸﾘﾊﾗ ﾏｻﾙ 行政書士栗原事務所 277-0005 千葉県柏市柏３丁目６番２３号　柏ツインビル１　３階 04-7166-2700

05101551 千葉県 金城　吉輝 ｶﾈｼﾛ ﾖｼｷ 金城行政書士事務所 260-0834
千葉県千葉市中央区今井２丁目１１番１３号　三幸第
２マンション４０２

043-261-0048

05101959 千葉県 猪俣　健次 ｲﾉﾏﾀ ｹﾝｼﾞ 猪俣行政書士事務所 297-0028 千葉県茂原市道表２０番地１５ 0475-26-3722
05102027 千葉県 小林　功 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｻｵ 小林行政書士事務所 273-0035 千葉県船橋市本中山５丁目１番６号 047-335-9344
05102342 千葉県 浅沼　忠明 ｱｻﾇﾏ ﾀﾀﾞｱｷ 行政書士あさぬま事務所 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見二丁目１５番１号 043-221-2355
06100340 千葉県 中嶋　政彦 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾋｺ 中嶋行政書士事務所 277-0027 千葉県柏市あかね町１１番２０号 04-7197-4726
06100780 千葉県 林　文彦 ﾊﾔｼ ﾌﾐﾋｺ 林文彦行政書士事務所 299-1151 千葉県君津市中野２丁目９番２５号 0439-55-0947
06101060 千葉県 小川　水春 ｵｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾊﾙ おがわ行政書士事務所 290-0056 千葉県市原市五井６３４２番地１６ 0436-24-3475
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06101143 千葉県 壇　一雄 ﾀﾞﾝ ｶｽﾞｵ 行政書士壇コンサルタント事務所 264-0034 千葉県千葉市若葉区原町９２０番地３ 043-284-2593
06101314 千葉県 田中　良美 ﾀﾅｶ ﾖｼﾐ 田中行政書士事務所 285-0858 千葉県佐倉市ユーカリが丘２丁目１６番７号 043-461-1964

06101634 千葉県 橘田　昌尚 ｷｯﾀ ﾏｻﾅｵ 橘田行政書士事務所 276-0023
千葉県八千代市勝田台１丁目１０番地　サンコーポ勝
田台Ａ棟９０４号

047-483-1193

06102049 千葉県 冨田　秀昭 ﾄﾐﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 彩光プラン行政書士事務所 278-0022 千葉県野田市山崎２６９７番地４６ 04-7196-6697
07100070 千葉県 田中　俊介 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ うらやす行政書士タナカ事務所 279-0002 千葉県浦安市北栄四丁目２１番１－１０２号 047-321-4620
07100314 千葉県 大川　洋子 ｵｵｶﾜ ﾋﾛｺ 大川行政書士事務所 284-0027 千葉県四街道市栗山９６５番地の１３ 043-422-6272
07100429 千葉県 味岡　吉賢 ｱｼﾞｵｶ ﾖｼﾀｶ あじおか行政書士事務所 271-0073 千葉県松戸市小根本１８６番地の１ 047-702-7005
07101061 千葉県 佐藤　和博 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 行政書士事務所ライフポータル 299-3234 千葉県大網白里市みずほ台２丁目１８番地２ 0475-53-6609
07101333 千葉県 江澤　正志 ｴｻﾞﾜ ﾏｻｼ えざわ行政書士事務所 294-0045 千葉県館山市北条１８６５番地 0470-28-4333

07101340 千葉県 野村　義友 ﾉﾑﾗ ﾖｼﾄﾓ
行政書士法人アイサポート総合法
務事務所

277-0842 千葉県柏市末広町４番１号　鈴木ビル５階 050-2018-0735

07101342 千葉県 山田　隆靖 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾔｽ あおば行政書士事務所 260-0013
千葉県千葉市中央区中央２丁目７番１０号　シャン
ボール千葉中央６０９号

043-307-1801

07101837 千葉県 鈴木　清子 ｽｽﾞｷ ｷﾖｺ 行政書士事務所まろにえ 275-0026
千葉県習志野市谷津２丁目１番２０号　メゾンデュマロ
ニエ３０２号

047-451-3016

08080149 千葉県 西郡　研太郎 ﾆｼｺﾞｵﾘ ｹﾝﾀﾛｳ 行政書士西郡事務所 262-0024 千葉県千葉市花見川区浪花町８６８番地８９ 043-276-6640
08100027 千葉県 山﨑　喜久 ﾔﾏｻｷ ﾖｼﾋｻ 行政書士山崎事務所 270-1163 千葉県我孫子市久寺家１丁目２５番１０号 080-1128-3347
08100091 千葉県 岡部　眞明 ｵｶﾍﾞ ﾏｻｱｷ 岡部行政書士事務所 285-0845 千葉県佐倉市西志津３丁目２２番８号 043-487-8138
08100471 千葉県 星野　慎太郎 ﾎｼﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 行政書士星野しんたろう法務事務 286-0015 千葉県成田市中台１丁目１番地２　（９棟４０１号） 080-1221-0355
08100643 千葉県 田中　庸丞 ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ ＥＸ行政書士事務所 272-0816 千葉県市川市本北方１丁目１８番１２号 047-333-1256

08100874 千葉県 福本　守展 ﾌｸﾓﾄ ﾓﾘﾉﾌﾞ 行政書士福本事務所 276-0042
千葉県八千代市ゆりのき台５丁目１番地４　アルバ八
千代７０５号

047-769-4448

08100877 千葉県 細谷　眞也 ﾎｿﾔ ｼﾝﾔ 細谷行政書士事務所 273-0003 千葉県船橋市宮本３丁目３番４号 047-402-6019
08100878 千葉県 依光　基寛 ﾖﾘﾐﾂ ﾓﾄﾋﾛ 行政書士依光事務所 277-0862 千葉県柏市篠籠田４８５番地１４ 04-7147-4311

08100879 千葉県 石橋　眞一 ｲｼﾊﾞｼ ｼﾝｲﾁ 行政書士石橋法務事務所 262-0045
千葉県千葉市花見川区作新台６丁目２番１号　花見
川サンハイツＡ７０５

090-8431-9773

08101066 千葉県 山賀　淳一 ﾔﾏｶﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 山賀行政書士事務所 279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目１９番３６号　１階事務室２ 047-727-6270
08101320 千葉県 石田　孝 ｲｼﾀﾞ ﾀｶｼ 石田行政書士事務所 277-0841 千葉県柏市あけぼの４丁目４番２－４０６号 04-7192-7271

08101321 千葉県 大瀧　守紀 ｵｵﾀｷ ﾓﾘﾄｼ 行政書士おおたき教育法務事務所 260-0033
千葉県千葉市中央区春日２丁目２１番１４号　ザ・ウエ
スト１０１

043-239-6956

08101323 千葉県 並木　源幸 ﾅﾐｷ ﾓﾄﾕｷ 並木源幸行政書士事務所 286-0111 千葉県成田市三里塚１１番地 0476-35-7499
08101325 千葉県 門田　州代 ﾓﾝﾃﾞﾝ ｸﾆﾖ 行政書士門田事務所 290-0073 千葉県市原市国分寺台中央２丁目１番地１０ 0436-23-2635
08101778 千葉県 岩本　晃郎 ｲﾜﾓﾄ ｱｷｵ 行政書士岩本事務所 286-0037 千葉県成田市橋賀台一丁目２３番地５ 0476-37-8642
08102240 千葉県 窪田　福己 ｸﾎﾞﾀ ﾌｸﾐ 行政書士事務所窪田 270-1108 千葉県我孫子市布佐平和台５丁目１０番２３号 04-7189-4828

09081243 千葉県 三上　直行 ﾐｶﾐ ﾅｵﾕｷ 行政書士法人スリーコンパス 260-0012
千葉県千葉市中央区本町一丁目６番６号　小川第５
ビル１階

043-307-6741

09100100 千葉県 髙橋　幸也 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾔ
行政書士高橋幸也うめさと駅前事
務所

278-0022
千葉県野田市山崎１８６１番地の１　ルネサンス梅郷
駅前３０２号室

04-7121-3765

09100237 千葉県 馬場　英一 ﾊﾞﾊﾞ ｴｲｲﾁ 馬場行政書士事務所 276-0023 千葉県八千代市勝田台３丁目１５番地の２４ 070-5460-6149
09100472 千葉県 菅原　幸生 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｷｵ 行政書士ＹｓＴ総合法務事務所 286-0033 千葉県成田市花崎町８２８－７　山倉ビル２Ｆ 0476-33-3051
09100652 千葉県 須藤　哲哉 ｽﾄﾞｳ ﾃﾂﾔ 行政書士バッカス法務事務所 273-0005 千葉県船橋市本町２丁目１４番９号　エムズビル２階 047-707-2821
09100826 千葉県 谷本　直久 ﾀﾆﾓﾄ ﾅｵﾋｻ ＴＯＹＯ行政書士事務所 273-0864 千葉県船橋市北本町２丁目３１番１３号 050-6873-6241
09100832 千葉県 田中　清 ﾀﾅｶ ｷﾖｼ 田中清行政書士事務所 299-3214 千葉県大網白里市下ヶ傍示六十部２８６番地９ 0475-53-5075
09100835 千葉県 杉本　理惠 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｴ 杉本理惠行政書士事務所 273-0003 千葉県船橋市宮本１丁目７番１１号 047-455-3483

09101134 千葉県 青野　泰弘 ｱｵﾉ ﾔｽﾋﾛ 青野行政書士事務所 261-0013
千葉県千葉市美浜区打瀬３丁目１番地３　ブエナテ
ラーサＣ－６１２号

043-296-0746

09101135 千葉県 大久保　清 ｵｵｸﾎﾞ ｷﾖｼ 大久保行政書士事務所 270-0015
千葉県松戸市小金上総町１７番地８　サンセットブ
リーズ２０２号

047-344-1717

09101141 千葉県 羽田　久美子 ﾊﾀﾞ ｸﾐｺ 羽田行政書士事務所 277-0835 千葉県柏市松ケ崎２１９－４９ 04-7197-3731
09101142 千葉県 木戸口　俊夫 ｷﾄﾞｸﾞﾁ ﾄｼｵ 木戸口行政書士事務所 273-0035 千葉県船橋市本中山３丁目９番１２号 047-333-0158
09102318 千葉県 池末　朗彦 ｲｹﾏﾂ ｱｷﾋｺ 行政書士いけまつ事務所 273-0137 千葉県鎌ヶ谷市道野辺本町二丁目２６番１－６０２ 047-446-4587
09131149 千葉県 大庭　広紀 ｵｵﾊﾞ ﾋﾛｷ 行政書士大庭法務事務所 272-0805 千葉県市川市大野町４丁目３０９９番９ 047-337-2951

10080396 千葉県 矢野　隆雄 ﾔﾉ ﾀｶｵ ひまわり経財法務行政書士事務所 263-0043
千葉県千葉市稲毛区小仲台２丁目８番２０号　和英ビ
ル３階３０２号

043-301-5091
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10100020 千葉県 中井　千瑞子 ﾅｶｲ ﾁｽﾞｺ ゆい行政書士事務所 270-1313 千葉県印西市小林北三丁目７番地２ 0476-29-4022
10100526 千葉県 石井　喜一郎 ｲｼｲ ｷｲﾁﾛｳ 石井行政書士事務所 275-0026 千葉県習志野市谷津６丁目１９番２７－１０１号 047-471-5863

10100528 千葉県 鴨　哲登志 ｶﾓ ﾃﾂﾄｼ かも行政書士事務所 274-0825
千葉県船橋市前原西２丁目１４番１号　ダイアパレス
津田沼４０４

047-411-6333

10100986 千葉県 外口　俊 ﾄｸﾞﾁ ﾀｶｼ 特定行政書士　ソーゴ市民事務所 276-0028 千葉県八千代市村上１８２６－５２－２０３ 047-427-5181
10100987 千葉県 吉田　真由美 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕﾐ 行政書士うる国際法務事務所 297-0016 千葉県茂原市木崎２８１番地１　ヒルハウス２０１ 0475-47-4915
10100990 千葉県 稲垣　典子 ｲﾅｶﾞｷ ﾉﾘｺ かしわ行政書士事務所 277-0005 千葉県柏市柏６丁目９番９号 04-7165-0855
10101220 千葉県 柴山　昇 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾉﾎﾞﾙ 柴山行政書士事務所 272-0804 千葉県市川市南大野２－４　市川グリーンハイツＢ－ 047-337-6700
10101385 千葉県 亀井　琢磨 ｶﾒｲ ﾀｸﾏ 亀井琢磨行政書士事務所 260-0042 千葉県千葉市中央区椿森３丁目１３番８号 043-255-8108
10101822 千葉県 鈴木　哲 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾙ 行政書士鈴木哲事務所 277-0021 千葉県柏市中央町３丁目３０番　柏ハイツ５０７ 04-7136-7487
10101941 千葉県 森　信子 ﾓﾘ ﾉﾌﾞｺ ぶどうの木行政書士事務所 299-4336 千葉県長生郡長生村岩沼１９番地１３ 0475-47-2236
10102609 千葉県 行川　陽子 ﾅﾒｶﾜ ﾖｳｺ かそり行政書士事務所 283-0802 千葉県東金市東金１２９７番地　イーストゴールド東金 070-6510-8501
10102684 千葉県 星川　清房 ﾎｼｶﾜ ｷﾖﾌｻ 行政書士リバースター法務事務所 272-0033 千葉県市川市市川南１丁目１０番１－２４１４号 047-322-5239
11100025 千葉県 加藤　三好 ｶﾄｳ ﾐﾖｼ 加藤行政書士事務所 289-2152 千葉県匝瑳市松山１００３番地１ 0479-73-4751
11100027 千葉県 櫻谷　匡史 ｻｸﾗﾀﾆ ﾀﾀﾞｼ 行政書士さくらたに法務事務所 276-0037 千葉県八千代市高津東４丁目１３番地８ 047-494-8687
11100515 千葉県 川島　清 ｶﾜｼﾏ ｷﾖｼ 川島行政書士事務所 289-1326 千葉県山武市成東２１４番地８ 0475-82-5876
11100518 千葉県 松田　光朗 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾂｱｷ 松田光朗行政書士事務所 272-0035 千葉県市川市新田３丁目１０番４－５０４号 070-5456-3293
11100838 千葉県 伊藤　裕 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ うらやす行政書士いとう事務所 279-0002 千葉県浦安市北栄四丁目２１番１－１０２号 090-1509-9059
11101008 千葉県 小笠原　憲二 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 行政書士　小笠原総合法務事務所 290-0255 千葉県市原市光風台４丁目２３８番地 0436-63-7420
11101009 千葉県 嶋田　貴久雄 ｼﾏﾀﾞ ｷｸｵ 嶋田法務行政書士事務所 299-3237 千葉県大網白里市仏島６０番地６ 0475-53-3003
11101137 千葉県 平　航人 ﾀｲﾗ ｺｳﾄ 行政書士たいら法務オフィス 277-0025 千葉県柏市千代田３丁目１５番２９号 04-7138-5869
11101270 千葉県 寺島　広記 ﾃﾗｼﾏ ﾋﾛｷ 寺島行政書士事務所 277-0005 千葉県柏市柏七丁目８番９号　やまあきビル２Ｆ 04-7138-5402

11101404 千葉県 德永　隆 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｶｼ 德永行政書士事務所 261-0013
千葉県千葉市美浜区打瀬１丁目４番地　パティオス８
番街２２２号

043-441-7467

11101628 千葉県 井上　博司 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ 井上行政書士事務所 284-0043 千葉県四街道市めいわ２丁目９番８号 043-432-1198

11102003 千葉県 塩瀬　義明 ｼｵｾ ﾖｼｱｷ 塩瀬行政書士事務所 260-0032
千葉県千葉市中央区登戸１－１５－３２　キャピタル
登戸５階７号室

043-238-0933

11102165 千葉県 今井　雅子 ｲﾏｲ ﾏｻｺ いまい行政書士事務所 262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷五丁目１７番５号 043-307-8228
11102258 千葉県 江幡　清子 ｴﾊﾞﾀ ｷﾖｺ えばた行政書士事務所 260-0032 千葉県千葉市中央区登戸１－１－７ 043-245-7075

11102341 千葉県 松原　輝 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｷﾗ 行政書士事務所　ネクストライフ 285-0022
千葉県佐倉市中尾余町４番地　中尾余アパートメント
２０１号室

043-483-8911

11102428 千葉県 互井　佐和 ﾀｶﾞｲ ｻﾜ 行政書士法人サークレスト 271-0047 千葉県松戸市西馬橋幸町１３２番地３－２階 047-382-6570
11102429 千葉県 宮川　典子 ﾐﾔｶﾜ ﾉﾘｺ 宮川行政書士事務所 283-0061 千葉県東金市北之幸谷１４６１ 0475-52-1351
12082631 千葉県 近澤　伸浩 ﾁｶｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾋﾛ 行政書士近澤法務会計事務所 274-0825 千葉県船橋市前原西４丁目６番３０－１０６号 050-3562-9308
12100162 千葉県 畑田　竜史 ﾊﾀﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 行政書士はただ行政法務事務所 274-0064 千葉県船橋市松が丘２－３－１１ 047-401-0622
12100369 千葉県 関　一也 ｾｷ ｶｽﾞﾔ 関一也行政書士事務所 277-0863 千葉県柏市豊四季６３１－２０ 04-7171-1461
12100698 千葉県 日野　千草 ﾋﾉ ﾁｸﾞｻ エース行政書士法人 264-0002 千葉県千葉市若葉区千城台東二丁目３６番地７ 043-308-7258
12100702 千葉県 伊地知　厚子 ｲﾁﾞﾁ ｱﾂｺ うらやす行政書士すみれ事務所 279-0022 千葉県浦安市今川一丁目１番５２－１０５号 047-711-0251
12100704 千葉県 美保　雅子 ﾐﾎ ﾏｻｺ 行政書士美保雅子事務所 262-0041 千葉県千葉市花見川区柏井町１５４４番地の７ 047-486-5685
12101268 千葉県 城戸　健太郎 ｷﾄﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 馬込沢行政書士事務所 273-0048 千葉県船橋市丸山３丁目３番１５号 047-404-4509
12101269 千葉県 落合　保直 ｵﾁｱｲ ﾔｽﾅｵ 行政書士落合法務事務所 274-0806 千葉県船橋市二和西２丁目２２番１－３２４号 080-3494-6313
12101270 千葉県 近藤　優 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 行政書士法人サークレスト 271-0047 千葉県松戸市西馬橋幸町１３２番地３－２階 047-382-6570
12101273 千葉県 佐瀬　俊道 ｻｾ ﾄｼﾐﾁ 佐瀬俊道行政書士事務所 273-0011 千葉県船橋市湊町２丁目２番１９号　イシデンビル３ 047-437-0100
12101455 千葉県 小川　由美子 ｵｶﾞﾜ ﾕﾐｺ 特定行政書士おがわ事務所 274-0069 千葉県船橋市坪井西１丁目３番２６号 047-469-1221
12101460 千葉県 石川　稔 ｲｼｶﾜ ﾐﾉﾙ 行政書士石川法務事務所 272-0034 千葉県市川市市川１丁目７番１号　コスモ市川３０１号 047-705-0849

12101461 千葉県 山下　敬司 ﾔﾏｼﾀ ｹｲｼﾞ 行政書士　千葉県庁前事務所 260-0855
千葉県千葉市中央区市場町２番１５号　渡辺ビル３０
４号室

043-301-3654

12101573 千葉県 福谷　博史 ﾌｸﾀﾆ ﾋﾛﾌﾐ 行政書士法人サークレスト 271-0047 千葉県松戸市西馬橋幸町１３２番地３－２階 047-382-6570
12101574 千葉県 藤原　大輔 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ 行政書士アイズ法務事務所 285-0831 千葉県佐倉市染井野５丁目１２番地２ 043-308-5167
12101575 千葉県 齋藤　三博 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ 行政書士　野田総合法務事務所 278-0044 千葉県野田市堤台４３８番地の６２ 04-7196-6021
12102058 千葉県 多田　佳 ﾀﾀﾞ ｹｲ 行政書士多田法務事務所 263-0031 千葉県千葉市稲毛区稲毛東６丁目１０番１棟９０８号 070-6482-2695
12102552 千葉県 吉岡　康雄 ﾖｼｵｶ ﾔｽｵ 行政書士吉岡法務事務所 270-1425 千葉県白井市池の上１丁目３５番１号 047-492-4035
12102554 千葉県 印南　晋 ｲﾝﾅﾐ ｽｽﾑ 行政書士印南経営法務事務所 277-0051 千葉県柏市加賀２丁目１５番３号 04-7197-1462
13052233 千葉県 船岡　三男 ﾌﾅｵｶ ﾐﾂｵ 船岡行政書士事務所 273-0042 千葉県船橋市前貝塚町１５８番地７ 090-5360-4083
13100525 千葉県 藤原　智春 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓﾊﾙ 行政書士ふじわら法務事務所 270-0005 千葉県松戸市大谷口３１９番地の７ 090-8085-2576
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13100737 千葉県 荒川　正治 ｱﾗｶﾜ ﾏｻﾊﾙ 行政書士荒川経営法務事務所 271-0076
千葉県松戸市岩瀬１２５番地の１　サンヴェール松戸
３０８号

070-5024-4006

13100740 千葉県 大久保　由華 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｶ 行政書士大久保由華事務所 272-0021 千葉県市川市八幡３丁目４番１－１０６号　アクス本八 047-324-6581
13100940 千葉県 橋本　榮 ﾊｼﾓﾄ ｻｶｴ 行政書士橋本榮事務所 277-0923 千葉県柏市塚崎３丁目６番４ 04-7193-0683
13100952 千葉県 畔蒜　研二 ｱﾋﾞﾙ ｹﾝｼﾞ 行政書士　畔蒜事務所 289-1726 千葉県山武郡横芝光町木戸１２１２番地 0479-84-0285
13100958 千葉県 林　慎也 ﾊﾔｼ ｼﾝﾔ 行政書士事務所もみじ 262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町６丁目３１７番地 043-441-4844
13101147 千葉県 佐川　京子 ｻｶﾞﾜ ｷｮｳｺ 佐川行政書士事務所 272-0021 千葉県市川市八幡３－９－２３　ポスカーレⅡ２０１ 047-315-4808
13101148 千葉県 富谷　治郎 ﾄﾐﾔ ｼﾞﾛｳ 富谷行政書士（社会福祉）事務所 277-0863 千葉県柏市豊四季３３２番地１４ 04-7146-7651
13101326 千葉県 浅野　功 ｱｻﾉ ｲｻｵ コスモス法務行政書士事務所 276-0004 千葉県八千代市島田台１２４３番地２ 047-409-5230

13101648 千葉県 渡邊　英子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｺ わたなべ行政書士事務所 278-0022
千葉県野田市山崎２７０１番地の１　チサンマンション
野田６０７号室

04-7120-0855

13101649 千葉県 坂本　寛文 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾌﾞﾐ 行政書士坂本寛文事務所 276-0028
千葉県八千代市村上１１３６番地１　グリーンハイム村
上１－２０３

047-483-3015

13102024 千葉県 石井　直人 ｲｼｲ ﾅｵﾄ 石井直人　行政書士事務所 285-0859 千葉県佐倉市南ユーカリが丘２６番地８ 043-461-6448
13102345 千葉県 河原　大輔 ｶﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 河原大輔行政書士事務所 260-0044 千葉県千葉市中央区松波３丁目７番１３号 043-255-7646
13102441 千葉県 川出　久男 ｶﾜｲﾃﾞ ﾋｻｵ ミサキ行政書士事務所 293-0024 千葉県富津市篠部２２０９番地４７ 080-6639-0700

13102533 千葉県 米田　俊一 ﾖﾈﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ 行政書士　つなぐ未来事務所 263-0044
千葉県千葉市稲毛区小中台町５０１番地　稲毛スカイ
タウン２棟２０８号

043-216-3285

14100254 千葉県 東條　剛久 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾀｹﾋｻ 東條行政書士事務所 272-0133
千葉県市川市行徳駅前２丁目２１番２２号　行徳マン
ション２０９７

047-369-6730

14100394 千葉県 杉森　正成 ｽｷﾞﾓﾘ ﾏｻﾅﾘ 行政書士法人ＳＧＸ 271-0091 千葉県松戸市本町３－３　横山ビル２階 047-710-6885
14100716 千葉県 中山　豪 ﾅｶﾔﾏ ｺﾞｳ 行政書士　中山事務所 286-0037 千葉県成田市橋賀台１丁目３５番地１ 0476-29-5035
14100719 千葉県 佐々木　あづさ ｻｻｷ ｱﾂﾞｻ あづさ行政書士事務所 260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町１０２５番地１０６ 043-312-2289
14100720 千葉県 小出　寛之 ｺｲﾃﾞ ﾋﾛﾕｷ 行政書士　小出寛之事務所 278-0031 千葉県野田市中根１３７番地 04-7124-7071
14100723 千葉県 中村　幸孝 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾀｶ 行政書士　中村総合法務事務所 285-0864 千葉県佐倉市稲荷台二丁目１番地２５ 043-462-7601
14100926 千葉県 板倉　隆将 ｲﾀｸﾗ ﾀｶﾏｻ 板倉行政書士事務所 260-0013 千葉県千葉市中央区中央４－１３－１３　吾妻ビル４０ 090-5793-0670

14101091 千葉県 沖田　堅成 ｵｷﾀ ｹﾝｾｲ オーケイ行政書士事務所 275-0011
千葉県習志野市大久保４－１１－２８　シティハイム東
南Ⅱ１０１

047-489-1531

14101226 千葉県 島﨑　重明 ｼﾏｻﾞｷ ｼｹﾞｱｷ 行政書士　島崎コンサルタント事務 279-0011 千葉県浦安市美浜５丁目５番９０３号 047-354-1945

14101454 千葉県 石﨑　克彦 ｲｼｻﾞｷ ｶﾂﾋｺ 石﨑行政書士事務所 273-0032
千葉県船橋市葛飾町２丁目４２１番地　アイディー
コート西船橋４０８号

090-8344-6984

14101455 千葉県 多田　雅人 ﾀﾀﾞ ﾏｻﾄ 行政書士多田事務所 270-1349 千葉県印西市戸神台一丁目１番地　Ｂ棟４０４号 090-5825-8643

14101857 千葉県 安平　一樹 ｱﾝﾍﾟｲ ｶｽﾞｷ 行政書士　安平法務事務所 260-0854
千葉県千葉市中央区長洲一丁目１０番７号　ＣＴＳビ
ル３階３０１号室

043-307-5460

15100023 千葉県 檀ノ原　慎 ﾀﾞﾝﾉﾊﾗ ｼﾝ 檀ノ原行政書士事務所 277-0043 千葉県柏市南逆井６丁目３番１４号 04-7106-0315
15100343 千葉県 谷口　聡 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾄｼ あらた行政書士事務所 271-0074 千葉県松戸市緑ケ丘１－２２１－１－２０２ 047-382-5437
15100344 千葉県 小関　隆文 ｺｾｷ ﾀｶﾌﾐ アンビション行政書士法務事務所 273-0042 千葉県船橋市前貝塚町３０１番地１０ 047-419-9788

15100664 千葉県 羽場　英光 ﾊﾊﾞ ﾋﾃﾞﾐﾂ 行政書士　羽場事務所 276-0034
千葉県八千代市八千代台西２丁目６番１６号　ファウ
ンテンＰ１－２０１号室

070-2658-6863

15101037 千葉県 八木　且広 ﾔｷﾞ ｶﾂﾋﾛ やぎ行政書士事務所 273-0003 千葉県船橋市宮本１丁目８番４号 047-409-9096
15101046 千葉県 小浦　泰之 ｺｳﾗ ﾔｽﾕｷ うらやす行政書士こうら事務所 279-0002 千葉県浦安市北栄四丁目２１番１－１０２号 047-315-3770

15101050 千葉県 岩井　完文 ｲﾜｲ ﾋﾛﾌﾐ 行政書士岩井完文事務所 270-1327
千葉県印西市大森２５６４－２３　シティハイムすずら
ん１０２号室

050-3717-4551

15101581 千葉県 堀江　見悟 ﾎﾘｴ ｹﾝｺﾞ 行政書士事務所　ラポール 270-1132 千葉県我孫子市湖北台一丁目１３番８ 04-7197-6159
15101677 千葉県 中嶋　裕 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 中嶋行政書士事務所 270-1404 千葉県白井市折立５３８番地２４ 0474-94-7893
15102070 千葉県 山口　日出夫 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｵ 行政書士　山口日出夫事務所 284-0024 千葉県四街道市旭ケ丘３丁目１番４号 043-433-1336

15102313 千葉県 佐野　知子 ｻﾉ ﾄﾓｺ 行政書士佐野法務事務所 273-0034
千葉県船橋市二子町５６２番地２　メイツ船橋ウェスト
ハウス６０２号

047-336-3706

16100173 千葉県 福良　佳子 ﾌｸﾗ ﾖｼｺ ふくら行政書士事務所 279-0013
千葉県浦安市日の出２丁目１６－１８　コスモ新浦安
東京ベイ１１１３号

047-350-7224

16100174 千葉県 齊藤　学 ｻｲﾄｳ ｶﾞｸ 行政書士齊藤学法務事務所 273-0005 千葉県船橋市本町６－２－１０－８０９ 047-401-5187

16100534 千葉県 窪田　雄一 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｲﾁ 窪田行政書士事務所 272-0142
千葉県市川市欠真間１丁目３番１３号２１１室　（メゾン
行徳）

090-6509-2929

16100746 千葉県 吉田　純 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｼ 行政書士　よしだ法務事務所 274-0824 千葉県船橋市前原東五丁目４４番２２号 080-9822-9496
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16100904 千葉県 石澤　隆行 ｲｼｻﾞﾜ ﾀｶﾕｷ つだぬま行政書士事務所 274-0825
千葉県船橋市前原西２丁目１４番１号　ダイアパレス
津田沼４１６号

047-409-2362

16101273 千葉県 渡部　かおり ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾘ 行政書士事務所フェリール 273-0048
千葉県船橋市丸山５丁目３番４号　エクセレントハイツ
２０１号

047-401-2940

16101642 千葉県 宮崎　美歩 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾎ 行政書士みやざき国際法務事務 272-0014 千葉県市川市田尻４丁目３番２号 047-370-7309

16101643 千葉県 川井　健太郎 ｶﾜｲ ｹﾝﾀﾛｳ 行政書士　かわい事務所 260-0015
千葉県千葉市中央区富士見一丁目１４番地１３　千葉
大栄ビル８階

080-6626-7797

16102024 千葉県 川添　晴美 ｶﾜｿﾞｴ ﾊﾙﾐ かわぞえ行政書士事務所 277-0005 千葉県柏市柏２丁目７番２３号　コササビル２階 04-7139-1441
16102097 千葉県 片桐　祐貴 ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳｷ 片桐ゆうき行政書士事務所 290-0062 千葉県市原市八幡３８０番地３ 080-7958-1135
16102187 千葉県 酒井　常男 ｻｶｲ ﾂﾈｵ 酒井常男行政書士事務所 276-0004 千葉県八千代市島田台７４４番地５ 047-450-1066
16102271 千葉県 川野辺　誠 ｶﾜﾉﾍﾞ ﾏｺﾄ 行政書士川野辺事務所 273-0031 千葉県船橋市西船７丁目４番９号 047-374-3351
17101904 千葉県 松山　考志 ﾏﾂﾔﾏ ｺｳｼﾞ アブロード行政書士事務所 271-0096 千葉県松戸市下矢切３５０番地６ 047-700-5625
17102239 千葉県 藤田　健 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝ 行政書士　藤田健事務所 283-0821 千葉県東金市小野１０７番地３６ 0475-53-3515
18080863 千葉県 甲斐　忠海 ｶｲ ﾀﾀﾞﾐ 特定行政書士　甲斐法務事務所 270-1436 千葉県白井市七次台１－１６－１ 080-4727-1414
18100049 千葉県 岩下　啓浩 ｲﾜｼﾀ ﾀｶﾋﾛ 岩下行政書士事務所 270-2218 千葉県松戸市五香西１丁目２９番地の６ 047-703-9113
18100898 千葉県 三浦　哲郎 ﾐｳﾗ ﾃﾂﾛｳ 行政書士三浦国際事務所 261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂１丁目２番８－１２２号 043-400-0191
18101680 千葉県 長谷川　隆 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶｼ 長谷川行政書士事務所 286-0048 千葉県成田市公津の杜２丁目２９番地４ 0476-27-7155
18101687 千葉県 西村　実喜男 ﾆｼﾑﾗ ﾐｷｵ 西村行政書士事務所 270-1434 千葉県白井市大山口１丁目２３番１号 047-492-5268
18101999 千葉県 遊佐　侑璃 ﾕｻ ﾕﾘ ゆさ行政書士事務所 262-0018 千葉県千葉市花見川区畑町８３９番地８ 070-4357-5401
19101076 千葉県 櫻井　義之 ｻｸﾗｲ ﾖｼﾕｷ さくらい行政書士事務所 285-0807 千葉県佐倉市山王２丁目１１番地６ 043-377-7892

19101246 千葉県 髙橋　正一 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｲﾁ 行政書士髙橋正一事務所 273-0034
千葉県船橋市二子町４８４番地　エンゼルハイム参番
館４０６号

047-374-3150

19102110 千葉県 菅原　奈津子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾅﾂｺ すがわら行政書士事務所 274-0801
千葉県船橋市高野台３－２３－８　ダウンタウン３２３
－１０１号

080-1352-2234

19102511 千葉県 重森　利彦 ｼｹﾞﾓﾘ ﾄｼﾋｺ みやもと行政書士事務所 273-0003 千葉県船橋市宮本８丁目２９番１５号 047-426-3640
20100739 千葉県 佐々木　美帆 ｻｻｷ ﾐﾎ トゥリー行政書士 274-0064 千葉県船橋市松が丘１丁目３７番１０号 047-707-2879

20100884 千葉県 平林　仁志 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾄｼ
行政書士事務所　仁志知的創造研
究所

271-0092 千葉県松戸市松戸１３３０番地４　メゾン弘文２０１ 047-718-6619

20101602 千葉県 中島　福治 ﾅｶｼﾞﾏ ﾌｸｼﾞ 中島行政書士事務所 272-0814 千葉県市川市高石神１３番８号 047-334-1680
20102058 千葉県 渡部　康行 ﾜﾀﾍﾞ ﾔｽﾕｷ わたべ行政書士事務所 270-2213 千葉県松戸市五香４丁目５５－３ 047-710-9257

20102063 千葉県 今井　悟 ｲﾏｲ ｻﾄﾙ 行政書士　今井法務事務所 297-0019
千葉県茂原市上林１５８番地１　（ダイアパレス茂原１
０４号）

050-1359-0570

21100028 千葉県 宇井　一 ｳｲ ﾊｼﾞﾒ 宇井行政書士事務所 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見２－７－９　富士見ビル６ 050-6861-7330
21100321 千葉県 荒井　博明 ｱﾗｲ ﾋﾛｱｷ 行政書士荒井法務事務所 270-0236 千葉県野田市東金野井８０７番地の１０ 04-7129-7512

21100927 千葉県 畑谷　浩治 ﾊﾀﾔ ｺｳｼﾞ はたや行政書士事務所 260-0018
千葉県千葉市中央区院内一丁目１２番９号　グレイス
院内１０１号

043-307-4360

21101875 千葉県 土肥　大樹 ﾄﾞﾋ ﾀﾞｲｷ 土肥行政書士事務所 279-0026
千葉県浦安市弁天１丁目２３番１－１１０２号　エアー
ズガーデン新浦安

047-319-5963

21102079 千葉県 富田　琢磨 ﾄﾐﾀ ﾀｸﾏ 行政書士富田事務所 290-0023 千葉県市原市惣社１－９－８－２０１ 080-7002-6122

21102346 千葉県 星山　直規 ﾎｼﾔﾏ ﾅｵｷ ミーミル行政書士事務所 262-0033
千葉県千葉市花見川区幕張本郷６丁目２５－８　
ファーストデライト１０２

043-400-2771

80100621 千葉県 三枝　隆男 ｻｴｸﾞｻ ﾀｶｵ 299-3233 千葉県大網白里市永田１９２－９ 0475-72-5733
83100879 千葉県 佐久間　佳子 ｻｸﾏ ﾖｼｺ 佐久間佳子行政書士事務所 289-2714 千葉県旭市三川４８８５番地８ 0479-57-2502
83100911 千葉県 中村　利雄 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼｵ 行政書士中村利雄事務所 290-0051 千葉県市原市君塚３丁目１１番地１３ 0436-22-5929
85101056 千葉県 多田　守 ﾀﾀﾞ ﾏﾓﾙ 行政書士多田守事務所 260-0032 千葉県千葉市中央区登戸１丁目１１番１８号 043-306-7400
88100740 千葉県 田中　眞一 ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁ 283-0063 千葉県東金市堀上１６４－１６ 0475-52-7912
89100324 千葉県 西野　雅也 ﾆｼﾉ ﾏｻﾔ 273-0042 千葉県船橋市前貝塚町２５５番地２６ 047-438-9356
90081458 千葉県 長谷川　次郎 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞﾛｳ 260-0045 千葉県千葉市中央区弁天１丁目１６番９号 043-206-2460

91101079 千葉県 福田　裕一 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 行政書士福田事務所 260-0855
千葉県千葉市中央区市場町６番８号　クリスタルスク
エアＩＮＯＨＡＮＡ　０２３号

043-304-6505

92100177 千葉県 原　俊 ﾊﾗ ﾀｶｼ 原行政書士事務所 272-0815 千葉県市川市北方１丁目１６番６号 047-333-6666

94100044 千葉県 竹内　義彦 ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾋｺ 270-0021
千葉県松戸市小金原３丁目１３番地１２　メイプルヒル
ズ１０２

047-343-4816

94100289 千葉県 大戸　惠子 ｵｵﾄ ｹｲｺ 271-0051 千葉県松戸市馬橋３１３３番地の２ 047-344-5558
94101454 千葉県 廣本　敦 ﾋﾛﾓﾄ ｱﾂｼ 261-0005 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸１丁目２番　４棟１０２ 043-243-6704
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95081613 千葉県 若林　正樹 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 若林正樹行政書士事務所 273-0021 千葉県船橋市海神３－１４－２３ 047-434-4502

95092302 千葉県 幕田　勉 ﾏｸﾀ ﾂﾄﾑ 272-0025
千葉県市川市大和田２丁目８番１０号　第５増田ハイ
ツ１０１号

047-393-6057

95101670 千葉県 松永　鉄三郎 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾃﾂｻﾌﾞﾛｳ 292-0067 千葉県木更津市中央１丁目３番３１号 0438-25-8611
96103910 千葉県 井上　京子 ｲﾉｳｴ ｷｮｳｺ 270-0156 千葉県流山市西平井三丁目８番地の１５ 04-7158-5046
96104139 千葉県 菊池　英雄 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞｵ 菊池国際行政書士事務所 271-0092 千葉県松戸市松戸１３３８番地 047-365-1188

97104709 千葉県 西原　哲夫 ﾆｼﾊﾗ ﾃﾂｵ 行政書士韓鐘哲事務所 260-0013
千葉県千葉市中央区中央３丁目１３番地７　コスモ千
葉中央ビル３０３

043-222-5202

97105223 千葉県 高坂　信貴 ｺｳｻｶ ﾉﾌﾞﾀｶ シグナス行政書士事務所 263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台七丁目９番５号　ＡＫビル 043-256-1957
97105536 千葉県 森　克巳 ﾓﾘ ｶﾂﾐ 278-0043 千葉県野田市清水２６番地 04-7125-7121
97105921 千葉県 冨田　啓嗣 ﾄﾐﾀ ｹｲｼﾞ 冨田国際行政書士法務事務所 270-1175 千葉県我孫子市青山台３丁目９番２号 04-7183-3500
98107296 千葉県 櫻井　俊明 ｻｸﾗｲ ﾄｼｱｷ 260-0854 千葉県千葉市中央区長洲１丁目３２番１０号 043-225-5484
98107391 千葉県 柴﨑　英雄 ｼﾊﾞｻｷ ﾋﾃﾞｵ 東日本法務行政書士事務所 292-0024 千葉県木更津市大寺８５番地 0438-38-3727
99088744 千葉県 前川　壽康 ﾏｴｶﾜ ﾄｼﾔｽ 行政書士前川事務所 273-0046 千葉県船橋市上山町３－５６１－１８ 047-439-7368
99107804 千葉県 片岡　倫子 ｶﾀｵｶ ﾐﾁｺ 290-0142 千葉県市原市ちはら台南６丁目３９番地１５ 0436-52-1745
99107806 千葉県 鈴木　崇 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 275-0022 千葉県習志野市香澄１丁目１番７－２０３号 047-451-1570
99107932 千葉県 田澤　和雄 ﾀｻﾞﾜ ｶｽﾞｵ 行政書士田澤事務所 277-0831 千葉県柏市根戸４７１番地６９ 04-7131-7677
99108385 千葉県 池田　光二 ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞ 行政書士みなと合同事務所 273-0011 千葉県船橋市湊町２丁目１１番３号　ＡＳビル５０２号 047-495-2875
99108904 千葉県 細谷　隆 ﾎｿﾔ ﾀｶｼ 289-1115 千葉県八街市八街ほ３８１番地 043-440-0121
00110174 茨城県 鈴木　指月 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾂ 302-0104 茨城県守谷市久保ケ丘四丁目１０番地１２ 0297-45-1549
00119186 茨城県 安　圭一 ﾔｽ ｹｲｲﾁ 行政書士安事務所 310-0803 茨城県水戸市城南２－８－３８－１０５ 029-226-0601
00119753 茨城県 宮崎　利章 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄｼｱｷ 312-0016 茨城県ひたちなか市松戸町２丁目３番１７号 029-274-2239
01110711 茨城県 佐治　宗治 ｻｼﾞ ﾑﾈﾊﾙ 314-0114 茨城県神栖市日川１９１８番地６５ 0299-96-7792
01110807 茨城県 佐藤　栄一 ｻﾄｳ ｴｲｲﾁ 302-0131 茨城県守谷市ひがし野一丁目２７番地７ 0297-46-3100
01110809 茨城県 関口　美紀子 ｾｷｸﾞﾁ ﾐｷｺ 311-3505 茨城県行方市浜６９２番地 0299-55-2888
01110976 茨城県 関　京子 ｾｷ ｷｮｳｺ 314-0030 茨城県鹿嶋市厨２丁目１２－４ 0299-85-0604
01111599 茨城県 柳岡　幸夫 ﾔﾅｵｶ ﾕｷｵ 310-0845 茨城県水戸市吉沢町１２番地の３６ 029-247-2104
01111698 茨城県 鈴木　惠男 ｽｽﾞｷ ﾄｼｵ 300-1214 茨城県牛久市女化町１７５番地の２６ 029-873-4340
02112192 茨城県 北川　克之 ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾂﾕｷ 315-0033 茨城県石岡市東光台４－８－２３ 0299-26-6695
02112323 茨城県 西尾　清春 ﾆｼｵ ｷﾖﾊﾙ 300-1152 茨城県稲敷郡阿見町大字荒川本郷２０３２番地４６４ 029-841-6681
02112448 茨城県 黒田　真一 ｸﾛﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 黒田真一行政書士事務所 309-1738 茨城県笠間市大田町２０８番地１５９ 0296-77-5336
02112604 茨城県 斯波　元気 ｼﾊﾞ ﾓﾄｷ 304-0005 茨城県下妻市半谷７７３－３８ 0296-44-6244
02114355 茨城県 松田　秀幸 ﾏﾂﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ まつた行政書士事務所 301-0046 茨城県龍ヶ崎市入地町１３０－４ 0297-64-1850
03110267 茨城県 髙中　久夫 ﾀｶﾅｶ ﾋｻｵ 302-0027 茨城県取手市駒場一丁目２３番４７号 0297-72-5333
03110479 茨城県 下条　豊 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾕﾀｶ 309-1106 茨城県筑西市新治１９７０－７５ 0296-57-5264

03110733 茨城県 蛯原　幸夫 ｴﾋﾞﾊﾗ ｻﾁｵ 302-0021
茨城県取手市大字寺田５２００番地１　ルックハイツ取
手第３－５０１

0297-74-4168

03110921 茨城県 三橋　司 ﾐﾂﾊｼ ﾂｶｻ 316-0024 茨城県日立市水木町２丁目３９番１９号 0294-87-6227
03111518 茨城県 遠藤　実 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 遠藤実行政書士事務所 311-0105 茨城県那珂市菅谷１９４１－３１８－２０３ 029-298-7787
03112113 茨城県 間中　宏 ﾏﾅｶ ﾋﾛｼ 306-0631 茨城県坂東市岩井２９５３番地３ 0297-36-2639
03112768 茨城県 岩佐　克範 ｲﾜｻ ｶﾂﾉﾘ 311-2423 茨城県潮来市日の出６丁目６番地４９ 0299-66-0914
03112938 茨城県 仙波　満 ｾﾝﾊﾞ ﾐﾂﾙ 309-1224 茨城県桜川市中泉５２７番地 0296-75-2756
04110044 茨城県 井坂　和志 ｲｻｶ ｶｽﾞｼ 313-0116 茨城県常陸太田市大方町１９０２番地 0294-76-3202

04110243 茨城県 新沼　拓也 ﾆｲﾇﾏ ﾀｸﾔ 新沼行政書士事務所 310-0853
茨城県水戸市平須町１８２０番地の４２９　エムロード
２１・Ａ棟１０５号

029-306-6020

04110691 茨城県 萩野谷　明雄 ﾊｷﾞﾉﾔ ｱｷｵ 311-4303 茨城県東茨城郡城里町大字石塚１３６２番地の２ 029-288-7883
04111048 茨城県 野口　美恵子 ﾉｸﾞﾁ ﾐｴｺ のぐち行政書士事務所 300-0032 茨城県土浦市湖北一丁目２番６－２号 050-5218-9942
04111160 茨城県 今村　達哉 ｲﾏﾑﾗ ﾀﾂﾔ 300-1266 茨城県つくば市自由ヶ丘５１９番地２２ 029-876-5144
04111853 茨城県 平野　英樹 ﾋﾗﾉ ﾋﾃﾞｷ 行政書士平野事務所 300-0875 茨城県土浦市中荒川沖町１１番３号 029-842-2598
04111932 茨城県 磯野　敦義 ｲｿﾉ ｱﾂﾖｼ 行政書士磯野法務事務所 310-0811 茨城県水戸市東桜川１番２９号 029-233-2233
05110040 茨城県 張替　貞夫 ﾊﾘｶﾞｴ ｻﾀﾞｵ 張替行政書士事務所 306-0651 茨城県岩井市大字半谷１４３２番地 0297-34-3285
05110155 茨城県 串田　直人 ｸｼﾀﾞ ﾅｵﾄ 串田行政書士事務所 300-1532 茨城県取手市谷中２７１番地３ 0297-82-7047

05110482 茨城県 本橋　紀子 ﾓﾄﾊｼ ﾉﾘｺ もとはし行政書士事務所 310-0851
茨城県水戸市千波町１７６８番地　サンライフ北葉山Ａ
棟１０１号

080-2471-8868

05110483 茨城県 栗原　とし子 ｸﾘﾊﾗ ﾄｼｺ 行政書士栗原とし子事務所 305-0023 茨城県つくば市上ノ室８４５番地２ 029-857-3180
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05110888 茨城県 黒澤　清 ｸﾛｻﾜ ｷﾖｼ 黒澤行政書士事務所 316-0002 茨城県日立市桜川町２丁目７番１２号 0294-35-5966
05111161 茨城県 中川　栄作 ﾅｶｶﾞﾜ ｴｲｻｸ 中川栄作行政書士事務所 300-0013 茨城県土浦市神立町３６２６番地１ 029-831-9043
06110343 茨城県 中村　祐治 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 水戸さくら行政書士事務所 310-0851 茨城県水戸市千波町７２７番地１　石川ビル４階 029-277-2901
06110512 茨城県 宇野　正明 ｳﾉ ﾏｻｱｷ かしま法務行政書士事務所 311-2201 茨城県鹿嶋市大小志崎１５－８ 0299-69-1180
06110517 茨城県 水田　崇史 ﾐｽﾞﾀ ﾀｶｼ 行政書士法務事務所紫法 300-4421 茨城県桜川市真壁町原方１１６５番地１ 0296-55-0915
06110784 茨城県 中林　章裕 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾛ 行政書士県西法務事務所 306-0011 茨城県古河市東３丁目６番５号 0280-30-1662
06110785 茨城県 石塚　紀雄 ｲｼﾂｶ ﾉﾘｵ 石塚紀雄行政書士事務所 306-0615 茨城県坂東市大口２７１６番地１ 0297-39-3540
06111479 茨城県 大橋　廣中 ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾅｶ 大橋行政書士事務所 311-3121 茨城県東茨城郡茨城町谷田部１０２０番地１ 029-306-8300
06111565 茨城県 松浦　竜男 ﾏﾂｳﾗ ﾀﾂｵ 松浦行政書士事務所 302-0118 茨城県守谷市立沢１１８３番地の４ 0297-21-8580
06111769 茨城県 立原　伸一 ﾀﾁﾊﾗ ｼﾝｲﾁ 立原伸一行政書士事務所 312-0032 茨城県ひたちなか市大字津田３０６０番地 029-272-7888
07110319 茨城県 古性　隆 ﾌﾙｼｮｳ ﾀｶｼ あおば行政書士事務所 300-2505 茨城県常総市中妻町３３２番地３ 0297-22-1755
07110431 茨城県 北原　宏行 ｷﾀﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 行政書士北原宏行事務所 300-1511 茨城県取手市椚木字椚木２２８番地８ 0297-82-3192
07110565 茨城県 小野寺　貴大 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｶﾋﾛ 小野寺貴大行政書士事務所 302-0104 茨城県守谷市久保ケ丘三丁目１３番地１０ 0297-46-1309
07110717 茨城県 荒井　孝典 ｱﾗｲ ﾀｶﾉﾘ 荒井行政書士事務所 303-0024 茨城県常総市水海道栄町２６８０番地１１ 0297-21-5851
07110870 茨城県 刈部　幸男 ｶﾘﾍﾞ ﾕｷｵ 刈部幸男行政書士事務所 300-4411 茨城県桜川市真壁町田３８０番地 0296-55-1674
07111350 茨城県 田邊　晋 ﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾑ 行政書士事務所プログレス経営計 300-0312 茨城県稲敷郡阿見町南平台三丁目３７番地４ 050-3561-1451
07111495 茨城県 森木　孝司 ﾓﾘｷ ﾀｶｼ 森木行政書士事務所 305-0003 茨城県つくば市桜３丁目２８番地１３ 029-850-6004
07111625 茨城県 柴田　健一 ｼﾊﾞﾀ ｹﾝｲﾁ 柴田行政書士事務所 313-0033 茨城県常陸太田市小目町７５３番地 0294-74-5677
07111992 茨城県 深谷　孝 ﾌｶﾔ ﾀｶｼ 行政書士深谷法務事務所 309-1205 茨城県桜川市堤上４２１番地 0296-76-0123
08110650 茨城県 田﨑　真紀子 ﾀｻｷ ﾏｷｺ 行政書士田崎法務事務所 300-0341 茨城県稲敷郡阿見町うずら野三丁目５番地２０ 029-886-6231
08111071 茨城県 小嶋　幸江 ｵｼﾞﾏ ﾕｷｴ 小嶋行政書士事務所 311-3826 茨城県行方市矢幡５２１番地 0299-73-3566
08111485 茨城県 矢吹　秀文 ﾔﾌﾞｷ ﾋﾃﾞﾌﾐ ヤブキ行政書士事務所 315-0035 茨城県石岡市南台３－２５－７ 0299-56-3441
09110316 茨城県 川上　佳弘 ｶﾜｶﾐ ﾖｼﾋﾛ 川上行政書士事務所 301-0837 茨城県龍ケ崎市３５１６番地の１４ 0297-84-1444
09110474 茨城県 西本　均 ﾆｼﾓﾄ ﾋﾄｼ 西本均行政書士法務事務所 300-0027 茨城県土浦市木田余東台四丁目３番２２号 029-804-4884
09111479 茨城県 三瓶　賢二 ｻﾝﾍﾟｲ ｹﾝｼﾞ 行政書士三瓶事務所 310-0845 茨城県水戸市吉沢町９９番地の３ 029-291-6322
09112134 茨城県 久保田　一夫 ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞｵ 久保田一夫行政書士事務所 311-2412 茨城県潮来市宮前二丁目２３番１３号 0299-77-8855
10112172 茨城県 鈴木　歩 ｽｽﾞｷ ｱﾕﾑ 鈴木あゆむ行政書士事務所 300-0844 茨城県土浦市乙戸１番地８８ 029-879-9566
10112499 茨城県 平塚　正史 ﾋﾗﾂｶ ﾏｻｼ 行政書士法人ひらつか事務所 300-1222 茨城県牛久市南２丁目７番地２　ワールドビル２階 029-828-8601
11110119 茨城県 関山　健一 ｾｷﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 関山行政書士事務所 300-0007 茨城県土浦市板谷四丁目６６７番地１０１ 029-831-3729
11110520 茨城県 宮本　勝章 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾂｱｷ 行政書士きこりた法務事務所 311-1134 茨城県水戸市百合が丘町６番地の２０ 029-248-8174
11111733 茨城県 池田　俊彦 ｲｹﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 行政書士池田事務所 300-1203 茨城県牛久市下根町７５７番地 029-871-3512
11112087 茨城県 髙谷　真一 ﾀｶﾔ ｼﾝｲﾁ 行政書士髙谷真一事務所 300-0826 茨城県土浦市小松ケ丘町３番１５号 029-821-8177

12112061 茨城県 佐久間　章 ｻｸﾏ ｱｷﾗ
行政書士　チャプター経営・法務事
務所

300-1525 茨城県取手市桜が丘一丁目３４番１号 0297-83-6252

12112179 茨城県 柴田　高宏 ｼﾊﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 柴田行政書士事務所 301-0032 茨城県龍ヶ崎市佐貫１－８－７　ラフィーネ佐貫中央Ｂ 0297-66-7550

12112557 茨城県 片平　秀一 ｶﾀﾋﾗ ｼｭｳｲﾁ 行政書士片平法務事務所 302-0131
茨城県守谷市ひがし野二丁目１番地　ブランズシティ
守谷４０６号室

0297-44-9967

12112559 茨城県 荷口　裕行 ﾆｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 荷口法務行政書士事務所 310-0805
茨城県水戸市中央１丁目３番３８号　水戸南第２中央
ビル３階

029-291-8255

13110040 茨城県 永塚　崇洋 ﾅｶﾞﾂｶ ﾀｶﾋﾛ 行政書士永塚法務事務所 306-0023 茨城県古河市本町二丁目１番３３号 0280-32-8880
13110189 茨城県 石神　敦子 ｲｼｶﾞﾐ ｱﾂｺ 行政書士石神敦子法務事務所 300-1211 茨城県牛久市柏田町３０４７番地２２ 029-896-3417
13110530 茨城県 上妻　陵大 ｶﾐﾂﾏ ﾘｮｳﾀ 特定行政書士上妻福祉法務事務 311-2112 茨城県鉾田市飯島２０８番地８ 0291-32-7362
13110531 茨城県 椿　明子 ﾂﾊﾞｷ ｱｷｺ 椿明子行政書士事務所 300-1516 茨城県取手市藤代南一丁目１９番地５ 0297-79-6445
13111155 茨城県 稲葉　正 ｲﾅﾊﾞ ﾀﾀﾞｼ 行政書士稲葉法務事務所 300-4354 茨城県つくば市国松８７番地２ 029-866-0117
13111336 茨城県 佐藤　鉄也 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ 行政書士神栖さとう事務所 314-0143 茨城県神栖市神栖一丁目１９番１０号 0299-95-6508
13111514 茨城県 大滝　紫 ｵｵﾀｷ ﾕｶﾘ ぶどうの木行政書士大滝事務所 302-0013 茨城県取手市台宿二丁目２－５０－６ 070-8994-3215
13111653 茨城県 清水　健司 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ 行政書士事務所スモールハンズ 312-0054 茨城県ひたちなか市はしかべ１丁目２０番１４号　５号 029-219-9146
13112111 茨城県 奈良　浩伸 ﾅﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ 奈良行政書士事務所 300-1636 茨城県北相馬郡利根町大字羽根野８００番地４６ 0297-68-2188
13112263 茨城県 鈴木　堅三 ｽｽﾞｷ ｹﾝｿﾞｳ 行政書士鈴木堅三事務所 302-0105 茨城県守谷市薬師台三丁目１０番地１６ 0297-37-6696
13112350 茨城県 山本　隆司 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 行政書士山本隆司事務所 301-0042 茨城県龍ケ崎市長山７丁目１１番地１５号 0297-65-5562
14110726 茨城県 橘　勝重 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶﾂｼｹﾞ 行政書士橘法務事務所 306-0003 茨城県古河市緑町３０番３０号 0280-31-0891
14111095 茨城県 田中　伸幸 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 田中行政書士事務所 310-0054 茨城県水戸市愛宕町１０番２３号 090-5843-4031
14111096 茨城県 冷岡　和広 ﾋﾔｵｶ ｶｽﾞﾋﾛ 冷岡行政書士事務所 300-2655 茨城県つくば市島名４１０番地４ 090-2663-8541
14111230 茨城県 稗田　康利 ﾋｴﾀ ﾔｽﾄｼ 大橋行政書士事務所 311-3121 茨城県東茨城郡茨城町谷田部１０２０番地１ 029-306-8300
14111346 茨城県 茅根　悟 ﾁﾉﾈ ｻﾄﾙ 茅根行政書士事務所 319-1416 茨城県日立市田尻町２丁目３１番１３号 0294-51-4018
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14111457 茨城県 熊山　達也 ｸﾏﾔﾏ ﾀﾂﾔ 熊山行政書士事務所 310-0026 茨城県水戸市泉町２－２－３０　石川ビル２号館３Ｆ 080-8081-9580
14111973 茨城県 澁谷　輝男 ｼﾌﾞﾔ ﾃﾙｵ 行政書士澁谷事務所 300-1232 茨城県牛久市上柏田２丁目１６番地１２ 029-872-9697

14112261 茨城県 星　善介 ﾎｼ ｾﾞﾝｽｹ
行政書士法人Ｂｌｕｅ　Ｏｃｅａｎ　Ｉｎｔｅ
ｒｎａｔｉｏｎａｌ

305-0003 茨城県つくば市桜一丁目１２番地２、　Ａ号室 029-875-8630

15110207 茨城県 細井　研二 ﾎｿｲ ｹﾝｼﾞ 雪華行政書士事務所 306-0033 茨城県古河市中央町一丁目８番５号 0280-33-3685
15110265 茨城県 小島　英樹 ｺｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ 小島行政書士事務所 310-0802 茨城県水戸市柵町１丁目８番１４号 029-306-9781
15110345 茨城県 倉持　淳一 ｸﾗﾓﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ 行政書士はなももビザサポート事 306-0126 茨城県古河市諸川１８０６番地１　サンモールＡ 0280-66-9256
15110666 茨城県 渡邊　利一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｲﾁ 行政書士渡邊利一事務所 308-0836 茨城県筑西市旭ヶ丘２９０２番地３ 0296-24-8596

15110667 茨城県 内野　敬仁 ｳﾁﾉ ﾀｶﾋﾄ 帯刀行政書士事務所 314-0027
茨城県鹿嶋市佐田４５４番地　カシマハイアット１　１０
１号室

0299-77-8411

15110669 茨城県 芳野　敬二 ﾖｼﾉ ｹｲｼﾞ 芳野行政書士事務所 302-0121 茨城県守谷市みずき野五丁目２３番地９ 0297-38-6357
15110869 茨城県 小野寺　大介 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀﾞｲｽｹ 行政書士おのでら事務所 300-2655 茨城県つくば市島名３９０７－１（諏訪Ｃ２２街区８） 029-846-5888
15111179 茨城県 鎌田　惇 ｶﾏﾀ ｱﾂｼ 行政書士　鎌田事務所 302-0124 茨城県守谷市美園一丁目５番地１０ 090-5423-2716
15111839 茨城県 土井　敬治 ﾄﾞｲ ｹｲｼﾞ 行政書士土井法務事務所 301-0001 茨城県龍ケ崎市久保台２丁目７番地４ 0297-95-0700
15112077 茨城県 高畠　好男 ﾀｶﾊﾀ ﾖｼｵ たかはた行政書士事務所 300-0845 茨城県土浦市乙戸南二丁目２３番１４号 090-1880-4761

16110398 茨城県 柴田　香里 ｼﾊﾞﾀ ｶｵﾘ
行政書士法人　茨城総合法務事務
所　柴田事務所

312-0004 茨城県ひたちなか市大字長砂４６番地 090-2339-0097

16110538 茨城県 大嶋　薫 ｵｵｼﾏ ｶｵﾙ 行政書士　大嶋薫事務所 307-0053 茨城県結城市新福寺２丁目１９番地２３ 0296-33-4788
16111822 茨城県 佐藤　雄太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 佐藤雄太行政書士事務所 316-0014 茨城県日立市東金沢町２丁目１１番７号 0294-33-9390
16112099 茨城県 八文字　正寛 ﾔﾂﾓﾝｼﾞ ﾏｻﾋﾛ 八文字行政書士事務所 311-3422 茨城県小美玉市中延６３８番地１ 0299-58-3551
16112188 茨城県 大槻　茂 ｵｵﾂｷ ｼｹﾞﾙ 行政書士大槻事務所 311-2206 茨城県鹿嶋市大字武井１５９７番地 090-7238-1717
17110299 茨城県 金木　裕之 ｶﾈｷ ﾋﾛﾕｷ 行政書士　金木裕之事務所 309-1611 茨城県笠間市笠間１７０６番地５ 0296-72-7864

18110391 茨城県 小森谷　局子 ｺﾓﾘﾔ ﾁｶｺ アクア行政書士事務所 310-0911
茨城県水戸市見和三丁目５９７番地４２　ヴィラカレン
ト１０４号室

029-291-5598

18110393 茨城県 羽田　竜也 ﾊﾈﾀﾞ ﾀﾂﾔ 行政書士羽田竜也事務所 308-0827 茨城県筑西市市野辺５６４番地３ 0296-24-1785
18111079 茨城県 髙橋　祐一 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｲﾁ 髙橋祐一行政書士事務所 306-0034 茨城県古河市長谷町２０番１８号 0280-22-1711

19110119 茨城県 関　慧太郎 ｾｷ ｹｲﾀﾛｳ 行政書士せき法務事務所 305-0817
茨城県つくば市研究学園４丁目３４番地２　ウエリスつ
くば研究学園レジデンス２３０９号

080-3256-6731

19110263 茨城県 小林　寛之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 行政書士こばやし事務所 310-0011 茨城県水戸市三の丸２－１２－１７　リバーハウスＡ棟 090-1559-7027
19110592 茨城県 樋口　雅子 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｺ Ｏｌｅａ行政書士事務所 300-2613 茨城県つくば市西高野１８６５番地 029-886-6009

19111082 茨城県 宇野　雅彦 ｳﾉ ﾏｻﾋｺ 水戸赤塚行政書士事務所 311-4151
茨城県水戸市姫子２丁目１６７１番地１０　ツカサテナ
ント２Ｆ

090-2619-7070

19111254 茨城県 鈴木　孝治 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾊﾙ 鈴木孝治行政書士事務所 300-0013 茨城県土浦市神立町３６９８番地３５ 029-831-5073

19111416 茨城県 大野　利明 ｵｵﾉ ﾄｼｱｷ 行政書士　あさひ事務所 300-1152
茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷２０３３番地４８６　クー
プル・マリエＡ１０１

029-846-0907

19111664 茨城県 大関　啓之 ｵｵｾﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 大関啓之行政書士事務所 309-1106 茨城県筑西市新治１９９８番地３ 0296-45-7333
19112111 茨城県 菊地　裕子 ｷｸﾁ ﾕｳｺ パークサイド行政書士事務所 305-0055 茨城県つくば市上原４２８番地３ 029-869-5380
19112330 茨城県 中島　駿平 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ 行政書士中島駿平事務所 310-0035 茨城県水戸市東原２丁目１番２８号 080-5001-7135
20110412 茨城県 入江　聡 ｲﾘｴ ｻﾄｼ かがやき行政書士法人　水戸事務 310-0847 茨城県水戸市米沢町３９２番地 029-353-8787
20110893 茨城県 小川　雄生 ｵｶﾞﾜ ｶﾂｵ 知足行政書士事務所 309-1716 茨城県笠間市住吉１１９６番地９ 029-685-6238
20111030 茨城県 小久保　武司 ｺｸﾎﾞ ﾀｹｼ 特定行政書士　小久保武司事務所 302-0127 茨城県守谷市松ケ丘五丁目２１番地７ 0297-33-9350
21110322 茨城県 近藤　剛市 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ 行政書士近藤法務事務所 312-0042 茨城県ひたちなか市東大島３丁目７番６号 029-274-1580
72110879 茨城県 飯塚　富雄 ｲｲﾂｶ ﾄﾐｵ 行政書士飯塚法務事務所 300-2706 茨城県常総市新石下２１３番地５ 0297-42-3128
76110198 茨城県 鈴木　昇一 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｲﾁ 319-1414 茨城県日立市日高町１丁目６番３５号 0294-42-2539
77110256 茨城県 蛭田　博行 ﾋﾙﾀ ﾋﾛﾕｷ 319-1411 茨城県日立市川尻町２丁目８番１号 0294-42-6976
80110428 茨城県 鶴田　一郎 ﾂﾙﾀ ｲﾁﾛｳ 305-0032 茨城県つくば市竹園２丁目１４番地１６ 029-852-5061
80110438 茨城県 飯村　健一 ｲｲﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 300-4231 茨城県つくば市北条５０５５番地９ 029-867-2789
80110460 茨城県 吉原　哲夫 ﾖｼﾊﾗ ﾃﾂｵ 吉原行政書士事務所 300-2722 茨城県常総市蔵持１１４６番地 0297-42-8457
80110474 茨城県 草野　宏 ｸｻﾉ ﾋﾛｼ 300-1251 茨城県つくば市城山２４番地４ 029-873-0471
80110522 茨城県 渡辺　伸治 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｼﾞ 306-0631 茨城県坂東市岩井４２７９番地１ 0297-35-2966
81110545 茨城県 長谷川　明 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾗ 319-0123 茨城県小美玉市羽鳥９９６番地 0299-46-4660
81110561 茨城県 照沼　重輝 ﾃﾙﾇﾏ ｼｹﾞﾃﾙ 310-0905 茨城県水戸市石川１－３８１４－６　レジデンス大森１ 029-252-4041
84110747 茨城県 四釜　絹枝 ｼｶﾏ ｷﾇｴ 行政書士四釜絹枝事務所 319-1416 茨城県日立市田尻町１丁目２４番８号 0294-33-9713
85113127 茨城県 二川　逸史 ﾌﾀｶﾞﾜ ｲﾂｼ 312-0054 茨城県ひたちなか市はしかべ２丁目１０番２８号 029-273-9078
85113845 茨城県 小倉　啓一郎 ｵｸﾞﾗ ｹｲｲﾁﾛｳ 300-0055 茨城県土浦市大字殿里４８５番地の２ 029-823-3233
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86110210 茨城県 齋藤　孝夫 ｻｲﾄｳ ﾀｶｵ いばらき行政書士アソシエイツ 310-0026 茨城県水戸市泉町２丁目２番３０号　石川ビル２号館 029-228-4096
87110624 茨城県 鈴木　良明 ｽｽﾞｷ ﾖｼｱｷ 310-0836 茨城県水戸市元吉田町２６７５番地の８ 029-304-0052
88110832 茨城県 古川　正美 ﾌﾙｶﾜ ﾏｻﾐ 行政書士ひたち法務事務所 313-0016 茨城県常陸太田市金井町１７９６番地１ 0294-80-3141
88111433 茨城県 菅原　啓充 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛﾐﾂ 行政書士法人　茨城総合法務事務 316-0013 茨城県日立市千石町２－１１－２ 0294-35-4839
88111434 茨城県 宇留野　光夫 ｳﾙﾉ ﾐﾂｵ 312-0032 茨城県ひたちなか市津田２６８１番地の２ 029-274-6633
89110211 茨城県 若杉　國康 ﾜｶｽｷﾞ ｸﾆﾔｽ 若杉行政書士事務所 308-0846 茨城県筑西市布川１３１１番地４ 0296-49-6610

91110140 茨城県 古川　博章 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｱｷ 古川博章行政書士事務所 310-0021
茨城県水戸市南町１丁目４番１６　南町ビルマンション
６０１号

029-221-6468

91110470 茨城県 畠山　徳男 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾄｸｵ 309-1717 茨城県笠間市旭町６０番地８ 0296-77-5701
91111503 茨城県 黒須　勲 ｸﾛｽ ｲｻｵ 302-0022 茨城県取手市本郷１丁目７番１８号 0297-73-2515
93110062 茨城県 江黒　弘 ｴｸﾞﾛ ﾋﾛｼ 300-1256 茨城県つくば市森の里９０－２１ 090-3345-5780
93111250 茨城県 古市　人見 ﾌﾙｲﾁ ﾋﾄﾐ 319-1222 茨城県日立市久慈町２丁目１５番１７号 0294-52-3531
94110146 茨城県 小野　勝洋 ｵﾉ ｶﾂﾋﾛ 316-0001 茨城県日立市諏訪町１丁目１８番１号 0294-33-0843
94110290 茨城県 古賀　康夫 ｺｶﾞ ﾔｽｵ 300-2302 茨城県つくばみらい市狸穴１０６０番地１５ 0297-57-0076
94110964 茨城県 鈴木　すみ子 ｽｽﾞｷ ｽﾐｺ 306-0001 茨城県古河市静町５番１号 0280-31-1878
95082089 茨城県 佐川　徳男 ｻｶﾞﾜ ﾉﾘｵ 301-0033 茨城県龍ヶ崎市佐貫町５７９番地３５
95111869 茨城県 嶋田　広一 ｼﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁ 311-1516 茨城県鉾田市新鉾田２丁目１５番地１ 0291-32-3544
95112011 茨城県 久米　崇之 ｸﾒ ﾀｶﾕｷ 311-1517 茨城県鉾田市鉾田１３１２番地３ 0291-33-2719
96113276 茨城県 大庭　孝志 ｵｵﾊﾞ ﾀｶｼ ステップ行政書士法人 314-0031 茨城県鹿嶋市宮中２０１０番地３　カシマ９５ビル１Ｆ 0299-82-8153
96113656 茨城県 平林　幸弘 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾋﾛ 平林行政書士事務所 314-0132 茨城県神栖市筒井１３６８番地１　ワコービル２０１ 0299-91-1903
97114666 茨城県 針谷　政人 ﾊﾘｶﾞｲ ﾏｻﾄ 310-0836 茨城県水戸市元吉田町７８４番地の２ 029-247-3081
97115541 茨城県 鈴木　正人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ ベル行政書士事務所 310-0805 茨城県水戸市中央２丁目５番８号　第２くわばらビル 029-224-4146
97115832 茨城県 郡司　孝夫 ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｶｵ 行政書士郡司経営法務事務所 310-0805 茨城県水戸市中央２丁目５番８号　第２くわばらビル　 029-232-0778
98116320 茨城県 椎塚　理子 ｼｲﾂｶ ﾐﾁｺ 300-1234 茨城県牛久市中央４丁目２２番地１４ 029-872-0050
98116724 茨城県 大久保　勉 ｵｵｸﾎﾞ ﾂﾄﾑ 行政書士大久保総合事務所 309-1243 茨城県桜川市高久６０８番地 0296-58-5821
98116828 茨城県 鷲山　俊男 ﾜｼﾔﾏ ﾄｼｵ 電子申請法務行政書士事務所 302-0013 茨城県取手市台宿２－３－４ 0297-73-8121
98117194 茨城県 山内　俊之 ﾔﾏｳﾁ ﾄｼﾕｷ 319-1224 茨城県日立市南高野町１丁目５番１９号 0294-53-4011
99118690 茨城県 木村　司 ｷﾑﾗ ﾂｶｻ 行政書士法人水戸綜合事務所 310-0031 茨城県水戸市大工町１丁目３番１１号　東陽ビル 029-251-3101
99118795 茨城県 橋本　哲 ﾊｼﾓﾄ ｻﾄｼ 橋本特定行政書士事務所 310-0062 茨城県水戸市大町１丁目２番３３号　メビウス３階３０ 029-232-0506
99118796 茨城県 後藤　太一 ｺﾞﾄｳ ﾀｲﾁ 305-0025 茨城県つくば市花室７８８番地３ 029-857-6788
00120016 栃木県 礒部　誠一郎 ｲｿﾍﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ 礒部行政書士事務所 321-0108 栃木県宇都宮市春日町１４番７号 028-645-2100
00129471 栃木県 松野　文武 ﾏﾂﾉ ﾌﾐﾀｹ 320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町５２１番地６ 028-612-2991
00129688 栃木県 吉澤　寿夫 ﾖｼｻﾞﾜ ﾋｻｵ 320-0046 栃木県宇都宮市西一の沢町１５番８号 028-649-0097
00129950 栃木県 田渕　徹 ﾀﾌﾞﾁ ﾄｵﾙ 田渕行政書士事務所 329-3132 栃木県那須塩原市北弥六３６７番地３２ 0287-65-2801
01120416 栃木県 田代　昌宏 ﾀｼﾛ ﾏｻﾋﾛ 320-0046 栃木県宇都宮市西一の沢町６番２０号 028-678-8364
02123627 栃木県 藤野　直男 ﾌｼﾞﾉ ﾀﾀﾞｵ 320-0071 栃木県宇都宮市野沢町６５４番地１６ 028-665-5115
02123628 栃木県 遠藤　美代子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾖｺ 遠藤行政書士事務所 321-0146 栃木県宇都宮市富士見町２３番１８号 028-655-6248

03120735 栃木県 青木　裕一 ｱｵｷ ﾕｳｲﾁ
フレックスコンサルタント行政書士
事務所

323-0829 栃木県小山市東城南１丁目１番地６ 0285-32-8186

03120736 栃木県 土方　美代 ﾋｼﾞｶﾀ ﾐﾖ 323-0820 栃木県小山市西城南二丁目２０番地１４ 0285-28-5061
03120922 栃木県 江藤　正巳 ｴﾄｳ ﾏｻﾐ 327-0846 栃木県佐野市若松町４０８番地 0283-24-6136
03121328 栃木県 白澤　茂 ｼﾗｻﾜ ｼｹﾞﾙ 327-0825 栃木県佐野市飯田町７２１番地 0283-24-9038
03121330 栃木県 吉見　英人 ﾖｼﾐ ﾋﾃﾞﾄ 329-4421 栃木県栃木市大平町西野田３６３番地５　セントラルヒ 0282-45-1709
03122461 栃木県 坂田　猛 ｻｶﾀ ﾀｹｼ 328-0067 栃木県栃木市皆川城内町８５番地 0282-31-1588
03123088 栃木県 松岡　英彦 ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞﾋｺ 320-0042 栃木県宇都宮市材木町４番１９号 090-9305-5414
04120046 栃木県 栁　知明 ﾔﾅｷﾞ ﾄﾓｱｷ 321-4363 栃木県真岡市亀山２２１５番地３ 0285-84-2620
04120148 栃木県 井上　尉央 ｲﾉｳｴ ﾔｽﾋｻ 行政書士事務所ＩＳＡパートナーズ 320-0806 栃木県宇都宮市中央１丁目５番１１号　セントラルビ 028-632-3100
04120693 栃木県 金井　善久 ｶﾅｲ ﾖｼﾋｻ 金井行政書士事務所 326-0826 栃木県足利市借宿町４７６番地２　フロンティアビル２ 0284-64-7236

04121049 栃木県 小平　裕一 ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｲﾁ 行政書士小平法務事務所 320-0833
栃木県宇都宮市不動前５丁目１番２９号　栃木日産自
動車販売（株）敷地内南側建物２階

028-346-2355

04122003 栃木県 高橋　江美 ﾀｶﾊｼ ｴﾐ 常盤行政労務管理事務所 321-0103 栃木県宇都宮市台新田町１５７番地１２ 028-684-1252
04122004 栃木県 住吉　壮介 ｽﾐﾖｼ ｿｳｽｹ 行政書士住吉壮介事務所 329-1102 栃木県宇都宮市白沢町４９０番地１ 028-673-1011
05120356 栃木県 池間　良 ｲｹﾏ ﾘｮｳ 行政書士法人あおば 323-0807 栃木県小山市城東一丁目６番３２号 0285-25-1122
05120891 栃木県 渡邊　淳子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｺ 渡邊行政書士事務所 326-0845 栃木県足利市大前町１２８５番地１６ 0284-62-6980
05121162 栃木県 白石　博章 ｼﾗｲｼ ﾋﾛｱｷ 白石行政書士事務所 328-0075 栃木県栃木市箱森町２９番２５号 0282-23-4623
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06120521 栃木県 田沼　芳友 ﾀﾇﾏ ﾖｼﾄﾓ 行政書士田沼法務事務所 325-0011 栃木県那須塩原市寺子１８４５番地２９ 0287-63-1006
06122056 栃木県 冨田　倫子 ﾄﾐﾀ ﾉﾘｺ 冨田倫子行政書士事務所 329-2731 栃木県那須塩原市二つ室７０番地１６６ 0287-38-0636

07080400 栃木県 小倉　純一 ｵｸﾞﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ
行政書士法人トラスティル　小山オ
フィス

323-0025 栃木県小山市城山町２－１０－１４　日光堂ビル５階 0285-50-8310

07120248 栃木県 手塚　裕子 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳｺ 手塚行政書士事務所 325-0013 栃木県那須塩原市鍋掛１０８５番地９３０ 0287-62-4486
07120434 栃木県 川田　有美 ｶﾜﾀﾞ ﾕﾐ 行政書士川田事務所 327-0044 栃木県佐野市下羽田町７６３番地３ 0283-22-0044
07120571 栃木県 一戸　養子 ｲﾁﾉﾍ ﾖｳｺ 一戸行政書士事務所 329-3142 栃木県那須塩原市佐野２１２番地４ 0287-74-2783
07120572 栃木県 安野　光宣 ﾔｽﾉ ﾐﾂﾉﾌﾞ 行政書士安野法務事務所 321-0107 栃木県宇都宮市江曽島１丁目５番１６号 028-645-4780
07120722 栃木県 齋藤　丈威 ｻｲﾄｳ ﾀｹｲ サイトウ行政書士事務所 321-0974 栃木県宇都宮市竹林町１２４７番地１ 028-611-3142
07121687 栃木県 服部　一人 ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞﾄ 服部行政書士事務所 326-0814 栃木県足利市通６丁目３１５５番地 090-5995-1731
08120654 栃木県 髙山　久 ﾀｶﾔﾏ ﾋｻｼ 髙山久行政書士事務所 329-0511 栃木県下野市石橋２４０番地２ 0285-53-1672
08121072 栃木県 中山　和彦 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾋｺ 中山行政書士法務事務所 321-3233 栃木県宇都宮市上籠谷町３７９６番地２ 028-616-3967
08121207 栃木県 植木　智美 ｳｴｷ ﾄﾓﾐ 行政書士アクア法務ｏｆｆｉｃｅ 329-1571 栃木県矢板市片岡２０９５番地２４０ 0287-48-3510
08121702 栃木県 綱川　敏文 ﾂﾅｶﾜ ﾄｼﾌﾐ 綱川行政書士事務所 321-4305 栃木県真岡市荒町三丁目３番地１ 0285-84-4517
09120658 栃木県 塩田　陽子 ｼｵﾀﾞ ﾖｳｺ 行政書士しおだ事務所 321-3223 栃木県宇都宮市清原台４丁目２０番１５号 028-902-1031
09120659 栃木県 齋藤　禎 ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 行政書士齋藤事務所 321-3704 栃木県芳賀郡茂木町大字牧野２１７８番地 0285-62-0459
09120842 栃木県 相馬　秀和 ｿｳﾏ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 相和行政書士事務所 329-2711 栃木県那須塩原市石林３１７番地１２ 0287-36-1299

09122323 栃木県 小太刀　庸恭 ｺﾀﾞﾁ ﾉﾌﾞﾔｽ こだち行政書士事務所 322-0028
栃木県鹿沼市栄町１丁目２番１号　グリーンベイビル
２０２号

0289-74-5623

09122324 栃木県 小嶋　均 ｺｼﾞﾏ ﾋﾄｼ 小嶋均行政書士事務所 321-0167 栃木県宇都宮市東浦町１９番１２号 028-666-8894
10120417 栃木県 大鹿　幸雄 ｵｵｼｶ ﾕｷｵ 大鹿行政書士法務事務所 320-0855 栃木県宇都宮市上欠町１２３１番地１０５ 028-648-0661
10120418 栃木県 大山　信 ｵｵﾔﾏ ｼﾝ ソウル・オブ・ジェイ行政書士事務 320-0811 栃木県宇都宮市大通り２丁目３番７号　泉ビル３階 028-651-3400
10120542 栃木県 伊勢田　和良 ｲｾﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 伊勢田行政書士事務所 327-0845 栃木県佐野市久保町１０３番地５ 0283-24-3827
10121226 栃木県 山根　輝雄 ﾔﾏﾈ ﾃﾙｵ 行政書士やまね法務事務所 323-0012 栃木県小山市羽川５９－６ 0285-20-3380
10122614 栃木県 内藤　正幸 ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 行政書士内藤正幸事務所 327-0046 栃木県佐野市村上町８３３番地 0283-22-1718
11120850 栃木県 綾部　一成 ｱﾔﾍﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 綾部一成行政書士事務所 329-0312 栃木県栃木市藤岡町蛭沼１１８８番地３ 0282-67-2624
12120036 栃木県 中三川　邦幸 ﾅｶﾐｶﾞﾜ ｸﾆﾕｷ 中三川行政書士事務所 323-0807 栃木県小山市城東１丁目８番１２号 0285-24-2304
12120165 栃木県 小野　順一 ｵﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 行政書士小野順一事務所 329-1311 栃木県さくら市氏家２５７９番地２６ 028-682-3156
12120296 栃木県 大橋　勝典 ｵｵﾊｼ ｶﾂﾉﾘ 行政書士大橋勝典事務所 323-0032 栃木県小山市天神町一丁目８番２２号 090-7015-9280
12120714 栃木県 森田　芳郎 ﾓﾘﾀ ﾖｼｵ 森田芳郎行政書士事務所 323-0029 栃木県小山市城北６丁目４番地１３　亜季第二ビル２ 0285-24-6222
12121278 栃木県 中村　光男 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｵ 行政書士中村光男事務所 327-0803 栃木県佐野市犬伏新町１３０７番地７ 0283-22-5411
12121281 栃木県 田村　尚枝 ﾀﾑﾗ ﾅｵｴ 田村尚枝行政書士事務所 320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町２１５３番地３ 028-307-3933
12122450 栃木県 人見　章広 ﾋﾄﾐ ｱｷﾋﾛ 人見行政書士事務所 329-3151 栃木県那須塩原市北和田３３８番地 0287-65-1063
12122451 栃木県 星野　一明 ﾎｼﾉ ｶｽﾞｱｷ 行政書士事務所一燈 321-1261 栃木県日光市今市７６３番地１ 0288-25-3330
12122563 栃木県 槇　好和 ﾏｷ ﾖｼｶｽﾞ 行政書士槇好和事務所 323-0820 栃木県小山市西城南１丁目１５番地１９ 0285-28-4582
12131469 栃木県 古田土　和佳 ｺﾀﾞﾄ ｶｽﾞﾖｼ 行政書士錦堂綜合法務事務所 321-0962 栃木県宇都宮市今泉町１２５番地２ 028-348-3501
13120535 栃木県 オブライエン　奈美 ｵﾌﾞﾗｲｴﾝ ﾅﾐ オブライエン国際行政書士事務所 325-0014 栃木県那須塩原市野間３６番地９５ 0287-63-8767
13120536 栃木県 星野　尚 ﾎｼﾉ ﾋｻｼ 星野行政書士事務所 329-2753 栃木県那須塩原市五軒町６番８号 0287-47-7546
13120537 栃木県 増山　知司 ﾏｼﾔﾏ ﾄﾓｼﾞ 行政書士増山ＢＭＣ事務所 328-0054 栃木県栃木市平井町８６９番地４ 050-3401-2265
13120752 栃木県 野村　泰紀 ﾉﾑﾗ ﾔｽﾉﾘ 行政書士野村事務所 323-0819 栃木県小山市大字横倉新田２８７番地２１ 0285-28-9248
13121344 栃木県 小林　正博 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 小林正博行政書士事務所 324-0023 栃木県大田原市花園３５１番地２ 0287-28-1759
13121802 栃木県 片柳　秀明 ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 行政書士片柳秀明事務所 323-0813 栃木県小山市大字横倉４３５番地５１ 0285-27-1717

13122112 栃木県 髙山　伸人 ﾀｶﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾄ ごだい福祉法務行政書士事務所 320-0821
栃木県宇都宮市一条二丁目４番１１号　ファーストレ
ジデンス３０５

028-612-3555

14120262 栃木県 佐藤　実 ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ 佐藤実行政書士事務所 323-0807 栃木県小山市城東２丁目２８番１２号 0285-23-1505
14120734 栃木県 今野　龍 ｺﾝﾉ ﾘｭｳ 行政書士ユナイテッド法務事務所 320-0065 栃木県宇都宮市駒生町８３２番地２９ 028-678-9821
14121462 栃木県 小沼　光代 ｺﾇﾏ ﾐﾂﾖ 小沼みつよ行政書士事務所 326-0814 栃木県足利市通２丁目２７３８番地 0284-20-1126
14121606 栃木県 川口　貴史 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶﾌﾐ 行政書士川口事務所 329-1105 栃木県宇都宮市中岡本町２９２０番地１８６ 028-673-1253
15120100 栃木県 鈴木　信次 ｽｽﾞｷ ｼﾝｼﾞ エス雀宮行政書士法務事務所 321-0132 栃木県宇都宮市雀の宮６丁目１番４５号 028-653-9590
15120457 栃木県 桐生　雅弘 ｷﾘｭｳ ﾏｻﾋﾛ 桐生行政書士事務所 323-0008 栃木県小山市大字小薬４０６番地１ 0285-37-1583

15120461 栃木県 平出　宣幸 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 平出宣幸行政書士事務所 321-0983
栃木県宇都宮市御幸本町４６８１－１　Ｐ．Ｆ．Ｃ　ＨＯ
ＭＥ　ＢＵＩＬＤＥＲ２－Ａ号室

028-666-0338

15121441 栃木県 小林　信幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ
こばやし行政法務事務所行政書士
小林信幸

329-0605 栃木県河内郡上三川町大字西蓼沼６６２番地１ 0285-37-8901

15121989 栃木県 大塚　弘大 ｵｵﾂｶ ｺｳﾀﾞｲ 大塚弘大行政書士事務所 324-0058 栃木県大田原市紫塚４丁目３９３９番地１５４ 0287-46-5031
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15122078 栃木県 大塚　文子 ｵｵﾂｶ ﾌﾐｺ 行政書士大塚法務事務所 321-0216 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁１２１番地３ 0282-82-8083
16122272 栃木県 池田　猛 ｲｹﾀﾞ ﾀｹｼ 池田猛行政書士事務所 320-0828 栃木県宇都宮市花房本町７番５号 028-635-2008
16122432 栃木県 栗原　崇 ｸﾘﾊﾗ ﾀｶｼ 栗原行政書士事務所 327-0843 栃木県佐野市堀米町６０１番地２ 0283-55-6623

16122514 栃木県 村上　文夫 ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐｵ
まちかど遺言相談室　村上行政書
士事務所

329-3132 栃木県那須塩原市北弥六３６７番地１８ 0287-73-5501

17120367 栃木県 田口　裕行 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 行政書士田口裕行事務所 321-0982 栃木県宇都宮市御幸ケ原町１４９番地３７ 028-660-9437
17120490 栃木県 椎根　一雄 ｼｲﾈ ｶｽﾞｵ 行政書士シイネ事務所 321-0132 栃木県宇都宮市雀の宮５丁目５番６号 028-653-6310
17121440 栃木県 小林　宙 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ アポロ行政書士事務所 328-0123 栃木県栃木市川原田町２６９番地 0282-24-1360
17121624 栃木県 星野　あゆみ ﾎｼﾉ ｱﾕﾐ 行政書士あゆみ事務所 329-2753 栃木県那須塩原市五軒町１番２４号 090-4840-4603
17121906 栃木県 伊佐野　敬久 ｲｻﾉ ﾖｼﾋｻ 伊佐野行政書士事務所 320-0061 栃木県宇都宮市宝木町２丁目１０９３番地１５ 090-2147-2940
17122243 栃木県 前原　浩典 ﾏｴﾊﾗ ﾋﾛﾉﾘ 行政書士マエヒロ法務事務所 321-0132 栃木県宇都宮市雀の宮６丁目３番７５号 028-348-2087
17122246 栃木県 大町　裕之 ｵｵﾏﾁ ﾋﾛﾕｷ 大町行政書士事務所 321-3223 栃木県宇都宮市清原台５丁目１５番２２号 028-667-8148
18120054 栃木県 小林　智明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｱｷ うずま行政書士事務所 323-0056 栃木県小山市上泉２４７番地 080-2030-8771
18120056 栃木県 齋藤　和久 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾋｻ 齋藤行政書士事務所 326-0824 栃木県足利市八幡町７４７番地 0284-22-8715
18120396 栃木県 天谷　雅隆 ｱﾏﾀﾆ ﾏｻﾀｶ アマタニ国際行政書士事務所 321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷２丁目５－３　ＭＹビル４階 028-678-6141
18120517 栃木県 村松　剛 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｹｼ 行政書士村松法務事務所 321-0973 栃木県宇都宮市岩曽町１３５５番地１２５ 028-348-3668

18120732 栃木県 神山　和久 ｶﾐﾔﾏ ｶｽﾞﾋｻ
林テラス・神山和久行政書士事務
所

321-0953
栃木県宇都宮市東宿郷６丁目１番４号　サンクレイド
ル宇都宮１３０５

070-4216-7991

18120901 栃木県 鈴木　直弥 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾔ とちぎ行政書士法人　宇都宮オフィ 320-0036 栃木県宇都宮市小幡二丁目２番１１号 028-678-3898
18120903 栃木県 青木　由美 ｱｵｷ ﾕﾐ 青木由美行政書士事務所 321-0971 栃木県宇都宮市海道町８９６番地９ 090-4125-2633
18121084 栃木県 菊池　江里香 ｷｸﾁ ｴﾘｶ 行政書士菊池江里香事務所 323-0807 栃木県小山市城東四丁目１９番３１号 050-5328-3958

18122148 栃木県 川村　光典 ｶﾜﾑﾗ ﾐﾂﾉﾘ
行政書士川村光典まほろば法務
事務所

320-0003 栃木県宇都宮市豊郷台２丁目７３番地８ 028-307-4287

19120900 栃木県 谷口　大 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾞｲ 谷口行政書士事務所 329-0526 栃木県河内郡上三川町大字鞘堂４７番地２ 090-1614-3348
19120902 栃木県 塚本　さゆり ﾂｶﾓﾄ ｻﾕﾘ つかもと行政書士事務所 329-3125 栃木県那須塩原市無栗屋４２３番地８６ 0287-74-3082
19122260 栃木県 田中　順子 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ 田中順子行政書士事務所 329-4423 栃木県栃木市大平町西水代２７７６番地３ 090-5529-7022
21120034 栃木県 田村　貴則 ﾀﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ けの行政書士事務所 326-0016 栃木県足利市毛野新町２丁目２４番地 070-8497-2502
76120339 栃木県 池葉　洋 ｲｹﾊﾞ ﾋﾛｼ 321-4523 栃木県真岡市さくら四丁目３番地５ 0285-74-4423
80120491 栃木県 前澤　眞一 ﾏｴｻﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 行政書士前澤事務所 320-0857 栃木県宇都宮市鶴田１丁目２２番２２号 028-648-1223
81120534 栃木県 川田　英司 ｶﾜﾀﾞ ｴｲｼﾞ 行政書士川田事務所 326-0042 栃木県足利市助戸東山町８６９番地３ 0284-42-7391
82120553 栃木県 齊藤　光男 ｻｲﾄｳ ﾐﾂｵ 328-0104 栃木県栃木市都賀町木１５４１－１ 0282-27-6550
85123139 栃木県 中山　和夫 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｵ 321-0973 栃木県宇都宮市岩曽町１５１１－４ 028-664-1234
85123856 栃木県 川田　龍二 ｶﾜﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 329-4404 栃木県栃木市大平町富田３９ 0282-43-3143
87120324 栃木県 風間　洋 ｶｻﾞﾏ ﾋﾛｼ 行政書士風間事務所 321-0204 栃木県下都賀郡壬生町緑町１丁目１番１３号－２０２ 0282-86-1253
91120416 栃木県 片岡　キミエ ｶﾀｵｶ ｷﾐｴ 329-1102 栃木県宇都宮市白沢町４９０番地１ 028-673-9740
93120746 栃木県 穴山　英博 ｱﾅﾔﾏ ﾋﾃﾞﾋﾛ 324-0501 栃木県那須郡那珂川町小川２８７１番地２ 0287-96-3579
93120747 栃木県 石塚　悦夫 ｲｼﾂﾞｶ ｴﾂｵ 329-4425 栃木県栃木市大平町新１５４０番地３９ 0282-43-8701
94121330 栃木県 中三川　浩志 ﾅｶﾐｶﾜ ﾋﾛｼ 329-0611 栃木県河内郡上三川町大字上三川４９３３番地１ 0285-56-2215
95121870 栃木県 小林　幸雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｵ 321-0974 栃木県宇都宮市竹林町５１３番地 028-624-1455
95122645 栃木県 小林　敏夫 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｵ 323-0011 栃木県小山市大字南半田２９５番地１１ 0285-22-7060
95122761 栃木県 福澤　一夫 ﾌｸｻﾞﾜ ｶｽﾞｵ 326-0021 栃木県足利市山川町８０番地１ 0284-44-1826
98127234 栃木県 長竹　基行 ﾅｶﾞﾀｹ ﾓﾄﾕｷ 327-0832 栃木県佐野市植上町１６００番地７ 0283-22-7692
99128391 栃木県 杵渕　徹 ｷﾈﾌﾞﾁ ﾄｵﾙ 326-0843 栃木県足利市五十部町３４９番地 0284-20-1184

99128691 栃木県 深見　史 ﾌｶﾐ ﾌﾐ 320-0851
栃木県宇都宮市鶴田町１９９８番地５　菖蒲苑マンショ
ン２０２号

090-3903-9814

99138155 栃木県 関塚　博司 ｾｷﾂﾞｶ ﾋﾛｼ 327-0822 栃木県佐野市越名町３８１番地 0283-85-7281
00130059 埼玉県 手塚　大裕 ﾃﾂﾞｶ ｵｵﾗｶ 行政書士手塚大裕事務所 344-0064 埼玉県春日部市南４丁目１２番１２号 048-731-3466
00130060 埼玉県 小林　豊 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ 359-1111 埼玉県所沢市緑町２丁目３番１６号 042-923-5692
00130180 埼玉県 鈴木　智士 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 行政書士鈴木智士事務所 349-0121 埼玉県蓮田市関山３丁目１番４号 048-768-7558
00130321 埼玉県 大越　隆司 ｵｵｺｼ ﾀｶｼ 行政書士法人大越行政法務事務 340-0043 埼玉県草加市草加３丁目９番４５号 048-946-5152
00139544 埼玉県 長倉　寛 ﾅｶﾞｸﾗ ﾋﾛｼ 333-0866 埼玉県川口市大字芝７０３９番地の３９ 048-269-7061
00139859 埼玉県 関根　浩 ｾｷﾈ ﾋﾛｼ 行政書士法人みらいと　秩父本店 368-0035 埼玉県秩父市上町一丁目１番１１号 0494-22-2528
01130527 埼玉県 塩野　智恵 ｼｵﾉ ﾁｴ 塩野智恵行政書士事務所 356-0059 埼玉県ふじみ野市桜ケ丘三丁目２７番３号 049-293-8431
01130817 埼玉県 山下　克彦 ﾔﾏｼﾀ ｶﾂﾞﾋｺ 338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合１丁目１２番５－２１０ 048-859-6731
01131381 埼玉県 菅原　九二 ｽｶﾞﾜﾗ ｷｭｳｼﾞ 350-2204 埼玉県鶴ケ島市大字鶴ケ丘１６番地５４ 0492-86-7539
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01131516 埼玉県 伊豆倉　俊幸 ｲｽﾞｸﾗ ﾄｼﾕｷ イズクラ行政書士事務所 332-0021
埼玉県川口市西川口３丁目１４番１４－４１４号　フド
ウ西川口ハイツ

048-213-1349

01131518 埼玉県 泉　恵理子 ｲｽﾞﾐ ｴﾘｺ 泉行政書士事務所 357-0063 埼玉県飯能市大字飯能３４０番地１９ 042-971-5766
01131944 埼玉県 亀井　繁雄 ｶﾒｲ ｼｹﾞｵ 333-0803 埼玉県川口市大字藤兵衛新田８番地の７ 048-294-9938
02132464 埼玉県 大屋　行雄 ｵｵﾔ ﾕｷｵ 行政書士大屋行政法務事務所 341-0003 埼玉県三郷市彦成３丁目８番１５－２０２号 048-958-9380
02132748 埼玉県 山﨑　操 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｻｵ 山﨑行政書士事務所 351-0025 埼玉県朝霞市三原２丁目３２番１３－７０２号 048-451-3324
02132753 埼玉県 小林　政秀 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾃﾞ 行政書士小林事務所 360-0815 埼玉県熊谷市本石２丁目１２７番地１ 048-526-3805
02132759 埼玉県 廣瀬　土夫 ﾋﾛｾ ﾂﾁｵ 330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町６丁目１４番８号 048-710-7411
02133212 埼玉県 荻野　順一 ｵｷﾞﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 335-0003 埼玉県蕨市南町４丁目１７番１５号　コスモ蕨南５０６ 048-446-1790
02133377 埼玉県 増田　智光 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾐﾂ さいたま行政書士合同事務所 332-0014 埼玉県川口市金山町１７番１２号　千葉ビル１Ｆ 048-223-9840

02133529 埼玉県 藤田　義晴 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾊﾙ 330-0044
埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎１丁目２９番１号　ダ
イアパレス北浦和Ⅱ　１０６号

048-677-3363

02133532 埼玉県 早坂　舜 ﾊﾔｻｶ ｱｷﾗ 338-0811 埼玉県さいたま市桜区大字白鍬７７９番地６ 048-854-4318
02133877 埼玉県 木村　君代 ｷﾑﾗ ｷﾐﾖ 木村行政書士事務所 350-1131 埼玉県川越市岸町１丁目１７番地２５ 049-246-5930
02134231 埼玉県 鈴木　弘基 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾓﾄ 鈴木弘基行政書士事務所 354-0026 埼玉県富士見市鶴瀬西３丁目３番１号 049-251-4144
02134363 埼玉県 西田　幸太郎 ﾆｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 361-0044 埼玉県行田市門井町３丁目１０番地３ 048-554-6128
03082081 埼玉県 府川　晴行 ﾌｶﾜ ﾊﾙﾕｷ 行政書士府川事務所 330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町６０６番地 070-5012-9550
03130493 埼玉県 根岸　臣一郎 ﾈｷﾞｼ ｼﾝｲﾁﾛｳ 340-0044 埼玉県草加市花栗３丁目１９番１号 048-941-6204
03130496 埼玉県 高橋　雅之 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 342-0042 埼玉県吉川市中野１５番地５ 048-983-7288
03130747 埼玉県 佐々木　努 ｻｻｷ ﾂﾄﾑ 佐々木行政書士事務所 350-0825 埼玉県川越市月吉町１０－１２　９－３０３ 049-225-5749
03131080 埼玉県 菅沼　剛 ｽｶﾞﾇﾏ ﾂﾖｼ 行政書士菅沼剛事務所 350-1131 埼玉県川越市岸町３丁目４１番地９ 049-244-7594
03131334 埼玉県 榊原　武 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｹｼ 368-0001 埼玉県秩父市黒谷１３８５番地 0494-24-2807
03131341 埼玉県 飯野　武彦 ｲｲﾉ ﾀｹﾋｺ 362-0006 埼玉県上尾市錦町７番地１ 048-775-0528
03131344 埼玉県 菅　信博 ｽｶﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 菅行政書士事務所 332-0034 埼玉県川口市並木３－７－１－４０４ 048-256-1225
03131464 埼玉県 渡邉　洋一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｲﾁ 行政書士渡邉洋一事務所 337-0016 埼玉県さいたま市見沼区大字東門前１番地２－５２４ 048-687-2456
03131521 埼玉県 武之内　清久 ﾀｹﾉｳﾁ ｷﾖﾋｻ 行政書士たけのうち事務所 340-0808 埼玉県八潮市緑町四丁目２６番地９ 048-996-1033

03131778 埼玉県 田幡　悦子 ﾀﾊﾞﾀ ｴﾂｺ 田幡行政書士事務所 330-0062
埼玉県さいたま市浦和区仲町二丁目５番１号　地下１
階　Ｍｉｏ浦和

048-851-5092

03131784 埼玉県 大槻　智明 ｵｵﾂｷ ﾄﾓｱｷ 357-0065 埼玉県飯能市大字大河原１２４番地２ 0429-71-1212

03131787 埼玉県 馬場　英爾 ﾊﾞﾊﾞ ｴｲｼﾞ 行政書士馬場英爾事務所 343-0025
埼玉県越谷市大沢４丁目１５番１号　越谷ファミール
ハイツ４－１０５

048-965-2065

03131942 埼玉県 浜松　重喜 ﾊﾏﾏﾂ ｼｹﾞｷ 行政書士浜松重喜事務所 359-1167 埼玉県所沢市林３丁目５４７番地の１１ 042-948-8230
03132121 埼玉県 吉岡　勇 ﾖｼｵｶ ｲｻﾑ 行政書士吉岡事務所 337-0013 埼玉県さいたま市見沼区新堤１２１番地 048-689-9320
03132312 埼玉県 吉田　健 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝ 366-0051 埼玉県深谷市上柴町東７丁目１７番地１５ 048-573-0325
03132408 埼玉県 枻川　育美 ｶｼﾞｶﾜ ｲｸﾐ 行政書士かじかわ法務事務所 330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂２丁目１３番２１－７０４ 048-824-8140

03132415 埼玉県 石井　一徳 ｲｼｲ ｶｽﾞﾉﾘ 338-0012
埼玉県さいたま市中央区大戸１丁目１３番２３号　ドル
ミールⅠ３０７

048-816-5128

03132771 埼玉県 鈴木　龍彦 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋｺ 335-0013 埼玉県戸田市喜沢２丁目５番地の１ 048-441-6340
03132867 埼玉県 佐伯　好雄 ｻｴｷ ﾖｼｵ 佐伯行政書士事務所 344-0065 埼玉県春日部市谷原２－７－８　サンヴェール春日部 048-763-2774
04130056 埼玉県 山岡　正典 ﾔﾏｵｶ ﾏｻﾉﾘ 行政書士山岡正典事務所 350-1151 埼玉県川越市大字今福１２８８番地６ 049-247-7112
04130059 埼玉県 新井　雅夫 ｱﾗｲ ﾏｻｵ 333-0849 埼玉県川口市本前川１丁目２６番１５号 048-261-7289
04130455 埼玉県 横山　将宏 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ よこやま行政書士事務所 344-0038 埼玉県春日部市大沼５丁目１４９番地６ 048-711-2801
04130700 埼玉県 星　和彦 ﾎｼ ｶｽﾞﾋｺ 362-0063 埼玉県上尾市小泉八丁目２９番地１ 048-726-1107
04130788 埼玉県 槌本　泰之 ﾂﾁﾓﾄ ﾔｽﾕｷ つちもと行政書士事務所 363-0026 埼玉県桶川市大字上日出谷７２６番地の８ 048-729-7485

04130905 埼玉県 串崎　瑞穗 ｸｼｻﾞｷ ﾐｽﾞﾎ 359-1141
埼玉県所沢市小手指町１丁目２６番地１２　井花屋ビ
ル２０１号室

04-2926-9542

04131548 埼玉県 髙木　宣夫 ﾀｶｷﾞ ﾉﾌﾞｵ 髙木行政書士事務所 343-0806 埼玉県越谷市宮本町３丁目５７番地８ 048-964-3356
04131936 埼玉県 川上　景子 ｶﾜｶﾐ ｹｲｺ 川上景子行政書士事務所 360-0031 埼玉県熊谷市末広４丁目７番１７号 048-520-2185
04132006 埼玉県 小川　俊幸 ｵｶﾞﾜ ﾄｼﾕｷ 小川行政書士事務所 350-2204 埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘６９番地１　第１今泉ビル１階 049-279-6262
05072322 埼玉県 鈴木　将浩 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 鈴木行政書士事務所 365-0043 埼玉県鴻巣市原馬室３４９番地 048-501-5607
05130241 埼玉県 安田　文廣 ﾔｽﾀﾞ ﾌﾐﾋﾛ 安田行政書士事務所 354-0045 埼玉県入間郡三芳町大字上富４２７番地１１ 090-3499-9817
05130362 埼玉県 安田　祐子 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｺ 安田行政書士事務所 354-0045 埼玉県入間郡三芳町大字上富４２７番地１１ 049-259-4162
05130654 埼玉県 塚田　清秀 ﾂｶﾀﾞ ｷﾖﾋﾃﾞ 行政書士塚田清秀事務所 355-0003 埼玉県東松山市殿山町２１番地５ 0493-23-9779
05131038 埼玉県 大石　滋郎 ｵｵｲｼ ｼｹﾞｵ 大石行政書士事務所 340-0056 埼玉県草加市新栄一丁目１９番地７ 048-948-7908
05131424 埼玉県 桃井　亮三 ﾓﾓﾉｲ ﾘｮｳｿﾞｳ 桃井行政書士事務所 362-0021 埼玉県上尾市大字原市２３８１番地２１ 048-723-0400
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05132272 埼玉県 今井　隆夫 ｲﾏｲ ﾀｶｵ 今井行政書士事務所 343-0011 埼玉県越谷市大字増林３９１７番地 048-963-1672
06130084 埼玉県 鈴木　順一 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 行政書士鈴木法務事務所 350-1163 埼玉県川越市四都野台２１番地２０　２階 049-293-1091
06130088 埼玉県 本多　邦光 ﾎﾝﾀﾞ ｸﾆﾐﾂ 本多行政書士事務所 365-0037 埼玉県鴻巣市人形２丁目１番７０号 048-541-1279
06130089 埼玉県 萩原　武 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｹｼ 萩原行政書士事務所 360-0023 埼玉県熊谷市佐谷田２８５６番地４ 050-3457-9898
06130350 埼玉県 松島　亮介 ﾏﾂｼﾏ ﾘｮｳｽｹ 松島行政書士事務所 339-0042 埼玉県さいたま市岩槻区府内２丁目５番２７号 080-3368-7333

06130527 埼玉県 細井　典子 ﾎｿｲ ﾉﾘｺ 細井行政書士事務所 331-0821
埼玉県さいたま市北区別所町１４番地１９　ＡＭＩコー
ポ３０２

048-672-7333

06130528 埼玉県 小林　七郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾁﾛｳ
小林経営法務事務所　行政書士小
林七郎

350-1306 埼玉県狭山市富士見２丁目１７番１７号 04-2956-0072

06130533 埼玉県 若山　新二郎 ﾜｶﾔﾏ ｼﾝｼﾞﾛｳ 行政書士若山事務所 340-0002 埼玉県草加市青柳５丁目７番１１号 048-940-5511
06130936 埼玉県 多田隈　亨 ﾀﾀﾞｸﾏ ﾄｵﾙ ただくま行政書士事務所 343-0813 埼玉県越谷市越ヶ谷１丁目１２番地１４　森田ビル２F 048-940-3455
06130940 埼玉県 坂野上　雅弘 ｻｶﾉｳｴ ﾏｻﾋﾛ 坂野上行政書士事務所 343-0821 埼玉県越谷市瓦曽根２丁目７番５７号　ハイツ越谷５ 048-971-5926
06131150 埼玉県 髙橋　秀明 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ 行政書士高橋事務所 353-0002 埼玉県志木市中宗岡四丁目１８番３８号 048-423-8220
06131483 埼玉県 山下　剛史 ﾔﾏｼﾀ ﾀｹｼ 山下行政書士事務所 342-0058 埼玉県吉川市きよみ野三丁目６番地９ 048-971-6451
06131569 埼玉県 尾上　良和 ｵﾉｴ ﾖｼｶｽﾞ 尾上行政書士事務所 341-0018 埼玉県三郷市早稲田５丁目２２番地６ 048-957-9026

06131852 埼玉県 鈴木　悠 ｽｽﾞｷ ﾕｳ ＴＴＩ行政書士事務所 350-0042
埼玉県川越市中原町二丁目１９番地１　川越パーク
ファミリア８０３号室

049-277-3990

06132060 埼玉県 出井　賢朋 ﾃﾞｲ ﾏｻﾄﾓ 行政書士出井賢朋事務所 348-0052 埼玉県羽生市東６丁目９番１号 048-580-7391
07090701 埼玉県 藤林　美穂 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ ライフ行政書士事務所 345-0813 埼玉県南埼玉郡宮代町東姫宮１丁目９番１６－４号 090-8330-0670
07130197 埼玉県 加納　恵 ｶﾉｳ ﾒｸﾞﾐ めぐみ行政書士事務所 345-0833 埼玉県南埼玉郡宮代町大字西粂原１３１６番地５ 0480-38-6810
07130435 埼玉県 吉岡　健次 ﾖｼｵｶ ｹﾝｼﾞ 吉岡行政書士事務所 330-0805 埼玉県さいたま市大宮区寿能町２丁目３７番地８ 048-645-5101
07130442 埼玉県 菅野　雅勝 ｽｶﾞﾉ ﾏｻｶﾂ 菅野行政書士事務所 340-0811 埼玉県八潮市大字二丁目１１８１番地５ 048-997-0147
07130726 埼玉県 日笠　雄一郎 ﾋｶﾞｻ ﾕｳｲﾁﾛｳ 日笠行政書士事務所 338-0003 埼玉県さいたま市中央区本町東三丁目１３番１７号 048-637-2088
07131077 埼玉県 朝倉　秀吾 ｱｻｸﾗ ｼｭｳｺﾞ 行政書士朝倉事務所 340-0212 埼玉県久喜市久本寺３４番地２８ 0480-59-6306
07131559 埼玉県 髙野　香 ﾀｶﾉ ｶｵﾙ 髙野香行政書士事務所 359-0044 埼玉県所沢市松葉町３１番２号　サンポービル２０１号 04-2990-8421
07131691 埼玉県 齊藤　竜造 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｿﾞｳ 斉藤竜造行政書士事務所 363-0023 埼玉県桶川市朝日１－２５－１３　信和ハイツ２０２ 048-637-4752
07131846 埼玉県 加藤　武 ｶﾄｳ ﾀｹｼ わかば行政書士事務所 346-0014 埼玉県久喜市吉羽２丁目２３番地３１ 070-6660-5529
07132052 埼玉県 小谷野　幸夫 ｺﾔﾉ ﾕｷｵ 小谷野行政書士事務所 330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町一丁目１９７番地２ 048-653-4875
08130098 埼玉県 沖野　政信 ｵｷﾉ ﾏｻﾉﾌﾞ 沖野政信行政書士事務所 337-0008 埼玉県さいたま市見沼区春岡２丁目３１番地４ 048-795-6554
08130255 埼玉県 和田　力之 ﾜﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 和田行政書士事務所 351-0005 埼玉県朝霞市根岸台７丁目２１番２７－５号 048-475-7597
08130476 埼玉県 関根　文夫 ｾｷﾈ ﾌﾐｵ 行政書士関根事務所 346-0004 埼玉県久喜市南４丁目１１番２３号 0480-21-1132
08130478 埼玉県 前田　敏 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ 前田行政書士事務所 336-0018 埼玉県さいたま市南区南本町２丁目７番１１号 048-866-8298
08130479 埼玉県 藤原　大祐 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ 行政書士藤原事務所 359-0043 埼玉県所沢市弥生町１７５５番地１５７－１０１・１０２ 04-2998-3470
08130480 埼玉県 道正　尚志 ﾄﾞｳｼｮｳ ﾀｶｼ 行政書士道正尚志事務所 330-0053 埼玉県さいたま市浦和区前地三丁目８番９号 048-813-2822
08130656 埼玉県 時枝　慎一郎 ﾄｷｴﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 時枝行政書士事務所 332-0032 埼玉県川口市中青木２丁目１２番３号 048-240-1002

08130659 埼玉県 八巻　慧 ﾔﾏｷ ｻﾄｼ 行政書士八巻慧事務所 330-0064
埼玉県さいたま市浦和区岸町７丁目１１番２４号　ダイ
ヤパレス浦和４０２

048-866-6565

08130660 埼玉県 田中　由佳 ﾀﾅｶ ﾕｶ 行政書士田中法務事務所 343-0845 埼玉県越谷市南越谷１－１９－８　吉澤第一ビル５０３ 048-987-1714
08130666 埼玉県 松尾　好 ﾏﾂｵ ﾖｼﾐ 行政書士事務所松尾 340-0822 埼玉県八潮市大字大瀬２９５番地３ 048-995-5813
08130667 埼玉県 佐久間　康 ｻｸﾏ ﾔｽｼ 佐久間行政書士事務所 338-0003 埼玉県さいたま市中央区本町東二丁目６番２２号 048-852-1737
08130668 埼玉県 岩廣　真理 ｲﾜﾋﾛ ﾏﾘ 行政書士岩廣真理事務所 336-0923 埼玉県さいたま市緑区大字大間木４１１番地２２ 048-875-2525
08130670 埼玉県 清水　浩 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ 清水行政書士事務所 347-0066 埼玉県加須市本町７番３９号 0480-61-0153
08130896 埼玉県 武藤　英夫 ﾑﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 武藤行政書士事務所 353-0007 埼玉県志木市柏町一丁目１１番１号　オリオンパーク 048-203-5331
08130901 埼玉県 小林　正幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 小林行政書士事務所 360-0831 埼玉県熊谷市久保島６１０番地７７ 048-531-0380

08130904 埼玉県 大森　範子 ｵｵﾓﾘ ﾉﾘｺ おおもり行政書士事務所 330-0801
埼玉県さいたま市大宮区土手町３丁目２４９番地１　コ
スモ大宮公園ロイヤルフォルム２０６号

048-643-1457

08130906 埼玉県 福本　恵 ﾌｸﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 福本行政書士事務所 336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影１丁目１１番２号　Ａ－１３ 048-865-3307
08131214 埼玉県 横溝　章 ﾖｺﾐｿﾞ ｱｷﾗ 横溝行政書士事務所 350-1255 埼玉県日高市武蔵台七丁目５番地１ 042-982-1713
08131338 埼玉県 宮﨑　善洋 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 行政書士宮﨑事務所 343-0821 埼玉県越谷市瓦曽根２－９－１０　フラッグスクエア１ 048-963-7982
08131341 埼玉県 新岡　隆之 ﾆｲｵｶ ﾀｶﾕｷ にいおか行政書士事務所 338-0823 埼玉県さいたま市桜区栄和４丁目６番１１号 050-3717-2109
08131343 埼玉県 中辻　一郎 ﾅｶﾂｼﾞ ｲﾁﾛｳ 中辻行政書士事務所 330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋三丁目１２１番地３ 048-647-6215
08131491 埼玉県 沼田　裕子 ﾇﾏﾀ ﾕｳｺ 沼田裕子行政書士事務所 343-0026 埼玉県越谷市北越谷二丁目２１番１０号 048-972-4390

08131599 埼玉県 林　諭 ﾊﾔｼ ｻﾄｼ
行政書士事務所シリウス（ＳＩＲＩＵ
Ｓ）

330-0801
埼玉県さいたま市大宮区土手町３丁目１３４番地１　
パークサイドヒル大宮２０３

048-788-4080

08131787 埼玉県 髙村　龍介 ﾀｶﾑﾗ ﾘｭｳｽｹ 髙村行政書士事務所 363-0016 埼玉県桶川市寿１丁目４番２０号 048-729-7001
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08131791 埼玉県 吉川　宣通 ﾖｼｶﾜ ﾉﾌﾞﾐﾁ 行政書士吉川宣通事務所 350-1103
埼玉県川越市霞ヶ関東一丁目１５番地１４　ティカトウ
ビル３階３０６号室

049-231-8175

08131954 埼玉県 山田　忠弘 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ 行政書士山田忠弘事務所 366-0821 埼玉県深谷市田谷２７８番地 090-8345-7136
08131955 埼玉県 宮木　博文 ﾐﾔｷ ﾋﾛﾌﾐ 行政書士宮木事務所 350-1305 埼玉県狭山市入間川４丁目９番８号 04-2952-2949
08131956 埼玉県 宮本　秀一 ﾐﾔﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 宮本行政書士事務所 339-0073 埼玉県さいたま市岩槻区上野１丁目１４番地２ 048-795-4000
08131958 埼玉県 渡邉　泰弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ 渡邉泰弘行政書士事務所 354-0044 埼玉県入間郡三芳町大字北永井８４０番地 049-292-9948
08132039 埼玉県 百武　真 ﾋｬｸﾀｹ ﾏｺﾄ 行政書士百武法務事務所 335-0002 埼玉県蕨市塚越７丁目２７番１０号 048-433-4271

08132184 埼玉県 加藤　俊孝 ｶﾄｳ ﾄｼﾀｶ
行政書士法人青藍会　近藤関口事
務所

330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目１２番２４号　小
峰ビル２Ｆ

048-825-2551

08132248 埼玉県 黒田　泰 ｸﾛﾀﾞ ﾔｽｼ 黒田泰行政書士事務所 340-0016 埼玉県草加市中央１丁目３番２０号 090-6139-3100

09130027 埼玉県 武村　絵美 ﾀｹﾑﾗ ｴﾐ 行政書士武村絵美事務所 341-0037
埼玉県三郷市高州３丁目４４８番地１　ライオンズマン
ションみさと公園４０３号

048-956-0275

09130030 埼玉県 谷田部　みち子 ﾔﾀﾍﾞ ﾐﾁｺ 谷田部行政書士事務所 350-0313 埼玉県比企郡鳩山町松ヶ丘三丁目２５番１号 049-296-7550
09130032 埼玉県 會澤　敬司 ｱｲｻﾞﾜ ｹｲｼﾞ 會澤敬司行政書士事務所 343-0844 埼玉県越谷市大間野町１丁目３３番地 048-988-2551
09130247 埼玉県 金子　弘明 ｶﾈｺ ﾋﾛｱｷ 行政書士金子事務所 336-0031 埼玉県さいたま市南区鹿手袋七丁目３番１９号　２階 048-799-3588
09130322 埼玉県 新坂　東綱 ｼﾝｻｶ ﾊﾙﾂﾅ 新坂行政書士事務所 340-0022 埼玉県草加市瀬崎三丁目２７番７号 048-925-0326
09130484 埼玉県 篠原　隆徳 ｼﾉﾊﾗ ﾀｶﾉﾘ 行政書士篠原法務事務所 350-0811 埼玉県川越市大字小堤５８８番地３ 049-239-3144
09130486 埼玉県 増田　研 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝ 行政書士増田法務事務所 338-0837 埼玉県さいたま市桜区田島１０丁目１８番１号　７０４ 048-877-6033
09130487 埼玉県 冨岡　恵 ﾄﾐｵｶ ﾒｸﾞﾐ 冨岡行政書士事務所 340-0046 埼玉県草加市北谷３丁目２９番２９号 048-941-3984
09130490 埼玉県 井手　大喜 ｲﾃﾞ ﾀﾞｲｷ 井手行政書士事務所 340-0024 埼玉県草加市谷塚上町４６６番地２１ 070-6575-5989
09130491 埼玉県 宮田　英之 ﾐﾔﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 行政書士宮田事務所 355-0221 埼玉県比企郡嵐山町大字菅谷４８５番地３ 0493-62-2622
09130669 埼玉県 里城　裕紀 ｻﾄｼﾛ ﾕｳｷ ユウキ行政書士事務所 357-0014 埼玉県飯能市大字平松４３７番地の４ 042-974-0247

09130672 埼玉県 有坂　良太 ｱﾘｻｶ ﾘｮｳﾀ 有坂行政書士事務所 335-0002
埼玉県蕨市塚越一丁目５番１５号　スカイハイツ東山
２０１号

048-446-3622

09130845 埼玉県 山田　克己 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾐ やまだ行政書士事務所 337-0051
埼玉県さいたま市見沼区東大宮２丁目３７番地３　ラ・
ピアッツァ東大宮１３０１号室

048-782-6059

09130846 埼玉県 木村　譲 ｷﾑﾗ ﾕｽﾞﾙ 木村譲行政書士事務所 350-0815 埼玉県川越市鯨井２１１２番地１５ 049-265-8397
09130850 埼玉県 北川　暉基 ｷﾀｶﾞﾜ ﾃﾙﾓﾄ 北川行政書士事務所 350-1320 埼玉県狭山市広瀬東２丁目２４番３３号 04-2953-7967

09131010 埼玉県 松下　進 ﾏﾂｼﾀ ｽｽﾑ 行政書士松下事務所 353-0004
埼玉県志木市本町５丁目２１番５８号　クレール志木３
０３号室

048-423-9623

09131151 埼玉県 輿石　大介 ｺｼｲｼ ﾀﾞｲｽｹ 輿石行政書士事務所 343-0838 埼玉県越谷市蒲生２丁目４番３３号 048-986-5567
09131274 埼玉県 原島　好朗 ﾊﾗｼﾏ ﾖｼﾛｳ 原島行政書士事務所 330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋１丁目６０９番地１ 048-665-5858
09131487 埼玉県 近藤　克彦 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾋｺ 近藤克彦行政書士事務所 338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合２丁目４番３－４０４ 048-857-0254
09131590 埼玉県 矢作　豪進 ﾔﾊｷﾞ ｺﾞｳｼﾝ 行政書士矢作法務事務所 333-0865 埼玉県川口市大字伊刈３番地 048-485-1402

09131842 埼玉県 紅谷　弘二 ﾍﾞﾆﾔ ｺｳｼﾞ 紅谷行政書士総合事務所 330-0843
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４丁目２６２番地６　
すばる新都心内

048-871-8131

09131843 埼玉県 小林　秀樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ こばやし行政書士事務所 334-0073 埼玉県川口市大字赤井１２６８番地の８ 048-235-6799

09131846 埼玉県 工藤　篤志 ｸﾄﾞｳ ｱﾂｼ 工藤行政書士事務所 337-0051
埼玉県さいたま市見沼区東大宮６丁目２７番地６　ベ
ルシャンブル東大宮１０１号

048-682-7030

09131847 埼玉県 野崎　克司 ﾉｻﾞｷ ｶﾂｼ 野崎克司行政書士事務所 350-0043 埼玉県川越市新富町２－９－１　クレスト川越２０２ 049-299-6061

09131848 埼玉県 髙山　秀夫 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 髙山行政書士事務所 332-0032
埼玉県川口市中青木４丁目１８番２－４０４号　ライオ
ンズマンション川口中青木第２

048-257-7247

09131918 埼玉県 千葉　慶一 ﾁﾊﾞ ｹｲｲﾁ 千葉行政書士事務所 367-0212 埼玉県本庄市児玉町児玉１４２０番地１ 0495-72-3042
09131920 埼玉県 山本　信夫 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞｵ 行政書士山本信夫事務所 341-0018 埼玉県三郷市早稲田３丁目２３番地４号棟１０１号 048-957-1803
09132232 埼玉県 中嶋　英哉 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾔ 行政書士中嶋英哉事務所 350-1126 埼玉県川越市旭町３丁目１２番地２３ 049-299-4961
09132233 埼玉県 久木田　英樹 ｸｷﾀ ﾋﾃﾞｷ くきた行政書士事務所 336-0015 埼玉県さいたま市南区太田窪５丁目５番６－２号 048-762-8186
10080702 埼玉県 田尻　誠之 ﾀｼﾞﾘ ｾｲｼ 行政書士たじり法務事務所 359-1146 埼玉県所沢市小手指南４丁目９番地の９６ 04-2948-4697
10081357 埼玉県 西澤　郁徳 ﾆｼｻﾞﾜ ｲｸﾉﾘ 西澤行政書士事務所 357-0038 埼玉県飯能市仲町２０－１６　１Ｆ 042-978-7527
10130026 埼玉県 松本　貞雄 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾀﾞｵ 松本貞雄行政書士事務所 368-0016 埼玉県秩父市阿保町６番１８ 0494-24-3744
10130226 埼玉県 福澤　剛志 ﾌｸｻﾞﾜ ﾂﾖｼ 福澤行政書士事務所 330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町１丁目１９７番地２ 050-3699-4462
10130231 埼玉県 飯島　広樹 ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 行政書士法人ＳＴ環境　熊谷支店 360-0105 埼玉県熊谷市板井９４６番地１ 048-598-3915
10130549 埼玉県 小野田　敦士 ｵﾉﾀﾞ ｱﾂｼ ＳＴ行政書士事務所 336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵２－２１－１．１０１ 048-627-0722

10130550 埼玉県 内谷　克章 ｳﾁﾔ ｶﾂｱｷ うちや行政書士事務所 359-0046
埼玉県所沢市北所沢町２０１４番地の４　グレイス新
所沢３０３

04-2936-8648

10130767 埼玉県 向江　真樹 ﾑｶｴ ﾏｷ 行政書士まき事務所 360-0831 埼玉県熊谷市久保島２３０５番地 048-598-7015
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10130770 埼玉県 茅野　晃司 ﾁﾉ ｺｳｼﾞ チノ行政書士事務所 343-0025 埼玉県越谷市大沢４丁目９番１２号 090-1103-3366
10130771 埼玉県 石田　正泰 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾔｽ 石田行政書士事務所 349-0144 埼玉県蓮田市椿山１丁目３番６号 048-769-2970
10130777 埼玉県 中村　慧 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 行政書士中村慧事務所 330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤６丁目１２番１２号 048-825-5215
10131009 埼玉県 柳澤　孝志 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶｼ 柳澤行政書士事務所 337-0033 埼玉県さいたま市見沼区大字御蔵１８７番地２ 048-797-6324

10131012 埼玉県 木村　亜矢 ｷﾑﾗ ｱﾔ 木村行政書士事務所 350-1305
埼玉県狭山市入間川三丁目４番地５号　ファミール
Ｔ．Ｓ．Ｂ２０５

04-2946-9391

10131014 埼玉県 小林　康祐 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽｽｹ 行政書士ユタコバ事務所 336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵２丁目２９番９号 048-829-7929
10131016 埼玉県 岡田　すぎ子 ｵｶﾀﾞ ｽｷﾞｺ 岡田すぎ子行政書士事務所 350-1126 埼玉県川越市旭町３丁目１７番地６１ 049-241-2013
10131228 埼玉県 永瀨　大介 ﾅｶﾞｾ ﾀﾞｲｽｹ 永瀨行政書士事務所 330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町７丁目８番２０号 048-822-8684
10131229 埼玉県 花嶋　穣 ﾊﾅｼﾏ ﾕﾀｶ 行政書士ひびき事務所 340-0826 埼玉県八潮市茜町一丁目１１番地２ 048-998-2700
10131234 埼玉県 武井　光崇 ﾀｹｲ ﾐﾂﾀｶ 行政書士武井事務所 349-0111 埼玉県蓮田市東五丁目９番８号　いずみやビル２０３ 048-765-7622
10131400 埼玉県 原田　薫 ﾊﾗﾀﾞ ｶｵﾙ 行政書士原田法務事務所 341-0035 埼玉県三郷市鷹野３丁目４３番地 048-955-8986
10131401 埼玉県 増田　好男 ﾏｽﾀﾞ ﾖｼｵ 増田好男行政書士事務所 363-0001 埼玉県桶川市大字加納１１７２番地の１ 048-728-0076
10131402 埼玉県 木村　義昭 ｷﾑﾗ ﾖｼｱｷ きむら行政書士事務所 365-0046 埼玉県鴻巣市富士見町５番１８号 048-594-7421
10131404 埼玉県 三角　裕明 ﾐｽﾐ ﾋﾛｱｷ 行政書士三角裕明事務所 344-0067 埼玉県春日部市中央１丁目１２番地１　メゾン福嶋４ 048-797-8786
10131406 埼玉県 吉田　富士雄 ﾖｼﾀﾞ ﾌｼﾞｵ 吉田行政書士事務所 338-0011 埼玉県さいたま市中央区新中里５丁目１５番１８－１０ 048-824-0471
10131582 埼玉県 相川　公一 ｱｲｶﾜ ｺｳｲﾁ 行政書士あいかわ事務所 340-0011 埼玉県草加市栄町３丁目７番１０－２－２０９号 048-935-7670
10131828 埼玉県 舩渡　政道 ﾌﾅﾄ ﾏｻﾐﾁ 舩渡政道行政書士事務所 340-0034 埼玉県草加市氷川町６５４番地１ 048-951-7350
10131831 埼玉県 清水　美蘭 ｼﾐｽﾞ ﾐﾗﾝ 清水ハナ行政書士事務所 341-0018 埼玉県三郷市早稲田７丁目２６番地　２号棟１０４号 048-951-4109

10131833 埼玉県 沢田　隆司 ｻﾜﾀﾞ ﾀｶｼ 沢田行政書士事務所 331-0812
埼玉県さいたま市北区宮原町２丁目５４番地１　ラ・エ
ステ加茂宮１０３

048-663-1700

10131839 埼玉県 武藤　倫雄 ﾑﾄｳ ﾐﾁｵ 武藤倫雄行政書士事務所 362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室４６８４番地５　２０１ 048-671-7700

10131840 埼玉県 山田　研一 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 行政書士法人ニック法務事務所 330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目７番２号　さくら
草ビル４階

048-762-6852

10132074 埼玉県 武末　文雄 ﾀｹｽｴ ﾌﾐｵ 行政書士武末文雄事務所 350-2205 埼玉県鶴ヶ島市松ヶ丘２－１４－６ 049-287-0551

10132179 埼玉県 齋藤　大 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 齋藤行政書士事務所 336-0918
埼玉県さいたま市緑区松木２丁目１０番地３　ヴィラグ
レース１０５号

048-873-3504

10132187 埼玉県 樋泉　公貴 ﾋｲｽﾞﾐ ｷﾐﾀｶ 行政書士友貴総合法務事務所 356-0050 埼玉県ふじみ野市ふじみ野一丁目５番５３－３０５号 049-270-9928
10132189 埼玉県 佐野　友昭 ｻﾉ ﾄﾓｱｷ 行政書士きぼう法務事務所 361-0084 埼玉県行田市大字南河原１４０番地２ 048-557-5677
10132354 埼玉県 宮本　芳久 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾋｻ 宮本行政書士事務所 355-0027 埼玉県東松山市美土里町７番５号 0493-81-3631
10132355 埼玉県 小林　克也 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾔ 小林克也行政書士事務所 350-1175 埼玉県川越市大字笠幡６１番地２３ 049-215-5033
10132507 埼玉県 栗原　倫子 ｸﾘﾊﾗ ﾉﾘｺ 栗原倫子行政書士事務所 332-0005 埼玉県川口市新井町１６番１１号　モリタビル１階 090-8462-4811
10132511 埼玉県 米田　恵 ﾖﾈﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 米田行政書士事務所 350-0312 埼玉県比企郡鳩山町鳩ヶ丘三丁目１７番２号 049-290-7749

11080677 埼玉県 藤原　徹 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄｵﾙ 行政書士藤原事務所 332-0026
埼玉県川口市南町１丁目１番３８－３０２号　ヒルズ川
口南町

080-5543-6765

11130035 埼玉県 長江　勇 ﾅｶﾞｴ ｲｻﾐ ナガエ行政書士事務所 332-0012 埼玉県川口市本町３丁目１番地５号 048-285-2391
11130040 埼玉県 塩月　正高 ｼｵﾂｷ ﾏｻﾀｶ 塩月行政書士事務所 359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田一丁目４１番地の１１ 04-2945-8956
11130267 埼玉県 樽見　知子 ﾀﾙﾐ ﾄﾓｺ リジョイス行政書士事務所 360-0032 埼玉県熊谷市銀座７丁目１１３番地 048-523-3116

11130361 埼玉県 眞木　啓介 ﾏｷ ｹｲｽｹ 真木行政書士事務所 334-0013
埼玉県川口市南鳩ヶ谷７丁目３０番１５号　ドルチェ南
２０１号

048-282-3304

11130533 埼玉県 松本　英蔵 ﾏﾂﾓﾄ ｴｲｿﾞｳ 松本英蔵行政書士事務所 350-0062 埼玉県川越市元町１丁目６番地１ 049-222-2944

11130534 埼玉県 吉松　伴晃 ﾖｼﾏﾂ ﾄﾓﾃﾙ 行政書士吉松事務所 346-0016
埼玉県久喜市久喜東２丁目１７番２２号　コーポラス
高塚店舗１０１号室

0480-23-2523

11130704 埼玉県 武田　極 ﾀｹﾀﾞ ｷﾜﾑ 行政書士武田極事務所 334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷６丁目１１番２３号 048-282-5122

11131156 埼玉県 吉田　正敏 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 吉田行政書士事務所 350-2211
埼玉県鶴ヶ島市脚折町１丁目２７番地６　第２馬橋マ
ンション１０６号室

049-299-6048

11131281 埼玉県 井上　誠一 ｲﾉｳｴ ｾｲｲﾁ いのうえ行政書士事務所 350-0235 埼玉県坂戸市三光町２８－７ 049-280-5805

11131282 埼玉県 河津　俊次 ｶﾜﾂ ｼｭﾝｼﾞ 河津行政書士事務所 331-0812
埼玉県さいたま市北区宮原町３丁目９０１番地１　Ｇ－
４１２　パークシティさいたま北ガーデンレジデンス４階

090-9305-4790

11131285 埼玉県 山田　貴彦 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋｺ 行政書士みのりの法務事務所 332-0034 埼玉県川口市並木一丁目１２番１３号 050-3754-7719

11131412 埼玉県 飛田　査武 ﾄﾋﾞﾀ ｻﾑ 行政書士サム事務所 336-0025
埼玉県さいたま市南区文蔵５－３１－１７　サムサンラ
イズビル１階

048-767-3699

11131415 埼玉県 安保　友博 ｱﾝﾎﾟ ﾄﾓﾋﾛ あんぽ法務行政書士事務所 351-0114
埼玉県和光市本町２番１８号　ピュアパークヒルズ４０
１号室

048-234-4247
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11131419 埼玉県 高原　伸彰 ﾀｶﾊﾗ ﾉﾌﾞｱｷ 行政書士オフィスココカラザウルス 350-0214
埼玉県坂戸市千代田３丁目７番地１０号　上村マン
ションＡ棟２１０号室

049-298-6293

11131633 埼玉県 原田　久 ﾊﾗﾀﾞ ﾋｻｼ 行政書士原田事務所 350-0165 埼玉県比企郡川島町中山１２０８番地１７ 049-297-5719
11131834 埼玉県 坪井　健司 ﾂﾎﾞｲ ｹﾝｼﾞ 行政書士坪井事務所 336-0923 埼玉県さいたま市緑区大字大間木１５４５番地４棟３０ 048-638-0186

11132092 埼玉県 三宮　久直 ｻﾝｸﾞｳ ﾋｻﾅｵ 三宮行政書士事務所 330-0064
埼玉県さいたま市浦和区岸町４丁目２６番８号　プリ
ムローズ岸町４１０

048-832-4327

11132097 埼玉県 斉木　輝司 ｻｲｷ ﾃﾙｼﾞ 斉木行政書士事務所 350-1133 埼玉県川越市大字砂９８３番地２ 049-248-2338
11132260 埼玉県 服部　隼和 ﾊｯﾄﾘ ﾊﾔﾄ 行政書士服部事務所 350-1165 埼玉県川越市南台二丁目２番地５４　日東ビル２Ｆ 049-293-4791
11132348 埼玉県 加藤　康弘 ｶﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 行政書士事務所コスモス・カラー 356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ケ丘一丁目３番２－７０１号 049-290-4205
11132350 埼玉県 朝倉　保彦 ｱｻｸﾗ ﾔｽﾋｺ 行政書士朝倉事務所 354-0026 埼玉県富士見市鶴瀬西２丁目１番８号　セルシオ鶴 049-237-6828
11132437 埼玉県 武井　信雄 ﾀｹｲ ﾉﾌﾞｵ 武井行政書士事務所 338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合３丁目１０番１－２０９ 048-853-5172

12082332 埼玉県 渡辺　典和 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘｶｽﾞ 行政書士渡辺事務所 338-0002
埼玉県さいたま市中央区下落合５丁目１０番５号　ア
ステリＶＩＰ２２８

048-711-5283

12130168 埼玉県 永沼　花梨 ﾅｶﾞﾇﾏ ｶﾘﾝ 永沼行政書士事務所 350-1327 埼玉県狭山市笹井２丁目２番１０号 04-2935-3710
12130533 埼玉県 小野寺　信夫 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉﾌﾞｵ 小野寺行政書士事務所 330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤５丁目４番１５号 048-832-0533
12130536 埼玉県 会田　誠 ｱｲﾀﾞ ﾏｺﾄ 行政書士会田誠事務所 332-0034 埼玉県川口市並木４丁目２０番７号 090-2659-2917
12130729 埼玉県 藤田　浩祐 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｽｹ 行政書士事務所リラウド 346-0105 埼玉県久喜市菖蒲町新堀５４７　大塚ビル２０１号 080-5657-3206
12130956 埼玉県 根本　博 ﾈﾓﾄ ﾋﾛｼ 行政書士ねもと法務事務所 330-0065 埼玉県さいたま市浦和区神明２丁目９番２３号 090-3498-6936
12130957 埼玉県 西村　光善 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾂﾖｼ 行政書士西村法務事務所 342-0041 埼玉県吉川市大字保７６５－２１　鹿野ビル１０３号 048-981-7752
12131471 埼玉県 田中　諭 ﾀﾅｶ ｻﾄﾙ アイビー行政書士事務所 350-1233 埼玉県日高市大字下鹿山５０２番地１５ 042-985-7566
12131476 埼玉県 小山　信浩 ｺﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 行政書士小山法務事務所 367-0044 埼玉県本庄市見福２丁目２０番１３号 0495-71-7033
12131584 埼玉県 中村　広 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ 中村行政書士事務所 331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町２丁目１３４９番地３ 048-665-0299
12131759 埼玉県 松澤　勇太 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 松澤行政書士事務所 343-0023 埼玉県越谷市東越谷９丁目１番地９　ハマノビル１０３ 048-940-8943
12131856 埼玉県 青木　富孝 ｱｵｷ ﾄﾐﾀｶ 木の実行政書士事務所 358-0003 埼玉県入間市豊岡１丁目８番２９号　豊岡ＡＩビル２０１ 04-2907-0773
12131857 埼玉県 宮腰　喜明 ﾐﾔｺｼ ﾉﾌﾞｱｷ 宮腰行政書士事務所 342-0042 埼玉県吉川市中野２６２番地６ 048-971-8092
12131858 埼玉県 安達　正之 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾕｷ あだち法務行政書士事務所 350-0046 埼玉県川越市菅原町２０－２　朝森ビル３０２号室 049-277-3863
12131965 埼玉県 佐野　格 ｻﾉ ﾀﾀﾞｽ 行政書士佐野事務所 336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影１丁目２５番７号 090-5757-7819
12132065 埼玉県 秋山　元明 ｱｷﾔﾏ ﾓﾄｱｷ げんめい行政書士事務所 366-0818 埼玉県深谷市萱場２４３番地３ 048-577-3615
12132070 埼玉県 萩原　卓 ﾊｷﾞﾜﾗ ｽｸﾞﾙ 行政書士はぎわら事務所 352-0011 埼玉県新座市野火止５丁目１－２０　アーバン２０１号 048-423-7308
12132185 埼玉県 内田　奈美 ｳﾁﾀﾞ ﾅﾐ ロイドサポート行政書士事務所 343-0002 埼玉県越谷市平方６８９－３ 048-976-5184
12132263 埼玉県 工藤　健太郎 ｸﾄﾞｳ ｹﾝﾀﾛｳ 行政書士くどう事務所 331-0047 埼玉県さいたま市西区大字指扇２８５６番地２１３ 070-8402-4664
12132660 埼玉県 石山　大樹 ｲｼﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 行政書士いしやま法務事務所 344-0063 埼玉県春日部市緑町１丁目１２番１０号 048-737-1967
13130041 埼玉県 村田　裕子 ﾑﾗﾀ ﾋﾛｺ 行政書士村田事務所 364-0031 埼玉県北本市中央２丁目９番地２ 048-594-7914

13130258 埼玉県 野村　俊朗 ﾉﾑﾗ ﾄｼﾛｳ 野村行政書士事務所 330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂２丁目２番２１号　平井
ビル３階

048-833-6641

13130540 埼玉県 山下　清徳 ﾔﾏｼﾀ ｷﾖﾉﾘ 山下行政書士事務所 330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町３－１０５　千鳥ビル５ 048-856-9342
13130545 埼玉県 前原　百合 ﾏｴﾊﾞﾗ ﾕﾘ ゆり行政書士事務所 338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀８丁目１６番２７号 048-678-1312
13130549 埼玉県 髙橋　博 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 高橋行政書士事務所 350-1104 埼玉県川越市大字小ケ谷２３８番地２ 049-247-4131
13130550 埼玉県 横山　聡子 ﾖｺﾔﾏ ｻﾄｺ 横山聡子行政書士事務所 350-1335 埼玉県狭山市柏原３２８０番地１６ 090-2175-5540

13130552 埼玉県 須賀　雄一 ｽｶﾞ ﾕｳｲﾁ 須賀行政書士事務所 343-0821
埼玉県越谷市瓦曽根２丁目９番１９号　ステイツ新越
谷５０６号

048-963-6990

13130967 埼玉県 中舘　達司 ﾅｶﾀﾞﾃ ﾀﾂｼ
行政書士法人アーネスト法務経営
事務所

336-0017
埼玉県さいたま市南区南浦和３丁目１６番１８号　２０
１

048-711-3046

13130971 埼玉県 坂井　義彦 ｻｶｲ ﾖｼﾋｺ ニューライフデザイン行政書士事 337-0052 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町６５９－１０ 048-683-1468
13130977 埼玉県 東野　隆松 ﾄｳﾉ ﾀｶﾏﾂ 東野行政書士法務サービスオフィ 331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町１丁目６１番地１ 048-666-5664
13131163 埼玉県 増嶋　康博 ﾏｽｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ 行政書士開花せせらぎ法務事務所 350-1215 埼玉県日高市高萩東二丁目１６番５号 042-978-5982
13131352 埼玉県 吉田　利行 ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾕｷ さんらっく行政書士事務所 332-0034 埼玉県川口市並木２丁目４３番９号 048-257-2578
13131527 埼玉県 松本　裕弘 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ まつもと行政書士事務所 334-0071 埼玉県川口市大字安行慈林４５２番地の１　松本ビル 048-299-7747
13131658 埼玉県 大塚　香織 ｵｵﾂｶ ｶｵﾘ フェロー行政書士事務所 332-0034 埼玉県川口市並木二丁目４番５号　第２マサキビル２ 048-242-3720
13131661 埼玉県 安田　政洋 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 淵の森行政書士事務所 359-0025 埼玉県所沢市大字上安松２６７番地７ 04-2968-4525
13131662 埼玉県 山口　三知夫 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾁｵ 山口三知夫行政書士事務所 350-1105 埼玉県川越市今成４丁目４番地１０ 049-277-8461

13131663 埼玉県 大森　靖之 ｵｵﾓﾘ ﾔｽﾕｷ 行政書士大森法務事務所 330-0062
埼玉県さいたま市浦和区仲町二丁目５番１号地下１
階Ｍｉｏ浦和

048-814-1241

13131923 埼玉県 今村　武史 ｲﾏﾑﾗ ﾀｹｼ 行政書士今村法務事務所 342-0059 埼玉県吉川市新栄一丁目２２番地２０ 048-981-8418
13132032 埼玉県 鈴木　篤 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ 国際行政書士鈴木事務所 337-0053 埼玉県さいたま市見沼区大和田町２丁目１５９１番地 048-797-9846
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13132357 埼玉県 藤島　徹 ﾌｼﾞｼﾏ ﾄｵﾙ 行政書士きずな法務事務所 356-0056 埼玉県ふじみ野市うれし野一丁目１１番２１号 049-270-7648
13132685 埼玉県 原澤　慎吾 ﾊﾗｻﾜ ｼﾝｺﾞ 原澤行政書士事務所 358-0026 埼玉県入間市大字小谷田１５１８番地６７４ 090-9365-6190
14081067 埼玉県 石井　隆樹 ｲｼｲ ﾀｶｷ 行政書士事務所未来 359-1145 埼玉県所沢市山口９１４－１７ 070-5563-0182
14130106 埼玉県 大森　一晃 ｵｵﾓﾘ ｶｽﾞｱｷ 行政書士おおもりかずあき事務所 343-0837 埼玉県越谷市蒲生本町６番１３号 048-945-9618
14130185 埼玉県 伊藤　裕規 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 伊藤行政書士事務所 350-1137 埼玉県川越市大字砂新田４１３番地７６ 049-293-8345
14130263 埼玉県 吉永　ひろみ ﾖｼﾅｶﾞ ﾋﾛﾐ 行政書士上福岡西口駅前事務所 356-0004 埼玉県ふじみ野市上福岡６－１－３　アサヒビル３Ｆ 090-8582-2548
14130265 埼玉県 梅野　睦人 ｳﾒﾉ ﾑﾂﾄ 行政書士梅野事務所 341-0044 埼玉県三郷市戸ケ崎３丁目４０７番地９ 080-1054-8757
14130534 埼玉県 福井　博 ﾌｸｲ ﾋﾛｼ 福井博行政書士事務所 350-1231 埼玉県日高市大字鹿山３０３番地４５　キューブＳＡ 042-978-6234
14130746 埼玉県 戸田　一志 ﾄﾀﾞ ｶｽﾞｼ 戸田行政書士事務所 344-0014 埼玉県春日部市豊野町１丁目１８番地２７ 048-733-5055
14130750 埼玉県 進藤　敬司 ｼﾝﾄﾞｳ ｹｲｼﾞ 行政書士進藤法務事務所 340-0045 埼玉県草加市小山２丁目２９番３号 048-967-5682

14131102 埼玉県 宇井　勝 ｳｲ ﾏｻﾙ 高倉下行政書士法務事務所 354-0015
埼玉県富士見市東みずほ台３丁目２番地２　サザンク
ロス２０３

049-265-8554

14131465 埼玉県 小林　匡浩 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 行政書士小林事務所 354-0025 埼玉県富士見市関沢２丁目７番４９号 049-293-9101
14131608 埼玉県 篠﨑　亮平 ｼﾉｻﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ 行政書士篠﨑事務所 350-0825 埼玉県川越市月吉町４０番地５ 049-290-2578
14131617 埼玉県 関澤　絵美 ｾｷｻﾞﾜ ｴﾐ 行政書士事務所オハナ 340-0815 埼玉県八潮市八潮四丁目１５番地９ 048-934-9504
14131740 埼玉県 長谷川　亮一 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｲﾁ きらら行政書士事務所 332-0011 埼玉県川口市元郷４丁目１３番１５号 048-235-3037
14131979 埼玉県 大西　修二 ｵｵﾆｼ ｼｭｳｼﾞ 行政書士大西法務事務所 359-0021 埼玉県所沢市東所沢２丁目５２番地の２８ 04-2945-6576
14132498 埼玉県 小澤　崇人 ｵｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾄ 小澤行政書士事務所 351-0011 埼玉県朝霞市本町１丁目３８番３０号 048-464-6956
14132552 埼玉県 湯瀬　祐太 ﾕｾﾞ ﾕｳﾀ 行政書士茂木法務事務所 357-0033 埼玉県飯能市八幡町１３番１６号　間川ビル１０１号 042-980-6577

15130028 埼玉県 岡嶋　俊哉 ｵｶｼﾞﾏ ｼｭﾝﾔ
行政書士法人アーネスト法務経営
事務所　大宮支店

337-0033
埼玉県さいたま市見沼区御蔵７４４－１　御蔵マンショ
ン２０６号室

080-9030-5011

15130468 埼玉県 宮田　直子 ﾐﾔﾀ ﾅｵｺ 宮田行政書士事務所 338-0012 埼玉県さいたま市中央区大戸５丁目１８番１号 048-628-9120
15130685 埼玉県 原口　宙 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 行政書士事務所そら 364-0006 埼玉県北本市北本２丁目１９０番地１ 050-1063-3812

15130877 埼玉県 大石　裕史 ｵｵｲｼ ﾋﾛｼ 大石行政書士事務所 359-1161
埼玉県所沢市狭山ケ丘１丁目３２番地の６　和光ハイ
ツ２０３

04-2949-9073

15130878 埼玉県 朝日　優 ｱｻﾋ ﾏｻﾙ 朝日行政書士事務所 369-0306 埼玉県児玉郡上里町大字七本木２５５４番地２８ 0495-33-4957
15130881 埼玉県 江原　勝義 ｴﾊﾗ ｶﾂﾖｼ えはら行政書士事務所 349-0203 埼玉県白岡市下大崎１３７０番地１ 0480-97-0115
15131445 埼玉県 福元　教仁 ﾌｸﾓﾄ ﾉﾘﾋﾄ 福元教仁行政書士事務所 350-1154 埼玉県川越市上松原３２番地１ 049-258-1995
15131446 埼玉県 番匠　博雄 ﾊﾞﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛｵ 番匠行政書士事務所 337-0042 埼玉県さいたま市見沼区大字南中野６６番地２１ 048-876-8041

15131451 埼玉県 田口　正太郎 ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 行政書士田口正太郎事務所 330-0802
埼玉県さいたま市大宮区宮町二丁目１１６番地　一の
宮ビル３０２

048-657-2375

15131588 埼玉県 西尾　透 ﾆｼｵ ﾄｵﾙ 行政書士西尾事務所 336-0917 埼玉県さいたま市緑区芝原三丁目３１番地２１ 048-873-8131

15131682 埼玉県 服部　貴広 ﾊｯﾄﾘ ﾀｶﾋﾛ 服部行政書士事務所 339-0005
埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻４丁目１２番地７　南
平野団地１４－１０２

090-8343-1495

15131842 埼玉県 政木　健太 ﾏｻｷ ｹﾝﾀ まさ木行政書士事務所 331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町３丁目６９０番地７ 048-653-3353

15131843 埼玉県 吉成　晃 ﾖｼﾅﾘ ｱｷﾗ 行政書士法人えん道グループ 331-0814
埼玉県さいたま市北区東大成町一丁目４８９番地１　
日勝堂ビル２Ｆ

048-653-2117

15131845 埼玉県 樋口　栄子 ﾋｸﾞﾁ ｴｲｺ 樋口栄子行政書士事務所 338-0837 埼玉県さいたま市桜区田島１０丁目５番１０号　７０２ 048-837-4193

15131993 埼玉県 小林　康史 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾌﾐ 行政書士かすみ法務事務所 350-1124
埼玉県川越市新宿町一丁目１７番地１７　ウェスタ川
越５１５号

050-5273-1813

15132081 埼玉県 日野原　隆雄 ﾋﾉﾊﾗ ﾀｶｵ 行政書士日野原事務所 358-0054 埼玉県入間市大字野田１１２９番地４３ 042-932-2694

15132084 埼玉県 小林　明子 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷｺ 行政書士小林明子事務所 349-0121
埼玉県蓮田市関山２丁目２番１４号　高野マンション２
０３号

048-769-0362

15132173 埼玉県 野口　聖子 ﾉｸﾞﾁ ｾｲｺ 野口聖子行政書士事務所 343-0846 埼玉県越谷市登戸町１１番２２号 048-945-0302

16130041 埼玉県 行武　綾子 ﾕｸﾀｹ ｱﾔｺ ことり行政書士事務所 359-1122
埼玉県所沢市寿町２２番１４号　コスモフォーラム所沢
１０２

04-2935-4227

16130544 埼玉県 八尾　純 ﾔｵ ｼﾞｭﾝ 行政書士さいたま新都心事務所 330-0834
埼玉県さいたま市大宮区天沼町２丁目２４０番地１　
白亜荘３０２号室

048-871-5494

16130910 埼玉県 韓　慶九 ﾊﾝ ｷﾞｮﾝｸﾞ 韓慶九行政書士事務所 337-0041 埼玉県さいたま市見沼区南中丸５６０－３ 080-2335-1890

16131093 埼玉県 山本　英永 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋｻ ロイヤル・シティ行政書士事務所 330-0062
埼玉県さいたま市浦和区仲町２－１４－１６　ロイヤル
ヒルズ３０１号室

048-677-8570

16131097 埼玉県 友成　賢二 ﾄﾓﾅﾘ ｹﾝｼﾞ 行政書士ほっと法務事務所 355-0321
埼玉県比企郡小川町大字小川２２４番地　ミュール・
エ・トワ／Ｋ１　１０５号室

0493-81-7393

16131543 埼玉県 小林　一昭 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｱｷ 行政書士こばやし事務所 338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合五丁目１０番５号 048-762-9946
16131545 埼玉県 齊藤　吉信 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾉﾌﾞ 齊藤行政書士事務所 340-0014 埼玉県草加市住吉２丁目１１番３７号 048-934-5820
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16131546 埼玉県 松島　敏宏 ﾏﾂｼﾏ ﾄｼﾋﾛ 松島行政書士事務所 343-0806 埼玉県越谷市宮本町１丁目１０３　ハイム１０３－２０２ 048-964-9755

16132030 埼玉県 井上　太郎 ｲﾉｳｴ ﾀﾛｳ
行政書士法人吉成法務行政管理
事務所

344-0038 埼玉県春日部市大沼二丁目６２番地２０ 048-793-4353

16132355 埼玉県 岡崎　義明 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼｱｷ 岡崎行政書士事務所 351-0007 埼玉県朝霞市岡３－２６－２２ 048-461-7247
16132517 埼玉県 小川　京子 ｵｶﾞﾜ ｷｮｳｺ おがわ行政書士事務所 330-0044 埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎二丁目８番１３号 048-711-8664

16132518 埼玉県 田口　和亮 ﾀｸﾞﾁ ｶｽﾞｱｷ 田口行政書士事務所 330-0062
埼玉県さいたま市浦和区仲町３丁目２番１　浦和仲町
スカイマンション３０１号

048-877-2969

17130033 埼玉県 西村　泰文 ﾆｼﾑﾗ ﾔｽﾌﾐ 西村行政書士事務所 356-0004 埼玉県ふじみ野市上福岡五丁目３番２５号　井出ビル 049-293-4213
17130794 埼玉県 横尾　雅宣 ﾖｺｵ ﾏｻﾉﾌﾞ 横尾ＪＡＰＡＮ行政書士事務所 344-0116 埼玉県春日部市大衾４９６番地３８９ 090-5772-3856
17132009 埼玉県 森　和雄 ﾓﾘ ｶｽﾞｵ 森行政書士事務所 340-0055 埼玉県草加市清門３丁目２４番地９ 048-942-3639

17132065 埼玉県 小西　準一 ｺﾆｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ
中高年のための行政書士小西法
務事務所

330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂４丁目１３－１０　ファス
トジュール浦和高砂２０７号室

048-845-8881

17132066 埼玉県 中村　充 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾙ エニィタイム行政書士事務所 333-0807 埼玉県川口市長蔵２丁目４番６号 048-291-9366
17132151 埼玉県 山下　真 ﾔﾏｼﾀ ﾏｺﾄ 山下行政書士事務所 330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎７丁目１９番１９号 048-831-2273
17132153 埼玉県 松尾　明子 ﾏﾂｵ ｱｷｺ ＡＳＫ行政書士法人 351-0011 埼玉県朝霞市本町二丁目７番２１号 048-450-1390
17132250 埼玉県 粟田　聡 ｱﾜﾀ ｻﾄｼ 粟田行政書士事務所 350-1249 埼玉県日高市高麗川三丁目５番地９ 090-9859-4969

18130190 埼玉県 西角　経一 ﾆｼｶｸ ｷｮｳｲﾁ にしかく行政書士事務所 350-1305
埼玉県狭山市入間川２丁目４番５号　メゾン・ボワー
ル４０２

04-2931-5070

18130307 埼玉県 野﨑　重喜 ﾉｻﾞｷ ｼｹﾞｷ あおば行政書士事務所 362-0043 埼玉県上尾市西宮下二丁目１２６番地１３ 048-729-5774
18130398 埼玉県 川島　淳一 ｶﾜｼﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 行政書士ＳＡＫＵＲＡ総合事務所 340-0806 埼玉県八潮市大字伊草３５０番地　アーバンヒル３０７ 048-935-9560
18130524 埼玉県 森　淳一 ﾓﾘ ｼﾞｭﾝｲﾁ 桜の森行政書士事務所 366-0801 埼玉県深谷市上野台４８３番地１１ 048-573-0390
18131091 埼玉県 江川　健一 ｴｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁ コンフィアンサ行政書士法務事務 336-0963 埼玉県さいたま市緑区大字大門２９０６番地５ 048-716-1284

18131285 埼玉県 栗原　誠 ｸﾘﾊﾗ ﾏｺﾄ 行政書士栗原誠オフィス 350-0042
埼玉県川越市中原町二丁目１１番地１７　川越市駅前
ビル２０２号

049-227-9471

18131453 埼玉県 往岸　智彦 ｵｳｷﾞｼ ﾄﾓﾋｺ 往岸行政書士事務所 337-0033 埼玉県さいたま市見沼区大字御蔵１５７４番地１６ 048-729-4332
18131695 埼玉県 福島　誠二 ﾌｸｼﾏ ｾｲｼﾞ 福島行政書士事務所 347-0032 埼玉県加須市花崎４丁目１番地１４ 0480-66-2756

18132008 埼玉県 森川　哲好 ﾓﾘｶﾜ ﾃﾂﾖｼ
行政書士森川法務コンサルティン
グ事務所

332-0023
埼玉県川口市飯塚１丁目２番１６号　川口ホームズ１
Ｆ－３４号室

048-299-7762

18132085 埼玉県 服部　俊明 ﾊｯﾄﾘ ﾄｼｱｷ 服部俊明行政書士事務所 331-0823
埼玉県さいたま市北区日進町３丁目９９番地１　ライ
オンズガーデン大宮日進４０２

080-8161-9520

18132242 埼玉県 木口　謙太郎 ｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 行政書士木口法務事務所 361-0023 埼玉県行田市長野３丁目２３番１２号 048-550-1400
18132410 埼玉県 田中　繁夫 ﾀﾅｶ ｼｹﾞｵ 行政書士田中法務事務所 362-0047 埼玉県上尾市大字今泉３２３番地３ 090-9846-1972
18132411 埼玉県 篠原　雄太郎 ｼﾉﾊﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 行政書士ＹＴＲディア法務事務所 350-2201 埼玉県鶴ヶ島市富士見２－１６－２４ 049-298-3537

19130268 埼玉県 髙塚　雄一 ﾀｶﾂｶ ﾕｳｲﾁ たかつか行政書士事務所 336-0025
埼玉県さいたま市南区文蔵１丁目１７番４号　守屋ビ
ル３０２号室

048-711-1146

19130755 埼玉県 曇　弘文 ｸﾓﾘ ﾋﾛﾌﾞﾐ くもり行政書士事務所 339-0037 埼玉県さいたま市岩槻区大字浮谷２５６０番地 048-798-3267
19131264 埼玉県 林　文重 ﾊﾔｼ ﾌﾐｼｹﾞ 行政書士林文重事務所 358-0012 埼玉県入間市東藤沢二丁目１３番４号 04-2963-9866

19131423 埼玉県 髙橋　功 ﾀｶﾊｼ ｲｻｵ 行政書士髙橋いさお事務所 338-0002
埼玉県さいたま市中央区下落合２丁目１９番１４号　
コーラルコート１０１号

048-799-2570

19131428 埼玉県 深澤　英雄 ﾌｶｻﾜ ﾋﾃﾞｵ 行政書士深澤英雄事務所 330-0844
埼玉県さいたま市大宮区下町２丁目５１番地８　コー
ポＫＥＮ５階５０２

048-644-1813

19131432 埼玉県 大門　龍博 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾀﾂﾋﾛ 行政書士大門総合事務所 345-0832 埼玉県南埼玉郡宮代町大字東粂原３６４番地３ 0480-88-7271
19131542 埼玉県 唐司　誠 ﾄｳﾉｽ ﾏｺﾄ 唐司（とうのす）行政書士事務所 336-0932 埼玉県さいたま市緑区大字中尾９８５番地９ 048-874-0531
19131817 埼玉県 島岡　和雄 ｼﾏｵｶ ｶｽﾞｵ 島岡和雄行政書士事務所 338-0826 埼玉県さいたま市桜区大字大久保領家４５８番地８ 048-717-4652
19132117 埼玉県 相川　功之 ｱｲｶﾜ ﾖｼﾕｷ 行政書士相川事務所 369-0306 埼玉県児玉郡上里町大字七本木２５１５番地５ 0495-33-5075
19132338 埼玉県 渋沢　真弘 ｼﾌﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ 行政書士渋沢真弘事務所 348-0041 埼玉県羽生市大字上新郷１３２２番地１ 080-9187-1297

19132339 埼玉県 中森　正弘 ﾅｶﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ 中森行政書士法務事務所 358-0053
埼玉県入間市大字仏子９２３番地３　ＪＵＮプレジ仏子
１１０号室

04-2941-2839

19132438 埼玉県 市原　忠澄 ｲﾁﾊﾗ ﾀﾀﾞｽﾐ 行政書士いちはら事務所 338-0013 埼玉県さいたま市中央区鈴谷４丁目６番１６号 048-764-8377
20130544 埼玉県 池田　真之助 ｲｹﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 行政書士池田真之助事務所 358-0006 埼玉県入間市春日町１丁目２番５号 080-3016-9098
20130752 埼玉県 山城　清 ﾔﾏｼﾛ ｷﾖｼ 行政書士山城事務所 353-0003 埼玉県志木市下宗岡二丁目１９番４４号 090-2556-6348

20130904 埼玉県 小林　正二 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｼﾞ 行政書士小林法務事務所 365-0066
埼玉県鴻巣市三ツ木３８０－１　チサンマンション北鴻
巣１００１号室

048-597-0395

20131154 埼玉県 山崎　正明 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻｱｷ 行政書士山崎法務事務所 343-0041
埼玉県越谷市千間台西３丁目２番地　パークタウン１
１－４０３

048-975-1422
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20131860 埼玉県 平井　晃幸 ﾋﾗｲ ﾃﾙﾕｷ 行政書士平井事務所 340-0206 埼玉県久喜市西大輪４丁目２５番地７ 0480-59-5149
20131993 埼玉県 石井　雄三 ｲｼｲ ﾕｳｿﾞｳ 行政書士石井雄三事務所 351-0101 埼玉県和光市白子１－１０－３０－２１１ 080-6682-4845

21130041 埼玉県 田中　康雄 ﾀﾅｶ ﾔｽｵ 一橋行政書士事務所 341-0024
埼玉県三郷市三郷１丁目２５番地２３　ＢｅｓｔＳｔａｇｅ三
郷１０４

090-3347-7665

21131533 埼玉県 中島　宏樹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 中島行政書士法務事務所 350-1327 埼玉県狭山市笹井１丁目２１番２９号 04-2902-6712
22131300 埼玉県 遠藤　優 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾙ 行政書士遠藤優事務所 337-0016 埼玉県さいたま市見沼区大字東門前１８３番地２２ 048-795-6736
76130440 埼玉県 高玉　功稔 ﾀｶﾀﾏ ﾉﾘﾄｼ 高玉行政書士事務所 332-0021 埼玉県川口市西川口３－３２－１１－２０１ 048-257-2801
76130456 埼玉県 照井　惇夫 ﾃﾙｲ ｱﾂｵ 行政書士照井惇夫事務所 362-0808 埼玉県北足立郡伊奈町大字小針新宿７４７番地５ 048-728-0531
77130496 埼玉県 加藤　政司 ｶﾄｳ ﾏｻｼ 350-1101 埼玉県川越市大字的場９５３番地４ 049-231-5500
78081378 埼玉県 柏谷　道正 ｶｼﾜﾔ ﾐﾁﾏｻ 359-1131 埼玉県所沢市久米５５１番地　柏谷ビル 042-996-2700
78130607 埼玉県 田部井　久佳 ﾀﾍﾞｲ ﾋｻﾖｼ 田部井経営行政書士事務所 366-0031 埼玉県深谷市国済寺町２１番地８ 048-572-0811
78130618 埼玉県 山上　正雄 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾏｻｵ 344-0112 埼玉県春日部市西金野井１９０４番地３１ 048-746-3605
80130793 埼玉県 田口　邦雄 ﾀｸﾞﾁ ｸﾆｵ 336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山２丁目２番１０号 048-882-1335
81130849 埼玉県 藤崎　昇 ﾌｼﾞｻｷ ﾉﾎﾞﾙ 行政書士藤崎事務所 355-0022 埼玉県東松山市御茶山町１５番地１８ 0493-22-1991
85131075 埼玉県 齋藤　正 ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 行政書士齋藤正事務所 339-0058 埼玉県さいたま市岩槻区本丸四丁目２１番１７号 048-757-4548
87130421 埼玉県 鈴木　右一 ｽｽﾞｷ ﾕｳｲﾁ 348-0054 埼玉県羽生市西１丁目８番２２号 048-561-1408
87130513 埼玉県 露木　済二 ﾂﾕｷ ｻｲｼﾞ 330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋４丁目７０番地６ 048-622-8501
87131030 埼玉県 坂本　美枝子 ｻｶﾓﾄ ﾐｴｺ 行政書士坂本美枝子事務所 344-0067 埼玉県春日部市中央７丁目９番地２０ 048-737-5615

88130396 埼玉県 斉藤　敏夫 ｻｲﾄｳ ﾄｼｵ 330-0801
埼玉県さいたま市大宮区土手町１－３０５－１　工藤
大宮ビル２０２号室

048-651-6019

88130800 埼玉県 関　健一 ｾｷ ｹﾝｲﾁ 行政書士関健一事務所 338-0013 埼玉県さいたま市中央区鈴谷８丁目１１番２４号 048-705-2233
89130687 埼玉県 青木　哲朗 ｱｵｷ ﾃﾂﾛｳ 369-1203 埼玉県大里郡寄居町大字寄居１２４０番地 048-581-0277
89131384 埼玉県 飯田　高広 ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 行政書士飯田高広事務所 359-0041 埼玉県所沢市中新井２－１７５－９ 04-2946-7025
90130133 埼玉県 二瓶　金利 ﾆﾍｲ ｶﾈﾄｼ 347-0054 埼玉県加須市不動岡３丁目２４番地２０ 0480-62-2150
90131513 埼玉県 中戸　勝 ﾅｶﾄ ﾏｻﾙ 358-0022 埼玉県入間市扇町屋３丁目３番２２号 042-965-8057
90131515 埼玉県 鴫村　実 ｼｷﾞﾑﾗ ﾐﾉﾙ 鴫村行政書士事務所 340-0054 埼玉県草加市新善町２９番地４ 048-941-3839
91131512 埼玉県 長内　示 ｵｻﾅｲ ｼﾒｼ 行政書士長内示事務所 349-0121 埼玉県蓮田市関山４丁目１番９号 048-768-5103
92130012 埼玉県 西岡　寛 ﾆｼｵｶ ﾋﾛｼ 西岡行政書士事務所 350-1306 埼玉県狭山市富士見１－３０－４ 042-958-3376

92130180 埼玉県 飯島　賢二 ｲｲｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 360-0024
埼玉県熊谷市問屋町２丁目４番１８号　情報センター
ビル２階

048-528-2190

92130586 埼玉県 莊司　稔 ｿｳｼﾞ ﾐﾉﾙ 行政書士法人莊司事務所 350-1302 埼玉県狭山市大字東三ツ木６０番地の８ 042-953-7070
92130866 埼玉県 野口　清治 ﾉｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ 350-1308 埼玉県狭山市中央１丁目５番２号 042-959-3009
92131021 埼玉県 大谷　隆造 ｵｵﾀﾆ ﾘｭｳｿﾞｳ 355-0016 埼玉県東松山市材木町５番１１号 0493-22-4510
93130403 埼玉県 木村　宏政 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾏｻ 行政書士キムラ・オフィス 350-1105 埼玉県川越市今成４丁目１２番地１３ 049-247-8215
93131251 埼玉県 相澤　行一 ｱｲｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ 331-0064 埼玉県さいたま市西区大字佐知川２２８番地の５９ 048-623-6384
94130563 埼玉県 佐藤　博 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 336-0918 埼玉県さいたま市緑区松木３丁目２６番地１６ 048-875-8423

94130566 埼玉県 千野　清子 ﾁﾉ ｷﾖｺ 千野行政書士事務所 360-0162
埼玉県熊谷市村岡３９９番地５　ダイアパレスリバー
コート熊谷８０３

048-536-9265

95131737 埼玉県 高柳　淳之助 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 360-0032 埼玉県熊谷市銀座３丁目８６番地 048-521-2147
95132557 埼玉県 物部　重雄 ﾓﾉﾍﾞ ｼｹﾞｵ 365-0064 埼玉県鴻巣市赤見台１丁目１１番１０－８０５号 048-597-1957
96093638 埼玉県 井川　圭子 ｲｶﾞﾜ ｹｲｺ 井川行政書士事務所 338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合３丁目４番１４号 048-706-1633
96133485 埼玉県 川端　實 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾉﾙ 359-0037 埼玉県所沢市くすのき台３丁目１０番地の２３ 042-993-5841
96133915 埼玉県 吹井　久仁子 ﾌｸｲ ｸﾆｺ ふくい行政書士事務所 350-0323 埼玉県比企郡鳩山町大字小用１２０２番地３ 049-296-3326
96134190 埼玉県 荒岡　克巳 ｱﾗｵｶ ｶﾂﾐ 荒岡行政書士法務事務所 363-0011 埼玉県桶川市北１丁目２３番１１号 048-776-5581
97135036 埼玉県 細沼　均 ﾎｿﾇﾏ ﾋﾄｼ 細沼行政書士事務所 362-0075 埼玉県上尾市柏座１－２－３　２－８０１ 048-871-9582
97135038 埼玉県 神澤　健 ｶﾐｻﾞﾜ ﾀｹｼ 362-0073 埼玉県上尾市浅間台四丁目１９番地２２ 048-772-6381
97135549 埼玉県 藤原　欽彌 ﾌｼﾞﾜﾗ ｷﾝﾔ 338-0006 埼玉県さいたま市中央区八王子５丁目３番１４号 048-857-8686

98136404 埼玉県 嶋根　賢一 ｼﾏﾈ ｹﾝｲﾁ 330-0064
埼玉県さいたま市浦和区岸町４丁目２６番１９号　新
井ビル３階

048-827-0465

98136407 埼玉県 大平　聡男 ｵｵﾋﾗ ﾄｼｵ 大平行政書士事務所 356-0056 埼玉県ふじみ野市うれし野１丁目９番８号 049-277-6066
98137025 埼玉県 小山　典宏 ｺﾔﾏ ﾉﾘﾋﾛ 344-0067 埼玉県春日部市中央７丁目９番地２０ 048-737-5615
98137143 埼玉県 若林　康子 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾔｽｺ 若林行政書士事務所 350-0313 埼玉県比企郡鳩山町松ケ丘三丁目３番４号 049-298-1111
98137195 埼玉県 鈴木　健一 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ 鈴木行政書士事務所 355-0052 埼玉県東松山市桜山台６番地２２ 0493-35-1743
98137457 埼玉県 澤木　政幸 ｻﾜｷ ﾏｻﾕｷ 337-0052 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町１７０６番地 048-685-6866
98137530 埼玉県 宜保　泰彦 ｷﾞﾎﾞ ﾔｽﾋｺ 宜保行政書士事務所 350-0041 埼玉県川越市六軒町１丁目１７番地２２ 090-4662-7672
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99087736 埼玉県 洲崎　佳美 ｽｻｷ ﾖｼﾐ 335-0016 埼玉県戸田市下前１丁目１１番２０－７５０号 048-443-7330
99087738 埼玉県 斎藤　洋治 ｻｲﾄｳ ﾖｳｼﾞ 350-1137 埼玉県川越市砂新田４丁目７番地１５ 049-243-8753
99138098 埼玉県 河辺　正美 ｶﾜﾍﾞ ﾏｻﾐ 350-0463 埼玉県入間郡毛呂山町前久保南２丁目１７番地３ 049-294-3347

99138310 埼玉県 吉澤　茂 ﾖｼｻﾞﾜ ｼｹﾞﾙ 行政書士吉澤茂事務所 350-0015
埼玉県川越市大字今泉２７番地１　レジデンスＳＴ１０
２号室

049-293-7722

99138311 埼玉県 小島　英治 ｺｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾊﾙ 小島行政書士事務所 367-0026 埼玉県本庄市朝日町１丁目６番２４号 0495-22-7101

99138547 埼玉県 大久保　治光 ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙﾐﾂ 大久保行政書士法務事務所 330-0064
埼玉県さいたま市浦和区岸町７丁目１番２９号　プリミ
エタワーズ浦和岸町６０１

048-830-1088

99138694 埼玉県 岡田　繁樹 ｵｶﾀﾞ ｼｹﾞｷ 岡田繁樹行政書士事務所 336-0015 埼玉県さいたま市南区太田窪２丁目１０番２７号 048-813-5776
00140065 群馬県 中島　正見 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾐ 中島正見行政書士事務所 379-0133 群馬県安中市原市４丁目１番３３号 027-385-3655
01140493 群馬県 井上　耕市 ｲﾉｳｴ ｺｳｲﾁ 377-0204 群馬県渋川市白井７２４番地 0279-30-0261
01140717 群馬県 諏訪　州弘 ｽﾜ ｸﾆﾋﾛ 372-0823 群馬県伊勢崎市今井町２５０番地１７ 0270-24-1943
02142328 群馬県 坂井　敦治 ｻｶｲ ｱﾂﾊﾙ わかば行政書士事務所 370-0867 群馬県高崎市乗附町１０３８番地１　オンラードＢ２０１ 027-321-4345
02142467 群馬県 表野　秀子 ﾋｮｳﾉ ﾋﾃﾞｺ 表野行政書士事務所 370-0071 群馬県高崎市小八木町１４５０番地７ 027-370-1286
02142762 群馬県 剱持　博美 ｹﾝﾓﾁ ﾋﾛﾐ けんもち行政書士事務所 377-0414 群馬県吾妻郡中之条町大字平１４１０番地 0279-75-6616
02142763 群馬県 田中　國夫 ﾀﾅｶ ｸﾆｵ 田中國夫行政書士事務所 371-0852 群馬県前橋市総社町総社１５０８番地 027-255-3915
02143534 群馬県 黒田　雄幸 ｸﾛﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 373-0813 群馬県太田市内ヶ島町８６６番地の４５ 0276-47-8010
02143535 群馬県 薗田　充弘 ｿﾉﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 372-0057 群馬県伊勢崎市末広町１５８番地２ 0270-25-6865
02144008 群馬県 橋本　千惠子 ﾊｼﾓﾄ ﾁｴｺ 376-0011 群馬県桐生市相生町２丁目２６３番地の１６ 0277-52-4398
02144235 群馬県 越後　弘幸 ｴﾁｺﾞ ﾋﾛﾕｷ 370-0069 群馬県高崎市飯塚町１８３３番地２０ 027-323-7981
02144365 群馬県 伊藤　源弥 ｲﾄｳ ｹﾞﾝﾔ 伊藤源弥行政書士事務所 379-2154 群馬県前橋市天川大島町三丁目２３番地６　Ｂ１０１ 027-263-1266
02144366 群馬県 吉田　渡 ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ 370-0802 群馬県高崎市並榎町２３６番地７ 027-328-4370
03140273 群馬県 池田　正晃 ｲｹﾀﾞ ﾏｻｱｷ 池田行政書士事務所 371-0027 群馬県前橋市平和町一丁目２番１２号 027-232-7700
03140274 群馬県 小林　大栄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｴｲ 371-0805 群馬県前橋市南町三丁目５２番地６ 027-220-5481
03140502 群馬県 林田　知子 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾄﾓｺ 林田知子行政書士事務所 370-1207 群馬県高崎市綿貫町７８２番地８ 027-347-3568
03140759 群馬県 村上　秀信 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 370-3504 群馬県北群馬郡榛東村大字広馬場２１９４番地８ 0279-54-0088

03141952 群馬県 福山　薫 ﾌｸﾔﾏ ｶｵﾙ 福山行政書士事務所 370-0851
群馬県高崎市上中居町７１６－２　福富マンション１０
１号室

027-326-8839

03142129 群馬県 渡木　和義 ﾄﾈｷﾞ ｶｽﾞﾖｼ 370-0884 群馬県高崎市八幡町１３１８番地の４ 027-344-0308
03142132 群馬県 後藤　康徳 ｺﾞﾄｳ ﾔｽﾉﾘ 377-0008 群馬県渋川市渋川２５９０番地５ 0279-60-5727
04140060 群馬県 森田　明 ﾓﾘﾀ ｱｷﾗ 379-2301 群馬県太田市藪塚町２３７８番地８ 090-4538-7099
04140456 群馬県 阿部　一美 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾐ 行政書士阿部一美事務所 379-1418 群馬県利根郡みなかみ町須川４６８番地２ 0278-64-1764
04140705 群馬県 金子　弘子 ｶﾈｺ ﾋﾛｺ 行政書士金子弘子事務所 370-0802 群馬県高崎市並榎町２１８番地６ 027-327-3330
04141556 群馬県 磯貝　孝江 ｲｿｶﾞｲ ﾀｶｴ 磯貝孝江行政書士事務所 370-0873 群馬県高崎市下豊岡町１９２番地３ 027-325-2008
04141557 群馬県 相沢　稔 ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾉﾙ 相沢稔行政書士事務所 372-0801 群馬県伊勢崎市宮子町６２１番地 0270-26-9608
05140493 群馬県 阿部　健 ｱﾍﾞ ﾀｹｼ 阿部健行政書士事務所 376-0102 群馬県みどり市大間々町桐原９９０番地６ 0277-73-6776
05140658 群馬県 田中　友有 ﾀﾅｶ ﾄﾓｱﾘ 行政書士田中友有事務所 370-1201 群馬県高崎市倉賀野町１５５７番地 090-4601-4404
05140903 群馬県 岩村　敏明 ｲﾜﾑﾗ ﾄｼｱｷ 朝倉行政書士総合事務所 371-0811 群馬県前橋市朝倉町９７４番地 027-265-1512

05141573 群馬県 今井　大輔 ｲﾏｲ ﾀﾞｲｽｹ 今井行政書士事務所 371-0825
群馬県前橋市大利根町１丁目３８番地７　ＣＩＴ大利根
ビル２０２

027-289-0102

05141730 群馬県 笛木　昭彦 ﾌｴｷ ｱｷﾋｺ 笛木昭彦行政書士事務所 371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目１２番５号 027-224-4560
05141809 群馬県 黒川　美登枝 ｸﾛｶﾜ ﾐﾄｴ 黒川行政書士事務所 377-0202 群馬県渋川市中郷４４６番地２４ 0279-53-2620
05141962 群馬県 栗原　精一 ｸﾘﾊﾞﾗ ｾｲｲﾁ 栗原行政書士事務所 370-0715 群馬県邑楽郡明和町大佐貫５４７番地 0276-84-3473
05142184 群馬県 中澤　望 ﾅｶｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾑ 行政書士中澤望事務所 370-3511 群馬県高崎市金古町１４５２番地１５ 027-373-4878
06132059 群馬県 黒澤　元 ｸﾛｻﾜ ﾊｼﾞﾒ 黒澤行政書士事務所 378-0055 群馬県沼田市柳町２２９０－１５ 080-6600-9638
06141406 群馬県 中澤　功史 ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｼﾌﾐ 行政書士中澤法務事務所 377-0007 群馬県渋川市石原１５７番地１９ 0279-22-1615
06141485 群馬県 田中　光重 ﾀﾅｶ ﾐﾂｼｹﾞ 田中光重行政書士事務所 379-2161 群馬県前橋市富田町１６５９番地５ 027-268-3592

06141853 群馬県 須藤　一行 ｽﾄｳ ｶｽﾞﾕｷ
ライセンスプロ行政企画須藤行政
書士事務所

379-0135 群馬県安中市郷原３００番地２ 027-385-1550

07140257 群馬県 金井　啓 ｶﾅｲ ﾋﾛﾑ 金井啓行政書士事務所 370-0076 群馬県高崎市下小塙町８６４番地 090-4201-6964
07140875 群馬県 吉田　潔 ﾖｼﾀﾞ ｷﾖｼ 土地研行政書士事務所 371-0001 群馬県前橋市荻窪町１２２３番地１１ 027-289-6506
07141370 群馬県 猿谷　剛一 ｻﾙﾔ ﾏｻｶｽﾞ 猿谷剛一行政書士事務所 379-0121 群馬県安中市大竹７７６番地 027-382-1710
07141562 群馬県 富澤　將明 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ 行政書士富澤法務事務所 370-0036 群馬県高崎市南大類町１３４６番地 027-384-3804
08140673 群馬県 浅香　稲介 ｱｻｶ ｲﾅｽｹ 行政書士浅香事務所 370-0841 群馬県高崎市栄町２６番１８号 080-7463-5513
08140674 群馬県 田沼　昇一 ﾀﾇﾏ ｼｮｳｲﾁ 行政書士オフィスタヌマ 370-0523 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田３０８１番地の５ 0276-20-3439
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08140909 群馬県 久保田　昌幸 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 行政書士久保田昌幸事務所 371-0023 群馬県前橋市本町二丁目９番１３号 027-221-2527
08140911 群馬県 中山　一郎 ﾅｶﾔﾏ ｲﾁﾛｳ ナカヤマ行政書士事務所 376-0021 群馬県桐生市巴町２－１８３２－１２ 0277-47-5522
08141604 群馬県 奈良　隆一 ﾅﾗ ﾘｭｳｲﾁ 奈良隆一行政書士事務所 377-0061 群馬県渋川市北橘町下箱田６９０番地３ 0279-52-3323
08141960 群馬県 根岸　洋輔 ﾈｷﾞｼ ﾖｳｽｹ 根岸行政書士事務所 371-0047 群馬県前橋市関根町三丁目４番地３ 027-232-3886
09140033 群馬県 平井　綾一 ﾋﾗｲ ﾘｮｳｲﾁ 行政書士平井法務事務所 370-0069 群馬県高崎市飯塚町１１２４番地　ウエハラビル３０２ 027-388-1743
09140675 群馬県 吉田　明浩 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 特定行政書士吉田法務事務所 374-0069 群馬県館林市坂下町３２２４－１－Ｂ 0276-55-1177
09141152 群馬県 砂山　広幸 ｽﾅﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 砂山行政書士桐生法務オフィス 376-0011 群馬県桐生市相生町３丁目４２１番地の８ 0277-46-8130
10140033 群馬県 渡邉　一善 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾖｼ 渡邉一善行政書士事務所 379-2154 群馬県前橋市天川大島町一丁目１９番地１５ 050-3612-2139
10140560 群馬県 横澤　勝彦 ﾖｺｻﾞﾜ ｶﾂﾋｺ 行政書士横澤勝彦事務所 372-0834 群馬県伊勢崎市堀口町３６９番地 0270-75-1870
10142421 群馬県 女屋　喜久司 ｵﾅﾔ ｷｸｼﾞ 女屋行政書士事務所 371-0001 群馬県前橋市荻窪町８２６番地１ 027-269-7327
11140270 群馬県 徳永　健 ﾄｸﾅｶﾞ ｹﾝ 徳永行政書士事務所 370-0883 群馬県高崎市剣崎町２２８番地３ 027-395-0620
11140861 群馬県 松本　義夫 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｵ 松本義夫行政書士事務所 370-0862 群馬県高崎市片岡町１－１９－１ 027-381-5808
11141289 群馬県 塩野　有希 ｼｵﾉ ﾕｷ 行政書士法人まるこ 370-3522 群馬県高崎市菅谷町６２番地１ 027-384-2451
11141290 群馬県 舩田　武 ﾌﾅﾀﾞ ﾀｹｼ 船田行政書士事務所 373-0042 群馬県太田市宝町２６６番地 0276-31-4482
11142008 群馬県 立田　洋子 ﾀﾂﾀ ﾖｳｺ あい行政書士事務所 371-0805 群馬県前橋市南町四丁目１２番地２ 027-243-2171
12140542 群馬県 春山　敦 ﾊﾙﾔﾏ ｱﾂｼ 行政書士春山法務事務所 371-0035 群馬県前橋市岩神町四丁目２番７号 027-257-4170
12141116 群馬県 櫻井　潤 ｻｸﾗｲ ｼﾞｭﾝ 櫻井行政書士事務所 373-0842 群馬県太田市細谷町１１８８番地７ 0276-57-6218
13140760 群馬県 星野　まり子 ﾎｼﾉ ﾏﾘｺ 行政書士星野まり子事務所 370-0046 群馬県高崎市江木町２６３番地１３ 027-322-8409

14140544 群馬県 佐藤　美保子 ｻﾄｳ ﾐﾎｺ エフォール行政書士事務所 370-0071
群馬県高崎市小八木町３１２番地１５　ビジネスパーク
小八木２０６

027-315-0221

15140215 群馬県 三石　哲也 ﾐﾂｲｼ ﾃﾂﾔ 行政書士三石事務所 372-0006
群馬県伊勢崎市太田町１８９番地３　メトロプラザＡ１０
３号室

050-3555-0112

15140348 群馬県 天田　忠明 ｱﾏﾀﾞ ﾀﾀﾞｱｷ 行政書士天田忠明事務所 376-0041 群馬県桐生市川内町２丁目２２７番地の２ 0277-47-6927
15140476 群馬県 内山　賢祐 ｳﾁﾔﾏ ｹﾝﾕｳ ウチヤマ行政書士事務所 370-0823 群馬県高崎市中紺屋町３０番地１　２Ｆ 090-8871-7826
15141683 群馬県 清野　秀夫 ｷﾖﾉ ﾋﾃﾞｵ 行政書士清野事務所 372-0841 群馬県伊勢崎市大正寺町２０７－１ 0270-61-7318
15141850 群馬県 川井　明 ｶﾜｲ ｱｷﾗ かわい行政書士事務所 379-2312 群馬県みどり市笠懸町久宮１２０番地３ 0277-76-4133

17140673 群馬県 松本　直子 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｺ まつもと行政書士事務所 372-0014
群馬県伊勢崎市昭和町１６２９番地４　マートルコート
２０１号室

0270-75-6293

18140531 群馬県 住谷　真希 ｽﾐﾔ ﾏｷ マキ行政書士法人 371-0852 群馬県前橋市総社町総社１２２９番地３ 090-6798-2770
19140466 群馬県 江﨑　真奈美 ｴｻｷ ﾏﾅﾐ 行政書士事務所Ｏｆｆｉｃｅえさき 376-0013 群馬県桐生市広沢町２丁目３１８９番地３ 090-4220-4949

20140758 群馬県 小沼　俊彦 ｺﾇﾏ ﾄｼﾋｺ
東電用地コンサルティング行政書
士事務所

371-0844 群馬県前橋市古市町１丁目４１番９号 090-6110-7759

20142205 群馬県 萩原　道明 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐﾁｱｷ ひづき行政書士事務所 370-0802 群馬県高崎市並榎町５３番地６ 027-364-4706
21142095 群馬県 小澤　崇 ｵｻﾞﾜ ﾀｶｼ 行政書士おざわ法務事務所 371-0022 群馬県前橋市千代田町二丁目７－１０－３０１ 080-7949-0998
61140031 群馬県 安濟　善三 ｱﾝｻﾞｲ ｾﾞﾝｿﾞｳ 377-0801 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町２０３番地８ 0279-68-2702
62140164 群馬県 萩原　今子 ﾊｷﾞﾜﾗ ｲﾏｺ 378-0056 群馬県沼田市高橋場町２０２５－１ 0278-24-5543
74140383 群馬県 福田　守 ﾌｸﾀﾞ ﾏﾓﾙ 行政書士福田事務所 370-2133 群馬県高崎市吉井町吉井川７５９番地１ 027-387-3518
76140674 群馬県 蜂須賀　健夫 ﾊﾁｽｶ ﾀｹｵ 377-0801 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町１０２２番地３ 0279-68-2811
77140745 群馬県 北川　拓夫 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｸｵ 377-1524 群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原７１２－４ 0279-97-3496
79140840 群馬県 松原　勉 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂﾄﾑ まつばら行政書士事務所 370-0069 群馬県高崎市飯塚町３２０番地１４ 027-361-7230
80140917 群馬県 亀井　徹夫 ｶﾒｲ ﾃﾂｵ 372-0823 群馬県伊勢崎市今井町８５ 0270-24-1275
82141004 群馬県 秋山　賢治 ｱｷﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 375-0053 群馬県藤岡市中大塚２２３番地１ 0274-24-3911
83140478 群馬県 大沢　啓一 ｵｵｻﾜ ｹｲｲﾁ 372-0006 群馬県伊勢崎市太田町５７９番地１ 0270-25-2098
84140512 群馬県 高橋　賢一 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ 高橋賢一行政書士事務所 370-3602 群馬県北群馬郡吉岡町大字大久保１０８８番地２ 0279-54-2273
85082734 群馬県 塩谷　照夫 ｼｵﾀﾆ ﾃﾙｵ 370-2343 群馬県富岡市七日市８００番地２ 0274-62-1487
85143165 群馬県 根岸　純一 ﾈｷﾞｼ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 根岸行政書士事務所 371-0047 群馬県前橋市関根町３丁目４番地の３ 027-232-3886
86140145 群馬県 井田　博文 ｲﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 行政書士井田博文事務所 370-0069 群馬県高崎市飯塚町１６５番地 027-361-5878
87140806 群馬県 小暮　稔 ｺｸﾞﾚ ﾐﾉﾙ 370-0411 群馬県太田市亀岡町４７６番地１ 0276-52-0694
87141421 群馬県 粕川　秀次 ｶｽｶﾜ ﾋﾃﾞｼﾞ 粕川秀次行政書士事務所 371-0026 群馬県前橋市大手町二丁目９番５号 027-224-8260
88140695 群馬県 尾池　勢一 ｵｲｹ ｾｲｲﾁ 379-2313 群馬県みどり市笠懸町鹿３７１６番地 0277-76-0290
88141467 群馬県 加部　茂 ｶﾍﾞ ｼｹﾞﾙ 加部茂行政書士事務所 377-1411 群馬県吾妻郡長野原町大字応桑５３番地 0279-80-0285
89140301 群馬県 伊藤　雅之 ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 370-3602 群馬県北群馬郡吉岡町大字大久保９４１番地の５ 0279-54-8611
89140503 群馬県 中山　晃 ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾗ 373-0071 群馬県太田市原宿町３２８１番地 0276-37-1977
89141488 群馬県 関　謙一 ｾｷ ｹﾝｲﾁ 371-0012 群馬県前橋市東片貝町８８９－１ 027-221-6072
90141006 群馬県 松村　豊英 ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾖﾋﾃﾞ 370-0805 群馬県高崎市台町４番地２３ 027-324-7869
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91140272 群馬県 江口　安美 ｴｸﾞﾁ ﾔｽﾐ 江口安美行政書士事務所 371-0801 群馬県前橋市文京町三丁目８番２１号 027-221-3011
91141203 群馬県 清水　義晴 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾊﾙ Ｗｉｎｇ行政書士事務所 371-0122 群馬県前橋市小坂子町２６８番地３ 090-3330-9629

92140594 群馬県 中山　正昭 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻｱｷ 370-0802
群馬県高崎市並榎町５３１番地１　ホーユウパレス高
崎並榎３１９

027-310-3610

92140787 群馬県 岡田　邦雄 ｵｶﾀﾞ ｸﾆｵ 371-0013 群馬県前橋市西片貝町１丁目２８８番地の１５ 027-232-0103
92141544 群馬県 周藤　孝子 ｼｭｳﾄｳ ﾀｶｺ 376-0022 群馬県桐生市稲荷町２番１２号 0277-45-3488
93140406 群馬県 飯塚　育秀 ｲｲﾂﾞｶ ｲｸﾋﾃﾞ 飯塚育秀行政書士事務所 370-0703 群馬県邑楽郡明和町下江黒６７７番地の２ 0276-73-0048
93140407 群馬県 荒木　哲 ｱﾗｷ ｻﾄｼ 377-0803 群馬県吾妻郡東吾妻町大字金井４３２番地の４ 0279-68-3159
93141389 群馬県 堀越　義幸 ﾎﾘｺｼ ﾖｼﾕｷ 行政書士堀越事務所 371-0844 群馬県前橋市古市町一丁目４４番地１ 027-255-1858
94140152 群馬県 山岡　正幸 ﾔﾏｵｶ ﾏｻﾕｷ 370-0314 群馬県太田市新田市野井町３０２３番地１ 0276-57-0120

94141231 群馬県 中島　肇 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ
ライセンスプロ行政企画中島肇行
政書士事務所

379-0135 群馬県安中市郷原３００番地２ 027-385-1550

95142024 群馬県 小山　範之 ｺﾔﾏ ﾉﾘﾕｷ 行政書士コヤマ事務所 370-0067 群馬県高崎市請地町６番地８ 027-322-5313
96143670 群馬県 石埜　茂 ｲｼﾉ ｼｹﾞﾙ 379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美１４３５番地の８ 0277-40-5051
98146243 群馬県 山崎　正久 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾋｻ 370-0866 群馬県高崎市城山町二丁目８番地５ 027-326-9562
98146408 群馬県 武田　洋典 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 武田特定行政書士事務所 370-3531 群馬県高崎市足門町１６１５番地１ 027-372-1817
99147872 群馬県 浦野　英輝 ｳﾗﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 370-0615 群馬県邑楽郡邑楽町大字篠塚２９５５番地５ 0276-88-5588
99148160 群馬県 清水　徹也 ｼﾐｽﾞ ﾃﾂﾔ 376-0041 群馬県桐生市川内町２丁目６４６番地の２ 0277-51-4482
99148597 群馬県 富岡　大吉 ﾄﾐｵｶ ﾀﾞｲｷﾁ 富岡大吉行政書士事務所 370-3335 群馬県高崎市上大島町１８１番地２ 027-344-2604
99148696 群馬県 細野　成也 ﾎｿﾉ ｾｲﾔ 371-0007 群馬県前橋市上泉町２７９２番地 027-269-2579
00159779 長野県 小川　修一 ｵｶﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 行政書士小川修一事務所 387-0006 長野県千曲市大字粟佐１２１８番地６ 026-214-7853
01150835 長野県 冨永　正道 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾐﾁ 冨永正道行政書士事務所 390-0872 長野県松本市北深志１丁目９番１９号 0263-39-0493
01150839 長野県 荻原　政吉 ｵｷﾞﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 荻原行政書士事務所 385-0051 長野県佐久市中込３０９７番地１　ギフトショップ２階北 0267-78-3320
02152613 長野県 二瓶　裕史 ﾆﾍｲ ﾋﾛｼ 行政書士にへいひろし事務所 396-0014 長野県伊那市狐島３８５８番地１　信州いなＮＩＨＥＩビ 0265-73-6078
02152767 長野県 山田　博一 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｲﾁ 394-0004 長野県岡谷市神明町三丁目１４番４号 0266-23-0023
02153636 長野県 平賀　義教 ﾋﾗｶﾞ ﾖｼﾉﾘ 390-0814 長野県松本市本庄２丁目３番地１２　山田ビル３階 0263-32-3383
03082630 長野県 百瀬　仁 ﾓﾓｾ ﾋﾄｼ 百瀬仁行政書士事務所 390-0221 長野県松本市大字里山辺１７２５番地１ 0263-33-1221
03150507 長野県 小林　克行 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾕｷ マルメロ行政書士事務所 381-0021 長野県長野市大字屋島２９７３－１ 026-219-2191
03150936 長野県 林　健介 ﾊﾔｼ ｹﾝｽｹ 397-0001 長野県木曽郡木曽町福島７５３番地５ 0264-24-2766
03151086 長野県 諸野脇　宏幸 ｼｮﾉﾜｷ ﾋﾛﾕｷ 諸野脇行政書士事務所 389-1104 長野県長野市豊野町浅野６１６番地１６ 026-251-5580
03151349 長野県 小林　徹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ 399-0701 長野県塩尻市大字広丘吉田７３５番地８ 0263-85-3533
04150061 長野県 菅沼　智博 ｽｶﾞﾇﾏ ﾁﾋﾛ 384-2204 長野県佐久市協和２６２７番地 0267-53-2462
04150254 長野県 小野　清仁 ｵﾉ ｷﾖﾋﾄ 小野行政書士事務所 399-0002 長野県松本市芳野１－３ 0263-27-3180
04150597 長野県 黑川　義敬 ｸﾛｶﾜ ﾖｼﾀｶ 398-0002 長野県大町市大町４０２１番地６ 0261-22-1125
06152062 長野県 永村　清造 ﾅｶﾞﾑﾗ ｾｲｿﾞｳ 永村行政書士事務所 382-0017 長野県須坂市大字日滝２０９５番地 026-246-3980
07150079 長野県 仲村　長利 ﾅｶﾑﾗ ﾅｶﾞﾄｼ 仲村行政書士事務所 395-0825 長野県飯田市松尾城４４０６番地２ 0265-24-2815
09262172 長野県 松本　康志 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽｼ 松本康志行政書士事務所 382-0811 長野県上高井郡高山村大字奥山田６０８番地 090-8884-8861
10150157 長野県 宮澤　邦昭 ﾐﾔｻﾞﾜ ｸﾆｱｷ 宮澤行政書士事務所 380-0803 長野県長野市三輪４丁目１０番１４号 026-233-2083
10150568 長野県 田嶋　亜弥 ﾀｼﾞﾏ ｱﾔ 行政書士タジマ総合事務所 384-0301 長野県佐久市臼田１７０５番地１ 0267-82-6159

10151024 長野県 岡田　忠興 ｵｶﾀﾞ ﾀﾀﾞｵｷ 岡田行政書士事務所 390-0872
長野県松本市北深志３丁目８番２号　サンビレッジ開
智Ａ２０１

0263-33-8448

10151412 長野県 大倉　孝博 ｵｵｸﾗ ﾀｶﾋﾛ 大倉行政書士事務所 399-8101 長野県安曇野市三郷明盛２６８１番地７ 0263-77-7613
11150276 長野県 柴崎　琢磨 ｼﾊﾞｻｷ ﾀｸﾏ 柴崎行政書士事務所 386-0151 長野県上田市芳田１０２３番地２ 0268-27-7193
11150865 長野県 井上　治夫 ｲﾉｳｴ ﾊﾙｵ 行政書士井上治夫事務所 390-1243 長野県松本市大字神林１４８４番地１ 0263-58-8977
11151291 長野県 山岸　晃 ﾔﾏｷﾞｼ ｱｷﾗ 行政書士プリズム法務サービス 381-0023 長野県長野市大字風間２４９５番地２ 026-214-1026
11151292 長野県 南波　勲 ﾅﾝﾊﾞ ｲｻｵ 南波勲行政書士事務所 386-1542 長野県上田市下室賀５４番地 0268-31-2331
12150380 長野県 木内　拓郎 ｷｳﾁ ﾀｸﾛｳ 木内行政書士事務所 385-0007 長野県佐久市新子田１７２４番地１１ 0267-68-6338
12150740 長野県 那須　剛 ﾅｽ ﾀｹｼ 那須行政書士事務所 395-0806 長野県飯田市鼎上山１７３６番地１５ 0265-48-5370
12151765 長野県 甲田　裕作 ｺｳﾀﾞ ﾕｳｻｸ 行政書士甲田事務所 380-0824 長野県長野市南石堂町１２６１－６　明光ビル２階 090-9667-5144
13150317 長野県 岡田　陽介 ｵｶﾀﾞ ﾖｳｽｹ 岡田行政書士事務所 390-0811 長野県松本市中央三丁目６番１７号　源智ビル３階 090-8325-6350
13151539 長野県 山田　訓之 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ アッシュビー行政書士事務所 385-0035 長野県佐久市瀬戸１５２２番地３ 0267-62-6758
14150041 長野県 小笠原　聡 ｵｶﾞｻﾊﾗ ｻﾄｼ 小笠原行政書士事務所 390-0303 長野県松本市浅間温泉１丁目１４番７号 0263-31-6696
15151320 長野県 齋藤　博之 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 行政書士さいとう博之事務所 385-0051 長野県佐久市中込１８８７番地１２ 0267-63-5022
15151322 長野県 宮田　英樹 ﾐﾔﾀ ﾋﾃﾞｷ 行政書士宮田英樹事務所 399-0021 長野県松本市大字寿豊丘５６３番地４ 0263-58-8112
17150305 長野県 依田　麻衣子 ﾖﾀﾞ ﾏｲｺ まごのて行政書士事務所 399-8101 長野県安曇野市三郷明盛１３００番地６ 090-5558-1207
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17150500 長野県 宮本　徹 ﾐﾔﾓﾄ ﾄｵﾙ 行政書士宮本徹事務所 381-2233 長野県長野市川中島町上氷鉋１１１５番地の３ 026-213-6123
17150801 長野県 原　満輝 ﾊﾗ ﾐﾂﾃﾙ 原満輝行政書士事務所 395-0073 長野県飯田市羽場坂町２３５１－３８ 0265-23-2552

17150802 長野県 木村　和彦 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 行政書士事務所カーズ 394-0081
長野県岡谷市長地権現町４－３－３７　ＣＯＣＯＤＡＫＡ
ＲＡ内

090-4230-2290

17151096 長野県 有坂　桂 ｱﾘｻｶ ｹｲ 有坂行政書士事務所 384-1102
長野県南佐久郡小海町大字小海４３０２番地　嶋屋書
店ビル４階

0267-77-7587

17151640 長野県 小池　孝明 ｺｲｹ ﾀｶｱｷ こいけ行政書士事務所 399-0701 長野県塩尻市大字広丘吉田５００番地２ 0263-85-5744
18150748 長野県 髙野　聡子 ﾀｶﾉ ｻﾄｺ たかの行政書士事務所 383-0025 長野県中野市三好町１丁目４－２０ 0269-22-2775
18152417 長野県 涌井　史明 ﾜｸｲ ﾌﾐｱｷ 涌井行政書士事務所 381-0201 長野県上高井郡小布施町大字小布施２１６６番地 090-9678-4865

18271717 長野県 濱田　邦泰 ﾊﾏﾀﾞ ｸﾆﾔｽ
行政書士法人Ｆ＆ＰａｒｔｎｅｒｓＣＥＮＴ
ＲＡＬ　長野事務所

390-0814 長野県松本市本庄１丁目３番１０号 0263-87-7297

19151828 長野県 藤森　達也 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀﾂﾔ 行政書士藤森達也事務所 393-0011 長野県諏訪郡下諏訪町４１７９番地１ 0266-75-5344
19152267 長野県 山本　博史 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 山本行政書士事務所 390-0861 長野県松本市蟻ケ崎一丁目１番２７号　蟻ケ崎ビル２ 0263-88-3443
20150128 長野県 平林　節子 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｾﾂｺ 行政書士ひらばやし事務所 399-8101 長野県安曇野市三郷明盛１０３３番地２２ 0263-77-4964
20150414 長野県 山極　秀一 ﾔﾏｷﾞﾜ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 行政書士山極法務事務所 384-1302 長野県南佐久郡南牧村大字海ノ口２１７７番地１１ 0267-98-2730
20151043 長野県 東良　義文 ﾋｶﾞｼﾗ ﾖｼﾌﾐ ひがしら行政書士事務所 399-8204 長野県安曇野市豊科高家６７３８番地４ 0263-73-6039
20152413 長野県 原　由美 ﾊﾗ ﾕﾐ 原由美行政書士事務所 399-6462 長野県塩尻市大字洗馬２６８０番地８７ 090-1616-6602

21151130 長野県 中野　達也 ﾅｶﾉ ﾀﾂﾔ 行政書士中野事務所 390-0851
長野県松本市大字島内９００番地２６　ウッドタウン小
宮５７号

0263-48-0152

21151681 長野県 川上　亙 ｶﾜｶﾐ ﾜﾀﾙ 川上わたる行政書士事務所 398-0004 長野県大町市常盤１６３４番地 0261-22-3726
71150019 長野県 甲田　正昭 ｺｵﾀﾞ ﾏｻｱｷ 389-0112 長野県北佐久郡軽井沢町中軽井沢１４－６ 0267-45-7582
73150270 長野県 林　敬久 ﾊﾔｼ ﾖｼﾋｻ 399-5601 長野県木曽郡上松町大字上松７６４番地 0264-52-2028
79150541 長野県 楯　克司 ﾀﾃ ｶﾂｼ 399-2563 長野県飯田市時又３４４番地の２ 0265-26-9811
79150544 長野県 松島　良文 ﾏﾂｼﾏ ﾖｼﾌﾐ 381-0037 長野県長野市西和田一丁目３７番４５号 026-244-5190
82150839 長野県 下井　辰夫 ｼﾓｲ ﾀﾂｵ 395-0044 長野県飯田市本町３丁目大横２１番地 0265-23-1356
82150852 長野県 蟹澤　幸子 ｶﾆｻﾜ ｻﾁｺ 387-0821 長野県千曲市上山田温泉２丁目８－１ 026-261-4520
84150994 長野県 靎見　信一 ﾂﾙﾐ ｼﾝｲﾁ つるみ行政書士事務所 380-0957 長野県長野市大字安茂里１７４５番地１１ 026-223-2700
85151124 長野県 永山　実 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐﾉﾙ 380-0801 長野県長野市箱清水１丁目５番５号 026-237-8877
85153957 長野県 清水　博 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ 395-0811 長野県飯田市松尾上溝２８１０番地２ 0265-22-1171
85153995 長野県 有賀　謙二郎 ｱﾙｶﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 有賀行政書士事務所 390-0305 長野県松本市大字惣社１１１番地５ 0263-33-1881
87151026 長野県 川上　良昭 ｶﾜｶﾐ ﾖｼｱｷ 399-6461 長野県塩尻市大字宗賀４１２番地３ 0263-74-1134
89150005 長野県 篠平　耕二 ｼﾉﾋﾗ ｺｳｼﾞ 390-0825 長野県松本市並柳３丁目２２番１８号 0263-28-8288
89150278 長野県 山﨑　隆二 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｭｳｼﾞ 399-5301 長野県木曽郡南木曽町読書３６３９番地６ 0264-57-3830
89151294 長野県 宮下　直彦 ﾐﾔｼﾀ ﾅｵﾋｺ 396-0012 長野県伊那市上新田２５９６番地１ 0265-76-1918
93150830 長野県 松澤　雄一 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 松澤行政書士事務所 388-8007 長野県長野市篠ノ井布施高田１１８６番地８ 026-293-9595
93150999 長野県 竹渕　広美 ﾀｹﾌﾞﾁ ﾋﾛﾐ 竹渕行政書士事務所 399-0421 長野県上伊那郡辰野町大字辰野５０５－１ 0266-75-1890
94150713 長野県 小口　敬子 ｵｸﾞﾁ ｹｲｺ 394-0002 長野県岡谷市赤羽３丁目７番５６号 0266-22-0080
94151402 長野県 林　辰幸 ﾊﾔｼ ﾀﾂﾖｼ 林行政書士事務所 386-0025 長野県上田市天神４丁目６番８号 0268-23-8668
96152983 長野県 宮嶋　良光 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾖｼﾐﾂ 395-0002 長野県飯田市上郷飯沼１３１１番地１ 0265-52-1728
96152984 長野県 岡村　芳彦 ｵｶﾑﾗ ﾖｼﾋｺ 行政書士法人のぞみ 390-0875 長野県松本市城西２丁目５番１２号　城西ビジネスビ 0263-32-8600
97154617 長野県 三浦　洋子 ﾐｳﾗ ﾖｳｺ 399-0037 長野県松本市村井町西１丁目１９番４４号 0263-86-8082

97154777 長野県 小泉　俊博 ｺｲｽﾞﾐ ﾄｼﾋﾛ 384-0095
長野県小諸市大字御影新田２５２９番地１　第一甲子
マンション１０３号室

0267-23-8788

99157748 長野県 寺島　完次 ﾃﾗｼﾏ ｶﾝｼﾞ 399-8305 長野県安曇野市穂高牧９１４番地 0263-83-3372
99158251 長野県 山本　金一 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾝｲﾁ 381-2224 長野県長野市川中島町原２２番地３ 026-293-6090
99158598 長野県 深澤　和歌子 ﾌｶｻﾜ ﾜｶｺ 390-0861 長野県松本市蟻ヶ崎６－３－１８ 0263-33-5634
01160840 山梨県 小林　晶 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 409-3244 山梨県西八代郡市川三郷町岩間２０１８番地 0556-20-2537
02162617 山梨県 山田　智子 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｺ 山田行政書士事務所 400-0024 山梨県甲府市北口３丁目４番３３号７０３ 055-220-3027
02164291 山梨県 市川　章子 ｲﾁｶﾜ ｱｷｺ 行政書士市川章子事務所 403-0004 山梨県富士吉田市下吉田五丁目２２番１６号 0555-24-2567
03160763 山梨県 田中　幸彦 ﾀﾅｶ ﾕｷﾋｺ 406-0012 山梨県笛吹市春日居町熊野堂２４０番地 0553-26-2780
03160764 山梨県 濵本　勲 ﾊﾏﾓﾄ ｲｻｵ 濵本行政書士事務所 403-0004 山梨県富士吉田市下吉田８丁目２番７５号 0555-24-2108
03161955 山梨県 砂原　紘一 ｽﾅﾊﾗ ｺｳｲﾁ 砂原行政書士事務所 400-0028 山梨県甲府市音羽町２番３８号 055-253-0375
03162779 山梨県 有賀　一雄 ｱﾙｶﾞ ｶｽﾞｵ 行政書士有賀一雄事務所 400-0858 山梨県甲府市相生２丁目４番２１号 055-237-1011
04160063 山梨県 松本　あゆ美 ﾏﾂﾓﾄ　ｱﾕﾐ 405-0022 山梨県山梨市上栗原８２番地４ 0553-22-2709
04160917 山梨県 成井　重郎 ﾅﾙｲ ｼｹﾞｵ 行政書士成井法務事務所 400-0118 山梨県甲斐市竜王１１５番地６ 055-244-7676
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04161566 山梨県 中澤　正充 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾐﾂ 行政書士中澤正充事務所 400-0865 山梨県甲府市太田町１番１号　南栄第三ビル１階３号 055-226-8908
04161763 山梨県 石川　範子 ｲｼｶﾜ ﾉﾘｺ 石川範子行政書士事務所 400-0865 山梨県甲府市太田町６番６号 055-232-6402
05160047 山梨県 羽田　淳一 ﾊﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 羽田行政書士事務所 400-0806 山梨県甲府市善光寺１丁目２８番１１号 055-226-7078
05161179 山梨県 天野　文路 ｱﾏﾉ ﾌﾐﾕｷ 天野行政書士事務所 401-0024 山梨県大月市笹子町吉久保１１２１番地 0554-25-2483
06160545 山梨県 小林　弓子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾐｺ 小林弓子行政書士事務所 400-0043 山梨県甲府市国母７丁目４番１号 090-8014-5730
07160080 山梨県 落合　忠晴 ｵﾁｱｲ ﾀﾀﾞﾊﾙ 落合忠晴行政書士事務所 400-0124 山梨県甲斐市中下条１７８２番地２ 055-277-1534
08160683 山梨県 神宮司　公三 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ﾏｻﾐﾂ 神宮司行政書士事務所 400-0012 山梨県甲府市下積翠寺町８６９番地 055-251-3962
08161221 山梨県 清水　学 ｼﾐｽﾞ ﾏﾅﾌﾞ 清水学行政書士事務所 403-0005 山梨県富士吉田市上吉田５丁目６番１４号 0555-23-7588
08162190 山梨県 菅沼　和也 ｽｶﾞﾇﾏ ｶｽﾞﾔ 行政書士菅沼事務所 400-0034 山梨県甲府市宝一丁目３９番８号 055-233-1261
09160325 山梨県 小林　洋晃 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ ビルド行政書士事務所 409-3853 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居５６－１ 055-287-6011
09160377 山梨県 永井　公人 ﾅｶﾞｲ ｷﾐﾋﾄ 東光寺行政書士事務所 400-0808 山梨県甲府市東光寺町９５４番地 055-233-9059
09160495 山梨県 田中　裕己 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 行政書士田中事務所 400-0858 山梨県甲府市相生一丁目１１番１５号　青柳ビル１階 055-287-6911
10161588 山梨県 渡邉　淳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ 渡邉法務サポート行政書士事務所 403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼１６８３番地 090-8700-2977
10161589 山梨県 鈴木　德明 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｱｷ 鈴木行政書士事務所 400-0071 山梨県甲府市羽黒町１２２０番地１０ 055-252-4100
10161956 山梨県 野澤　俊雄 ﾉｻﾞﾜ ﾄｼｵ 行政書士野澤俊雄事務所 407-0024 山梨県韮崎市本町一丁目１１番３号 090-4920-0125
10162623 山梨県 山本　武浩 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾋﾛ 山本行政書士事務所 409-3841 山梨県中央市布施１１５番地２４ 055-269-5763
11160277 山梨県 勝村　正秀 ｶﾂﾑﾗ ﾏｻﾋﾃﾞ かつむら行政書士事務所 409-3865 山梨県中巨摩郡昭和町西条新田５１９番地１１ 090-5783-5900
11160369 山梨県 井上　泰資 ｲﾉｳｴ ﾀｲｼﾞ 行政書士事務所いのうえ 400-0025 山梨県甲府市朝日５丁目８番１１号　竹居マンション２ 055-269-6576
11161837 山梨県 小泉　浩一 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛｶｽﾞ Ｐ＆Ｃ行政書士事務所 400-0053 山梨県甲府市大里町２９０５番地 055-215-2337
12161298 山梨県 佐々木　誠人 ｻｻｷ ﾏｻﾄ 行政書士佐々木まさと事務所 400-0331 山梨県南アルプス市下今井３５５番地１２ 055-244-2071
12161299 山梨県 大木　進 ｵｵｷﾞ ｽｽﾑ 大木行政書士事務所 400-0417 山梨県南アルプス市清水３０２番地２ 090-5416-7227
12161300 山梨県 入倉　基公 ｲﾘｸﾗ ﾓﾄﾋﾛ 入倉行政書士事務所 400-0034 山梨県甲府市宝２丁目１３番１号 055-288-8362
12161483 山梨県 川手　透光 ｶﾜﾃ ﾕｷﾐﾂ ｙｕｋｉ行政書士事務所 406-0027 山梨県笛吹市石和町下平井１８２番地１ 055-267-5133
12162366 山梨県 持山　翼 ﾓﾁﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 持山行政書士事務所 403-0005 山梨県富士吉田市上吉田３丁目１番１３号 0555-72-8193
13160050 山梨県 望月　誠一 ﾓﾁﾂﾞｷ ｾｲｲﾁ 河川・防災・道路行政書士事務所 400-0073 山梨県甲府市湯村一丁目８番２３号 090-4070-5533
13160984 山梨県 深澤　友貴 ﾌｶｻﾜ ﾕｳｷ 深澤行政書士事務所 400-0843 山梨県甲府市東下条町１７４番地４ 055-241-4142
13160986 山梨県 樋口　正幸 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ 行政書士樋口正幸法務事務所 407-0043 山梨県韮崎市神山町鍋山２０８８番地 0551-22-3328
13161927 山梨県 浅川　裕康 ｱｻｶﾜ ﾋﾛﾔｽ ひろ行政書士事務所 400-0027 山梨県甲府市富士見一丁目２番２５号　河埜ビル２階 055-288-0657
13162119 山梨県 堀内　昭司 ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳｼﾞ 特定行政書士堀内昭司事務所 400-0031 山梨県甲府市丸の内二丁目１９番４号 055-287-9099
13162450 山梨県 小林　寛子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｺ オアシス行政書士事務所 400-0027 山梨県甲府市富士見一丁目２番２５号　河埜ビル２階 055-288-0657

14160548 山梨県 塚本　高章 ﾂｶﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 行政書士塚本事務所 400-0074
山梨県甲府市千塚一丁目９－８　第二ヤマカワビル１
０２号室

055-253-8300

14160549 山梨県 廣瀬　良太 ﾋﾛｾ ﾘｮｳﾀ 廣瀬法務行政書士事務所 400-0043 山梨県甲府市国母８丁目１４番５０号 055-242-6166
14160762 山梨県 相川　芳克 ｱｲｶﾜ ﾖｼｶﾂ 相川行政書士事務所 400-0031 山梨県甲府市丸の内２丁目１９番８号 080-6390-7220
15160349 山梨県 原田　廣幸 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 行政書士原田広幸事務所 403-0032 山梨県富士吉田市上吉田東５丁目３番１１号 0555-24-3361
15160694 山梨県 加藤　謙司 ｶﾄｳ ｹﾝｼﾞ 加藤行政書士事務所 400-0836 山梨県甲府市小瀬町５３６－３ 070-6658-9405
15160695 山梨県 望月　智美 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄﾓﾐ 望月智美行政書士事務所 409-3851 山梨県中巨摩郡昭和町河西１２３５番地６ 080-3408-8655
15160696 山梨県 加々美　一雄 ｶｶﾞﾐ ｶｽﾞｵ 加々美行政書士事務所 403-0003 山梨県富士吉田市大明見五丁目２１番３４号　２階 0555-22-7796
16160126 山梨県 横森　潤 ﾖｺﾓﾘ ｼﾞｭﾝ 横森行政書士事務所 400-0124 山梨県甲斐市中下条３２３番地４ 055-277-2139
16161451 山梨県 丹澤　ますみ ﾀﾝｻﾞﾜ ﾏｽﾐ 行政書士たんざわ事務所 400-0074 山梨県甲府市千塚３丁目２番２６号　グリーンタウンＥ 055-253-5335
16161833 山梨県 金勝　瑞穂 ｶﾈｶﾂ ﾐｽﾞﾎ 金勝みずほ行政書士事務所 409-3803 山梨県中央市若宮２９番地１　ジョイフルプラザ１－Ｇ 080-1371-7216
17160164 山梨県 小俣　孝一 ｵﾏﾀ ｺｳｲﾁ 行政書士小俣孝一事務所 400-0043 山梨県甲府市国母３丁目８番２１号 080-4638-5551
17161228 山梨県 小俣　芳久 ｵﾏﾀ ﾖｼﾋｻ 行政書士上野原駅前事務所 409-0113 山梨県上野原市新田９５８番地２ 0554-63-3945
17161328 山梨県 吉田　朱美 ﾖｼﾀﾞ ｽﾐ 吉田行政書士事務所 409-3601 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門６３５番地１ 090-2305-7311
17161827 山梨県 後藤　勇樹 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ ゆうき行政書士事務所 400-0845 山梨県甲府市上今井町６６６番地 055-242-9222

17162257 山梨県 髙石　晃仁 ﾀｶｲｼ ｱｷﾋﾄ 髙石行政書士事務所 406-0022
山梨県笛吹市石和町山崎１２３番地　グランシャリオ
標３０１

080-1125-8623

18161100 山梨県 塚原　浩二 ﾂｶﾊﾗ ｺｳｼﾞ 塚原浩二行政書士事務所 400-0306 山梨県南アルプス市小笠原６６５番地 055-282-5171
18161101 山梨県 礒村　洋之 ｲｿﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 礒村行政書士事務所 403-0013 山梨県富士吉田市緑ケ丘１丁目４番２０号 0555-24-3795
18161301 山梨県 内田　光信 ｳﾁﾀﾞ ﾐﾂﾉﾌﾞ 行政書士内田事務所 400-0858 山梨県甲府市相生２丁目４番２１号 080-3843-9120

18162318 山梨県 芦澤　昌弘 ｱｼｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 芦澤行政書士事務所 400-0505
山梨県南巨摩郡富士川町長澤２３７２番地１０　プラ
ムハウスＢ

070-1320-2012

19160923 山梨県 伊藤　崇泰 ｲﾄｳ ﾀｶﾔｽ いとう行政書士事務所 400-0126 山梨県甲斐市大下条１６００番地８ 080-1987-6277
19162345 山梨県 小林　一成 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾅﾘ 行政書士小林事務所 400-0026 山梨県甲府市塩部４丁目４番６号 090-6112-1862
21160045 山梨県 新谷　淳一 ｼﾝﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ 新谷淳一行政書士事務所 400-0074 山梨県甲府市千塚３丁目７－３１ 090-4457-2845
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21160945 山梨県 岡元　正芳 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾖｼ 岡元行政書士事務所 400-0117 山梨県甲斐市西八幡４１７９番地１２ 055-279-1770

21161280 山梨県 中澤　泰 ﾅｶｻﾞﾜ ﾔｽｼ 甲府昭和行政書士事務所 409-3867
山梨県中巨摩郡昭和町清水新居１５７３番地　ウイン
グビル２０３号

090-9104-0525

22160946 山梨県 金子　勝人 ｶﾈｺ ｶﾂﾋﾄ 行政書士かねこ事務所 400-0113 山梨県甲斐市富竹新田１１５７番地８ 090-3431-4521
22160947 山梨県 北山　渓 ｷﾀﾔﾏ ｹｲ 行政書士北山事務所 400-0812 山梨県甲府市和戸町３５３－２１ 055-270-0161
68160043 山梨県 渡辺　芳明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎｳﾒｲ 401-0300 山梨県南都留郡鳴沢村４３７７番地３ 0555-85-2101
80160172 山梨県 藤原　進 ﾌｼﾞﾊﾗ ｽｽﾑ ビジネスサポート 409-3867 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居１６６６番地 055-233-0211
84160228 山梨県 村松　百年 ﾑﾗﾏﾂ ﾓﾓﾄｼ 409-3601 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門３４００番地 055-272-4302
85160245 山梨県 大柴　勝 ｵｵｼﾊﾞ ﾏｻﾙ 400-0049 山梨県甲府市富竹１丁目５番１号 055-224-6525
89160640 山梨県 小俣　利明 ｵﾏﾀ ﾄｼｱｷ 402-0053 山梨県都留市上谷４－７－１１ 0554-45-6932
94160898 山梨県 日原　佐徳 ﾋﾊﾗ ｻﾄｸ 404-0054 山梨県甲州市塩山藤木２０５９番地 0553-33-5749
96163297 山梨県 市川　政秀 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ 409-2212 山梨県南巨摩郡南部町南部８５３３番地 0556-64-3600
97165127 山梨県 宮川　安美 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾔｽﾐ 400-0836 山梨県甲府市小瀬町３１５番地２６ 055-241-8036
97165358 山梨県 丸山　徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 丸山徹行政書士事務所 406-0822 山梨県笛吹市八代町南２４７番地 055-265-2167
98167078 山梨県 千田　章 ﾁﾀﾞ ｱｷﾗ 400-0303 山梨県南アルプス市上今井１８４番地 055-282-6625
98167341 山梨県 手塚　彰男 ﾃﾂﾞｶ ｱｷｵ 400-0213 山梨県南アルプス市西野４番地 055-282-3454
98406874 山梨県 前田　洋一 ﾏｴﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 408-0041 山梨県北巨摩郡小淵沢町上笹尾３５２４ 0551-20-5372

99167819 山梨県 藤原　定幸 ﾌｼﾞﾊﾗ ｻﾀﾞﾕｷ
北杜総合事務所　特定行政書士藤
原定幸

408-0044 山梨県北杜市小淵沢町３６２７番地１ 0551-36-2176

99167873 山梨県 野澤　洋子 ﾉｻﾞﾜ ﾖｳｺ 400-0836 山梨県甲府市小瀬町５７９番地２ 055-220-2607
00170128 静岡県 原田　重紀 ﾊﾗﾀﾞ ｼｹﾞﾉﾘ 行政書士原田重紀事務所 424-0113 静岡県静岡市清水区原３２６番地の８ 054-361-3766
00170186 静岡県 小倉　正稔 ｵｸﾞﾗ ﾏｻﾄｼ 行政書士小倉事務所 420-0866 静岡県静岡市葵区西草深町１３番８号　丸智草深ビ 054-204-6315
00170368 静岡県 片桐　保司 ｶﾀｷﾞﾘ ﾔｽｼ 行政書士みなみ総合事務所 430-0817 静岡県浜松市南区頭陀寺町３２３番地の７ 053-545-4744
00179416 静岡県 佐藤　節夫 ｻﾄｳ ｾﾂｵ 426-0011 静岡県藤枝市平島６０２番地の９０ 054-644-0552
01170501 静岡県 森川　美佳 ﾓﾘｶﾜ ﾐｶ 424-0858 静岡県静岡市清水区大沢町１番１９号 054-355-5025
01170642 静岡県 中津川　浩淳 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ﾋﾛｱﾂ 418-0067 静岡県富士宮市宮町１２番２１号 0544-22-4916

01170843 静岡県 成瀬　記言 ﾅﾙｾ ﾉﾘｺﾄ 行政書士成瀬記言事務所 433-8118
静岡県浜松市中区高丘西一丁目２８番３３号　ＭＫビ
ルＢ２階

053-420-0210

01171189 静岡県 山内　大 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾙ 430-0919
静岡県浜松市中区野口町２１８番地の６　Ｕライフ３０
５号室

053-411-3003

02172618 静岡県 黒﨑　敦仁 ｸﾛｻｷ ｱﾂﾋﾄ 418-0056 静岡県富士宮市西町２１番４号 0544-22-3464
02173101 静岡県 大石　育三 ｵｵｲｼ ｲｸｿﾞｳ 416-0946 静岡県富士市五貫島６３９番地の２ 0545-63-8984
02173102 静岡県 進士　和典 ｼﾝｼﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 414-0006 静岡県伊東市松原７７１番地の５ 0557-37-5647
02173391 静岡県 二宮　弘司 ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾛｼ 418-0021 静岡県富士宮市杉田４９５番地の４ 0544-23-5444
02173393 静岡県 杉山　僖宏 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 426-0017 静岡県藤枝市大手１丁目４番２号 054-644-2354
02173640 静岡県 杉浦　登 ｽｷﾞｳﾗ ﾉﾎﾞﾙ 行政書士杉浦登事務所 431-0429 静岡県湖西市南台二丁目９番３１号 053-577-0155
03171089 静岡県 横井　豪一 ﾖｺｲ ｺﾞｳｲﾁ 行政書士横井豪一総合事務所 432-8023 静岡県浜松市中区鴨江三丁目２番５号　古橋ビル２Ｆ 053-488-6011
03171093 静岡県 中山　誠 ﾅｶﾔﾏ ﾏｺﾄ 436-0022 静岡県掛川市上張５０９番地２４　ラビアータ２０３号 0537-23-2798

03171798 静岡県 永井　克典 ﾅｶﾞｲ ｶﾂﾉﾘ 430-0941
静岡県浜松市中区山下町２－１　ハイタウン山下３階　
ドリーム館Ａ－７

053-472-1370

03171801 静岡県 渡邊　航三 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｿﾞｳ 行政書士法人じゅげむ 433-8105 静岡県浜松市北区三方原町４７６番地の５ 053-439-0249
03171958 静岡県 塩﨑　宏晃 ｼｵｻﾞｷ ﾋﾛｱｷ 行政書士法人みそら 435-0042 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町１３２４番地 053-545-9171
03171963 静岡県 望月　俊幸 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼﾕｷ 行政書士もちづき事務所 421-0115 静岡県静岡市駿河区みずほ二丁目１２番地の８ 054-258-6834
03172873 静岡県 森西　正 ﾓﾘﾆｼ ﾀﾀﾞｼ 438-0823 静岡県磐田市下本郷２６６番地５８ 0538-21-5877
03172874 静岡県 渡辺　清久 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖﾋｻ 434-0033 静岡県浜松市浜北区西美薗２９８１番地の４ 053-585-2750

03173006 静岡県 永田　正男 ﾅｶﾞﾀ ﾏｻｵ 432-8031
静岡県浜松市中区平田町１０３番地　浜松ターミナル
ハイツ９０２号

053-450-7763

03173007 静岡県 板垣　幹夫 ｲﾀｶﾞｷ ﾐｷｵ 431-3126 静岡県浜松市東区有玉台四丁目２０番１号 053-434-6150
03173008 静岡県 倉田　清人 ｸﾗﾀ ｷﾖﾋﾄ 433-8119 静岡県浜松市中区高丘北二丁目９番２０号 053-437-2707
04171171 静岡県 平井　睦子 ﾋﾗｲ ﾁｶｺ 426-0088 静岡県藤枝市堀之内５１５番地の６ 054-647-6580
04171172 静岡県 和田　秀夫 ﾜﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 421-1215 静岡県静岡市葵区羽鳥五丁目１３番１９号 054-277-0889
04171263 静岡県 髙須　一暢 ﾀｶｽ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 431-0302 静岡県浜名郡新居町新居２６３４番地 053-594-2060
04171942 静岡県 和田野　みよ子 ﾜﾀﾞﾉ ﾐﾖｺ 行政書士アイリス事務所 426-0088 静岡県藤枝市堀之内１７２６番地の１０ 054-646-8622
04171943 静岡県 杉澤　正人 ｽｷﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾄ 杉澤正人行政書士事務所 411-0816 静岡県三島市梅名３２３番地の３ 055-982-1009
04172021 静岡県 江塚　元康 ｴﾂﾞｶ ﾓﾄﾔｽ 行政書士江塚元康事務所 435-0028 静岡県浜松市南区飯田町７０２番地の２ 053-464-0431
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05170908 静岡県 倉野　英梨佳 ｸﾗﾉ ｴﾘｶ Ｐｏｃｏ行政書士事務所 420-0847 静岡県静岡市葵区西千代田町２７番１号 054-207-7170
05170909 静岡県 水谷　修 ﾐｽﾞﾀﾆ ｵｻﾑ 行政書士水谷修事務所 431-0411 静岡県湖西市入出２７６番地の３ 053-555-6697
05171181 静岡県 髙橋　義久 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋｻ 行政書士髙橋義久事務所 424-0038 静岡県静岡市清水区西久保２８３番地の２ 090-8337-6113
05171581 静岡県 内川　雅敏 ｳﾁｶﾜ ﾏｻﾄｼ 内川行政書士事務所 432-8018 静岡県浜松市中区蜆塚一丁目４番１７号 053-401-1211
05171731 静岡県 桒原　茂幸 ｸﾜﾊﾞﾗ ｼｹﾞﾕｷ 桒原行政書士事務所 431-3115 静岡県浜松市東区西ケ崎町５７－１ 053-433-2232
05171733 静岡県 米原　透 ﾖﾈﾊﾗ ﾄｵﾙ 米原行政書士事務所 410-0022 静岡県沼津市大岡１７８６番地の７ 055-928-5780
05171966 静岡県 古屋　初男 ﾌﾙﾔ ﾊﾂｵ 古屋行政書士事務所 421-3203 静岡県静岡市清水区蒲原４丁目４番２６号 050-5218-3630
05172036 静岡県 山梨　款人 ﾔﾏﾅｼ ｶﾝﾄ 山梨款人行政書士事務所 424-0863 静岡県静岡市清水区船越南町７９６番地の４ 054-351-1586
05172187 静岡県 渥美　みさ子 ｱﾂﾐ ﾐｻｺ さなるこ行政書士事務所 432-8002 静岡県浜松市中区富塚町１２２２番地の２５４ 090-8866-4330
06170033 静岡県 赤木　大輔 ｱｶｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ 行政書士あかぎ事務所 420-0847 静岡県静岡市葵区西千代田町２７番１号 054-207-7011
06171154 静岡県 種茂　昭敏 ﾀﾈﾓ ｱｷﾄｼ たねも行政書士事務所 438-0074 静岡県磐田市二之宮１３９２番地 0538-34-6233
06171156 静岡県 石上　一子 ｲｼｶﾞﾐ ｲﾁｺ 石上一子行政書士事務所 420-0875 静岡県静岡市葵区美川町１７番１６号 054-273-5375
06171781 静岡県 村松　貴史 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶﾌﾐ 村松貴史行政書士事務所 437-0123 静岡県袋井市下山梨１７１３番地 0538-48-5981
06171783 静岡県 原川　俊哉 ﾊﾗｶﾜ ﾄｼﾔ 原川行政書士事務所 411-0035 静岡県三島市大宮町３丁目１４番２４号 055-991-1122

06171997 静岡県 加藤木　剛 ｶﾄｳｷﾞ ﾂﾖｼ Ｋ’ｓ　ｏｆｆｉｃｅ　行政書士加藤木剛 433-8122
静岡県浜松市中区上島三丁目１３番１－６１４号　藤
和ハイタウン上島

053-460-6723

07170142 静岡県 山本　光穗 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷｵ 行政書士山本光穗事務所 411-0802 静岡県三島市東大場１丁目３番地の４ 055-975-7595
07170747 静岡県 前島　寿啓 ﾏｴｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 前島行政書士事務所 427-0057 静岡県島田市元島田９０６５番地の３ 0547-39-5502
07170748 静岡県 足立　裕明 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 足立行政書士事務所 424-0023 静岡県静岡市清水区八坂北一丁目７番１９号 054-659-3969
07171376 静岡県 中山　岳夫 ﾅｶﾔﾏ ﾀｹｵ 行政書士中山岳夫事務所 420-0816 静岡県静岡市葵区沓谷一丁目５番２９号 054-245-8014
08170325 静岡県 野中　房代 ﾉﾅｶ ﾌｻﾖ 野中行政書士事務所 411-0037 静岡県三島市泉町１３番７号 055-971-3601
08170328 静岡県 山本　新太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 行政書士．山本新太郎事務所 424-0816 静岡県静岡市清水区真砂町５番２３－８０２号 054-270-5802
08170685 静岡県 松浦　弘和 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 松浦行政書士事務所 435-0054 静岡県浜松市中区早出町８１３番地の２ 053-466-7028
08171612 静岡県 金澤　薫 ｶﾅｻﾞﾜ ｶｵﾙ 金澤行政書士事務所 425-0082 静岡県焼津市大村３丁目２１番地の３０ 054-659-1132

08171710 静岡県 中山　勉男 ﾅｶﾔﾏ ﾔｽｵ 行政書士中山事務所 432-8004
静岡県浜松市中区文丘町３０番２４－２１０号　プレシ
アスタウン和地山公園

----------

09170382 静岡県 倉知　三奈 ｸﾗﾁ ﾐﾅ 行政書士倉知事務所 432-8058 静岡県浜松市南区新橋町１３６０番地 053-443-7652

09170499 静岡県 福島　功斗至 ﾌｸｼﾏ ﾅﾙﾄｼ 行政書士福島功斗至法務事務所 422-8058
静岡県静岡市駿河区中原５０９番地の２　コーポ恵比
寿４Ｃ号

054-260-7830

09170680 静岡県 山﨑　聡 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄﾙ 行政書士ＬＩＫＥ法務事務所 424-0044 静岡県静岡市清水区江尻台町１３番１７号 054-376-6190
09170862 静岡県 毛利　昭信 ﾓｳﾘ ｱｷﾉﾌﾞ 行政書士毛利昭信事務所 421-1214 静岡県静岡市葵区建穂二丁目１９番１０号 054-277-2366
09170863 静岡県 宮崎　知宏 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 行政書士大地綜合法務事務所 419-0123 静岡県田方郡函南町間宮８８２番地の１　１０３号 055-948-9225
09171766 静岡県 田中　延代 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾖ なでしこ行政書士事務所 426-0034 静岡県藤枝市駅前３丁目３番１号 054-689-1714
09171856 静岡県 久保田　忍 ｸﾎﾞﾀ ｼﾉﾌﾞ 行政書士久保田忍事務所 422-8033 静岡県静岡市駿河区登呂五丁目８番２５号 054-281-5327
09171857 静岡県 中村　哲也 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ 行政書士中村事務所 430-0923 静岡県浜松市中区北寺島町２０８番地の８ 053-488-4930
10170572 静岡県 伊藤　芳典 ｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 伊藤芳典行政書士事務所 435-0006 静岡県浜松市東区下石田町１７８１番地の１ 053-422-7378
10170796 静岡県 伊藤　貴佳 ｲﾄｳ ｷｶ いとうきか行政書士事務所 432-8006 静岡県浜松市西区大久保町５４１２番地の１ 053-485-3527
10171031 静岡県 鈴木　基之 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾕｷ 行政書士事務所ワタリドリ 428-0013 静岡県島田市金谷東二丁目３２番地の１７ 0547-74-0559
10171241 静岡県 清水　啓一朗 ｼﾐｽﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ しみず行政書士事務所 418-0022 静岡県富士宮市小泉３０番地の２８ 0544-29-6355
10171592 静岡県 小野田　裕 ｵﾉﾀﾞ ﾋﾛｼ 行政書士小野田事務所 434-0002 静岡県浜松市浜北区尾野３５８番地の２ 090-5111-7775
10172287 静岡県 袴田　哲司 ﾊｶﾏﾀ  ﾃﾂｼﾞ 行政書士袴田哲司事務所 438-0121 静岡県磐田市神増４８番地５ 0539-62-6589

11011971 静岡県 髙橋　美穂 ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ 高橋みほ行政書士事務所 420-0816
静岡県静岡市葵区沓谷六丁目１４番地の１１　ソレ
アード沓谷２０１

054-269-4336

11170044 静岡県 杉山　崇 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶｼ 行政書士杉山法務事務所 420-0072 静岡県静岡市葵区二番町３番地の７ 054-260-6641

11170282 静岡県 遠藤　裕史 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾌﾐ えんどう行政書士事務所 413-0235
静岡県伊東市富戸１３１７番地の４６２７　大室高原９
－５４８

0557-51-1729

11170433 静岡県 佐藤　紀之 ｻﾄｳ ﾉﾘﾕｷ 行政書士佐藤紀之事務所 411-0816 静岡県三島市梅名３６４番地の９ 055-977-5227
11170871 静岡県 松橋　真司 ﾏﾂﾊｼ ｼﾝｼﾞ 松橋行政書士事務所 425-0027 静岡県焼津市栄町６丁目１７番地の７　１階１０１号室 054-628-2500
11171162 静岡県 山田　義彦 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 行政書士山田義彦事務所 424-0912 静岡県静岡市清水区殿沢一丁目９番６号 054-340-1000
11171167 静岡県 下平　芳寛 ｼﾓﾋﾗ ﾖｼﾋﾛ 行政書士下平事務所 424-0809 静岡県静岡市清水区天神一丁目１番１９号 054-368-4185
11171648 静岡県 小渕　直行 ｵﾌﾞﾁ ﾅｵﾕｷ 行政書士おぶち法務事務所 430-0944 静岡県浜松市中区田町２３１番地８ 053-522-8091
11171920 静岡県 鈴木　正人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 行政書士鈴木正人事務所 438-0805 静岡県磐田市池田４１３番地１ 090-3306-4627
12170240 静岡県 有井　大亮 ｱﾘｲ ﾀﾞｲｽｹ 三保行政書士事務所 424-0901 静岡県静岡市清水区三保９２番地の４０ 054-368-4563
12170382 静岡県 原　弘保 ﾊﾗ ﾋﾛﾔｽ 香陵行政書士法人 410-0831 静岡県沼津市市場町８番１９号 055-928-6882
12171302 静岡県 関根　珠雄 ｾｷﾈ ﾀﾏｵ 行政書士関根法務事務所 420-0866 静岡県静岡市葵区西草深町１３番８号　丸智草深ビ 054-204-6313
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12171303 静岡県 松島　正幸 ﾏﾂｼﾏ ﾏｻﾕｷ 行政書士松島事務所 438-0122 静岡県磐田市惣兵衛下新田４５番地４ 0539-62-6579

12171600 静岡県 伊藤　有子 ｲﾄｳ ﾕｳｺ 行政書士伊藤ゆうこ事務所 435-0048
静岡県浜松市東区上西町１３３９番地の１　ブライトタ
ウン上西６０２号

053-581-8651

12171769 静岡県 中澤　莊也 ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾔ 中澤行政書士事務所 428-0305 静岡県榛原郡川根本町地名５０８番地 0547-56-1330
12171979 静岡県 石川　秀樹 ｲｼｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 石川秀樹行政書士事務所 420-0816 静岡県静岡市葵区沓谷一丁目３番１６号 054-207-9592
12172075 静岡県 八木　宏昌 ﾔｷﾞ ﾋﾛﾏｻ 行政書士ワイズオフィス 412-0021 静岡県御殿場市二枚橋５６２番地の５ 0550-84-7377
12172569 静岡県 齋藤　和美 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾐ 行政書士さいとうかずみ事務所 420-0812 静岡県静岡市葵区古庄三丁目２８番２６号 054-261-1709
12172573 静岡県 杉山　雅之 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻﾕｷ 行政書士すぎやま法務事務所 420-0886 静岡県静岡市葵区大岩二丁目４９番１０号 054-207-9963
13170992 静岡県 山﨑　剛由 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｹﾖｼ やまざき行政書士事務所 420-0949 静岡県静岡市葵区与一一丁目１０番３号 070-5589-0889
13171171 静岡県 三澤　五朗 ﾐｻﾜ ｺﾞﾛｳ 行政書士駿河事務所 412-0045 静岡県御殿場市川島田３２９番地の４　菊水第二ビル 0550-83-8683

13171362 静岡県 内田　政幸 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 行政書士内田政幸事務所 410-0058
静岡県沼津市沼北町二丁目１４番５号　プチヴェール
すずき２０１号室

055-956-3234

13171542 静岡県 鈴木　正章 ｽｽﾞｷ ﾏｻｱｷ 浜松国際行政書士法人　南事務所 430-0846 静岡県浜松市南区白羽町７２６番地 053-528-7125
13171544 静岡県 花田　博伸 ﾊﾅﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 花田行政書士事務所 422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金五丁目２番３６号 054-269-4348
13171819 静岡県 川口　一美 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞﾐ 川口行政書士事務所 417-0852 静岡県富士市原田１２８９番地の４ 090-8867-2185
13172036 静岡県 八文字　淳 ﾔﾂﾓﾝｼﾞ ｱﾂｼ アレイズ行政書士事務所 426-0046 静岡県藤枝市高洲４０番地の２３ 054-637-3207
13172037 静岡県 島田　宏哉 ｼﾏﾀﾞ ｺｳﾔ 島田行政書士事務所 436-0062 静岡県掛川市旭ケ丘２丁目５番地の１ 0537-26-9080
13172195 静岡県 山本　訓靖 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘﾔｽ 山本訓靖行政書士事務所 425-0045 静岡県焼津市祢宜島２０４番地の３１ 054-624-9416
13172456 静岡県 伊藤　久仁俊 ｲﾄｳ ｸﾆﾄｼ 行政書士伊藤くにとし事務所 430-0947 静岡県浜松市中区松城町１０７番地９ 053-415-8280
14170769 静岡県 伊藤　僚 ｲﾄｳ ﾘｮｳ ローカス静岡行政書士事務所 427-0022 静岡県島田市本通六丁目７８２３番地の２ 054-631-9999
14170950 静岡県 守屋　和弘 ﾓﾘﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 守屋和弘行政書士事務所 433-8119 静岡県浜松市中区高丘北二丁目２４番２２号 053-571-1749
14171111 静岡県 大川　穣 ｵｵｶﾜ ﾕｽﾞﾙ 大川行政書士事務所 419-0111 静岡県田方郡函南町畑毛６４９番地の３２ 055-978-4423
14171471 静岡県 遠山　智弘 ﾄｵﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 行政書士遠山法務事務所 431-0214 静岡県浜松市西区舞阪町弁天島２６５８番地の１３４ 053-522-9601
14171981 静岡県 塩田　公一 ｼｵﾀ ｺｳｲﾁ カラダコンサル行政書士事務所 416-0909 静岡県富士市松岡１５４１番地の８ 0545-61-1180
14172181 静岡県 前嶋　健太 ﾏｴｼﾞﾏ ｹﾝﾀ 行政書士まえじま法務事務所 419-0205 静岡県富士市天間１４２２番地の３ 090-3933-0099
15170158 静岡県 内山　瑛 ｳﾁﾔﾏ ｱｷﾗ 浜松国際行政書士法人　駅前事務 430-0928 静岡県浜松市中区板屋町１０１番地の１０　伊藤ビル 053-525-9123
15170483 静岡県 福代　善彦 ﾌｸﾖ ﾖｼﾋｺ ひくま行政書士事務所 430-0901 静岡県浜松市中区曳馬三丁目５番１２号 053-581-9399
15170888 静岡県 上野　裕美 ｳｴﾉ ﾋﾛﾐ 行政書士ＨＩＲＯ法務事務所 417-0855 静岡県富士市三ツ沢１０２０番地の７ 0545-32-9606
15171186 静岡県 瀬崎　浩史 ｾｻﾞｷ ﾋﾛｼ 瀬崎行政書士事務所 438-0078 静岡県磐田市中泉１２４９番地１０ 0538-34-7650

15171187 静岡県 米倉　紀男 ﾖﾈｸﾗ ﾉﾘｵ 浜松国際行政書士法人 432-8061
静岡県浜松市西区入野町６３０３番地　マルショウ１５
ビル７号

053-528-7120

15171191 静岡県 今井　寛 ｲﾏｲ ﾋﾛｼ 行政書士今井事務所 424-0931
静岡県静岡市清水区岡町１０番３２号　金和アパート
１０１号

054-352-1947

15172179 静岡県 勝又　洋 ｶﾂﾏﾀ ﾋﾛｼ 行政書士勝又事務所 412-0006 静岡県御殿場市中畑１１４５番地 0550-77-5566
16171114 静岡県 古橋　洋美 ﾌﾙﾊｼ ﾋﾛﾐ 古橋洋美行政書士事務所 434-0038 静岡県浜松市浜北区貴布祢２６５番地の８　イトリエ２ 053-545-9899
16171301 静岡県 土橋　豪 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾂﾖｼ 土橋行政書士事務所 421-3107 静岡県静岡市清水区由比阿僧５６番地の１１ 090-3952-8829
16171662 静岡県 柴　友理 ｼﾊﾞ ﾕﾘ 行政書士しば法務事務所 426-0044 静岡県藤枝市大東町７００番地の６ 054-635-8728
16171834 静岡県 髙橋　昌幸 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 高橋行政書士事務所 420-0845 静岡県静岡市葵区太田町７番３Ｆ 054-269-4271

16172521 静岡県 菊池　美弥 ｷｸﾁ ﾐﾔ 行政書士菊池美弥事務所 410-0806
静岡県沼津市本丸子町７３５番地の２　エンゼルフォ
レシス沼津西３０３号

055-960-9670

17170037 静岡県 長田　怜也 ｵｻﾀﾞ ﾘｮｳﾔ キタゴウ行政書士事務所 411-0857
静岡県三島市芝本町１２－６　三島トラストビルディン
グ４Ｆ４００号室

055-955-9518

17170238 静岡県 梅原　康浩 ｳﾒﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 行政書士梅原康浩事務所 426-0016 静岡県藤枝市郡１０８１番地の２ 054-641-8910
17170678 静岡県 金厚　祐一 ｶﾈｺ ﾕｳｲﾁ かねこ行政書士事務所 413-0234 静岡県伊東市池６２８番地の６２ 0557-55-7802
17170806 静岡県 大谷　裕也 ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾔ 大谷裕也行政書士事務所 418-0062 静岡県富士宮市城北町４９９番地 0544-27-1333
17170968 静岡県 内村　直志 ｳﾁﾑﾗ ﾅｵﾕｷ 行政書士内村直志事務所 410-0312 静岡県沼津市原１７２１番地の１１９ 055-967-8420
17171102 静岡県 増田　敏子 ﾏｽﾀﾞ ﾄｼｺ 行政書士あやめ事務所 421-0301 静岡県榛原郡吉田町住吉５３９番地の１ 0548-23-4691
17171741 静岡県 武田　明彦 ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾋｺ Ｓｔｕｄｉｏ　ＭＵＧＩ　行政書士事務所 432-8036 静岡県浜松市中区東伊場一丁目２４番１６号 053-458-3600
18170415 静岡県 神尾　智子 ｶﾐｵ ｻﾄｺ 行政書士神尾智子事務所 417-0862 静岡県富士市石坂８３番地の１　ハイコーポ石坂３０７ 0545-38-9010
18170749 静岡県 内野　隆行 ｳﾁﾉ ﾀｶﾕｷ 行政書士内野隆行事務所 421-3306 静岡県富士市中之郷３６６６番地の９ 050-5857-0780
18170912 静岡県 勝間田　好久 ｶﾂﾏﾀ ﾖｼﾋｻ 勝間田好久行政書士事務所 412-0008 静岡県御殿場市印野８３０番地の９ 090-5003-8693

18171817 静岡県 武田　典子 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾘｺ 行政書士たけだのりこ事務所 410-0022
静岡県沼津市大岡１５３３番地の１　サーパス大岡公
園９０３

055-962-0201

18172247 静岡県 高瀬　博史 ﾀｶｾ ﾋﾛｼ 行政書士高瀬事務所 438-0053 静岡県磐田市中野１番地２８ 090-7604-6365
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18172519 静岡県 門奈　一德 ﾓﾝﾅ ｶｽﾞﾉﾘ 行政書士門奈一德事務所 430-0805
静岡県浜松市中区相生町１４番２０－４０３号　グラ
ン・ドムール相生

053-461-5733

19170611 静岡県 藤井　誠一郎 ﾌｼﾞｲ ｾｲｲﾁﾛｳ 行政書士藤井誠一郎総合事務所 417-0851 静岡県富士市富士見台７丁目８番地の３ 090-4160-8734
19170760 静岡県 石原　光晴 ｲｼﾊﾗ ﾐﾂﾊﾙ 光行政書士事務所 422-8066 静岡県静岡市駿河区泉町５番８号 054-283-1722
19171953 静岡県 土屋　賢二 ﾂﾁﾔ ｹﾝｼﾞ 行政書士土屋賢二事務所 410-0003 静岡県沼津市新沢田町６番１９号 055-922-2578
19172612 静岡県 赤堀　直彦 ｱｶﾎﾘ ﾅｵﾋｺ 行政書士あかほり法務事務所 430-0807 静岡県浜松市中区佐藤二丁目２８番１０号 053-555-2998

20170914 静岡県 小林　有 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾓﾂ 行政書士小林有事務所 420-0882
静岡県静岡市葵区安東三丁目２０番３１号　ｋｉｎｄ安
東２０４号室

054-395-5005

20171337 静岡県 岡本　千絵美 ｵｶﾓﾄ ﾁｴﾐ 行政書士おかもと事務所 430-0837 静岡県浜松市南区西島町１０１０番地の２ 053-571-7547
20171627 静岡県 岡村　節雄 ｵｶﾑﾗ ｾﾂｵ 行政書士岡村節雄事務所 427-0034 静岡県島田市伊太１１７２番地の７ 0547-74-1283
21170745 静岡県 勝又　奨太 ｶﾂﾏﾀ ｼｮｳﾀ 行政書士勝又奨太事務所 418-0005 静岡県富士宮市宮原１０７番地の１０ 0544-66-6050
21171434 静岡県 内野　成広 ｳﾁﾉ ﾏｻﾋﾛ 静岡南行政書士事務所 422-8017 静岡県静岡市駿河区大谷４４９５番地の３ 080-8106-3964
21171550 静岡県 竹下　寛 ﾀｹｼﾀ ﾋﾛｼ 行政書士たけした事務所 421-1212 静岡県静岡市葵区千代一丁目１３番５６号 054-295-5332

21171551 静岡県 山内　大輔 ﾔﾏｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 山内国際行政書士事務所 430-0939
静岡県浜松市中区連尺町３１４番地の３６　チサンマ
ンション連尺６０１号室

053-543-7959

21172276 静岡県 外山　靖 ﾄﾔﾏ ﾔｽｼ 行政書士ＳＡＬＩＮＧＥＲ’Ｓ法務事務 433-8117 静岡県浜松市中区高丘東三丁目２６番１４号 053-414-1060
22170042 静岡県 浅原　仁 ｱｻﾊﾗ ﾋﾄｼ 行政書士事務所パッショーネ 427-0022 静岡県島田市本通１丁目９－１　マリッチＴＡＣ２０３号 0547-54-5419

22170045 静岡県 鮫島　多美子 ｻﾒｼﾏ ﾀﾐｺ トゥバルン行政書士事務所 435-0052
静岡県浜松市東区天王町１６２３－３　メゾンレゼル
ヴェ１０５

053-589-3376

22171326 静岡県 髙木　進 ﾀｶｷﾞ ｽｽﾑ 髙木行政書士事務所 438-0071 静岡県磐田市今之浦５丁目８番１２　コーポラス・フジ 0538-84-9447
73170551 静岡県 山田　敏晴 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾊﾙ 425-0035 静岡県焼津市東小川７丁目１０番地の５ 054-627-4900
77170781 静岡県 石川　徹 ｲｼｶﾜ ﾄｵﾙ 424-0041 静岡県静岡市清水高橋５丁目７番４号 054-364-6496
78170935 静岡県 我妻　和男 ﾜｶﾞﾂﾏ ｶｽﾞｵ 421-0133 静岡県静岡市駿河区鎌田９６番地の４７ 054-257-2633
79170967 静岡県 杉山　四郎 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾛｳ 411-0816 静岡県三島市梅名６１４－２ 0559-77-4465
80171040 静岡県 小川　勉 ｵｶﾞﾜ ﾂﾄﾑ 426-0201 静岡県藤枝市下藪田３９５番地の３ 054-638-1678
80171073 静岡県 関根　拓司 ｾｷﾈ ﾀｸｼﾞ 410-0831 静岡県沼津市市場町３番４号 0559-32-7755
80171129 静岡県 浅田　昌義 ｱｻﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 411-0018 静岡県三島市初音台１４番地の５ 0559-72-0930
82171213 静岡県 平岡　康弘 ﾋﾗｵｶ ﾔｽﾋﾛ 431-0201 静岡県浜松市西区篠原町２２４７８番地 053-449-2310
82171226 静岡県 木村　久人 ｷﾑﾗ ﾋｻﾄ 行政書士木村久人事務所 417-0061 静岡県富士市伝法１４６８－１０ 0545-53-3231
83171275 静岡県 杉山　彰 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾗ 422-8047 静岡県静岡市駿河区中村町１０番地の７ 054-282-6586
84171336 静岡県 山本　俊夫 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｵ 411-0816 静岡県三島市梅名６０８番地 0559-77-2306
85171355 静岡県 本崎　肇 ﾓﾄｻﾞｷ ﾊｼﾞﾒ 412-0033 静岡県御殿場市神山１１１４番地の９ 0550-87-3247
85171372 静岡県 橋爪　信夫 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾉﾌﾞｵ 430-0928 静岡県浜松市中区板屋町１０１番地の１０ 053-401-7000
85171373 静岡県 遠藤　護 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾓﾙ 410-2407 静岡県伊豆市柏久保１３９８番地の１ 0558-72-4265
85173192 静岡県 佐野　匡司 ｻﾉ ﾏｻｼ 417-0801 静岡県富士市大渕３９１３番地の１ 0545-35-6436
89170646 静岡県 久能　修 ｸﾉｳ ｵｻﾑ 416-0908 静岡県富士市柚木１７４番地の４ 0545-64-2025
91171422 静岡県 榛葉　諭司 ｼﾝﾊﾞ ｻﾄｼ 行政書士榛葉事務所 436-0073 静岡県掛川市金城１番地の４ 0537-23-9380
93080054 静岡県 岩本　稔 ｲﾜﾓﾄ ﾐﾉﾙ 424-0886 静岡県静岡市清水区草薙１３１番地の４ 054-348-6144
93170413 静岡県 北川　善規 ｷﾀｶﾞﾜ ﾖｼｱｷ 437-1612 静岡県御前崎市池新田２４２２番地の６ 0537-85-2978
96173385 静岡県 木下　千昌 ｷｼﾀ ﾁｱｷ 432-8036 静岡県浜松市中区東伊場二丁目１２番１６号 053-453-8678
96173387 静岡県 渥美　尚人 ｱﾂﾐ ﾅｵﾄ 渥美尚人行政書士事務所 431-3114 静岡県浜松市東区積志町１２０８番地 053-434-2843
96173497 静岡県 小池　晴伸 ｺｲｹ ﾊﾙﾉﾌﾞ 433-8124 静岡県浜松市中区泉１丁目１２番４３号 053-472-4277
97175247 静岡県 朝香　俊明 ｱｻｶ ﾄｼｱｷ 419-0107 静岡県田方郡函南町平井７７４番地の２４ 0559-78-3956
97175563 静岡県 田中　めぐみ ﾀﾅｶ ﾒｸﾞﾐ 425-0035 静岡県焼津市東小川１丁目３番３５号 054-626-3001
97175566 静岡県 杉本　和也 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 行政書士すぎもと法務事務所 410-0863 静岡県沼津市本字下一丁田８７５番地の１ 055-962-7119
97175881 静岡県 白井　正則 ｼﾗｲ ﾏｻﾉﾘ シライ行政書士事務所 438-0064 静岡県磐田市北島２３番地３ 0538-37-9699
97176036 静岡県 中山　正道 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾐﾁ 436-0022 静岡県掛川市上張５１３番地の１ 0537-23-4635
99177660 静岡県 酒井　重男 ｻｶｲ ｼｹﾞｵ 430-0904 静岡県浜松市中区中沢町３２番５号 053-471-9465
99178106 静岡県 西村　陽子 ﾆｼﾑﾗ ﾖｳｺ 行政書士法人葵事務所 420-0804 静岡県静岡市葵区竜南三丁目１０番１８号 054-247-6148

99178323 静岡県 大高　まゆみ ｵｵﾀｶ ﾏﾕﾐ 行政書士大高事務所 420-0853
静岡県静岡市葵区追手町１０番１０１－２号　新中町
ビル１階

054-252-7540

99178409 静岡県 藤田　由香子 ﾌｼﾞﾀ ﾕｶｺ 水の森行政書士事務所 435-0044 静岡県浜松市東区西塚町３０３番地の４ 053-411-6130
00180230 新潟県 大野　公子 ｵｵﾉ ｷﾐｺ 955-0035 新潟県三条市中新２番１７号 0256-39-7388
00188990 新潟県 上村　和雄 ｶﾐﾑﾗ ｶｽﾞｵ 950-0951 新潟県新潟市中央区鳥屋野１丁目３８番１３号 025-284-6748
00189325 新潟県 堀内　昌代 ﾎﾘｳﾁ ﾏｻﾖ 950-0871 新潟県新潟市東区山木戸３丁目３番１１号 025-273-8086
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00189957 新潟県 佐藤　彰 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 佐藤行政書士事務所 950-0916
新潟県新潟市中央区米山５丁目１１番２２号　本望ビ
ル１０３

025-249-4646

01180985 新潟県 風岡　亨 ｶｻﾞｵｶ ﾄｵﾙ 956-0024 新潟県新潟市秋葉区山谷町２丁目８番２９号 0250-23-2687
02182469 新潟県 高野　雅史 ﾀｶﾉ ﾏｻｼ 950-0892 新潟県新潟市東区寺山１丁目２番４０号 025-275-8908
02182948 新潟県 長谷川　克一 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾂｲﾁ 959-1252 新潟県燕市寿町５番１３号 0256-66-3208
02182950 新潟県 岡　美恵子 ｵｶ ﾐｴｺ 岡行政書士事務所 950-0915 新潟県新潟市中央区鐙西２丁目２７番１９号 025-367-7370
02183104 新潟県 小林　憲行 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾕｷ 小林憲行行政書士事務所 950-0914 新潟県新潟市中央区紫竹山７丁目１８番５号 025-246-7285
02183221 新潟県 善養寺　貴洋 ｾﾞﾝﾖｳｼﾞ ﾀｶﾋﾛ 行政書士たがみ行政手続事務所 959-1512 新潟県南蒲原郡田上町羽生田乙６３５番地１５ 0256-57-3988
02184370 新潟県 小池　恵里子 ｺｲｹ ｴﾘｺ 955-0024 新潟県三条市柳沢１３１３番地９８ 0256-38-4844
03180938 新潟県 灰野　一豊 ﾊｲﾉ ｶｽﾞﾄﾖ 灰野行政書士事務所 953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲２４０７番地１２ 0256-77-6393
03180939 新潟県 高橋　利幸 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾕｷ 950-0075 新潟県新潟市中央区沼垂東１丁目７番３８号 025-243-0632
03181107 新潟県 小林　祐子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｺ 942-0063 新潟県上越市下門前２２９４　ベロウモンド１０２号室 025-543-1989
03181697 新潟県 須藤　利一 ｽﾄｳ ﾘｲﾁ 949-6545 新潟県南魚沼市長崎４５６番地 025-782-6173
03182665 新潟県 相場　修二 ｱｲﾊﾞ ｼｭｳｼﾞ 959-1262 新潟県燕市水道町３丁目２３番１６号 0256-63-8493
03182667 新潟県 古澤　明 ﾌﾙｻﾜ ｱｷﾗ 古澤行政書士事務所 959-0126 新潟県燕市野中才９９９番地 0256-97-3013
04181065 新潟県 笹川　一衛 ｻｻｶﾞﾜ ｶｽﾞｴｲ 959-1312 新潟県加茂市石川二丁目１番２２号 0256-57-1520
04181066 新潟県 中野　豊 ﾅｶﾉ ﾕﾀｶ 949-5408 新潟県長岡市越路中沢５２２番地 0258-92-3607
04181265 新潟県 早渡　秀夫 ﾊﾔﾄ ﾋﾃﾞｵ 959-0251 新潟県燕市吉田本所１２番地 0256-93-1336
04181766 新潟県 上野　守 ｳｴﾉ ﾏﾓﾙ 上野行政書士事務所 950-0994 新潟県新潟市中央区上所１－１２　Ｂ－６２９ 025-245-8970
04181864 新潟県 亀田　正子 ｶﾒﾀﾞ ﾏｻｺ 亀田行政書士事務所 957-0056 新潟県新発田市大栄町５丁目４番１７号 0254-23-5419
04182177 新潟県 坂上　力 ｻｶｶﾞﾐ ﾁｶﾗ 行政書士さかがみ事務所 953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲３番地１４０ 0256-75-9034
05180053 新潟県 小寺　裕 ｺﾃﾞﾗ ﾕｳ 小寺行政書士事務所 943-0827 新潟県上越市栄町７番６号　太陽ビル３Ｆ 025-520-9096
05180251 新潟県 山口　直人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 日和山相談所行政書士事務所 951-8063 新潟県新潟市中央区古町通１３番町２９３３番地５ 025-211-8370
05180912 新潟県 佐藤　真由美 ｻﾄｳ ﾏﾕﾐ 行政書士佐藤行政法務事務所 950-2264 新潟県新潟市西区みずき野２丁目６番３号 025-239-1560
05181047 新潟県 足利　昌子 ｱｼｶｶﾞ ﾏｻｺ あしかが行政書士事務所 942-0013 新潟県上越市大字黒井２５９８番地３８　グランツＡ１０ 080-1009-1648
05181183 新潟県 畔上　篤夫 ｱｾﾞｶﾞﾐ ｱﾂｵ あぜがみ行政書士事務所 940-0874 新潟県長岡市永田１丁目３番２２号 0258-33-9224
05181184 新潟県 山田　八郎 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾁﾛｳ 山田行政書士事務所 945-1117 新潟県柏崎市大字宮之窪３４４０ 0257-29-2671
05181313 新潟県 大塚　克男 ｵｵﾂｶ ｶﾂｵ 大塚行政書士事務所 945-1502 新潟県柏崎市高柳町岡野町１８６５番地 0257-41-2011
05181971 新潟県 田中　宏樹 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 行政書士田中宏樹事務所 950-2053 新潟県新潟市西区寺尾前通１丁目１０番地３　２号 025-201-8160
05182277 新潟県 小林　勝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾙ 行政書士小林環境事務所 959-1211 新潟県燕市小中川６７９番地 0256-63-3573

06180554 新潟県 清野　祐介 ｾｲﾉ ﾕｳｽｹ ファイン新潟行政書士事務所 950-0911
新潟県新潟市中央区笹口２－１２－１　まるよし第５ビ
ル３０３号

025-384-8350

06181863 新潟県 高野　学 ﾀｶﾉ ﾏﾅﾌﾞ 行政書士高野学事務所 950-0948 新潟県新潟市中央区女池南２－２－１０　２－Ｃ 080-5503-3971
06181932 新潟県 佐々木　啓 ｻｻｷ ｹｲ 佐々木行政書士事務所 950-0948 新潟県新潟市中央区女池南２－２－１０－２Ｃ 025-250-1786
07180029 新潟県 尾﨑　市郎 ｵｻﾞｷ ｲﾁﾛｳ 行政書士尾崎事務所 958-0033 新潟県村上市緑町一丁目４番４１号 0254-52-2666
07180885 新潟県 牛膓　康則 ｺﾞﾁｮｳ ﾔｽﾉﾘ 牛膓康則行政書士事務所 950-0075 新潟県新潟市中央区沼垂東１丁目９番１２号 025-249-1286
07180886 新潟県 水戸部　透 ﾐﾄﾍﾞ ﾄｵﾙ 水戸部行政書士事務所 950-0861 新潟県新潟市東区中山７丁目１７番１０号 025-275-7008
08180493 新潟県 稲田　欣一 ｲﾅﾀﾞ ｷﾝｲﾁ 稲田欣一行政書士事務所 950-2162 新潟県新潟市西区五十嵐中島５丁目１４番３号 025-378-5595

08180689 新潟県 山田　文 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔ 山田文行政書士事務所 950-0088
新潟県新潟市中央区万代１丁目１番４号　万代ファー
ストハイツ５０９号

025-244-1886

08180919 新潟県 佐藤　辰郎 ｻﾄｳ ﾀﾂﾛｳ 佐藤行政書士事務所 959-2021 新潟県阿賀野市中央町一丁目２番１７号 0250-62-7144
08181086 新潟県 市川　和弘 ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 市川行政書士事務所 959-1322 新潟県加茂市学校町７番１３号 0256-52-3548
09180501 新潟県 大塚　義行 ｵｵﾂｶ ﾖｼﾕｷ 大塚行政書士事務所 959-1513 新潟県南蒲原郡田上町大字川船河甲１３９６番地２０ 0256-57-4090
09180502 新潟県 榎本　龍馬 ｴﾉﾓﾄ ﾀﾂﾏ 榎本行政書士事務所 955-0081 新潟県三条市東裏館二丁目２２番３０号 0256-33-3296
09180684 新潟県 佐藤　雅裕 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ いばら行政書士事務所 950-0944 新潟県新潟市中央区愛宕一丁目３番地４ 025-378-5331
10180160 新潟県 中野　直樹 ﾅｶﾉ ﾅｵｷ 行政書士新高法務事務所 950-2055 新潟県新潟市西区寺尾上３丁目８番２２号 025-269-0160
10180573 新潟県 加藤　俊郎 ｶﾄｳ ﾄｼﾛｳ さくら行政書士事務所 959-2477 新潟県新発田市下小中山１１１７番地９１ 0254-33-2003
10180575 新潟県 鈴木　充 ｽｽﾞｷ ﾐﾂﾙ 行政書士すずき国際法務事務所 959-2222 新潟県阿賀野市小浮２０９８番地１ 080-3140-1770
10180800 新潟県 武田　正一 ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 武田行政書士事務所 955-0811 新潟県三条市南入蔵７３番地２ 0256-34-2880
10181243 新潟県 久保田　将人 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾄ 桜町行政書士事務所 959-1281 新潟県燕市桜町８４９－７ 0256-62-2823
11180284 新潟県 林　努 ﾊﾔｼ ﾂﾄﾑ 行政書士林事務所 950-0982 新潟県新潟市中央区堀之内南１丁目２６番１６号 025-288-5541
11181033 新潟県 佐々木　紀彦 ｻｻｷ ﾉﾘﾋｺ 佐々木行政書士事務所 950-0034 新潟県新潟市東区浜谷町１丁目１１番２８号 025-272-5008
11181302 新潟県 播磨　史雄 ﾊﾘﾏ ﾌﾐｵ Ａｓｏｃｉａ行政書士法務事務所 950-2004 新潟県新潟市西区平島２丁目１３番地１１　２階 025-201-7514
11181304 新潟県 榎田　雄一 ｴﾉｷﾀﾞ ﾕｳｲﾁ えの行政書士事務所 950-0053 新潟県新潟市東区宝町２番３号 090-5218-8830
12182370 新潟県 松山　公明 ﾏﾂﾔﾏ ｷﾐｱｷ 行政書士まつやま法務事務所 950-2027 新潟県新潟市西区小新大通１丁目６番１０号 090-1934-4081
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13180319 新潟県 大谷　健一 ｵｵﾀﾆ ｹﾝｲﾁ アイリス行政書士事務所 950-1151
新潟県新潟市中央区湖南２９番地２　ファーストクラス
市民病院前２０２号室

025-282-7495

13180574 新潟県 田澤　公敏 ﾀｻﾞﾜ ｷﾐﾄｼ 田澤行政書士事務所 950-2074 新潟県新潟市西区真砂２丁目１９番１８号 025-231-0154
13181369 新潟県 兼田　隆 ｶﾈﾀﾞ ﾀｶｼ 行政書士兼田隆事務所 959-2477 新潟県新発田市下小中山３４３番地１ 080-9556-8068
13182274 新潟県 谷内田　真実 ﾔﾁﾀﾞ ﾏﾐ 行政書士谷内田事務所 950-0812 新潟県新潟市東区豊２丁目６番５２号　小川会計ビル 025-273-1871

13182547 新潟県 秋山　貴子 ｱｷﾔﾏ ﾀｶｺ 秋山貴子行政書士事務所 950-0905
新潟県新潟市中央区天神尾１丁目９番７号　アーバン
ハイツワタイチＤ－１

025-282-7798

14180115 新潟県 齋藤　直志 ｻｲﾄｳ ﾅｵｼ さいとう行政書士事務所 940-2315 新潟県長岡市七日市２０６０番地 0258-42-2003
14180953 新潟県 宮田　賢治 ﾐﾔﾀ ｹﾝｼﾞ 行政書士宮田賢治事務所 950-0836 新潟県新潟市東区東中野山７丁目１１番１４号 090-2625-0133
14180957 新潟県 大滝　良二 ｵｵﾀｷ ﾘｮｳｼﾞ 行政書士大滝良二事務所 956-0841 新潟県新潟市秋葉区東島１７６－３４ 0250-25-1264

14181368 新潟県 川崎　徹也 ｶﾜｻｷ ﾃﾂﾔ
川崎マネジメントオフィス行政書士
事務所

951-8152
新潟県新潟市中央区信濃町４番１２号　コンドミニア
ム信濃町２０５号

025-378-0339

14181637 新潟県 松井　貴希 ﾏﾂｲ ﾀｶｷ 松井行政書士事務所 951-8135 新潟県新潟市中央区関屋新町通１丁目７７ 025-265-5701
14182281 新潟県 髙杉　龍次 ﾀｶｽｷﾞ ﾘｭｳｼﾞ 行政書士髙杉龍次事務所 950-2264 新潟県新潟市西区みずき野５丁目１０番２４号 025-239-1110
15180223 新潟県 増谷　康昌 ﾏｽﾔ ﾔｽﾏｻ 行政書士増谷康昌事務所 957-0015 新潟県新発田市東新町１丁目１３番４号 0254-26-9798
15180486 新潟県 倉田　朝之 ｸﾗﾀ ﾄﾓﾕｷ くらた行政書士事務所 950-0813 新潟県新潟市東区大形本町１丁目１２番１９号 050-5881-9903
15180707 新潟県 田村　康 ﾀﾑﾗ ﾔｽｼ あきは行政書士事務所 956-0832 新潟県新潟市秋葉区秋葉一丁目２５番２号 050-3038-4149

15181068 新潟県 松澤　克矢 ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂﾔ
行政書士松澤事務所（糸西自動車
登録センター）

941-0061 新潟県糸魚川市大町２丁目６番１号 025-552-2055

15181194 新潟県 早川　正敏 ﾊﾔｶﾜ ﾏｻﾄｼ 早川行政書士事務所 954-0045 新潟県見附市緑町５番２号 0258-63-0048
15182089 新潟県 長谷川　久志 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｻｼ 長谷川久志行政書士事務所 940-2115 新潟県長岡市下山４丁目１２９番地１ 0258-27-8332
16180567 新潟県 遠藤　亮 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ 行政書士遠藤亮法務事務所 959-1832 新潟県五泉市川瀬２５３８－１ 090-5991-7315

16180767 新潟県 太田　ひとみ ｵｵﾀ ﾋﾄﾐ 行政書士太田ひとみ事務所 951-8126
新潟県新潟市中央区学校町通三番町５３２２番地８５　
ダイアパレス水道町通り５０４号

025-378-0213

16180769 新潟県 大島　靖 ｵｵｼﾏ ﾔｽｼ 行政書士大島事務所 940-2313 新潟県長岡市吉崎８８２番地 0258-84-7902

16181116 新潟県 長井　寿郎 ﾅｶﾞｲ ﾋｻｵ 行政書士ながい事務所 955-0844
新潟県三条市桜木町１２番３８号　三条ものづくり学
校２階２０４

0256-47-1940

16182111 新潟県 平原　顯彰 ﾋﾗﾊﾗ ｱｷﾉﾘ 行政書士平原顯彰事務所 959-0113 新潟県燕市笈ケ島２０７６番地１ 0256-97-1056

17180106 新潟県 髙橋　忠好 ﾀｶﾊｼ ﾀﾀﾞﾖｼ 行政書士高橋忠好事務所 950-0973
新潟県新潟市中央区上近江１丁目３番３２号　ダイア
パレス平成通１０１号

025-284-0596

17180508 新潟県 高橋　正芳 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾖｼ えんたけ行政書士事務所 959-1301 新潟県加茂市大字北潟１２４番地 0256-55-6139
17180689 新潟県 阿部　成恭 ｱﾍﾞ ｼｹﾞﾔｽ 行政書士阿部成恭事務所 943-0883 新潟県上越市中通町５番７号　杉山ビル３階 025-522-0025
17180810 新潟県 小林　宏至 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 行政書士小林法務事務所 947-0028 新潟県小千谷市城内四丁目２番２９号 0258-82-9289
17180811 新潟県 戸松　義之 ﾄﾏﾂ ﾖｼﾕｷ 戸松行政書士事務所 950-0057 新潟県新潟市東区山の下町１２番４号 025-273-1351

18180916 新潟県 裾分　篤 ｽｿﾜｹ ｱﾂｼ 行政書士法人Ｌａｓｔ　Ｈｏｐｅ 950-2003
新潟県新潟市西区東青山１丁目１２番地１　パークメ
ゾン青山１０１号室

025-378-1519

19180126 新潟県 山際　正行 ﾔﾏｷﾞﾜ ﾏｻﾕｷ なないろ法務行政書士事務所 950-1143 新潟県新潟市江南区俵柳５２５番地１ 025-290-7756
19182181 新潟県 菅原　道明 ｽｶﾞﾊﾗ ﾐﾁｱｷ 行政書士菅原道明事務所 959-2132 新潟県阿賀野市前山４０５番地 080-4946-0457
19182448 新潟県 渡邉　隆之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 行政書士渡邉隆之事務所 950-2027 新潟県新潟市西区小新大通１丁目３番７号 025-266-4339
20181171 新潟県 本間　隆広 ﾎﾝﾏ ﾀｶﾋﾛ 本間行政書士事務所 957-0231 新潟県新発田市藤塚浜１２４８番地 0254-41-3289
72180138 新潟県 相羽　利子 ｱｲﾊﾞ ﾄｼｺ 行政書士相羽利子事務所 944-0016 新潟県妙高市大字美守３番地１ 0255-72-6475

72180139 新潟県 竹田　多津子 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾂﾞｺ 951-8066
新潟県新潟市中央区東堀前通５番町４０３番地　コア
東堀２０３号

025-222-1018

76180192 新潟県 米川　政一 ﾖﾈｶﾜ ﾏｻｶｽﾞ 行政書士米川政一事務所 943-0824 新潟県上越市北城町１丁目１５番１３号 025-525-9332
76180211 新潟県 中村　久人 ﾅｶﾑﾗ ﾋｻﾄ 949-3216 新潟県上越市柿崎区柿崎６３９７番地 025-536-3308
77180241 新潟県 小川　信正 ｵｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾏｻ 956-0847 新潟県新潟市秋葉区古津１７９７番地１４ 0250-24-0225
77180274 新潟県 荒井　義幸 ｱﾗｲ ﾖｼﾕｷ 949-0303 新潟県糸魚川市大字田海５１４０番地 025-562-2609
78180314 新潟県 田中　誠一郎 ﾀﾅｶ ｾｲｲﾁﾛｳ 940-2112 新潟県長岡市大島本町２丁目３番地１２ 0258-27-1340
79180359 新潟県 高野　政文 ﾀｶﾉ ﾏｻﾌﾐ 949-6102 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立２６６番地１ 025-784-1999
79180361 新潟県 佐藤　朗 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 959-3928 新潟県村上市中津原３５３番地３ 0254-75-2523

81180460 新潟県 竹田　一男 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｵ 951-8066
新潟県新潟市中央区東堀前通５番町４０３番地　コア
東堀２０３号

025-222-1018

81180474 新潟県 庭山　誠 ﾆﾜﾔﾏ ﾏｺﾄ 957-0057 新潟県新発田市御幸町４丁目４番２６号 0254-24-9106
81180478 新潟県 倉又　稔 ｸﾗﾏﾀ ﾐﾉﾙ 941-0067 新潟県糸魚川市横町４丁目７番１４号 025-552-6363
81180479 新潟県 室山　敏雄 ﾑﾛﾔﾏ ﾄｼｵ 949-1333 新潟県糸魚川市大字島道１００７－１ 025-566-2418
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82180494 新潟県 庭野　敏春 ﾆﾜﾉ ﾄｼﾊﾙ 948-0058 新潟県十日町市桜木町４５番地１５ 025-757-2760
82180516 新潟県 磯貝　義雄 ｲｿｶﾞｲ ﾖｼｵ 941-0061 新潟県糸魚川市大町１丁目６番２２号　渡辺事務所 025-552-0244
84180567 新潟県 伊藤　雅美 ｲﾄｳ ﾏｻﾐ 伊藤雅美行政書士事務所 951-8162 新潟県新潟市中央区関屋本村町１丁目１４９番地４２ 025-231-8085
85180601 新潟県 中澤　幸子 ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾁｺ 950-0983 新潟県新潟市中央区神道寺２丁目４番１１号 025-243-7376
85180612 新潟県 小浦方　久雄 ｺｳﾗｶﾀ ﾋｻｵ 955-0024 新潟県三条市柳沢１３１３番地９８ 0256-38-0188
87180997 新潟県 佐藤　一 ｻﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 943-0801 新潟県上越市中門前１丁目２番１６号 025-523-5924
87181524 新潟県 山本　利幸 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 949-0301 新潟県糸魚川市大字須沢６９１番地 025-552-8213
89180208 新潟県 竹田　利行 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 行政書士竹田利行事務所 956-0836 新潟県新潟市秋葉区田家二丁目２番２２号 0250-21-4150
89181305 新潟県 中川　進 ﾅｶｶﾞﾜ ｽｽﾑ 952-1315 新潟県佐渡市河原田諏訪町６８番地４ 0259-57-4366
90180016 新潟県 白柏　仁資 ｼﾗｶｼ ﾋﾄｼ 950-0851 新潟県新潟市東区新石山３丁目１０番地１４ 025-276-6371
90180109 新潟県 荒川　芳晴 ｱﾗｶﾜ ﾖｼﾊﾙ 荒川行政書士事務所 944-0037 新潟県妙高市学校町３番８号 0255-72-7866
91180026 新潟県 中村　貴子 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｺ 959-1153 新潟県三条市新堀１３８１番地３ 0256-45-5959
91180691 新潟県 桐生　香姉 ｷﾘｭｳ ｶｵﾈ 桐生行政書士事務所 957-0017 新潟県新発田市新富町３丁目９番９号 0254-26-0775
91181423 新潟県 五十嵐　てる子 ｲｶﾞﾗｼ ﾃﾙｺ 959-0261 新潟県燕市吉田鴻巣６９３番地４ 0256-92-4250

92180495 新潟県 南　直人 ﾐﾅﾐ ﾅｵﾄ 行政書士法人みなみ法務事務所 950-0885
新潟県新潟市東区下木戸１丁目４番１号　東区役所
地下１階

025-272-1390

93180331 新潟県 金子　昇 ｶﾈｺ ﾉﾎﾞﾙ 金子行政書士事務所 945-0845 新潟県柏崎市新赤坂３丁目２番７号 0257-24-7001
93180420 新潟県 小西　明彦 ｺﾆｼ ｱｷﾋｺ 949-7513 新潟県長岡市西川口１５９８番地 0258-89-3899
93180902 新潟県 斎藤　直子 ｻｲﾄｳ ﾅｵｺ 950-1115 新潟県新潟市西区鳥原２４３３番地４ 025-377-0930
93180904 新潟県 佐藤　明郎 ｻﾄｳ ｱｷｵ 942-0061 新潟県上越市春日新田２丁目７番３０号 025-543-7801
93181487 新潟県 関　行雄 ｾｷ ﾕｷｵ 944-0011 新潟県妙高市石塚町１丁目３番２４号 0255-72-7083
94180055 新潟県 加藤　輝守 ｶﾄｳ ﾃﾙﾓﾘ 941-0057 新潟県糸魚川市南寺町３－７－７ 025-552-0678
94181412 新潟県 西方　賢一 ﾆｼｶﾀ ｹﾝｲﾁ 955-0053 新潟県三条市北入蔵２丁目３番１３－４号 0256-38-3670
96183570 新潟県 坂井　和昭 ｻｶｲ ｶｽﾞｱｷ 943-0896 新潟県上越市大字飯３３２３番地１ 025-523-7315

97025765 新潟県 目後　昭彦 ﾒｺﾞ ｱｷﾋｺ めご行政書士事務所 958-0835 新潟県村上市二之町１番３１号 0254-53-1807

98186511 新潟県 町村　雄大 ﾏﾁﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 943-0841 新潟県上越市南本町２丁目１０番４号 025-523-0052

98187535 新潟県 坂井　利行 ｻｶｲ ﾄｼﾕｷ
行政書士おおぼり新潟経営労務事
務所

950-2011
新潟県新潟市西区小針上山５番５号　ルミエール青
山１－Ｃ

025-378-2033

99188108 新潟県 大橋　亨 ｵｵﾊｼ ﾄｵﾙ 行政書士大橋法務事務所 950-0948 新潟県新潟市中央区女池南２－２－１０－２Ｃ 090-4523-8805
99188803 新潟県 片桐　春一 ｶﾀｷﾞﾘ ﾊﾙｲﾁ 940-2311 新潟県長岡市三島新保８４２番地１ 0258-42-4573

00190130 愛知県 三輪　誠一 ﾐﾜ ｾｲｲﾁ 475-0903
愛知県半田市出口町１丁目４５番地１６　丸善住吉ビ
ル３階

0569-32-2634

00198992 愛知県 須藤　基 ｽﾄﾞｳ ﾓﾄｲ 457-0007 愛知県名古屋市南区駈上一丁目７番４号 052-823-4761

00199044 愛知県 六鹿　貢 ﾑﾂｶﾞ ﾐﾂｸﾞ 454-0976
愛知県名古屋市中川区服部一丁目８０８番地の２　
ビーハイヴ１０３号

090-4185-8217

00199428 愛知県 外園　薫 ﾎｶｿﾞﾉ ｶｵﾙ ほかぞの行政書士事務所 456-0052
愛知県名古屋市熱田区二番一丁目１１番５号　ＵＭビ
ル４０２号

052-211-7721

00199783 愛知県 白井　知明 ｼﾗｲ ﾄﾓｱｷ 451-0045
愛知県名古屋市西区名駅二丁目３４番１７号　セント
ラル名古屋６０１号

052-566-0178

00199790 愛知県 岩田　一隆 ｲﾜﾀ ｶｽﾞﾀｶ 岩田一隆行政書士事務所 483-8241 愛知県江南市五明町青木２６６番地 0587-55-4501

01190423 愛知県 福田　哲也 ﾌｸﾀﾞ ﾃﾂﾔ 行政書士福田哲也事務所 444-0834
愛知県岡崎市柱町字東荒子４番地９６　アルバックス
岡崎駅東６０４

0564-59-5811

01190457 愛知県 中村　百合子 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｺ 行政書士中村百合子事務所 460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目７番２６号　ＡＣＡ
ビル５階

052-726-3755

01190724 愛知県 河合　久行 ｶﾜｲ ﾋｻﾕｷ 河合行政書士事務所 441-3622 愛知県田原市和地町野丹場３８番地１４ 0531-38-0867
01190725 愛知県 佐野　実哉 ｻﾉ ｼﾞﾂﾔ 行政書士佐野総合事務所 467-0806 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通三丁目２４番地 052-852-3511
01190997 愛知県 加藤　強 ｶﾄｳ ﾂﾖｼ 480-0304 愛知県春日井市神屋町字海道６５４番地の６４ 0568-88-1399
01191408 愛知県 篠塚　典幸 ｼﾉﾂﾞｶ ﾉﾘﾕｷ 行政書士篠塚事務所 486-0951 愛知県春日井市花長町２丁目２４番地２３ 0568-34-6055
01191532 愛知県 鈴木　みどり ｽｽﾞｷ ﾐﾄﾞﾘ 鈴木みどり行政書士事務所 475-0927 愛知県半田市北二ツ坂町３丁目７番地の２１ 0569-89-6361
01191822 愛知県 都築　紀雄 ﾂﾂﾞｷ ﾉﾘｵ 471-0027 愛知県豊田市喜多町１丁目１００番地 0565-32-2036

01191891 愛知県 千村　捷春 ﾁﾑﾗ ｶﾂﾊﾙ ちむら行政書士事務所 460-0015
愛知県名古屋市中区大井町三番３１号　パレス大井
１０Ｂ号

052-331-7564

01192018 愛知県 長峰　均 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾋﾄｼ 458-0830
愛知県名古屋市緑区姥子山二丁目１５１１番地　（ラ
ビデンス東丘２０１号）

052-623-0833
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01192022 愛知県 榊原　豊久 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾄﾖﾋｻ 470-1218 愛知県豊田市上郷町五丁目１３番地１３ 0565-25-9810
02192116 愛知県 山本　一樹 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 462-0063 愛知県名古屋市北区丸新町２８６番地 052-901-1483
02192161 愛知県 前田　廣太郎 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾀﾛｳ 470-0117 愛知県日進市藤塚３丁目４５４番地 0561-73-6877
02192333 愛知県 井上　智 ｲﾉｳｴ ｻﾄﾙ 480-1144 愛知県長久手市熊田１３０１番地 0561-62-6880
02192335 愛知県 村瀬　尚仁 ﾑﾗｾ ﾅｵﾋﾄ 482-0005 愛知県岩倉市下本町天神塚７０番地の６ 0587-65-5666

02192952 愛知県 佐藤　公俊 ｻﾄｳ ｷﾐﾄｼ 行政書士法人名南経営 450-6334
愛知県名古屋市中村区名駅一丁目一番１号　ＪＰタ
ワー名古屋３４Ｆ

052-589-2362

02193105 愛知県 八木　良一 ﾔｷﾞ ﾘｮｳｲﾁ 444-2146 愛知県岡崎市東蔵前町字木平３２番地１ 0564-45-4710
02193106 愛知県 千田　義雄 ｾﾝﾀﾞ ﾖｼｦ 468-0068 愛知県名古屋市天白区表台１３８　アーバン表台３０ 052-835-7908
02193226 愛知県 栗本　洋行 ｸﾘﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 446-0073 愛知県安城市篠目町３丁目７番地５ 0566-77-0130
02193407 愛知県 崔　崇浩 ｻｲ ﾀｶﾋﾛ 470-0101 愛知県日進市三本木町７５０番地 0561-74-3599
02193954 愛知県 坂部　智一 ｻｶﾍﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 坂部行政書士事務所 470-1216 愛知県豊田市和会町山神東分６０番地 0565-21-9990
02194176 愛知県 矢野　快子 ﾔﾉ ﾔｽｺ 矢野快子行政書士事務所 444-0817 愛知県岡崎市不吹町１４番地５４３ 0564-52-3508

02194177 愛知県 福井　鐘一 ﾌｸｲ　ｼｮｳｲﾁ 行政書士福井鐘一事務所 464-0850
愛知県名古屋市千種区今池一丁目５番９号　オフィス
イリヤビル５Ｆ北号室

052-734-8622

03190113 愛知県 山本　享市 ﾔﾏﾓﾄ ｷｮｳｲﾁ 467-0056
愛知県名古屋市瑞穂区白砂町１丁目３０番地の６　
（中根マンション４０５号）

052-836-2167

03190158 愛知県 小野　素尊 ｵﾉ ﾓﾄﾀｶ 行政書士ＰＳＳ小野事務所 466-0022 愛知県名古屋市昭和区塩付通一丁目１２番地の４ 052-745-5401

03190771 愛知県 山田　俊英 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾋﾃﾞ 460-0012
愛知県名古屋市中区千代田二丁目１５番１号　千代
田福屋ビル４Ｆ

052-269-2929

03190778 愛知県 中島　伸介 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝｽｹ 中島行政書士事務所 470-0224 愛知県みよし市三好町上１０番地 0561-32-2505
03190784 愛知県 鈴木　康之 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾕｷ 490-1323 愛知県稲沢市平和町下起南１３６番地２ 0567-46-0099
03191116 愛知県 筧　撤夫 ｶｹﾋ ﾃﾂｵ 494-0007 愛知県一宮市小信中島字西鵜飼分１０５３番地 0586-62-2402

03191551 愛知県 梶原　郁 ｶｼﾞﾜﾗ ｶｵﾙ 484-0079
愛知県犬山市大字木津字宮前１３番地３　ビューパレ
ス犬山１０２

0568-65-2102

03191702 愛知県 吉田　誠 ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 489-0979 愛知県瀬戸市坊金町１６９番地の５２ 0561-85-6600
03191703 愛知県 三宅　光芳 ﾐﾔｹ ｺｳﾎｳ 457-0826 愛知県名古屋市南区中割町４丁目５１番地 052-611-4192
03191809 愛知県 中嶋　茂 ﾅｶｼﾏ ｼｹﾞﾙ 470-0224 愛知県みよし市三好町上１４１番地１２ 0561-32-3230

03191814 愛知県 竹内　弘幸 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 455-0072
愛知県名古屋市港区須成町３丁目６１番地　（エスポ
ア須成２０２号）

052-661-2072

03191974 愛知県 鈴木　直美 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾐ 行政書士鈴木直美事務所 475-0014 愛知県半田市一本木町３丁目２番地 0569-29-2067
03192154 愛知県 本田　幸晴 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｷﾊﾙ 444-0913 愛知県岡崎市葵町２番地２３　宝ビル１０２ 0564-26-6599
03192327 愛知県 杉浦　美紀 ｽｷﾞｳﾗ ﾐｷ 471-0864 愛知県豊田市広路町２丁目２０番地　ギャラリー２４８　0565-41-4606
03192565 愛知県 小島　太 ｺｼﾞﾏ ﾌﾄｼ 466-0825 愛知県名古屋市昭和区八事本町３５番地 052-833-4056
03192668 愛知県 横井　豊三 ﾖｺｲ ﾄﾖｿﾞｳ 458-0830 愛知県名古屋市緑区姥子山三丁目６１５番地 052-625-0933
03192671 愛知県 木村　雅夫 ｷﾑﾗ ﾏｻｵ 木村行政書士事務所 463-0056 愛知県名古屋市守山区新城１２番３０号 052-795-6078
03192789 愛知県 廣永　義昭 ﾋﾛﾅｶﾞ ﾖｼｱｷ 444-0023 愛知県岡崎市両町３丁目４３番地 0564-21-8805
03192949 愛知県 奥村　聡 ｵｸﾑﾗ ｻﾄｼ 454-0868 愛知県名古屋市中川区草平町１丁目１０３番地の２ 052-363-0160
03193009 愛知県 近藤　信宏 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ 行政書士近藤事務所 496-0909 愛知県愛西市落合町下河原１８３４番地 0567-31-0267
03193010 愛知県 上石　昌紀 ｱｹﾞｲｼ ﾏｻﾉﾘ あげいし行政書士事務所 492-8143 愛知県稲沢市駅前二丁目１０番１－１０８号 0587-21-4880
03193011 愛知県 鈴木　昭弘 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ 椿行政書士事務所 444-0852 愛知県岡崎市南明大寺町４番地２４　ＴＳビル３階 0564-64-2315
03193013 愛知県 竹内　美治 ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾊﾙ 475-0081 愛知県半田市平地町５丁目７４番地 090-1626-8554
04190067 愛知県 稲垣　雅美 ｲﾅｶﾞｷ ﾏｻﾐ 496-0905 愛知県愛西市北一色町北田面１１６番地 0567-26-8105

04190068 愛知県 佐々木　絵理 ｻｻｷ ｴﾘ 457-0808
愛知県名古屋市南区松下町１丁目１１番地の１　
（パークシティ松下東棟７０３号）

052-614-4886

04190470 愛知県 飯田　雅広 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 行政書士飯田法務事務所 497-0031 愛知県海部郡蟹江町大字須成字門屋敷上１３８２番 0567-58-5521

04190607 愛知県 岩田　博樹 ｲﾜﾀ ﾋﾛｷ 行政書士岩田事務所 460-0007
愛知県名古屋市中区新栄三丁目３番１号　太陽ビル
東館２階

052-684-6677

04190609 愛知県 黑川　卓三 ｸﾛｶﾜ ﾀｸｿﾞｳ 黒川行政書士事務所 464-0850
愛知県名古屋市千種区今池１丁目１４番１２号　グ
リーンハイツ今池２０３号

052-732-0705

04190612 愛知県 中石　光治 ﾅｶｲｼ ﾐﾂﾊﾙ しののめ事務所 460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目７番９号　チサン
マンション丸の内第二６０１号

052-875-5002

04190800 愛知県 横井　祐一 ﾖｺｲ ﾕｳｲﾁ 460-0008 愛知県名古屋市中区栄二丁目５番１１号 050-3791-9921

04191269 愛知県 吉川　明宏 ﾖｼｶﾜ ｱｷﾋﾛ 朝日行政書士事務所 452-0805
愛知県名古屋市西区市場木町４４１番地　（プリンス
ハイツ庄内緑地公園２０１号）

052-501-2858
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04191357 愛知県 渡邊　隆秀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾃﾞ わたなべ行政書士事務所 460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目５番４号　日商岩
井丸の内ハイツ１００１

052-962-1433

04192032 愛知県 北島　慶子 ｷﾀｼﾞﾏ ｹｲｺ 北島行政書士事務所 451-0031 愛知県名古屋市西区城西一丁目４番１２号　第１石田 052-528-3788
05190113 愛知県 田中　貴志男 ﾀﾅｶ ｷｼｵ 行政書士田中貴志男事務所 444-0824 愛知県岡崎市上地町字荒井７２番地 0564-57-8172

05190169 愛知県 坪井　秀文 ﾂﾎﾞｲ ﾋﾃﾞﾌﾐ 行政書士法人ＴＳＵＢＯＩ　Ａ．Ｐ． 462-0844
愛知県名古屋市北区清水五丁目５番３号　名北フロ
ントビル３階

052-982-6877

05190509 愛知県 古家　秀樹 ﾌﾙｲｴ ﾋﾃﾞｷ 飛鳥行政書士法務事務所 451-0042 愛知県名古屋市西区那古野２丁目１３番１４号 052-581-0888
05190673 愛知県 髙田　大覚 ﾀｶﾀﾞ ﾀﾞｲｶｸ 行政書士髙田大覚事務所 483-8339 愛知県江南市飛高町栄３３９番地１ 0587-55-7812

05190675 愛知県 國枝　伸生 ｸﾆｴﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ アイ・ディ行政書士合同事務所 480-0104
愛知県丹羽郡扶桑町大字斎藤字旭３２２番地　サン
ハイツ１Ｄ

0587-74-3814

05190794 愛知県 井戸　淳午 ｲﾄﾞ ｼﾞｭﾝｺﾞ 井戸行政書士法務事務所 491-0861 愛知県一宮市泉２丁目５番１４号　Ｖｅｒｅｄｅ泉Ａ 0586-64-7301

05190796 愛知県 小林　新次 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｼﾞ 小林行政書士事務所 468-0015
愛知県名古屋市天白区原五丁目２１０１番地　（平針
南住宅５棟１０４号）

052-803-6595

05192357 愛知県 水野　重利 ﾐｽﾞﾉ ｼｹﾞﾄｼ 行政書士みずの事務所 476-0013 愛知県東海市中央町５丁目１番地 0562-51-2412

05192363 愛知県 田中　聡 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 田中聡行政書士事務所 466-0023
愛知県名古屋市昭和区石仏町１丁目３番地　第二円
昭ビル３Ａ

052-848-9211

06190955 愛知県 川村　浩史 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛｼ 行政書士かわむら法務事務所 465-0024
愛知県名古屋市名東区本郷一丁目３１４番地　シー
ズンコート本郷２階

052-726-8028

06191580 愛知県 今川　裕樹 ｲﾏｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 今川裕樹行政書士事務所 494-0001 愛知県一宮市開明字畑添１０番地４ 0586-82-2740

06191791 愛知県 雜賀　昭 ｻｲｶ ｱｷﾗ オアシス行政書士事務所 460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目１０番２５号　澤村
ビル２階

052-898-2378

06191866 愛知県 花井　正博 ﾊﾅｲ ﾏｻﾋﾛ 花井行政書士事務所 495-0014 愛知県稲沢市祖父江町大牧明田８１２番地１１ 0587-97-7235
06192002 愛知県 佐久間　幸夫 ｻｸﾏ ﾕｷｵ 佐久間行政書士事務所 441-3412 愛知県田原市谷熊町栗生１３８番地 0531-24-0915
07190599 愛知県 成瀬　通 ﾅﾙｾ ﾄｵﾙ 行政書士成瀬事務所 473-0902 愛知県豊田市大林町１５丁目８番地５ 0565-29-1551
07190753 愛知県 原　克幸 ﾊﾗ ｶﾂﾕｷ 行政書士原克幸事務所 491-0811 愛知県一宮市千秋町加納馬場字米野２７番地５ 0586-52-5855
07190758 愛知県 内藤　広子 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛｺ 内藤行政書士事務所 491-0376 愛知県一宮市萩原町串作字下口４４番地 0586-69-3584
07191095 愛知県 岩井　実 ｲﾜｲ ﾐﾉﾙ 岩井行政書士事務所 496-0043 愛知県津島市大字古川字上割５９８番地６ 0567-23-4088
07191852 愛知県 上鵜瀬　健一 ｶﾐｳｾ ｹﾝｲﾁ 上鵜瀬行政書士事務所 480-1132 愛知県長久手市上川原１５番地１０ 0561-62-7606

08190105 愛知県 繁田　真市 ｼｹﾞﾀ ｼﾝｲﾁ あおぞら行政書士事務所 464-0848
愛知県名古屋市千種区春岡一丁目１６番１９号　浅井
ビル１０２号

052-734-7781

08190212 愛知県 寺尾　信従 ﾃﾗｵ ﾉﾌﾞﾖﾘ 行政書士てらお事務所 460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目７番２６号　ＡＣＡ
ビル５階

052-684-4337

08190268 愛知県 今井　和寿 ｲﾏｲ ｶｽﾞﾄｼ 行政書士今井和寿事務所 480-0107
愛知県丹羽郡扶桑町大字高木字桜木５５８番地　桜
木ハイツ１０１号室

0587-81-5106

08190498 愛知県 今井　隆昌 ｲﾏｲ ﾀｶﾏｻ 今井隆昌行政書士事務所 491-0134 愛知県一宮市更屋敷字奥屋敷２６番地 0586-51-7040

08190692 愛知県 松井　由香 ﾏﾂｲ ﾕｶ
名古屋・東京行政書士法人　名古
屋本社

450-6411
愛知県名古屋市中村区名駅３丁目２８番１２号　大名
古屋ビルヂング１１階

052-856-5536

08190926 愛知県 神田　晃志 ｶﾝﾀﾞ ｺｳｼﾞ 行政書士神田法務事務所 485-0812
愛知県小牧市城山三丁目２番地３　バンベール城山
７０９号

0568-48-3055

08190933 愛知県 鈴木　孝一 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ 鈴木孝一行政書士事務所 467-0867 愛知県名古屋市瑞穂区春敲町４丁目１８番地の２ 052-881-0805
08191227 愛知県 井藤　真生 ｲﾄｳ ﾏｻｵ ブルーバード行政書士事務所 471-0025 愛知県豊田市西町１丁目８８番地　カニックビル５階 0565-31-6304
08191356 愛知県 鬼頭　誠 ｷﾄｳ ﾏｺﾄ 行政書士鬼頭法務事務所 453-0863 愛知県名古屋市中村区八社一丁目９４番地の１ 052-412-5733
08191714 愛知県 岡田　英紀 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 岡田行政書士事務所 448-0014 愛知県刈谷市青山町１丁目１６０番地１９ 0566-95-8170
09191603 愛知県 石川　陽子 ｲｼｶﾜ ﾖｳｺ ＨＩＮＡ行政書士事務所 471-0063 愛知県豊田市京町４丁目８番地３ 0565-31-9134
09191605 愛知県 村井　俊夫 ﾑﾗｲ ﾄｼｵ ムライ行政書士事務所 496-0018 愛知県津島市牛田町字江南２８番地 0567-55-8477
09191775 愛知県 藤島　宏充 ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾐﾂ 藤島行政書士事務所 463-0098 愛知県名古屋市守山区川北町２２４番地 052-793-6413
09192247 愛知県 平本　隆二 ﾋﾗﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 行政書士平本隆二事務所 488-0859 愛知県尾張旭市桜ケ丘町一丁目１０１番地 0561-52-2815

09192253 愛知県 丹所　美紀 ﾀﾝｼｮ ﾐｷ アステル行政書士事務所 461-0038
愛知県名古屋市東区新出来二丁目１番１３号　ＭＯＮ
ＯＬＩＴＨ６０２号室

052-325-7160

10190318 愛知県 久田　徹 ﾋｻﾀﾞ ﾄｵﾙ 久田行政書士事務所 454-0911 愛知県名古屋市中川区高畑一丁目５９番地 052-362-8737

10190582 愛知県 田中　慎太郎 ﾀﾅｶ ｼﾝﾀﾛｳ 行政書士たなか事務所 465-0064
愛知県名古屋市名東区大針二丁目２４８番地　（イー
ストヒルズ名東２０５号）

052-755-5688

10191042 愛知県 山川　哲生 ﾔﾏｶﾜ ﾃﾂｵ 山川行政書士事務所 487-0005 愛知県春日井市押沢台６丁目８番地１ 0568-91-3548
10191420 愛知県 伊藤　功治 ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 行政書士いとう総合事務所 491-0917 愛知県一宮市昭和３丁目８番１２号 0586-46-3724
10191437 愛知県 浅野　彰彦 ｱｻﾉ ｱｷﾋｺ 翡翠堂行政書士事務所 490-1136 愛知県海部郡大治町大字花常字西屋敷４５番地 052-444-6513
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10191444 愛知県 矢頭　寿幸 ﾔﾄｳ ﾄｼﾕｷ 行政書士やとう総合法務事務所 444-0815 愛知県岡崎市羽根町字陣場２１１番地 0564-47-7639
10191697 愛知県 佐藤　茂 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾙ 行政書士法務サービス．ＪＰ 453-0813 愛知県名古屋市中村区二ツ橋町３丁目３３番地 052-486-1784
10191699 愛知県 水野　功仁輝 ﾐｽﾞﾉ ｸﾆｷ かじま台行政書士事務所 479-0873 愛知県常滑市かじま台１丁目１８６番地 0569-84-3321

10191706 愛知県 飯田　正明 ｲｲﾀﾞ ﾏｻｱｷ 行政書士飯田正明事務所 457-0006
愛知県名古屋市南区鳥栖一丁目１５番４号　（ユニー
ブル鳥栖マンション３０２号）

052-824-4737

10191971 愛知県 山下　壽夫 ﾔﾏｼﾀ ﾋｻｵ 行政書士山下壽夫事務所 465-0028 愛知県名古屋市名東区猪高台一丁目８０９番地 052-777-9430
10192198 愛知県 丸田　尊峰 ﾏﾙﾀ ﾀｶﾈ 丸田行政書士事務所 467-0064 愛知県名古屋市瑞穂区彌富通５丁目６番地の８ 052-217-8362

10192529 愛知県 日比野　裕之 ﾋﾋﾞﾉ ﾋﾛﾕｷ 日だまり法務事務所（行政書士） 446-0008
愛知県安城市今本町３丁目１３番１１号　エスポワー
ル今本町１０１

0566-91-6518

10192696 愛知県 早川　達也 ﾊﾔｶﾜ ﾀﾂﾔ 行政書士Ｆｒ事務所 477-0032
愛知県東海市加木屋町仲新田５２番地　ＳＯＬＥ加木
屋（４０３号室）

0562-85-3478

10192700 愛知県 朝日　健二 ｱｻﾋ ｹﾝｼﾞ あさひ行政書士事務所 493-0001
愛知県一宮市木曽川町黒田七ノ通り２６８番地　グラ
ンディー木曽川Ｆ号

0586-85-6639

10192705 愛知県 濱田　浩志 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 浜田行政書士事務所 470-0348 愛知県豊田市貝津町後山３６番地 0565-42-4350

11190371 愛知県 金子　利明 ｶﾈｺ ﾄｼｱｷ 行政書士金子利明事務所 461-0001
愛知県名古屋市東区泉一丁目３番６号　（グレイス泉
３０５号）

052-265-6992

11190544 愛知県 大野　耕一 ｵｵﾉ ｺｳｲﾁ 大野行政書士事務所 492-8068 愛知県稲沢市下津小井戸町３８番地 0587-23-0498
11190545 愛知県 飯田　雄一 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 飯田行政書士事務所 480-1177 愛知県長久手市仏が根８０６番地 0561-63-1863
11190546 愛知県 福岡　博志 ﾌｸｵｶ ﾋﾛｼ 行政書士福岡総合事務所 487-0033 愛知県春日井市岩成台７丁目１１番地７ 0568-92-6323

11190881 愛知県 川崎　学 ｶﾜｻｷ ﾏﾅﾌﾞ 金山行政書士事務所 456-0003
愛知県名古屋市熱田区波寄町２２番２３号　グランドメ
ゾン金山１Ｃ号室

052-889-6525

11190882 愛知県 鳥木　勝美 ﾄﾘｷ ｶﾂﾐ 行政書士鳥木事務所 471-0822 愛知県豊田市水源町２丁目６５番地１３ 0565-29-3550
11191177 愛知県 高野　正也 ﾀｶﾉ ﾏｻﾔ 高野行政書士事務所 446-0071 愛知県安城市今池町３丁目１０番１２号 0566-91-6508
11191183 愛知県 小野澤　賢哉 ｵﾉｻﾞﾜ ｹﾝﾔ 小野澤行政書士事務所 470-0131 愛知県日進市岩崎町大廻間２５番地１　ハーム日進４ 0561-76-6027
11191431 愛知県 柴田　愛 ｼﾊﾞﾀ ﾒｸﾞﾐ 行政書士事務所オフィス柴田 477-0033 愛知県東海市中ノ池一丁目９番地の９ 0562-32-8423
11191655 愛知県 小栗　孝夫 ｵｸﾞﾘ ﾀｶｵ 行政書士小栗孝夫事務所 484-0073 愛知県犬山市天神町一丁目１３番地１　２棟４０７ 0568-62-6017

11191657 愛知県 増村　紘子 ﾏｽﾑﾗ ﾋﾛｺ 増村行政書士事務所 466-0063
愛知県名古屋市昭和区山脇町１丁目３２番地　ホワイ
トヴィラ竜ヶ池３３０

052-741-9311

11191658 愛知県 中村　麻里子 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾘｺ 行政書士中村麻里子事務所 492-8137 愛知県稲沢市国府宮２丁目８番１９号 0120-357-873
11191924 愛知県 五藤　秀和 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ごとう行政書士事務所 480-0304 愛知県春日井市神屋町６５４番地２２２ 0568-88-1774

11191926 愛知県 松葉　豪 ﾏﾂﾊﾞ ｺﾞｳ 行政書士まつば事務所 466-0011
愛知県名古屋市昭和区鶴羽町３丁目２１番地の２　
（シティハウス御器所２０４号）

052-733-8322

11191936 愛知県 鈴木　良剛 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋｻ 鈴木行政書士事務所 487-0011
愛知県春日井市中央台二丁目５番地　サンマルシェ・
アピタ館Ｂ２Ｆ

0568-37-3947

11192183 愛知県 前田　智也 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ みなと行政書士法人 455-0068 愛知県名古屋市港区土古町二丁目５番地 052-746-7877

11192364 愛知県 河田　正行 ｶﾜﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 河田行政書士事務所 491-0052
愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷中１６番地２　
オークシティＮ・Ｗ棟３０５号

0586-43-7151

12190979 愛知県 犬塚　智子 ｲﾇﾂﾞｶ ﾄﾓｺ 行政書士犬塚事務所 480-0105 愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名字馬場２４番地３ 0587-92-3882
12191308 愛知県 伊東　毅 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 伊東行政書士事務所 444-0825 愛知県岡崎市福岡町字北裏２７番地１　フローラ園１ 0564-54-1350
12191315 愛知県 戸田　暁子 ﾄﾀﾞ ｱｷｺ 行政書士フレンズコンサルタント 444-0874 愛知県岡崎市竜美南３丁目６番地１ 0564-53-4177
12191317 愛知県 四橋　宏文 ﾖﾂﾊｼ ﾋﾛﾌﾞﾐ 行政書士四橋事務所 461-0004 愛知県名古屋市東区葵二丁目６番５号 052-936-9761

12191324 愛知県 田嶋　哲也 ﾀｼﾞﾏ ﾃﾂﾔ 行政書士田嶋事務所 446-0007
愛知県安城市東栄町５丁目２６番地２　ライオンズマ
ンション安城東栄町６０１

0566-78-4311

12192090 愛知県 二村　洋一郎 ﾌﾀﾑﾗ ﾖｳｲﾁﾛｳ リンドウ行政書士事務所 451-0045
愛知県名古屋市西区名駅二丁目３４番１７号　セント
ラル名古屋２０２号室

052-854-6590

12192276 愛知県 谷口　誠 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 谷口行政書士事務所 474-0053 愛知県大府市柊山町七丁目１９０番地 0562-48-9955
12192469 愛知県 伊藤　大介 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 行政書士伊藤事務所 452-0031 愛知県清須市西枇杷島町宮前一丁目６６番地 090-2062-6337
13191012 愛知県 鳴瀧　みよ子 ﾅﾙﾀｷ ﾐﾖｺ アヴニール法務行政書士事務所 480-1138 愛知県長久手市西原山１番地１　セントアース４０９号 080-2657-6348
14190331 愛知県 池邉　和美 ｲｹﾍﾞ ｶｽﾞﾐ なごみ行政書士事務所 479-0862 愛知県常滑市小倉町７丁目５８番地の４ 0569-84-8890
14191266 愛知県 杉江　斉 ｽｷﾞｴ ﾋﾄｼ 行政書士杉江斉法務事務所 475-0836 愛知県半田市青山４丁目２８番地の１３ 080-9725-6977
14192190 愛知県 野村　和弘 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 野村和弘行政書士事務所 444-0837 愛知県岡崎市柱４丁目１１番地１５ 0564-55-2540
15190910 愛知県 加藤　隆一 ｶﾄｳ ﾘｭｳｲﾁ 行政書士加藤隆一事務所 444-1152 愛知県安城市川島町上屋敷５４番地５ 0566-45-7215

15192330 愛知県 堀井　郁秀 ﾎﾘｲ ｲｸﾋﾃﾞ 行政書士堀井郁秀事務所 465-0002
愛知県名古屋市名東区引山一丁目２１０番地　（メゾ
ンアイワ４０１号）

090-8731-3443
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16190582 愛知県 清水　良枝 ｼﾐｽﾞ ﾖｼｴ Ｇｒｅｅｎ行政書士事務所 468-0053
愛知県名古屋市天白区植田南三丁目９１０番地　グ
レースマンション植田１Ｆ

052-848-9120

17191926 愛知県 岩瀬　貴昭 ｲﾜｾ ﾀｶｱｷ 行政書士岩瀬事務所 441-0211 愛知県豊川市御油町青木前１３番地の１ 090-6589-2235

18190938 愛知県 西川　清美 ﾆｼｶﾜ ｷﾖﾐ アルヴァリンク行政書士法人 460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目６番２７号　ＥＢＳ
ビル５階Ａ１２

090-8136-8455

18191315 愛知県 中津留　太郎 ﾅｶﾂﾙ ﾀﾛｳ なかつる行政書士事務所 470-0113
愛知県日進市栄三丁目１３０７番地　ＬＭＮＣ日進の
丘弐番館８０３

0561-72-6063

18191576 愛知県 太田　圭悟 ｵｵﾀ ｹｲｺﾞ 行政書士太田調査事務所 442-0035 愛知県豊川市豊川元町５４番地　ユトリロ元町４０１号 0533-56-8717

19192186 愛知県 水野　龍一 ﾐｽﾞﾉ ﾘｭｳｲﾁ 行政書士水野龍一事務所 465-0046
愛知県名古屋市名東区望が丘３２８番地の２　（第３
有第マンション２０２号室）

052-799-5262

19192361 愛知県 川西　美保 ｶﾜﾆｼ ﾐﾎ あずき行政書士事務所 455-0067 愛知県名古屋市港区港北町２丁目２１番地 050-5372-4398

20190566 愛知県 金田　委子 ｶﾅﾀﾞ ﾄﾓｺ 行政書士金田事務所 453-0811
愛知県名古屋市中村区太閤通５丁目２番地　ロックク
リスタル５０１号

052-526-0291

20190571 愛知県 榎本　眞丈 ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾀｹ
行政書士榎本インターナショナル
サポート

480-1142
愛知県長久手市蟹原１９０１番地　プレシアスシティ
ザ・シーズンズＣ棟１４０７

0561-62-3926

20190573 愛知県 山田　憲治 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 行政書士やまだ相続法務事務所 470-0113
愛知県日進市栄一丁目１０３番地　日進パーク・マン
ション７０３

080-1621-0106

20190921 愛知県 中島　義雄 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｵ
行政書士ジェネラルアフェアーズオ
フィス

441-8151 愛知県豊橋市曙町字測点１７１番地１ 0532-46-2942

20190929 愛知県 片瀬　裕司 ｶﾀｾ ﾔｽｼﾞ 片瀬行政書士事務所 463-0090 愛知県名古屋市守山区瀬古東三丁目９８２番地 052-888-3741
20190941 愛知県 近藤　修 ｺﾝﾄﾞｳ ｵｻﾑ ＯＫ桜行政書士事務所 457-0005 愛知県名古屋市南区桜台二丁目１４番１６号 052-746-3078
20191189 愛知県 山下　修 ﾔﾏｼﾀ ｵｻﾑ 行政書士山下修法務事務所 496-0003 愛知県津島市寺野町字五反田４３番地 0567-31-7566
20191350 愛知県 池山　浩 ｲｹﾔﾏ ﾋﾛｼ ＧＦＡいけやま行政書士事務所 481-0039 愛知県北名古屋市法成寺松の木３６番地 0568-23-0513
20191636 愛知県 杉本　敏文 ｽｷﾞﾓﾄ ﾄｼﾌﾐ 行政書士オフィス・シダーグリーン 458-0801 愛知県名古屋市緑区鳴海町字山腰５番地の１ 052-750-5804
20191868 愛知県 加藤　則夫 ｶﾄｳ ﾉﾘｵ 行政書士加藤事務所 446-0026 愛知県安城市安城町社口堂４４番地３ 0566-75-0341
21190953 愛知県 鈴木　堅太 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 鳴丘行政書士事務所 458-0005 愛知県名古屋市緑区鳴丘二丁目３０１６番地の１ 052-846-5459
70190470 愛知県 松尾　匡史 ﾏﾂｵ ﾀﾀﾞｼ 488-0043 愛知県尾張旭市北本地ケ原町４丁目５３番地 0561-53-1700
71190527 愛知県 浅田　豊 ｱｻﾀﾞ ﾕﾀｶ 474-0025 愛知県大府市中央町四丁目２８５番地 0562-46-5225
74190665 愛知県 横井　豊 ﾖｺｲ ﾕﾀｶ 451-0043 愛知県名古屋市西区新道一丁目３番２０号 052-569-7311

75190767 愛知県 森下　茂 ﾓﾘｼﾀ ｼｹﾞﾙ 行政書士森下法務経営事務所 461-0001
愛知県名古屋市東区泉一丁目１５番２３号　チサンマ
ンション栄リバーパーク８０３号

052-228-0047

76190790 愛知県 奥谷　弘和 ｵｸﾔ ﾋﾛﾏｻ 447-0869 愛知県碧南市山神町７丁目２番地 0566-41-1155
78190931 愛知県 勝見　孝雄 ｶﾂﾐ ﾀｶｵ 489-0908 愛知県瀬戸市ききょう台１丁目５３番地 0561-48-3553
78190945 愛知県 河本　清孝 ｶﾜﾓﾄ ｷﾖﾀｶ 守山総合行政書士事務所 463-0811 愛知県名古屋市守山区深沢二丁目１０７番地 052-736-1552
78190980 愛知県 山本　篤 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 467-0842 愛知県名古屋市瑞穂区妙音通４丁目６番地１ 052-851-5598
79191091 愛知県 高田　憲司 ﾀｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 441-8013 愛知県豊橋市花田一番町１４４ 0532-31-0098
80191173 愛知県 石川　量英 ｲｼｶﾜ ｶﾂﾞﾋﾃﾞ 444-0516 愛知県西尾市吉良町吉田天笠桂１０６番地１ 0563-32-3155
81191250 愛知県 杉浦　武雄 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｹｵ 446-0043 愛知県安城市城南町２丁目１３番地９ 0566-75-6011
82191324 愛知県 森　芳樹 ﾓﾘ ﾖｼｷ 491-0353 愛知県一宮市萩原町萩原字寺屋敷４５－２ 0586-69-6236
82191374 愛知県 西澤　征一郎 ﾆｼｻﾞﾜ ｾｲｲﾁﾛｳ 466-0852 愛知県名古屋市昭和区萩原町６－７ 052-761-9782
82191390 愛知県 小川　錠太郎 ｵｶﾞﾜ ｼﾞﾖｳﾀﾛｳ 451-0015 愛知県名古屋市西区香呑町３丁目２１番地 052-531-5795
82191393 愛知県 西堀　俊德 ﾆｼﾎﾘ ﾄｼﾉﾘ 462-0845 愛知県名古屋市北区柳原三丁目２番３号 052-915-5498
83191426 愛知県 市川　勇 ｲﾁｶﾜ ｲｻﾑ 市川行政書士事務所 444-0075 愛知県岡崎市伊賀町字４丁目３番地３　伊賀ビル２Ｆ 0564-25-7061
83191439 愛知県 山田　高嗣 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 行政書士山田事務所 447-0869 愛知県碧南市山神町２丁目１１１番地 0566-41-1015
83191485 愛知県 清水　寛次 ｼﾐｽﾞ ｶﾝｼﾞ 454-0801 愛知県名古屋市中川区百船町１１番１４号 052-361-0325
84131029 愛知県 足木　幸夫 ｱｼｷ ﾕｷｵ 行政書士法人トヨハシ 440-0822 愛知県豊橋市伝馬町２９番地の１ 0532-61-1590
84191528 愛知県 杉浦　勇治 ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳｼﾞ 447-0874 愛知県碧南市作塚町１丁目３８－３ 0566-42-6908
84191530 愛知県 小島　茂樹 ｺｼﾞﾏ ｼｹﾞｷ 491-0034 愛知県一宮市浜町４丁目１８番地の２ 0586-73-0111
85191591 愛知県 長瀨　紀美子 ﾅｶﾞｾ ｷﾐｺ 484-0081 愛知県犬山市大字犬山字天白２１番地１ 0568-61-1494
85191592 愛知県 田宮　章 ﾀﾐﾔ ｱｷﾗ 行政書士田宮章事務所 496-0046 愛知県津島市柳原町２丁目４０番地の３ 0567-26-4224
85191601 愛知県 野口　千砂 ﾉｸﾞﾁ ﾁｻ 451-0051 愛知県名古屋市西区則武新町４丁目１番４０号 052-551-4865

85193226 愛知県 竹内　誠 ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ
行政書士法人あけぼの　豊橋西事
務所

441-8006 愛知県豊橋市高洲町字高洲３９番地の１ 0532-33-3316

85193229 愛知県 桜井　隆 ｻｸﾗｲ ﾀｶｼ 486-0849 愛知県春日井市八田町２丁目９番地１ 0568-70-7311
86190002 愛知県 酒井　彰文 ｻｶｲ ｱｷﾌﾐ 444-0002 愛知県岡崎市高隆寺町字本郷３１番地 0564-24-2480
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86190570 愛知県 鈴木　大棋 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｷ 472-0035 愛知県知立市長田一丁目１９番地 0566-81-2747
87190493 愛知県 田中　幸子 ﾀﾅｶ ｻﾁｺ 行政書士田中幸子事務所 484-0894 愛知県犬山市大字羽黒字西五反田１４番地１４ 090-3453-7953
87190495 愛知県 岡本　孝 ｵｶﾓﾄ ﾀｶｼ 464-0836 愛知県名古屋市千種区菊坂町３丁目５番地 052-751-6228
87190496 愛知県 服部　善一 ﾊｯﾄﾘ ｾﾞﾝｲﾁ 451-0071 愛知県名古屋市西区鳥見町１丁目６番地 052-532-1881

87190497 愛知県 出口　優志 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 462-0025
愛知県名古屋市北区鳩岡町１丁目１番地の１　シティ
コーポ鳩岡Ｂ棟１０３号

052-981-6005

87190840 愛知県 今井　亮子 ｲﾏｲ ﾘｮｳｺ 488-0840 愛知県尾張旭市印場元町四丁目８番地２ 0561-78-0430
87191269 愛知県 石原　且也 ｲｼﾊﾗ ｶﾂﾔ 行政書士法人いしはら事務所 444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字才苗２０番地２３ 0564-53-1044
87191274 愛知県 伊藤　達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 485-0804 愛知県小牧市大字池之内２２５６番地 0568-79-5976
88190096 愛知県 尾原　健一郎 ｵﾊﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ 441-1346 愛知県新城市川田字山田平１３番地２５ 0536-23-0240
88190154 愛知県 小林　史幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾕｷ 行政書士小林史幸事務所 444-2225 愛知県豊田市岩倉町鵜ヶ瀬前１４番地５ 0565-58-3180

88190846 愛知県 前島　昭 ﾏｴｼﾏ ｱｷﾗ 466-0055
愛知県名古屋市昭和区滝子通４丁目１１番地　（アー
バンラフレ滝子６０２号）

052-882-6561

90191524 愛知県 内藤　祐滋 ﾅｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 行政書士内藤事務所 448-0853 愛知県刈谷市高松町３丁目２番地１ 0566-27-3000

91190420 愛知県 牟田　美智代 ﾑﾀ ﾐﾁﾖ 行政書士牟田美智代事務所 456-0031
愛知県名古屋市熱田区神宮三丁目９番１４号　あさひ
ビル２階

052-681-6006

92190391 愛知県 梛野　公明 ﾅｷﾞﾉ ｷﾐｱｷ 470-0352 愛知県豊田市篠原町芝崎４１番地２ 0565-43-1033

92190955 愛知県 共田　容脩 ﾄﾓﾀﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ
行政書士事務所トータルマネジメン
ト

486-0945
愛知県春日井市勝川町六丁目１４０番地　王子不動
産勝川ビル２階

0568-27-7555

92191358 愛知県 髙木　幸仁 ﾀｶｷﾞ ﾕｷﾋﾄ アズ．マネジメント行政書士事務所 487-0034 愛知県春日井市白山町８丁目８番地の１５ 0568-52-2132

93190579 愛知県 福田　隆彦 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾋｺ
名古屋中村ふれあい特定行政書
士福田事務所

453-0031 愛知県名古屋市中村区新富町３丁目４番３号 090-8180-8886

93190674 愛知県 渡邊　満男 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｵ 行政書士渡邊満男事務所 444-1161 愛知県安城市姫小川町姫５９番地３ 0566-99-5166
93190905 愛知県 石川　公一 ｲｼｶﾜ ｺｳｲﾁ 441-1634 愛知県新城市長篠字西野々３６番地９ 0536-32-2667
93191202 愛知県 芦萱　滋巳 ｱｼｶﾔ ｼｹﾞｷ 行政書士芦萱滋巳事務所 478-0042 愛知県知多市長浦２丁目４０番地の３４ 0562-74-0502
96193389 愛知県 横江　光代 ﾖｺｴ ﾐﾂﾖ 横江経営会計・行政書士事務所 467-0845 愛知県名古屋市瑞穂区河岸一丁目６番１４号 052-821-3771
97194851 愛知県 川瀨　芳文 ｶﾜｾ ﾖｼﾌﾐ 行政書士川瀬事務所 475-0886 愛知県半田市新川町２８番地 0569-26-1295

97195270 愛知県 廣瀬　幸弘 ﾋﾛｾ ﾕｷﾋﾛ 465-0077
愛知県名古屋市名東区植園町３丁目４番地の１　ライ
オンズマンション植園２１８号

052-783-0579

97195367 愛知県 福永　正光 ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｻﾐﾂ 452-0821 愛知県名古屋市西区上小田井二丁目２８６番地 052-504-5858

97195694 愛知県 山口　富久 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾐﾋｻ 486-0944
愛知県春日井市大和通１丁目６番　ハーベスト大和
通４０３号

0568-36-1688

97195843 愛知県 丹羽　啓介 ﾆﾜ ｹｲｽｹ 483-8422 愛知県江南市東野町神上１２４番地 0587-55-7952
97195977 愛知県 坂部　秀 ｻｶﾍﾞ ﾋﾃﾞｼ ダイマル行政書士事務所 445-0882 愛知県西尾市上道目記町北後１２番地 0563-54-0388
98196528 愛知県 石川　彰 ｲｼｶﾜ ｱｷﾗ 448-0026 愛知県刈谷市中山町２丁目１８番地 0566-29-3292

98197150 愛知県 浅井　敏松 ｱｻｲ ﾄｼﾏﾂ 482-0022
愛知県岩倉市栄町２丁目７７番地　ロータリーヒー
ロー５０１号

0587-65-3603

98197346 愛知県 岩永　亨 ｲﾜﾅｶﾞ ﾄｵﾙ 岩永亨行政書士事務所 463-0072
愛知県名古屋市守山区金屋二丁目３９７番地　（宝マ
ンション新守山イースト２０１号）

052-791-6357

98197467 愛知県 木戸　幸子 ｷﾄﾞ ｻﾁｺ ひまわり木戸行政書士事務所 462-0825 愛知県名古屋市北区大曽根１丁目１２番１２号の１ 052-910-3033
99197821 愛知県 岡戸　正成 ｵｶﾄﾞ ﾏｻﾅﾘ 470-2202 愛知県知多郡阿久比町大字福住字脇９２番地 0569-48-8498

99197879 愛知県 志治　広和 ｼｼﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 行政書士東海通事務所 455-0008
愛知県名古屋市港区九番町５丁目３番地１　ＪＦＥ東
海通ビル３階

052-355-8448

99198021 愛知県 河合　裕之 ｶﾜｲ ﾋﾛﾕｷ 456-0027 愛知県名古屋市熱田区旗屋一丁目１０番４３号 052-671-6333
99198110 愛知県 山嶋　紀之 ﾔﾏｼﾏ ﾉﾘﾕｷ 464-0850 愛知県名古屋市千種区今池三丁目１２番２０号 052-753-4561

99198171 愛知県 大塚　日登志 ｵｵﾂｶ ﾋﾄｼ 行政書士大塚法務事務所 485-0029
愛知県小牧市中央５丁目２３４番地　ネオハイツ小牧
中央５０４号

0568-71-1843

99198650 愛知県 入山　太郎 ｲﾘﾔﾏ ﾀﾛｳ アスリート法務事務所（行政書士） 492-8137 愛知県稲沢市国府宮２丁目８番１９号 0587-34-5115
99198702 愛知県 小川　明男 ｵｶﾞﾜ ｱｷｵ 491-0103 愛知県一宮市浅井町前野字郷西１番地 0586-53-1107
99198703 愛知県 堀　己喜男 ﾎﾘ ﾐｷｵ 484-0041 愛知県犬山市長者町一丁目３５番地 0568-67-8115
00200290 岐阜県 鈴木　雅彦 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋｺ 508-0101 岐阜県中津川市苗木３１７８番地 0573-65-3098
01200846 岐阜県 倉地　優治 ｸﾗﾁ ﾕｳｼﾞ 倉地優治行政書士事務所 501-0601 岐阜県揖斐郡揖斐川町北方１２０５番地１ 0585-22-1853
01200848 岐阜県 春木　正人 ﾊﾙｷ ﾏｻﾄ 509-3113 岐阜県下呂市小坂町湯屋１０７８番地３ 0576-62-3650
01200851 岐阜県 柘植　久昇 ﾂｹﾞ ﾋｻﾉﾘ つげ行政書士事務所 503-0022 岐阜県大垣市中野町５丁目７３８番地８ 0584-82-0738
02202789 岐阜県 鵜飼　武彦 ｳｶｲ ﾀｹﾋｺ 鵜飼武彦行政書士法務事務所 500-8851 岐阜県岐阜市大宝町１丁目５番地 058-255-0888
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02203547 岐阜県 本間　大介 ﾎﾝﾏ ﾀﾞｲｽｹ 本間行政書士事務所 501-3155 岐阜県岐阜市岩田坂２丁目１４番３８号 058-227-2824
03200527 岐阜県 道家　睦明 ﾄﾞｳｹ ﾑﾂｱｷ 501-6065 岐阜県羽島郡笠松町門間６０５番地 058-388-8122
03200792 岐阜県 松野　秀幸 ﾏﾂﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ 501-6224 岐阜県羽島市正木町大浦１４３番地２ 058-392-0765
03200796 岐阜県 森　伸二 ﾓﾘ ｼﾝｼﾞ 行政書士もり事務所 500-8323 岐阜県岐阜市鹿島町８丁目１３番地　東海ビル１階 058-253-8487
03201122 岐阜県 遠山　桂 ﾄｵﾔﾏ ｶﾂﾗ 509-8301 岐阜県中津川市蛭川２２４４番地２ 0573-45-2803
03201379 岐阜県 堀　清 ﾎﾘ ｷﾖｼ 500-8288 岐阜県岐阜市中鶉４丁目９４番地 058-274-0453
03201818 岐阜県 寺井　英之 ﾃﾗｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 寺井行政書士事務所 503-2424 岐阜県揖斐郡池田町池野２９７番地の５ 0585-45-0808
03202157 岐阜県 山口　千之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁﾕｷ 506-0838 岐阜県高山市馬場町２丁目１０１番地１２ 0577-32-2138
03202674 岐阜県 阿部　歌子 ｱﾍﾞ ｳﾀｺ 509-0133 岐阜県各務原市鵜沼古市場町３丁目４０番地 058-385-0348
03202675 岐阜県 丸山　貴司 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶｼ 509-7602 岐阜県恵那市山岡町馬場山田２１９番地６ 0573-57-1061
03203107 岐阜県 小栗　泰彦 ｵｸﾞﾘ ﾔｽﾋｺ 500-8261 岐阜県岐阜市茜部大野２丁目１２２番地 058-276-1607
04200473 岐阜県 飯田　洋 ｲｲﾀﾞ ﾋﾛｼ 503-0303 岐阜県海津市平田町野寺１２６８番地 0584-67-3816
04200803 岐阜県 川村　勲 ｶﾜﾑﾗ ｲｻｵ 505-0125 岐阜県可児郡御嵩町伏見７７３番地 0574-67-0243
04201080 岐阜県 奥村　純一 ｵｸﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 509-0247 岐阜県可児市塩河１２９８番地 0574-65-4805
09192248 岐阜県 有我　昌久 ｱﾘｶﾞ ﾏｻﾋｻ 有我行政書士事務所 509-0104 岐阜県各務原市各務おがせ町１丁目１７９－７ 058-338-8170
11200435 岐阜県 恩田　ゆきみ ｵﾝﾀﾞ ﾕｷﾐ 行政書士恩田ゆきみ事務所 500-8811 岐阜県岐阜市端詰町２番地 058-337-7816
11201445 岐阜県 井原　源雄 ｲﾊﾗ ﾓﾄｵ 行政書士井原法務事務所 500-8211 岐阜県岐阜市日野東４丁目６番２９号 058-241-3583

11202368 岐阜県 玉置　啓昭 ﾀﾏｷ ﾋﾛｱｷ
ふるさと行政書士事務所　相続ふ
るさと相談室

504-0003 岐阜県各務原市尾崎南町１丁目４３番地 058-337-5204

12081551 岐阜県 鈴木　亜紀子 ｽｽﾞｷ ｱｷｺ エール行政書士事務所 507-0033 岐阜県多治見市本町５－６－１－４０２ 0572-28-1428
12200757 岐阜県 市橋　有 ｲﾁﾊｼ ｱﾘ 行政書士市橋事務所 500-8114 岐阜県岐阜市金竜町５丁目３番地 058-245-4610
14200053 岐阜県 田口　賢志 ﾀｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 行政書士田口法務・労務事務所 509-9131 岐阜県中津川市千旦林１５８５番１の２ 0573-67-8240

14200565 岐阜県 三輪　嵩志 ﾐﾜ ﾀｶｼ 行政書士法人リーブル 509-0266
岐阜県可児市帷子新町２丁目９７番地　フォレスト西
可児２０１号室

0574-49-8447

14201641 岐阜県 立川　晋士 ﾀﾁｶﾜ ﾋﾛｼ 行政書士立川事務所 503-0807
岐阜県大垣市今宿６丁目５２番地１６　ドリーム・コア３
０５号室

0584-71-7790

15200506 岐阜県 古川　英治 ﾌﾙｶﾜ ｴｲｼﾞ 行政書士古川法務事務所 501-6228 岐阜県羽島市正木町不破一色５６９番地１ 058-337-2296
19202618 岐阜県 近藤　久夫 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋｻｵ うぬま東行政書士事務所 509-0127 岐阜県各務原市桜木町２丁目４６番地 058-374-8116
20200580 岐阜県 那波　修 ﾅﾜ ｵｻﾑ 行政書士那波法務事務所 501-6018 岐阜県羽島郡岐南町下印食２丁目１６番地 058-273-8453

21200216 岐阜県 佐藤　健 ｻﾄｳ ｹﾝ ＣｅｎｔｒａｌＪａｐａｎ行政書士事務所 500-8175
岐阜県岐阜市長住町１丁目１５番地２　Ｇｉｆｕ長住ビル
７０２号室

070-4405-2083

21200541 岐阜県 長田　健司 ﾅｶﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 行政書士長田健司事務所 506-0822 岐阜県高山市城山１０８番地３ 0577-33-9702
21202608 岐阜県 兼山　尚 ｶﾈﾔﾏ ﾋｻｼ かねやま行政書士事務所 509-1606 岐阜県下呂市金山町祖師野６６６番地２ 0576-74-1228
73200272 岐阜県 村瀬　英子 ﾑﾗｾ ﾋﾃﾞｺ 501-1132 岐阜県岐阜市折立２０４番地 058-239-0839
77200395 岐阜県 大橋　一成 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾅﾘ 501-6241 岐阜県羽島市竹鼻町３１６６番地１３ 058-391-2268
78200443 岐阜県 田村　豊 ﾀﾑﾗ ﾕﾀｶ 507-0041 岐阜県多治見市太平町５－３６－１ 0572-22-7789
80200512 岐阜県 森　廣幸 ﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ 503-2425 岐阜県揖斐郡池田町六之井１４２０－１ 0585-45-6925
81200568 岐阜県 愛知　春正 ｱｲﾁ ﾊﾙﾏｻ 509-6102 岐阜県瑞浪市稲津町萩原１３５９ 0572-26-9331
82200635 岐阜県 大山　照子 ｵｵﾔﾏ ﾃﾙｺ 500-8323 岐阜県岐阜市鹿島町八丁目１３番地 058-253-3715
83200642 岐阜県 桑原　一男 ｸﾜﾊﾞﾗ ｶｽﾞｵ 500-8268 岐阜県岐阜市茜部菱野４丁目３３－２０３ 058-275-0857
86200211 岐阜県 大脇　郁朗 ｵｵﾜｷ ｲｸﾛｳ 505-0301 岐阜県加茂郡八百津町八百津３７４３番地９ 0574-43-2408
88201377 岐阜県 奥田　順康 ｵｸﾀﾞ ﾄｼﾔｽ 501-3125 岐阜県岐阜市大洞緑山１丁目４番１１号 058-242-1453
89201418 岐阜県 小森　厚子 ｺﾓﾘ ｱﾂｺ 502-0005 岐阜県岐阜市岩崎９７０番地１ 058-237-3500
91200219 岐阜県 鈴木　利夫 ｽｽﾞｷ ﾄｼｵ みらい行政書士事務所 503-2428 岐阜県揖斐郡池田町片山２７３番地 0585-45-2983

94200245 岐阜県 梅田　直美 ｳﾒﾀﾞ ﾅｵﾐ 509-0126
岐阜県各務原市鵜沼東町５丁目２４番地２　メゾン花
水木２Ｂ

058-385-4560

94200839 岐阜県 木澤　葉子 ｷｻﾞﾜ ﾖｳｺ 木澤行政書士事務所 501-6062 岐阜県羽島郡笠松町田代３０５番地の３ 058-206-2586
94200974 岐阜県 小塩　記子 ｵｼﾞｵ ﾌﾐｺ 500-8361 岐阜県岐阜市本荘西１丁目１２５番地 058-251-7811
94201298 岐阜県 川田　智子 ｶﾜﾀﾞ ﾄﾓｺ 川田行政書士事務所 501-6133 岐阜県岐阜市日置江２丁目１９番地２８ 058-279-2641
97205369 岐阜県 牛田　匡 ｳｼﾀﾞ ﾂﾄﾑ 501-1177 岐阜県岐阜市中西郷４丁目２２８番地 058-239-0076
97205750 岐阜県 川瀬　峰子 ｶﾜｾ ﾐﾈｺ 行政書士川瀬峰子事務所 503-0036 岐阜県大垣市古知丸４丁目４７番地１ 0584-91-1199
97206037 岐阜県 日置　章 ﾋｵｷ ｱｷﾗ 505-0016 岐阜県美濃加茂市牧野５５８番地 090-8180-6559
98207250 岐阜県 道家　佳朗 ﾄﾞｳｹ ﾖｼﾛｳ 505-0041 岐阜県美濃加茂市太田町１６９１番地１ 0574-24-1177
99208173 岐阜県 堀　泰純 ﾎﾘ ﾔｽｽﾞﾐ 500-8256 岐阜県岐阜市八坂町１３番地２ 058-278-6177
99208174 岐阜県 大平　里美 ｵｵﾋﾗ ｻﾄﾐ 501-0233 岐阜県瑞穂市宝江１７０番地の３ 058-326-6165
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00210136 三重県 先本　賢一 ｻｷﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 513-0826 三重県鈴鹿市住吉３丁目３０－２６　森ビル２Ｆ 0593-67-3266
00210292 三重県 池山　敦 ｲｹﾔﾏ ｱﾂｼ 519-0415 三重県度会郡玉城町田丸１８５番地　２階 0596-58-6405
01210732 三重県 小林　徹也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ 小林行政書士法務事務所 510-0086 三重県四日市市諏訪栄町２番４号　５－Ｂ 059-350-2515
01210733 三重県 佐藤　隆廣 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 511-0231 三重県員弁郡東員町笹尾西２丁目２２番１１ 0594-76-8787
01210852 三重県 吉田　実 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ 515-0325 三重県多気郡明和町大字竹川２１６番地９ 050-3728-3339
01211004 三重県 松永　哲也 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾃﾂﾔ 519-0142 三重県亀山市天神３丁目３番３２号 05958-2-4000
01211538 三重県 米田　智彦 ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ 米田行政書士法務事務所 514-1118 三重県津市久居新町２７４８番地１２ 059-254-4415
02212480 三重県 中村　五十六 ﾅｶﾑﾗ ｲｿﾛｸ 511-0283 三重県いなべ市大安町南金井２６４７番地３１ 0594-37-3996
02213650 三重県 川邑　昌史 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾌﾐ 510-0025 三重県四日市市東新町１７番１１号 0593-31-3774
02213960 三重県 長谷川　明世 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾖ 長谷川行政書士事務所 518-0471 三重県名張市百合が丘東１番町１６２番地 0595-64-4720
02214249 三重県 石田　俊雄 ｲｼﾀﾞ ﾄｼｵ 518-1313 三重県伊賀市馬場１１４５番地の１ 0595-43-9611

02214377 三重県 金谷　和典 ｶﾅﾔ ｶｽﾞﾉﾘ
よいほのもり共同事務所行政書士
金谷和典

515-0063 三重県松阪市大黒田町１７７６番地５ 0598-22-3911

03210286 三重県 藤波　高幸 ﾌｼﾞﾅﾐ ﾀｶﾕｷ 藤波行政書士事務所 519-0605 三重県伊勢市二見町溝口４２５番地 0596-43-2620
03211127 三重県 窪田　尚弘 ｸﾎﾞﾀ ﾅｵﾋﾛ 514-0035 三重県津市西丸之内９番１７号 059-228-2484
03211128 三重県 光山　訓 ﾐﾂﾔﾏ ｻﾄｼ 519-5701 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿１８１５番地１５ 0735-32-2909
03211133 三重県 橋本　俊雄 ﾊｼﾓﾄ ﾄｼｵ 橋本行政書士事務所 510-0086 三重県四日市市諏訪栄町２２番３７号　吉田ビル４０３ 0593-55-1981
03211382 三重県 田島　香里 ﾀｼﾞﾏ ｶｵﾘ 511-0077 三重県桑名市末広町２７番地２ 0594-24-4914
03211383 三重県 仲田　智哉 ﾅｶﾀ ﾄﾓﾔ 513-1122 三重県鈴鹿市花川町１０２番地 0593-74-2215
03211384 三重県 金津　寬司 ｶﾅﾂﾞ ﾋﾛｼ 510-1251 三重県三重郡菰野町大字千草２７６４番地 0593-94-0237
03212166 三重県 菊永　宏司 ｷｸﾅｶﾞ ﾋﾛｼ 510-0212 三重県鈴鹿市中旭が丘四丁目６番１０号 0593-86-2565

04210074 三重県 村岡　浩 ﾑﾗｵｶ ﾋﾛｼ
行政書士ソーシャルビジネスサ
ポート事務所

511-0851 三重県桑名市大字西別所字小池４１４番地４ 0594-23-9850

04210165 三重県 木山　政夫 ｷﾔﾏ ﾏｻｵ 511-0264 三重県いなべ市大安町石榑東１２５番地 0594-88-0563
04211710 三重県 窪崎　孝充 ｸﾎﾞｻｷ ﾀｶﾐﾁ 窪崎行政書士事務所 518-1321 三重県伊賀市内保３７７番地 0595-42-1606
05210515 三重県 宇佐美　幸義 ｳｻﾐ ﾕｷﾖｼ 宇佐美行政書士事務所 512-0933 三重県四日市市三滝台四丁目８番地６ 0593-22-5778
05211446 三重県 山越　一 ﾔﾏｺｼ ﾊｼﾞﾒ 山越行政書士事務所 515-2109 三重県松阪市小野江町９０番地 0598-56-7345
05212198 三重県 濱地　正巳 ﾊﾏｼﾞ ﾏｻﾐ 濱地正巳行政書士事務所 516-1423 三重県度会郡南伊勢町村山１１１８番地２３ 0596-77-0777
06210566 三重県 玉木　義伯 ﾀﾏｷ ﾖｼﾉﾘ 行政書士伊勢さきがけ法務事務所 516-0062 三重県伊勢市浦口三丁目１番１４号 0596-24-5557
06210817 三重県 鈴木　浩一 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ 行政書士鈴木法務事務所 514-2106 三重県津市美里町足坂１１１４番地 ----------
06211270 三重県 有澤　歩 ｱﾘｻﾜ ｱﾕﾐ 有澤歩行政書士事務所 511-0266 三重県いなべ市大安町石榑南１８２３番地３ 0594-78-1562
06212072 三重県 木村　彰宏 ｷﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 行政書士木村彰宏事務所 518-0814 三重県伊賀市上友生１１２７番地 0595-21-7213
07210762 三重県 吉原　秀和 ﾖｼﾊﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 行政書士事務所「秀和」 518-0466 三重県名張市赤目町新川５９９番地 0595-63-4749
07211858 三重県 加藤　等 ｶﾄｳ ﾋﾄｼ 加藤行政書士事務所 511-1143 三重県桑名市長島町西外面１７６３番地４ 0594-42-0111
08210044 三重県 小宮　教子 ｺﾐﾔ ｷｮｳｺ 小宮行政書士事務所 514-2221 三重県津市高野尾町６４９番地１ 059-230-0525
08210704 三重県 浪木　粲 ﾅﾐｷ ｷﾖｼ 浪木行政書士事務所 511-0068 三重県桑名市中央町五丁目５１番地５　大洋ビル２Ｆ 0594-22-8335
08212256 三重県 加藤　春美 ｶﾄｳ ﾊﾙﾐ 加藤行政書士事務所 514-0015 三重県津市寿町７番４号 059-227-0133
08212257 三重県 山下　淳美 ﾔﾏｼﾀ ｱﾂﾐ 山下行政書士事務所 514-0065 三重県津市河辺町３５１３番地８ 059-229-7862
09211035 三重県 橋本　堅 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝ 行政書士オフィスはしもと 511-0264 三重県いなべ市大安町石榑東１４３５番地 080-9267-9417
09211172 三重県 平松　正繁 ﾋﾗﾏﾂ ﾏｻｼｹﾞ 行政書士平松事務所 511-1112 三重県桑名市長島町大倉１７番地２２ 0594-42-3203
09211401 三重県 松井　勇樹 ﾏﾂｲ ﾕｳｷ アーリー・バード行政書士法人 516-0011 三重県伊勢市一色町１８３４番地７ ----------
09211935 三重県 田畑　早苗 ﾀﾊﾞﾀ ｻﾅｴ 北伊勢行政書士事務所 511-0425 三重県いなべ市北勢町大辻新田１３番地４ 0594-72-6981
10212083 三重県 三沢　圭 ﾐｻﾜ ｹｲ みさわ行政書士事務所 512-0911 三重県四日市市生桑町２２７９番地２４ 059-332-6619
10212290 三重県 大日方　昌之 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾏｻﾕｷ 行政書士大日方昌之事務所 510-0092 三重県四日市市新町１０番１９号 059-337-8995
11211043 三重県 坂井　芳規 ｻｶｲ ﾖｼｷ 坂井芳規行政書士事務所 510-0226 三重県鈴鹿市岸岡町１７００番地の１５２ 059-324-2735
11212190 三重県 坂本　宏一 ｻｶﾓﾄ ｺｳｲﾁ 坂本行政書士事務所 512-0933 三重県四日市市三滝台二丁目９番地６ 059-322-3177
12210181 三重県 天春　千賀子 ｱﾏｶﾞｽ ﾁｶｺ 天春行政書士事務所 512-1304 三重県四日市市中野町１０５６番地 059-339-0555
12210563 三重県 大野　貴由 ｵｵﾉ ﾀｶﾖｼ 大野行政書士事務所 510-8034 三重県四日市市大矢知町１００２番地１ 059-366-7103
13210586 三重県 山本　淳二 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ 行政書士ききょう事務所 518-0627 三重県名張市桔梗が丘７番町３街区１１１番地 0595-65-5439
13210587 三重県 篠原　一志 ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞｼ ぶどうの木篠原行政書士事務所 510-0836 三重県四日市市松本三丁目３番２７号 059-324-2154

13210590 三重県 佐藤　則充 ｻﾄｳ ﾉﾘﾐﾂ 行政書士佐藤のりみつ法務事務所 513-0809
三重県鈴鹿市西条六丁目３番地の１　ポレスター西
条四季の道４０２号

059-389-5110

13212697 三重県 西川　克也 ﾆｼｶﾜ ｶﾂﾔ 西川克也行政書士事務所 519-0165 三重県亀山市野村４丁目２－５ 0595-98-5866

14210567 三重県 岡本　綾 ｵｶﾓﾄ ｱﾔ こまくさ行政書士事務所 513-0036
三重県鈴鹿市矢橋二丁目１４番２２号　サンハウス矢
橋１０１

059-373-7722
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14211119 三重県 片岡　良子 ｶﾀｵｶ ﾘｮｳｺ 行政書士かたおか事務所 513-0809
三重県鈴鹿市西条六丁目３番地の１　ポレスター西
条四季の道４０２号

059-383-0891

15210511 三重県 山崎　達樹 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂｷ 行政書士山崎達樹事務所 510-8037 三重県四日市市垂坂町３７０番地１ 059-337-8126
15211698 三重県 山岡　修 ﾔﾏｵｶ ｵｻﾑ やまおか行政書士事務所 518-0225 三重県伊賀市桐ケ丘八丁目３０７番地 0595-48-6870
15211699 三重県 新谷　尚弘 ｼﾝﾀﾆ ﾅｵﾋﾛ 新谷行政書士事務所 514-1118 三重県津市久居新町１０５６番地１ 059-261-2804
16211457 三重県 岩田　照明 ｲﾜﾀ ﾃﾙｱｷ 岩田行政書士事務所 511-0056 三重県桑名市西矢田町５２番地 0594-23-3459
16211767 三重県 兼平　満 ｶﾈﾋﾗ ﾐﾂﾙ 行政書士かねひら事務所 512-0912 三重県四日市市三重六丁目８番地 059-328-5582
16212197 三重県 大山　佳俊 ｵｵﾔﾏ ﾖｼﾄｼ 行政書士大山佳俊事務所 517-0703 三重県志摩市志摩町和具２５２２番地１ 0599-65-7255

16212364 三重県 大田　歩美 ｵｵﾀ ｱﾕﾐ
よいほのもり共同事務所行政書士
大田歩美

515-0063 三重県松阪市大黒田町１７７６番地５ 0598-30-4488

17090353 三重県 櫻井　正英 ｻｸﾗｲ ﾏｻﾋﾃﾞ 行政書士　櫻井正英事務所 514-0061
三重県津市一身田上津部田３０１０番地　サンマン
ションアーツ山の手八番館２０１号室

059-269-5984

17211237 三重県 中村　博夫 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｵ スケットナカヒロ行政書士事務所 518-1401 三重県伊賀市千戸字大谷１６８７番地４１１ 090-1715-2663
17211832 三重県 河村　啓 ｶﾜﾑﾗ ｱｷﾗ 行政書士河村事務所 517-0011 三重県鳥羽市鳥羽五丁目８番１号 0599-24-0023
18212087 三重県 大久保　有規 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｷ 行政書士事務所御結 517-0011 三重県鳥羽市鳥羽一丁目１７番３－２１号 0599-25-2109
18212090 三重県 森多　敏雄 ﾓﾘﾀ ﾄｼｵ 森多行政書士事務所 519-0506 三重県伊勢市小俣町湯田７５０番地３ 0596-24-0307

19210128 三重県 小津　寿樹 ｵﾂﾞ ﾋｻｷ 小津寿樹行政書士事務所 513-0801
三重県鈴鹿市神戸一丁目２２番３５号　第４不二ビル
３０３号

059-389-7377

19210765 三重県 中根　彰 ﾅｶﾈ ｱｷﾗ 中根行政書士事務所 519-0102 三重県亀山市和田町１１９３番地３３ 0595-82-9604
19210950 三重県 加藤　美穗子 ｶﾄｳ ﾐﾎｺ 行政書士加藤美穗子事務所 511-0037 三重県桑名市元赤須賀１１６番地 0594-24-6603
19211569 三重県 岡田　裕子 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｺ 行政書士さくら法務事務所 511-0233 三重県員弁郡東員町城山２丁目１５番２ 070-8585-4054
20210583 三重県 澤井　利文 ｻﾜｲ ﾄｼﾌﾐ 行政書士澤井総合事務所 514-0315 三重県津市香良洲町６６０２番地２ 059-273-5620
20211053 三重県 芝野　拓磨 ｼﾊﾞﾉ ﾀｸﾏ 行政書士芝野法務事務所 518-0754 三重県名張市緑が丘西１８９番地 0595-44-6525

20211644 三重県 脇田　研二 ﾜｷﾀ ｹﾝｼﾞ 脇田研二行政書士事務所 510-0072
三重県四日市市九の城町１２－１３　ロジュマン九の
城３０２号

059-340-9207

21210062 三重県 荻野　剛弘 ｵｷﾞﾉ ﾖｼﾋﾛ あい行政書士事務所 511-0231 三重県員弁郡東員町笹尾西３丁目７番１９ 090-8964-9033
21210764 三重県 谷口　佳代 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾖ 行政書士川谷武史事務所 513-0036 三重県鈴鹿市矢橋一丁目５番２１号 059-384-2547
21211573 三重県 森　久弥 ﾓﾘ ﾋｻﾔ 森行政書士事務所 513-0826 三重県鈴鹿市住吉五丁目１３番２８号 059-379-0491
21211899 三重県 後藤　大輝 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ 河芸ハウス行政書士事務所 510-0304 三重県津市河芸町上野字藤ノ木８９０－１ 090-4218-1320
68210132 三重県 花井　美博 ﾊﾅｲ ﾖｼﾋﾛ 514-0305 三重県津市雲出島貫町１３４ 059-234-3534
74210269 三重県 倉田　務 ｸﾗﾀ ﾂﾄﾑ 514-0021 三重県津市万町津１３８番地　第２松岡ビル４Ｆ東 059-271-6686
76210312 三重県 仲西　秀子 ﾅｶﾆｼ ﾋﾃﾞｺ 行政書士仲西事務所 518-0701 三重県名張市鴻之台１番町１７４番地 0595-63-6347
76210331 三重県 岩本　敬子 ｲﾜﾓﾄ ｹｲｺ 514-0016 三重県津市乙部８番地１４ 059-225-9231
80210466 三重県 紀平　昌人 ｷﾋﾗ ﾏｻﾄ 519-0112 三重県亀山市上野町４番１７号 0595-83-3098
80210472 三重県 花井　泰紀 ﾊﾅｲ ﾔｽﾉﾘ 514-0061 三重県津市一身田上津部田１１４２番地１ 059-236-5525
84210642 三重県 伊藤　庄吉 ｲﾄｳ ｼﾖｳｷﾁ 514-0004 三重県津市栄町４丁目７４ 059-227-4458
85210656 三重県 古池　一陽 ｺｲｹ ｲﾁﾖｳ 行政書士コイケ事務所 511-0007 三重県桑名市参宮通２１番地５ 0594-23-2620
86210625 三重県 青木　明紀 ｱｵｷ ｱｷﾉﾘ 514-1122 三重県津市川方町５０１番地４１ 059-255-5591
87210006 三重県 大河内　誠 ｵｵｺｳﾁ ﾏｺﾄ 特定行政書士大河内総合法務事 514-0823 三重県津市半田３９７番地３ 059-223-2022
87210914 三重県 西原　博 ﾆｼﾊﾗ ﾋﾛｼ 515-0118 三重県松阪市垣内田町１４４番地の１ 0598-59-1046
88210844 三重県 佐々木　俊夫 ｻｻｷ ﾄｼｵ 514-0817 三重県津市高茶屋小森町２００５－６ 059-234-3846
92210263 三重県 木村　ちはる ｷﾑﾗ ﾁﾊﾙ 510-0017 三重県四日市市羽津町９番１６号 0593-33-0957
92210621 三重県 雨夜　由美 ｱﾏﾔ ﾕﾐ あまや行政書士事務所 511-0863 三重県桑名市新西方６丁目１３１番地 0594-27-0621
92210622 三重県 若林　三知 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐﾁ 行政書士法人わかば 510-0812 三重県四日市市大字西阿倉川１６８２番地１ 0593-33-7335
93210583 三重県 奥島　要人 ｵｸｼﾏ ｶﾅﾄ 本町総合事務所行政書士奥島要 514-0831 三重県津市本町１４番１８号 059-226-2326
93210584 三重県 釆睪　里美 ﾜｹﾋﾞｷ ｻﾄﾐ 行政書士法人わけびき事務所 513-0806 三重県鈴鹿市算所四丁目４番２６号 0593-70-7172
93211257 三重県 吉川　直樹 ﾖｼｶﾜ ﾅｵｷ 514-0826 三重県津市野田２１番地２３１ 059-239-1616
94210401 三重県 前川　完一 ﾏｴｶﾞﾜ ｶﾝｲﾁ 前川完一行政書士事務所 518-0013 三重県伊賀市東条６４４番地 0595-23-3271
94210740 三重県 稲森　たね ｲﾅﾓﾘ ﾀﾈ 514-1122 三重県津市川方町５３２番地１９ 059-256-6317
97215470 三重県 天春　隆子 ｱﾏｶﾞｽ ﾀｶｺ 512-1304 三重県四日市市中野町１０５６番地 059-339-7887
97216091 三重県 森井　敏浩 ﾓﾘｲ ﾄｼﾋﾛ 512-0931 三重県四日市市浮橋一丁目２０番地３ 0593-20-4655
98216253 三重県 塩崎　貴生 ｼｵｻﾞｷ ﾀｶｵ 515-0019 三重県松阪市中央町３０１－６ 0598-51-5358
98216534 三重県 平田　一 ﾋﾗﾀ ﾊｼﾞﾒ 510-0891 三重県四日市市日永西一丁目２３番１号 0593-21-7148
98217472 三重県 田中　良典 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 514-0832 三重県津市南中央１７番２０号 059-225-4940
99218117 三重県 服部　佐知子 ﾊｯﾄﾘ ｻﾁｺ 510-0068 三重県四日市市三栄町５番２１号 059-350-0300
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01220855 福井県 立神　歩実 ﾀﾂｶﾞﾐ ｱﾕﾐ 910-0853 福井県福井市城東１丁目１４番２１号 0776-26-2008
01221007 福井県 藪原　文夫 ﾔﾌﾞﾊﾗ ﾌﾐｵ 918-8017 福井県福井市下荒井町第１３号３０３番地 0776-38-3070
03220531 福井県 中出　和男 ﾅｶﾃﾞ ｶｽﾞｵ 行政書士中出和男事務所 910-0003 福井県福井市松本１丁目１１番１７号 0776-26-3175
03221390 福井県 三國　雅洋 ﾐｸﾆ ﾏｻﾋﾛ 914-0052 福井県敦賀市清水町１丁目１番地の２ 0770-25-7735

04220718 福井県 三田村　義久 ﾐﾀﾑﾗ ﾖｼﾋｻ 910-0005
福井県福井市大手３丁目４番１号　福井放送会館２階
２－Ｋ

0776-22-8766

04221084 福井県 永井　良治 ﾅｶﾞｲ ﾘｮｳｼﾞ 917-0072 福井県小浜市千種一丁目３番２０号　千種ビル２階 0770-53-0081
04221711 福井県 滝本　雅康 ﾀｷﾓﾄ ﾏｻﾔｽ 行政書士滝本事務所 912-0087 福井県大野市城町７番２６号 0779-66-2399
05221058 福井県 原　征夫 ﾊﾗ ﾏｻｵ 原行政書士事務所 910-3604 福井県福井市グリーンハイツ９丁目１８９番地 0776-98-3733
05221192 福井県 髙野　ますみ ﾀｶﾉ ﾏｽﾐ 髙野ますみ行政書士事務所 910-0101 福井県福井市つくし野２丁目１００８番地 0776-55-1687
07220895 福井県 村上　玲 ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ 村上行政書士事務所 910-0046 福井県福井市南楢原町第１２号１２番地１ 0776-59-2150
07220896 福井県 藤井　伸一郎 ﾌｼﾞｲ ｼﾝｲﾁﾛｳ 行政書士藤井伸一郎事務所 916-0068 福井県鯖江市二丁掛町第３１号１番地 0778-62-1419
10221456 福井県 金谷　祐一 ｶﾅﾀﾆ ﾕｳｲﾁ 金谷行政書士事務所 916-0017 福井県鯖江市神明町４丁目６番８号 0778-78-9150
10222084 福井県 大瀬　浪子 ｵｵｾ ﾅﾐｺ 大瀬行政書士事務所 911-0803 福井県勝山市旭町１丁目５番１８号 0779-88-0692
11222192 福井県 東　德夫 ｱｽﾞﾏ ﾉﾘｵ 東德夫行政書士事務所 918-8076 福井県福井市本堂町第８９号６番地１７０ 0776-37-0266
11222440 福井県 木田　みどり ｷﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ ふたば行政書士事務所 910-0063 福井県福井市灯明寺２丁目２０５番地１ 0776-25-3286
12221489 福井県 北畑　久男 ｷﾀﾊﾀ ﾋｻｵ 北畑久男行政書士事務所 914-0145 福井県敦賀市野坂４７号６番地 0770-25-7607
12221984 福井県 倉持　賢治 ｸﾗﾓﾁ ｹﾝｼﾞ 倉持賢治行政書士事務所 916-0043 福井県鯖江市定次町１０番地 0778-43-5988
14221123 福井県 中嶋　光 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｶﾙ 中嶋光行政書士事務所 915-0872 福井県越前市広瀬町第８６号１番地の２２ 0778-42-8469
14221645 福井県 前田　慶太 ﾏｴﾀﾞ ｹｲﾀ 朝陽行政書士事務所 915-0845 福井県越前市三ツ口町４０番地 0778-42-5339
15220924 福井県 田中　三津彦 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾋｺ 行政書士田中三津彦事務所 911-0054 福井県勝山市北郷町東野第１７号３１番地 0779-89-1141
15221219 福井県 巣守　光 ｽﾓﾘ ﾐﾂ 行政書士巣守光事務所 918-8064 福井県福井市西学園３丁目５０８番地 0776-35-6455
16221570 福井県 坂谷　公文 ｻｶﾔ ﾋﾛﾌﾐ 坂谷行政書士事務所 910-3405 福井県福井市小丹生町第３号１８番地 0776-65-3964
16221963 福井県 松宮　昌弘 ﾏﾂﾐﾔ ﾏｻﾋﾛ 行政書士松宮昌弘事務所 919-1504 福井県三方上中郡若狭町大鳥羽第２５号７番地 0770-64-1230
16222131 福井県 小川　真紀 ｵｶﾞﾜ ﾏｷ 行政書士まきオフィス 918-8013 福井県福井市花堂東１丁目６番５号　３０５号 050-5317-1134
17220975 福井県 嶋谷　幸雄 ｼﾏﾔ ﾕｷｵ 行政書士嶋谷幸雄事務所 919-0816 福井県あわら市山十楽第１１号５番地 0776-73-1472
18220763 福井県 河合　秀輝 ｶﾜｲ ﾋﾃﾞｷ 行政書士河合秀輝事務所 915-0803 福井県越前市平出二丁目２番８号 0778-67-4554
18222255 福井県 森　光司 ﾓﾘ ｺｳｼﾞ 行政書士森光司事務所 910-0157 福井県福井市八重巻東町１３の４番地 0776-56-0471
19220063 福井県 小野　幸代 ｵﾉ ﾕｷﾖ 行政書士おの事務所 910-0005 福井県福井市大手１丁目１番１４号 090-7085-1708
19220768 福井県 立藏　寛和 ﾀﾃｸﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 立藏寛和行政書士事務所 918-8205 福井県福井市北四ツ居３丁目９番３号 0776-54-1991
21220134 福井県 中村　忠嗣 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 行政書士中村忠嗣事務所 914-0145 福井県敦賀市野坂４５号７番地の１３ 090-9764-7888
21220399 福井県 髙田　友紀 ﾀｶﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ たかだ行政書士事務所 916-0015 福井県鯖江市御幸町２丁目１番１１号 080-8730-6752
76220106 福井県 井上　敏男 ｲﾉｳｴ ﾄｼｵ 行政書士井上敏男事務所 910-0018 福井県福井市田原２丁目１４番３号 0776-26-2770
77220124 福井県 野阪　知代 ﾉｻｶ ﾄﾓﾖ 910-0853 福井県福井市城東４丁目２２番１６号　横山ビル 0776-24-7711
78220137 福井県 田中　住江 ﾀﾅｶ ｽﾐｴ 910-0006 福井県福井市中央１丁目２０番１５号 0776-25-1667
79220140 福井県 畑　薫 ﾊﾀ ｶｵﾙ 910-3377 福井県福井市浜住町第４号１７番地 0776-86-1237
83220212 福井県 倉谷　長武 ｸﾗﾀﾆ ｵｻﾑ 914-0064 福井県敦賀市結城町９番１５号 0770-22-3976
86220413 福井県 金森　幸子 ｶﾅﾓﾘ ｻﾁｺ 912-0036 福井県大野市美川町４番４号 0779-66-3776
87220380 福井県 北川　孝伸 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾉﾌﾞ 910-0033 福井県福井市三郎丸１丁目１０６番地 0776-27-0035
89220923 福井県 和田　裕一 ﾜﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 和田裕一行政書士事務所 915-0814 福井県越前市中央二丁目７番１６号 0778-23-8689
90220021 福井県 前田　博美 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾐ 910-0004 福井県福井市宝永４丁目１４番１５号 0776-23-0655

90220110 福井県 荻原　正巳 ｵｷﾞﾊﾗ ﾏｻﾐ 910-0015
福井県福井市二の宮１丁目７番２５号　サンテラス松
井Ｃ棟１０１号室

0776-27-6509

90220149 福井県 坪川　貞子 ﾂﾎﾞｶﾜ ｻﾀﾞｺ 行政書士法人坪川事務所 910-0859
福井県福井市日之出三丁目９番３号　京福日之出ビ
ル２階

0776-23-6433

93220177 福井県 渕上　隆信 ﾌﾁｶﾐ ﾀｶﾉﾌﾞ 914-0146 福井県敦賀市金山５９号４６番地 0770-25-8736
94221193 福井県 池田　信夫 ｲｹﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ 910-0804 福井県福井市高木中央２丁目３７０１番地３３ 0776-53-3850
98226136 福井県 川端　耕一 ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｲﾁ かわばた法務行政書士事務所 914-0131 福井県敦賀市公文名４５号１８番地 0770-21-8415
99228177 福井県 髙村　昭治 ﾀｶﾑﾗ ｼｮｳｼﾞ 918-8205 福井県福井市北四ツ居３丁目４番９号 0776-53-2543
00239204 石川県 齊藤　芳輝 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾃﾙ 929-0235 石川県白山市美川永代町ソ３０１番地 076-278-4087
01231897 石川県 杉本　章 ｽｷﾞﾓﾄ ｱｷﾗ 921-8002 石川県金沢市玉鉾２丁目２０４番地 076-292-3189
01232025 石川県 髙桑　久雄 ﾀｶｸﾜ ﾋｻｵ 行政書士髙桑久雄事務所 920-0271 石川県河北郡内灘町字鶴ケ丘３丁目１２０番地 076-286-6188
02232340 石川県 本郷　卓也 ﾎﾝｺﾞｳ ﾀｸﾔ 本郷行政書士事務所 920-0902 石川県金沢市尾張町１丁目４番４０号 076-260-4092
02234030 石川県 山口　栄治 ﾔﾏｸﾞﾁ ｴｲｼﾞ 行政書士山口事務所 929-1174 石川県かほく市浜北ホ４番地１ 076-283-1663
02234378 石川県 丁子　泰征 ﾁｮｳｼﾞ ﾋﾛﾕｷ 丁子行政書士事務所 924-0072 石川県白山市千代野西一丁目１０番地３ 076-275-6768
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03230533 石川県 寺分　努 ﾃﾗﾜｹ ﾂﾄﾑ 行政書士寺分努事務所 929-1343 石川県羽咋郡宝達志水町小川ハ３２番地 0767-28-2352
03231138 石川県 茅野　智勇 ｶﾔﾉ ﾄﾓﾀｹ 行政書士法人茅野事務所 920-0024 石川県金沢市西念３丁目２２番２０号 076-223-6581
03231559 石川県 小林　光臣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｵﾐ 929-1717 石川県鹿島郡中能登町良川卜部４４番甲地 0767-74-1776
03231825 石川県 三村　正夫 ﾐﾑﾗ ﾏｻｵ 三村行政書士事務所 920-0856 石川県金沢市昭和町１０番６号　朋友ビル１Ｆ 076-234-2289
03231983 石川県 勝尾　太一 ｶﾂｵ ﾀｲﾁ 行政書士勝尾事務所 920-8203 石川県金沢市鞍月二丁目２番地　石川県繊維会館１ 076-268-0559
03232168 石川県 上岡　壮一 ｳｴｵｶ ｿｳｲﾁ 行政書士うえおか事務所 921-8046 石川県金沢市大桑町ヤ１番地５ 076-298-1998
03232429 石川県 明石　弘貴 ｱｶｼ ﾋﾛｷ 920-0811 石川県金沢市小坂町西８番地５９ 076-252-8184
03232571 石川県 向井　隆郎 ﾑｶｲ ﾘｭｳﾛｳ 920-3114 石川県金沢市吉原町ロ２３番地１ 076-257-8067
04230167 石川県 北村　國博 ｷﾀﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 北村國博法務行政書士事務所 923-1243 石川県能美市三ツ屋町６１番地１ 0761-46-6252
04230265 石川県 濱田　隆弘 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 行政書士法人ＬＥＡＤ 920-0344 石川県金沢市畝田東三丁目５１６番地 076-220-6570
04230618 石川県 佐味　友信 ｻﾐ ﾄﾓﾉﾌﾞ 920-3103 石川県金沢市湖陽１丁目１２８番地 076-258-2064

04231086 石川県 山田　康子 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽｺ 921-8014
石川県金沢市糸田１丁目７２番地　株式会社キョーワ
コーティング内２Ｆ

076-291-2610

04231274 石川県 大澤　巖 ｵｵｻﾜ ｲﾜｵ 920-0202 石川県金沢市木越２丁目１６９番地 076-257-2613
04231713 石川県 小関　裕一 ｺｾｷ ﾕｳｲﾁ 小関行政書士事務所 920-0024 石川県金沢市西念二丁目２８番１６号 076-255-1602
04231870 石川県 安田　友紀子 ﾔｽﾀﾞ ﾕｷｺ 安田友紀子事務所 923-0956 石川県小松市西本折町３５番地８ 0761-22-4206
04231871 石川県 舟木　弘 ﾌﾅｷ　ﾋﾛｼ 舟木事務所 920-0316 石川県金沢市金石通町２番１３号 076-267-5978
05230375 石川県 高村　大與 ﾀｶﾑﾗ ﾀｲﾖ 高村行政書士事務所 926-0027 石川県七尾市後畠町ヲ部６番地１２ 0767-52-9886
05230518 石川県 土生　晃恵 ﾊﾌﾞ ｱｷｴ 土生法務行政書士事務所 924-0821 石川県白山市木津町９１番地 076-275-8656
05231883 石川県 赤倉　章剛 ｱｶｸﾗ ｱｷﾀｶ 駅西行政書士事務所 920-0847 石川県金沢市堀川町４－１　セントラルビル６Ｆ 076-260-6766
06231713 石川県 東口　久司 ﾋｶﾞｼｸﾞﾁ ﾋｻｼ 東口行政書士事務所 924-0072 石川県白山市千代野西一丁目３番地１ 076-275-6461
08231813 石川県 山田　英浩 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾋﾛ 行政書士ヤマダ綜合事務所 921-8014 石川県金沢市糸田１丁目２０７番地２ 076-292-7321

09230521 石川県 髙見　裕樹 ﾀｶﾐ ﾕｳｷ 行政書士高見裕樹事務所 921-8163
石川県金沢市横川６丁目８０番地　ベルコリーヌ横川
３０３号室

076-203-9314

09231609 石川県 上山　優 ｶﾐﾔﾏ ﾏｻﾙ 行政書士上山優事務所 924-0882 石川県白山市八ツ矢町２７４番地 076-225-3981
09231610 石川県 田川　有河 ﾀｶﾞﾜ ﾕｶ 行政書士若草法務事務所 921-8056 石川県金沢市押野１丁目２９９番地５ 076-287-6887
09231778 石川県 山田　政樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 行政書士山田政樹事務所 920-0272 石川県河北郡内灘町字向陽台一丁目１８５番地 076-205-3788
09232259 石川県 今村　和宏 ｲﾏﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 今村和宏行政書士事務所 921-8066 石川県金沢市矢木１丁目１１番地１ 076-249-9451
15230514 石川県 上田　恵子 ｳｴﾀﾞ ｹｲｺ 行政書士上田恵子事務所 929-1105 石川県かほく市横山ル１３５番地１ 076-285-0033
16230774 石川県 木原　奈緒美 ｷﾊﾗ ﾅｵﾐ 行政書士きはらなおみ事務所 920-0955 石川県金沢市土清水２丁目３３５番地　パルハウス１ 076-255-2822
19230364 石川県 寺口　典彦 ﾃﾗｸﾞﾁ ﾉﾘﾋｺ 行政書士寺口典彦事務所 922-0332 石川県加賀市庄町ル６９番地 0761-74-3358

20230779 石川県 野村　薫 ﾉﾑﾗ ｶｵﾙ 野村薫行政書士事務所 920-0901
石川県金沢市彦三町２丁目１番３３号　朝日プラザ武
蔵ヶ辻４０１号

076-224-5190

21230981 石川県 中橋　一彰 ﾅｶﾊｼ ｶｽﾞｱｷ 行政書士なかはし経営法務事務所 920-0944 石川県金沢市三口新町１－５－１　（２０３） 090-9371-7960
21231695 石川県 田川　耕治 ﾀｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 田川行政書士事務所 923-0825 石川県小松市西軽海町２－２１０ 0761-58-0550
80230081 石川県 藤井　健一 ﾌｼﾞｲ ｹﾝｲﾁ 924-0071 石川県白山市徳光町８８ 076-275-6190
81230082 石川県 北岸　正彦 ｷﾀｷﾞｼ ﾏｻﾋｺ 行政書士法人北岸事務所　本店 921-8013 石川県金沢市新神田四丁目６番８号 076-291-4939
84230106 石川県 河越　俊雄 ｶﾜｺﾞｼ ﾄｼｵ 行政書士河越事務所 920-0277 石川県河北郡内灘町字千鳥台２丁目２０番地 076-238-1711
85234158 石川県 宮川　外茂次 ﾐﾔｶﾜ ﾄﾓｼﾞ 宮川行政書士事務所 920-0065 石川県金沢市二ッ屋町６番１１号 076-261-5773
88231133 石川県 榊　喜弘 ｻｶｷ ﾖｼﾋﾛ 923-0003 石川県小松市安宅町ヲ１番地１８ 0761-24-5300
92231045 石川県 中川　二三夫 ﾅｶｶﾞﾜ ﾌﾐｵ 922-0853 石川県加賀市大聖寺三ツ町ワ１番地の９ 0761-73-2683
93230769 石川県 的場　晴次 ﾏﾄﾊﾞ ｾｲｼﾞ 的場行政書士事務所 920-0912 石川県金沢市大手町２番８号 076-254-5566
95231681 石川県 寺田　隆 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｶｼ 行政書士法人ＰＡＣ 920-0016 石川県金沢市諸江町中丁１７１－１　梅信ビル６Ｆ 076-265-5433
95232584 石川県 西山　忠 ﾆｼﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ 西山忠行政書士事務所 921-8001 石川県金沢市高畠１丁目３９２番地 076-291-8626
98236257 石川県 山﨑　豊 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾀｶ 山﨑行政書士事務所 923-0852 石川県小松市南浅井町ハ９３－３ 0761-20-3175
98237404 石川県 端井　義之 ﾊﾅｲ ﾖｼﾕｷ 929-1631 石川県鹿島郡中能登町久江ヨ部１６番地２ 0767-77-1858
00249640 富山県 村田　寛司 ﾑﾗﾀ ﾋﾛｼ 939-8025 富山県富山市大島１丁目２０４番地 090-2462-1019
01240735 富山県 岸本　和義 ｷｼﾓﾄ ｶｽﾞﾖｼ 937-0066 富山県魚津市北鬼江９７６番地７ 0765-22-8725
01241900 富山県 西田　伸弘 ﾆｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 行政書士西田伸弘事務所 930-0137 富山県富山市呉羽町２８１５番地 076-471-5961

02242976 富山県 太田　正博 ｵｵﾀ ﾏｻﾋﾛ 930-0887
富山県富山市五福５区１９１０－２　五福アーバンステ
イツ３階３Ａ

076-444-9714

02244381 富山県 穴田　人士 ｱﾅﾀﾞ ﾋﾄｼ 行政書士穴田人士事務所 933-0244 富山県射水市本江北１６０番地２ 0766-86-8875
03240290 富山県 平山　典子 ﾋﾗﾔﾏ ﾉﾘｺ 939-2364 富山県富山市八尾町水谷２５４番地６１ 076-455-2228
03240946 富山県 大門　明由 ﾀﾞｲﾓﾝ ｱｷﾖｼ 行政書士大門事務所 934-0022 富山県射水市放生津町７番９号 0766-82-6909
03242172 富山県 鳥内　映理 ﾄﾘｳﾁ ｴﾘ 939-0122 富山県高岡市福岡町一歩二歩３７４番地２５ 0766-64-3005
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03242793 富山県 石田　益良夫 ｲｼﾀﾞ ﾏｽﾗｵ 939-1105 富山県高岡市戸出伊勢領２５４０番地 0766-63-6447
03242889 富山県 森田　幸 ﾓﾘﾀ ｺｳ 森田幸行政書士事務所 930-0972 富山県富山市長江新町１丁目４番３６号 076-421-3308
03243017 富山県 新鞍　隆司 ﾆｲｸﾗ ﾀｶｼ 936-0077 富山県滑川市魚躬１１１５番地 076-475-0980
04240266 富山県 西村　潔 ﾆｼﾑﾗ ｷﾖｼ 939-1732 富山県南砺市荒木１０６５番地 0763-52-1344
04240809 富山県 小倉　史貴 ｵｸﾞﾗ ﾌﾐﾀｶ 939-1333 富山県砺波市苗加１２２６番地 0763-32-0487

04241087 富山県 石須　利久 ｲｼｽﾞ ﾄｼﾋｻ いしず行政書士事務所 930-0845
富山県富山市綾田町二丁目６番２号　レヴール綾田
Ｂ棟１１５号

076-411-8800

05261741 富山県 種田　直幸 ﾀﾈﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 行政書士種田法務事務所 930-0008 富山県富山市神通本町１丁目３番１４号　大間知ビル 076-471-7133
08241370 富山県 鷹栖　一仁 ﾀｶﾉｽ ｶｽﾞﾋﾄ 鷹栖行政書士事務所 939-1335 富山県砺波市鷹栖１６００番地３３ 0763-23-5101
08241372 富山県 石原　世四明 ｲｼﾊﾗ ﾖｼｱｷ 石原世四明行政書士事務所 937-0806 富山県魚津市友道１１５８番地 0765-22-0222
10242712 富山県 久郷　厳 ｸｺﾞｳ ｱﾂｼ 久郷行政書士事務所 930-0142 富山県富山市吉作１０６１番地１ 076-456-9685
11241940 富山県 酒井　紀彦 ｻｶｲ ﾉﾘﾋｺ 行政書士酒井事務所 933-0871 富山県高岡市駅南３丁目１１番９号 0766-24-1178
12241342 富山県 石﨑　義英 ｲｼｻﾞｷ ﾖｼﾋﾃﾞ 行政書士石﨑義英法務事務所 937-0866 富山県魚津市本町一丁目９番６号 0765-22-4812
12241988 富山県 田中　隆子 ﾀﾅｶ ﾀｶｺ 行政書士田中法務事務所 939-8216 富山県富山市黒瀬北町二丁目１６番地１６ 076-421-2387
13240778 富山県 石丸　等 ｲｼﾏﾙ ﾋﾄｼ 行政書士石丸事務所 930-0103 富山県富山市北代６４３１番地８ 076-436-1711
13241833 富山県 渡辺　徹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ 渡辺徹行政書士事務所 939-0741 富山県下新川郡朝日町泊３３５番地 0765-83-4335
14240983 富山県 金山　義一 ｶﾅﾔﾏ ﾖｼｶｽﾞ 行政書士金山義一事務所 935-0025 富山県氷見市鞍川３７２番地 0766-73-9368
14241770 富山県 寶田　明芳 ﾀｶﾗﾀﾞ ｱｷﾖｼ 行政書士宝田明芳事務所 930-0237 富山県中新川郡立山町柿の木沢１番地２ 076-463-6331

15240519 富山県 桑原　秀実 ｸﾜﾊﾗ ﾋﾃﾞﾐ えびす堂行政書士事務所 939-8205
富山県富山市新根塚町三丁目１番３号　アドレスビル
３－Ｂ

076-411-7222

15241080 富山県 横井　徹哉 ﾖｺｲ ﾃﾂﾔ 行政書士横井事務所 939-2727 富山県富山市婦中町砂子田５９番地５ 076-465-2981
15241081 富山県 山村　望梨子 ﾔﾏﾑﾗ ﾉﾘｺ 行政書士法人朝風のドア 939-8045 富山県富山市本郷町１３０番地１１ 076-461-3723
15241703 富山県 仙波　芳一 ｾﾝﾊﾞ ﾖｼｶｽﾞ ひばり行政書士法人 939-0351 富山県射水市戸破５１３８番地 0766-54-5341
15242014 富山県 保科　博史 ﾎｼﾅ ﾋﾛｼ 行政書士保科博史事務所 930-0822 富山県富山市新屋５番地１ 076-451-6664
16240971 富山県 常本　智典 ﾂﾈﾓﾄ ﾄﾓﾉﾘ 常本行政書士事務所 939-1364 富山県砺波市豊町二丁目１番３号 090-8263-5909
16242132 富山県 佐伯　達也 ｻｲｷ ﾀﾂﾔ サイキ行政書士事務所 931-8306 富山県富山市米田すずかけ台三丁目６番５２号 076-438-7892
17242079 富山県 岩井　敦 ｲﾜｲ ｱﾂｼ 行政書士岩井事務所 939-1337 富山県砺波市神島７８０番地５６ 0763-77-3663
70240071 富山県 中川　一男 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｵ 939-1701 富山県南砺市遊部１８６番地の１ 0763-52-6070
75240143 富山県 野崎　清好 ﾉｻﾞｷ ｷﾖﾖｼ 930-0018 富山県富山市千歳町１番４号　富山県薬業会館３Ｆ 076-433-3406
75240149 富山県 畠平　與作 ﾊﾀﾋﾗ ﾖｻｸ 938-0031 富山県黒部市三日市７３７番地１ 0765-54-1763
84240277 富山県 奥村　茂範 ｵｸﾑﾗ ｼｹﾞﾉﾘ 939-2753 富山県富山市婦中町笹倉４６０－７ 076-465-2082
85240296 富山県 星野　克己 ﾎｼﾉ ｶﾂﾐ 930-0039 富山県富山市東町２丁目１番１６号 076-491-7318
94241243 富山県 長澤　邦男 ﾅｶﾞｻﾜ ｸﾆｵ 行政書士長澤国際行政法務事務 930-0093 富山県富山市内幸町７－９　ラ・フォンテビル 076-481-7773
95242945 富山県 渡瀬　義明 ﾜﾀｾ ﾖｼｱｷ 938-0001 富山県黒部市荒俣１４７番地３ 0765-57-0252
96243506 富山県 大塚　謙二 ｵｵﾂｶ ｹﾝｼﾞ 行政書士アスク事務所 930-0992 富山県富山市新庄町馬場９７番地３ 076-424-8675
96243945 富山県 島田　洋 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 行政書士島田洋事務所 939-0506 富山県富山市水橋大町８番地２ 076-478-0394
98246670 富山県 種井　光之 ﾀﾈｲ ﾐﾂﾕｷ 行政書士種井光之事務所 939-0526 富山県富山市水橋舘町１４７番地４ 076-479-0563
98247475 富山県 寺井　和弘 ﾃﾗｲ ｶｽﾞﾋﾛ 933-0959 富山県高岡市長江７０番地 0766-23-0558
00259435 滋賀県 井上　超由 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾖｼ 520-0863 滋賀県大津市千町一丁目１３４番地１　千町Ｋａｓｈｏ２ 077-537-6152
01251009 滋賀県 菅井　智子 ｽｶﾞｲ ﾄﾓｺ 525-0033 滋賀県草津市東草津一丁目６番６号 077-507-8706
01251545 滋賀県 林　秀樹 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 525-0034 滋賀県草津市草津１丁目１９番２３号 077-563-2957
03250294 滋賀県 久米　啓之 ｸﾒ ﾋﾛﾕｷ 525-0058 滋賀県草津市野路東五丁目１６番１７号 077-564-5065
03251827 滋賀県 角尾　久美子 ｶｸｵ ｸﾐｺ 520-3105 滋賀県湖南市石部西二丁目１番１７号 0748-77-4825
03252174 滋賀県 谷　隆司 ﾀﾆ ﾀｶｼ 谷行政書士事務所 520-3024 滋賀県栗東市小柿六丁目２番６号 077-554-9660
03252688 滋賀県 西村　洋子 ﾆｼﾑﾗ ﾖｳｺ 520-0105 滋賀県大津市下阪本二丁目８番１号 077-579-3351
04250810 滋賀県 飯沼　信一郎 ｲｲﾇﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 525-0055 滋賀県草津市野路町１７１番地の１０９ 077-561-8595
04250811 滋賀県 神山　由美子 ｶﾐﾔﾏ ﾕﾐｺ 行政書士かみやま事務所 528-0063 滋賀県甲賀市水口町下山６９４番地１５２ 0748-62-3134
04252115 滋賀県 政田　節子 ﾏｻﾀﾞ ｾﾂｺ まさだ行政書士事務所 520-0812 滋賀県大津市木下町２番３１号 077-507-2557
04401482 滋賀県 鹿内　美恵子 ｼｶﾅｲ ﾐｴｺ 520-2153 滋賀県大津市一里山４丁目１６番１０号　シャンポー 077-507-6974
05250929 滋賀県 納富　美智子 ﾉｳﾄﾐ ﾐﾁｺ 納富行政書士事務所 520-0533 滋賀県大津市朝日二丁目１番地２ 077-594-4206
05251062 滋賀県 内記　義範 ﾅｲｷ ﾖｼﾉﾘ ないき行政書士事務所 520-3047 滋賀県栗東市手原五丁目６番１９号 077-500-0345
05251980 滋賀県 堀　裕子 ﾎﾘ ﾕｳｺ びわこ行政書士事務所 525-0059 滋賀県草津市野路八丁目３番４号 077-562-8707
06250171 滋賀県 前田　裕義 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾖｼ 前田行政書士事務所 520-0861 滋賀県大津市石山寺二丁目９番１４号 077-534-5151
07250471 滋賀県 桒原　修 ｸﾜﾊﾗ ｵｻﾑ 桒原行政書士事務所 520-0106 滋賀県大津市唐崎三丁目２１番８号　つる家ビル２０ 077-579-7653
07250902 滋賀県 谷田　良樹 ﾀﾆﾀﾞ ﾖｼｷ 行政書士谷田良樹事務所 521-1211 滋賀県東近江市今町２７９番地２１ 0748-34-3885
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07251705 滋賀県 吉田　隆浩 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 行政書士吉田事務所 529-0422 滋賀県長浜市木之本町田部４７９番地１０ 0749-82-4379
08250213 滋賀県 玉山　国雄 ﾀﾏﾔﾏ ｸﾆｵ 行政書士玉山国雄事務所 520-2141 滋賀県大津市大江４丁目３２番６号 077-536-5368
08251625 滋賀県 中島　巧次 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ エフォート行政書士事務所 520-0864 滋賀県大津市赤尾町４番２４号 077-532-7233
08251894 滋賀県 谷口　葉子 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｳｺ あさがお行政書士事務所 525-0023 滋賀県草津市平井４丁目１－２９ 077-599-0030
09252260 滋賀県 中辻　摩耶 ﾅｶﾂｼﾞ ﾏﾔ 行政書士中辻摩耶事務所 520-2343 滋賀県野洲市大畑２番２１号 090-5092-2067
10250818 滋賀県 西村　泰成 ﾆｼﾑﾗ ﾔｽﾅﾘ 西村泰成行政書士事務所 524-0013 滋賀県守山市下之郷一丁目６番４７号 077-532-7123
10251064 滋賀県 河原　進吾 ｶﾜﾊﾗ ｼﾝｺﾞ アーレス行政書士事務所 525-0023 滋賀県草津市平井一丁目５番２０号 077-532-7044

10252215 滋賀県 澤井　智也 ｻﾜｲ ﾄﾓﾔ 行政書士澤井法務事務所 520-0832
滋賀県大津市粟津町４番７号　石山駅前近江鉄道ビ
ル５Ｆ－５０７

0740-20-1153

10252431 滋賀県 平田　徹 ﾋﾗﾀ ﾃﾂ 平田法務行政書士事務所 520-0801 滋賀県大津市におの浜二丁目２番２－２０７号 090-1144-3803
10252631 滋賀県 森川　勝 ﾓﾘｶﾜ ﾏｻﾙ 森川行政書士事務所 524-0021 滋賀県守山市吉身六丁目２番３９号 077-583-6050
11250135 滋賀県 町田　和繁 ﾏﾁﾀﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ まちだ行政書士事務所 520-3034 滋賀県栗東市小平井三丁目２番２８－１０２号 077-598-6871
12251343 滋賀県 新村　佳嗣 ｼﾝﾑﾗ ﾖｼﾂｸﾞ 行政書士新村法務事務所 521-0074 滋賀県米原市高溝６６番地１ ----------
14252558 滋賀県 鵤　直樹 ｲｶﾙｶﾞ ﾅｵｷ 行政書士おうみふたば法務事務所 524-0036 滋賀県守山市伊勢町８３番地の３ 077-575-9284
15250926 滋賀県 山中　章由 ﾔﾏﾅｶ ｱｷﾖｼ 山中章由行政書士事務所 520-0106 滋賀県大津市唐崎三丁目２４番１６号 077-536-6460
15251083 滋賀県 田中　良男 ﾀﾅｶ ﾖｼｵ ことの葉行政書士事務所 520-0232 滋賀県大津市真野六丁目２４番１号 077-574-2364
16250420 滋賀県 足立　智彦 ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓﾋｺ 足立行政書士事務所 520-0861 滋賀県大津市石山寺三丁目１４番５－４１１号 077-548-7513
17250386 滋賀県 佐々木　満 ｻｻｷ ﾐﾂﾙ 行政書士佐々木事務所 525-0065 滋賀県草津市橋岡町２番地９ 077-563-8269
19250065 滋賀県 西　直人 ﾆｼ ﾅｵﾄ にし行政書士事務所 520-2101 滋賀県大津市青山六丁目３番８号 077-576-5622
19250642 滋賀県 伴　宜紀 ﾊﾞﾝ ﾖｼﾉﾘ 行政書士オフィスクレアードルーネ 520-2144 滋賀県大津市大萱三丁目１１番１４号 077-545-3422
19250643 滋賀県 西澤　俊吉 ﾆｼｻﾞﾜ ﾄｼﾖｼ 行政書士西澤事務所 520-2134 滋賀県大津市瀬田一丁目２番１８号 077-545-5939

19251447 滋賀県 杉本　久美 ｽｷﾞﾓﾄ ｸﾐ 行政書士スギモト事務所 520-0862
滋賀県大津市平津二丁目４番２０　サンシティ大津石
山１０９号

077-533-2355

20250587 滋賀県 川崎　賢二 ｶﾜｻｷ ｹﾝｼﾞ 行政書士かわさき事務所 522-0052
滋賀県彦根市長曽根南町字下笹塚４３８番地　テラス
ビル３階３０４号室

0749-47-5491

22251157 滋賀県 成田　明生 ﾅﾘﾀ ｱｷｵ 行政書士成田事務所 525-0014 滋賀県草津市駒井沢町４００番地２ 077-575-9453
76250180 滋賀県 山口　秀子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｺ 520-2152 滋賀県大津市月輪４丁目６番７号 077-545-6156
77250199 滋賀県 田中　章五 ﾀﾅｶ ﾉﾘｱｷ 526-0031 滋賀県長浜市八幡東町２１０－７ 0749-63-8686
78250210 滋賀県 森島　照光 ﾓﾘｼﾏ ｼﾖｳｺｳ 529-1432 滋賀県東近江市五個荘新堂町２７９番地 0748-48-2298
78250215 滋賀県 炭本　淳子 ｽﾐﾓﾄ ｷﾖｺ 520-2134 滋賀県大津市瀬田六丁目８番６号 077-545-1477
80250260 滋賀県 筈井　昌彦 ﾊｽﾞｲ ﾏｻﾋｺ 525-0032 滋賀県草津市大路２丁目３番１１号 077-564-1188
82250297 滋賀県 永井　綾子 ﾅｶﾞｲ ｱﾔｺ 524-0031 滋賀県守山市立入町３６４－３ 077-582-5398
89250041 滋賀県 平野　富美雄 ﾋﾗﾉ ﾌﾐｵ 526-0835 滋賀県長浜市室町４２０番地１７ 0749-65-2550
89251049 滋賀県 松田　健 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝ 520-2144 滋賀県大津市大萱２丁目４番４号 077-543-1112
91250499 滋賀県 澤　繭子 ｻﾜ ﾏﾕｺ 528-0040 滋賀県甲賀市水口町三本柳３００番地２４ 0748-62-4554
93250588 滋賀県 堀内　美智子 ﾎﾘｳﾁ ﾐﾁｺ 520-0864 滋賀県大津市赤尾町４番３０号 077-534-2356
93251019 滋賀県 神山　裕史 ｺｳﾔﾏ ﾋﾛｼ 520-3314 滋賀県甲賀市甲南町杉谷６８番地 0748-86-2891
96253864 滋賀県 鈴木　徹 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 524-0012 滋賀県守山市播磨田町７６０番地１１ 077-583-9490
97255279 滋賀県 鈴木　誉也 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾅﾘ 520-0803 滋賀県大津市竜が丘１３番１１号 077-525-8889
98256850 滋賀県 岡田　有叶 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾔｽ 523-0043 滋賀県近江八幡市池田本町９３０番地の４２ 0748-33-9651
99258181 滋賀県 井口　盛司 ｲｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ 行政書士井口事務所 525-0034 滋賀県草津市草津三丁目１３番１３号　山田ビル２０２ 077-561-2910
99258183 滋賀県 吉田　夕紀江 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷｴ 520-2101 滋賀県大津市青山５－９－５ 077-549-0276

00260034 大阪府 中田　匡亮 ﾅｶﾀﾞ ﾀﾀﾞｱｷ 560-0021
大阪府豊中市本町５丁目１３番３４号　ヴェルデ本町３
階３０３号室

06-4865-4808

00260142 大阪府 藤井　登 ﾌｼﾞｲ ﾉﾎﾞﾙ 行政書士藤井綜合法務事務所 556-0017
大阪府大阪市浪速区湊町１丁目４番３６号　ローレル
コート難波８０２号

06-6636-2148

00260144 大阪府 今本　聖明 ｲﾏﾓﾄ ｷﾖﾊﾙ 行政書士　今本聖明法務事務所 573-0064 大阪府枚方市北中振１丁目２０番７号 072-396-4328

00269644 大阪府 松尾　宗好 ﾏﾂｵ ﾑﾈﾖｼ 560-0052
大阪府豊中市春日町５丁目９番４１号　第２エステート
松尾１階

06-6840-9117

01260504 大阪府 木村　好温 ｷﾑﾗ ﾖｼﾊﾙ 540-6591
大阪府大阪市中央区大手前一丁目７番３１号　大阪
マーチャンダイズマートビル５階

06-6943-0230

01261667 大阪府 森村　実 ﾓﾘﾑﾗ ﾐﾉﾙ 618-0011 大阪府三島郡島本町広瀬５丁目１番３４号 075-961-0966

01261761 大阪府 中島　公司 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ 530-0041
大阪府大阪市北区天神橋３丁目４番５－６０２号　日
商岩井南森町マンション

06-6352-8431
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02262486 大阪府 川﨑　一 ｶﾜｻｷ ﾊｼﾞﾒ 行政書士川崎法務事務所 537-0013
大阪府大阪市東成区大今里南３－１－１　エスプリ川
崎１Ｆ

06-6977-1501

02262657 大阪府 中里　善則 ﾅｶｻﾞﾄ ﾖｼﾉﾘ 596-0052 大阪府岸和田市並松町１番１号　山口ビル３Ｆ 072-429-5011
02262662 大阪府 山下　毅 ﾔﾏｼﾀ ﾀｹｼ 546-0035 大阪府大阪市東住吉区山坂５丁目１７番１７号 06-6699-4222
02262988 大阪府 木田　太良 ｷﾀﾞ ﾀｲﾗ 木田行政書士事務所 590-0829 大阪府堺市堺区東湊町３丁１９１番地 072-243-3138

02262992 大阪府 森川　讓 ﾓﾘｶﾜ ﾕｽﾞﾙ 581-0026
大阪府八尾市曙町３丁目１５９番地　フラワリータウン
志紀Ｆ－４０６号

072-992-5813

02262996 大阪府 畠山　一成 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 畠山行政書士事務所 533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島４丁目１１番６号 06-6329-0123
02263249 大阪府 長光　由香 ﾅｶﾞﾐﾂ ﾕｶ 行政書士長光事務所 567-0893 大阪府茨木市玉瀬町２６－３１ 072-632-8374
02263428 大阪府 三木　敏之 ﾐｷ ﾄｼﾕｷ 532-0032 大阪府大阪市淀川区三津屋北２丁目１３番６号 06-6309-5580
02263432 大阪府 山本　凡男 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾐｵ 569-1047 大阪府高槻市大和１丁目２番６号 072-628-8451
02263664 大阪府 薄田　恒雄 ｳｽﾀﾞ ﾂﾈｵ 533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路４丁目４番１０号 06-6370-1214
02263839 大阪府 定金　儀和 ｻﾀﾞｶﾈ ﾖｼｶｽﾞ 563-0103 大阪府豊能郡豊能町東ときわ台８丁目３番地の５ 072-738-3050
02263841 大阪府 髙木　泰三 ﾀｶｷﾞ ﾀｲｿﾞｳ 573-0013 大阪府枚方市星丘２丁目１６番４号 072-847-2777
02263846 大阪府 川端　尚 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋｻｼ 545-0034 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町４番１７号 06-6622-6763
02264033 大阪府 大西　康史 ｵｵﾆｼ ﾔｽｼ 大西行政書士事務所 581-0868 大阪府八尾市西山本町１丁目７番２－５０３号 072-922-6257
02264256 大阪府 石井　孝一 ｲｼｲ ｺｳｲﾁ 581-0095 大阪府八尾市田井中２丁目２２番地 072-949-5214
02264387 大阪府 大野　幸彦 ｵｵﾉ ﾕｷﾋｺ 546-0033 大阪府大阪市東住吉区南田辺４丁目６番６号 06-6608-0571
02264393 大阪府 岸谷　宏 ｷｼﾀﾆ ﾋﾛｼ 590-0954 大阪府堺市堺区大町東１丁１番１７号 072-222-6208

02304192 大阪府 前島　文子 ﾏｴｼﾏ ﾌﾐｺ 前島文子行政書士事務所 556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中３－９－１　難波ビルディ
ング４Ｆ

090-8796-3891

03260121 大阪府 石田　友彦 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ 540-0026
大阪府大阪市中央区内本町１－２－１５　谷四スクエ
アビル６Ｆ

06-4793-0061

03260541 大阪府 朝比奈　誠 ｱｻﾋﾅ ﾏｺﾄ 590-0820 大阪府堺市堺区高砂町１丁２８番地 072-241-3030

03260547 大阪府 川口　泰代 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛﾖ 川口行政書士事務所 542-0081
大阪府大阪市中央区南船場４－１２－９　クレスト心
斎橋９０２号

06-6120-7200

03260550 大阪府 林　敬 ﾊﾔｼ ﾀｶｼ 林行政書士事務所 590-0973 大阪府堺市堺区住吉橋町１丁２－１２ 072-232-0123
03260551 大阪府 真鍋　幸成 ﾏﾅﾍﾞ ﾕｷﾅﾘ 行政書士真鍋幸成事務所 579-8061 大阪府東大阪市六万寺町１丁目１０番９号 072-985-6623
03260567 大阪府 江田　信一 ｴﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 573-0112 大阪府枚方市尊延寺５丁目４７番２号 072-859-4439
03260810 大阪府 廣地　陽一 ﾋﾛﾁ ﾖｳｲﾁ 591-8025 大阪府堺市北区長曽根町６２０番地 072-259-4066
03260812 大阪府 寺西　光博 ﾃﾗﾆｼ ﾐﾂﾋﾛ 531-0071 大阪府大阪市北区中津５丁目５番６－９０３号 06-6452-5957
03260813 大阪府 金谷　大州 ｶﾅﾔ ﾀｲｼｭｳ 594-0013 大阪府和泉市鶴山台一丁目７番９号 0725-43-0691

03260814 大阪府 中谷　卓志 ﾅｶﾀﾆ ﾀｸｼﾞ 天満橋行政書士事務所 540-0033
大阪府大阪市中央区石町一丁目１番１号　天満橋千
代田ビル２号館７階Ｈ号室

06-6966-6161

03261141 大阪府 楠井　健一 ｸｽｲ ｹﾝｲﾁ 楠井行政書士事務所 599-8116 大阪府堺市東区野尻町５３５番地４ 072-370-0952
03261142 大阪府 木邨　正代 ｷﾑﾗ ﾏｻﾖ 行政書士法人井上綜合事務所 552-0012 大阪府大阪市港区市岡３丁目８番７号 06-6571-1531

03261143 大阪府 岩本　浩昭 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 岩本行政書士法務総合オフィス 530-0047
大阪府大阪市北区西天満５丁目１番１５号　西天満
パークビル２号館７Ｆ

06-6314-6636

03261151 大阪府 緒方　博光 ｵｶﾞﾀ ﾋﾛﾐﾂ 567-0041 大阪府茨木市下穂積四丁目９番２４号 072-626-4853
03261154 大阪府 赤股　英之 ｱｶﾏﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 赤股行政書士事務所 581-0088 大阪府八尾市松山町１丁目８番１７号　ヴィラサーブ１ 072-924-2646
03261157 大阪府 佐々木　静馬 ｻｻｷ ｼｽﾞﾏ 594-0031 大阪府和泉市伏屋町三丁目４番１－４０２号 0725-56-8003
03261405 大阪府 藤中　由紀子 ﾌｼﾞﾅｶ ﾕｷｺ 594-0041 大阪府和泉市いぶき野三丁目５番１２－１０４号 0725-57-2938
03261413 大阪府 川村　豊彦 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾖﾋｺ 564-0052 大阪府吹田市広芝町１１番５－３０５号 06-6385-2357
03261565 大阪府 権藤　恒安 ｺﾞﾝﾄﾞｳ ﾂﾈﾔｽ 行政書士権藤法務事務所 594-0032 大阪府和泉市池田下町１０７８番地の１ 0725-56-2054
03261577 大阪府 西岡　真志 ﾆｼｵｶ ｼﾝｼﾞ 597-0073 大阪府貝塚市脇浜１丁目１番３６号　太田ビル２Ｆ 072-438-6361

03261579 大阪府 中村　真弓 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕﾐ なかむら行政書士事務所 540-0026
大阪府大阪市中央区内本町二丁目３番８号　ダイア
パレスビル本町８０７号

06-6360-9091

03261723 大阪府 永瀧　悠治 ﾅｶﾞﾀｷ ﾕｳｼﾞ 行政書士永瀧悠治事務所 573-0071 大阪府枚方市茄子作１丁目４２番２４号 072-852-3822
03261725 大阪府 岩尾　敏剛 ｲﾜｵ ﾄｼﾀｶ 598-0051 大阪府泉佐野市新町３丁目１番３８号 072-464-0075

03261993 大阪府 吉田　秀明 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 申請支援センター 540-0012
大阪府大阪市中央区谷町２丁目１番２２号　フェアス
テージ大手前ビル７０２

06-6949-5931

03261998 大阪府 田阪　健二 ﾀｻｶ ｹﾝｼﾞ 564-0062 大阪府吹田市垂水町２丁目３５番１０号 06-6388-1263

03261999 大阪府 中井　英樹 ﾅｶｲ ﾋﾃﾞｷ
グローリー・トータルブレイン行政
書士法人

566-0074 大阪府摂津市東一津屋１３番２６号　２Ｆ 06-6340-2177

03262007 大阪府 夛治川　満之 ﾀｼﾞｶﾜ ﾐﾂﾕｷ 行政書士夛治川満之事務所 533-0004 大阪府大阪市東淀川区小松４丁目１０番１０号 06-6370-0699
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03262182 大阪府 前川　明彦 ﾏｴｶﾞﾜ ｱｷﾋｺ 前川行政書士事務所 577-0801
大阪府東大阪市小阪２丁目６番９号　レジェンド小阪
３０２号

06-7709-1653

03262439 大阪府 三輪　一夫 ﾐﾜ ｶｽﾞｵ 本町橋三輪行政書士事務所 558-0004 大阪府大阪市住吉区長居東４丁目２番３号　１００２ 06-6697-6760
03262579 大阪府 本田　正勝 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻｶﾂ 591-8021 大阪府堺市新金岡町４丁３番１６－１００２号 072-253-1285

03262689 大阪府 城山　浩一 ｼﾛﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 542-0081
大阪府大阪市中央区南船場１－１１－９　長堀安田ビ
ル２Ｆ　２３４号室

06-6727-9501

04260078 大阪府 泉谷　昌哉 ｲｽﾞﾐﾀﾆ ﾏｻﾔ 561-0828 大阪府豊中市三和町２丁目１番３－７０７号 06-6332-2728
04260268 大阪府 河﨑　泰二郎 ｶﾜｻｷ ﾀｲｼﾞﾛｳ 573-1158 大阪府枚方市北片鉾町２番４号 072-867-8170
04260269 大阪府 下埜　宏 ｼﾓﾉ ﾋﾛｼ 590-0046 大阪府堺市堺区三条通５番地１ 072-233-1701
04260270 大阪府 石井　博宣 ｲｼｲ ﾋﾛﾉﾌﾞ 石井行政書士事務所 566-0031 大阪府摂津市昭和園８番１１－４１１号 072-633-8402
04260273 大阪府 増田　尚大 ﾏｽﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 569-1105 大阪府高槻市安満中の町１６番３号 072-685-1246
04260478 大阪府 和田　努 ﾜﾀﾞ ﾂﾄﾑ アクアス行政書士総合事務所 530-0047 大阪府大阪市北区西天満三丁目６番２２号　７０２号 06-6362-1002
04260629 大阪府 竹原　庸起子 ﾀｹﾊﾗ ﾕｷｺ 行政書士ひまわり法務事務所 570-0028 大阪府守口市本町１丁目６番１３号　守口駅前ビル７ 06-6991-8869
04260632 大阪府 中司　総一郎 ﾅｶﾂｶ ｿｳｲﾁﾛｳ 中司総一郎行政書士事務所 573-0028 大阪府枚方市川原町１３－１５－７０１ 072-841-5202

04260635 大阪府 石田　英世 ｲｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾖ 558-0055
大阪府大阪市住吉区万代３丁目１２番５号　コスモス
ビル３Ｆ

06-4701-6520

04260640 大阪府 奥田　逸夫 ｵｸﾀﾞ ｲﾂｵ 奥田行政書士事務所 571-0077 大阪府門真市大橋町１４番２３号 072-887-2152
04260643 大阪府 石橋　治善 ｲｼﾊﾞｼ ﾊﾙﾖｼ 586-0044 大阪府河内長野市美加の台３丁目１５番１０号 0721-65-6090
04260644 大阪府 苗代　玉春 ﾅﾜｼﾛ ﾀﾏﾊﾙ 562-0024 大阪府箕面市粟生新家１丁目４番１４号 072-729-5221
04261090 大阪府 堀田　稔 ﾎﾘﾀ ﾐﾉﾙ 533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島１丁目１８番４－４０７ 06-6379-9089

04261093 大阪府 西田　武史 ﾆｼﾀﾞ ﾀｹｼ 行政書士西田事務所 564-0028
大阪府吹田市昭和町１－１　アイワステーションビル２
階２Ｂ

06-6155-8944

04261100 大阪府 中務　浩伸 ﾅｶﾂｶ ﾋﾛﾉﾌﾞ 581-0018 大阪府八尾市青山町５丁目１番１０号 072-926-8872

04261102 大阪府 崎山　真顕 ｻｷﾔﾏ ﾏｻｱｷ 550-0006
大阪府大阪市西区江之子島１丁目１番９－１２０１号　
エルベロワイヤル１６　１２階　１２０１号室

06-6445-1603

04262117 大阪府 米津　加代子 ﾖﾈﾂ ｶﾖｺ オフィスワイズ 540-0012
大阪府大阪市中央区谷町１丁目３番２７号　大手前建
設会館４０５号室

06-6947-7378

04262118 大阪府 野田　和美 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 野田行政書士法務事務所 541-0057
大阪府大阪市中央区北久宝寺町１丁目５番６　堺筋
本町アーバンライフ３階３１２号

06-6271-5015

04262122 大阪府 石川　直樹 ｲｼｶﾜ ﾅｵｷ 行政書士エール総合事務所 536-0008 大阪府大阪市城東区関目１丁目１１番３１号　田中ビ 06-6933-8151
04262125 大阪府 上村　美佐子 ｳｴﾑﾗ ﾐｻｺ 上村行政書士事務所 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町１－７－４　ＭＦ天満橋ビル 06-4791-0117
05260065 大阪府 福本　勝 ﾌｸﾓﾄ ﾏｻﾙ 行政書士福本勝事務所 547-0016 大阪府大阪市平野区長吉長原２丁目２番１９号 06-6709-1260
05260265 大阪府 妹尾　洋進 ｾﾉｵ ﾋﾛﾉﾌﾞ 妹尾行政書士法務事務所 577-0822 大阪府東大阪市源氏ヶ丘２４番地２１号 06-6722-0536
05260272 大阪府 吉村　正子 ﾖｼﾑﾗ ﾏｻｺ 吉村行政書士事務所 569-1133 大阪府高槻市川西町二丁目１７番４５号 072-685-8722

05260701 大阪府 杉野　豊 ｽｷﾞﾉ ﾕﾀｶ 杉野行政書士事務所 540-0038
大阪府大阪市中央区内淡路町１丁目３番４号　福智
ビル４階４０２号室

06-6940-2880

05260704 大阪府 立石　智美 ﾀﾃｲｼ ﾄﾓﾐ 行政書士立石智美法務事務所 567-0897 大阪府茨木市主原町１２－２２－２０５ 072-636-5167
05261068 大阪府 照屋　智久 ﾃﾙﾔ ﾄﾓﾋｻ 行政書士法人エド・ヴォン　本店 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町１－１－２０ 06-6567-9145
05261198 大阪府 小西　秀明 ｺﾆｼ ﾋﾃﾞｱｷ 行政書士小西事務所 556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川１丁目１番２８号　三宝ビル 06-6562-1970
05261203 大阪府 尾上　雅典 ｵﾉｴ ﾏｻﾉﾘ 行政書士エース環境法務事務所 530-0043 大阪府大阪市北区天満２丁目１２番３号　南末広ビル 06-6358-6644
05261209 大阪府 三宅　利紀 ﾐﾔｹ ﾄｼﾉﾘ 行政書士ソリスタサービス 572-0837 大阪府寝屋川市早子町１３番７－４０３号 072-813-8548
05261210 大阪府 川端　啓司 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ 川端防災・行政書士事務所 573-0158 大阪府枚方市藤阪西町４番５－５０４号 072-866-0077

05261211 大阪府 塩見　健 ｼｵﾐ ｹﾝ 行政書士塩見事務所 540-0012
大阪府大阪市中央区谷町２丁目５番４号　Ｆ－ＢＡＳＥ　
ＲＡＤＯＬＦ　７階　７０２号

06-6946-9505

05261615 大阪府 富田　裕 ﾄﾐﾀ ﾕﾀｶ 富田行政書士事務所 577-0818 大阪府東大阪市小若江１丁目２１番１号 06-6721-9869
05261894 大阪府 柿本　大治 ｶｷﾓﾄ ﾀﾞｲｼﾞ 柿本大治行政書士事務所 534-0027 大阪府大阪市都島区中野町４丁目９番９－７０３号 06-6357-3789
05261895 大阪府 栗山　明 ｸﾘﾔﾏ ｱｷﾗ 栗山行政書士事務所 560-0055 大阪府豊中市柴原町２丁目６番６号 06-6857-5400
05261897 大阪府 松下　豊太郎 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾖﾀﾛｳ 松下行政書士事務所 599-8102 大阪府堺市東区石原町４丁３０５番地 072-287-7830

05261987 大阪府 堀之内　卓 ﾎﾘﾉｳﾁ ｽｸﾞﾙ 堀之内行政書士事務所 553-0003
大阪府大阪市福島区福島２丁目１０番１９号　メガロ
コープ福島１１０４号

06-6442-8706

05262118 大阪府 竹瀬　浩次 ﾀｹｾ ｺｳｼﾞ 竹瀬行政書士事務所 535-0022 大阪府大阪市旭区新森１丁目１番３８－３０４号 06-6955-7682

05262122 大阪府 伊藤　守 ｲﾄｳ ﾏﾓﾙ 伊藤行政書士事務所 581-0021
大阪府八尾市山本高安町二丁目１３番５号　春日ビ
ル１０３号

072-951-2260

05262210 大阪府 古谷　光司 ﾌﾙﾀﾆ ｺｳｼﾞ フル総合法務行政書士事務所 532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島３丁目１０番１３号　新大
阪物産ビル５０５

06-6720-9701
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05262371 大阪府 藏田　淑江 ｸﾗﾀ ﾖｼｴ 行政書士藏田事務所 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目１０番２２号 06-6449-8548

05262374 大阪府 田上　創 ﾀﾉｳｴ ﾊｼﾞﾒ
行政書士フロンティア総合国際法
務事務所

530-0012 大阪府大阪市北区芝田１丁目４番１７号 06-6375-2313

06260103 大阪府 瀬戸口　健治 ｾﾄｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 瀬戸口行政書士事務所 590-0132 大阪府堺市南区原山台１丁６番１－１０２号 072-289-5500

06260109 大阪府 三好　英明 ﾐﾖｼ ﾋﾃﾞｱｷ 行政書士大淀法務事務所 532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島四丁目４番２５号　フ
ルーレ新大阪１００７

06-4862-5423

06260110 大阪府 川村　義髙 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 川村行政書士事務所 572-0071 大阪府寝屋川市豊里町３８番１－１０１号 072-829-7986
06260249 大阪府 五十嵐　信彦 ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾌﾞﾋｺ 行政書士ヤス・ノリ事務所 583-0036 大阪府藤井寺市恵美坂１丁目１３番２１号 072-952-5221
06260255 大阪府 脇田　直之 ﾜｷﾀ ﾅｵﾕｷ ＩＳ行政書士事務所 590-0063 大阪府堺市堺区中安井町３丁４番１０号 072-227-1906
06260258 大阪府 榎本　弘一 ｴﾉﾓﾄ ｺｳｲﾁ 榎本行政書士事務所 590-0063 大阪府堺市堺区中安井町３丁３番６号 072-221-3400

06260377 大阪府 橋本　健 ﾊｼﾓﾄ ﾀｹｼ 行政書士西天満法務事務所 530-0047
大阪府大阪市北区西天満４丁目９番１５号　第一神明
ビルディング４０５号

06-6312-3056

06260587 大阪府 松尾　圭子 ﾏﾂｵ ｹｲｺ 松尾行政書士事務所 574-0057 大阪府大東市新田西町３番９号 072-875-9975
06260598 大阪府 前田　敬暢 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾏｻ 行政書士前田法務事務所 573-0105 大阪府枚方市長尾東町１丁目４６番１６号 072-808-2226
06260608 大阪府 横山　敬治 ﾖｺﾔﾏ ｹｲｼﾞ 行政書士横山敬治事務所 574-0063 大阪府大東市南郷町３番３号 072-886-4382
06260610 大阪府 仁井　ひろみ ﾆｲ ﾋﾛﾐ 仁井行政書士事務所 534-0021 大阪府大阪市都島区都島本通１丁目２番２２号 06-6925-1821
06260829 大阪府 中川　二郎 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞﾛｳ 中川二郎行政書士事務所 599-8126 大阪府堺市東区大美野１６番地３ 072-249-0736

06260832 大阪府 徐　裕景 ｿ ﾕｷﾞｮﾝ ＳＥＧＥＲＯ法務行政書士事務所 540-0029
大阪府大阪市中央区本町橋２－２３－１３０３号　（第
７松屋ビル）

06-6655-0631

06260835 大阪府 川﨑　章 ｶﾜｻｷ ｱｷﾗ 川﨑行政書士事務所 596-0044 大阪府岸和田市西之内町３４番３２号 072-443-2110

06260838 大阪府 岡田　恭典 ｵｶﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 本町橋行政書士事務所 540-0026
大阪府大阪市中央区内本町２丁目１番１９号　内本町
松屋ビル１０　７階　７７０号室

06-4790-0555

06261096 大阪府 池田　晃宏 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 行政書士池田会計事務所 537-0014 大阪府大阪市東成区大今里西２丁目９番１１号 06-6974-7550
06261164 大阪府 吉見　亨 ﾖｼﾐ ﾄｵﾙ 行政書士吉見事務所 536-0014 大阪府大阪市城東区鴫野西２丁目１７番１９号 06-6969-2039
06261590 大阪府 坂本　久美 ｻｶﾓﾄ ｸﾐ ＪＥＮ坂本行政書士事務所 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋４－６－１８－２０３ 06-6453-0804
06261651 大阪府 足立　安功 ｱﾀﾞﾁ ﾔｽﾉﾘ ベストアセット行政書士事務所 542-0072 大阪府大阪市中央区高津１－９－１０－３０４号 06-6710-4965
06261653 大阪府 巽　義文 ﾀﾂﾐ ﾖｼﾌﾐ 巽行政書士事務所 582-0008 大阪府柏原市古町２丁目８番２６号 072-972-3736

06261796 大阪府 田島　政幸 ﾀｼﾏ ﾏｻﾕｷ 行政書士ライラ法務事務所 532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原４丁目４番６４号　新大阪千
代田ビル８階

06-7500-6933

06261879 大阪府 山田　昌弘 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 行政書士山田昌弘事務所 535-0002 大阪府大阪市旭区大宮４丁目１５番３０号 06-6180-4136
06261945 大阪府 廣山　泰典 ﾋﾛﾔﾏ ﾔｽﾉﾘ 行政書士廣山泰典事務所 565-0851 大阪府吹田市千里山西３丁目２８番１７号 06-6380-5868
06262077 大阪府 今村　由貴子 ｲﾏﾑﾗ ﾕｷｺ Ｏｉｖａｌｌｕｓ行政書士事務所 540-0026 大阪府大阪市中央区内本町二丁目４番１０号 06-6949-2856

07260093 大阪府 泉谷　透 ｲｽﾞﾀﾆ ﾄｵﾙ 泉谷行政書士事務所 558-0055
大阪府大阪市住吉区万代２丁目５番３６号　サング
リーン帝塚山１０１号

06-6675-4501

07260472 大阪府 高田　和哉 ﾀｶﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 高田行政書士事務所 576-0041 大阪府交野市私部西２丁目１番１号　サンメッセ交野 072-893-7056

07261518 大阪府 中野　智司 ﾅｶﾉ ﾄﾓｼﾞ 行政書士ブライツ法務事務所 541-0046
大阪府大阪市中央区平野町１丁目５番９号　井上ビ
ル３階Ｄ号室

06-4708-8371

07261863 大阪府 平尾　祐喜夫 ﾋﾗｵ ﾕｷｵ 平尾行政書士事務所 599-8276 大阪府堺市中区小阪６７４－６ 072-202-8010
07261866 大阪府 加藤　淳 ｶﾄｳ ｱﾂｼ 加藤行政書士事務所 546-0032 大阪府大阪市東住吉区東田辺２丁目１５番８号 06-7504-5378

07262007 大阪府 石塚　洋 ｲｼﾂﾞｶ ﾋﾛｼ 石塚行政書士事務所 540-0026
大阪府大阪市中央区内本町１丁目４番１０　ライオン
ズマンション東本町第二３０３号室

06-6966-2103

07262078 大阪府 高橋　俊一 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｲﾁ 高橋行政書士法務事務所 532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原５丁目６番６号　新大阪第２
ダイヤモンドマンション８０８号

06-6152-7065

08260272 大阪府 有方　清一郎 ｱﾘｶﾀ ｾｲｲﾁﾛｳ 行政書士有方清一郎事務所 530-0047
大阪府大阪市北区西天満２丁目１０番２号　幸田ビル
８階（８０５号室）川原総合法律事務所内

06-6365-1065

08260715 大阪府 岸田　隆夫 ｷｼﾀﾞ ﾀｶｵ 行政書士岸田総合事務所 567-0817 大阪府茨木市別院町３番２４号　マルイビル４０４ 072-647-6826
08260725 大阪府 内田　清和 ｳﾁﾀﾞ ｷﾖｶｽﾞ 内田行政書士事務所 534-0011 大阪府大阪市都島区高倉町１丁目５番１２－１０３号 06-7174-1776
08260727 大阪府 横山　光応 ﾖｺﾔﾏ ﾐﾂｵ 行政書士つくだ法務事務所 555-0001 大阪府大阪市西淀川区佃１丁目１６番７号 06-4256-6639
08260728 大阪府 川添　賢史 ｶﾜｿﾞｴ ｻﾄｼ 行政書士川添国際法務事務所 573-1192 大阪府枚方市西禁野１丁目１－２５－７０１ 072-805-3331
08260946 大阪府 吉田　弦 ﾖｼﾀﾞ ｹﾞﾝ チームビルド行政書士事務所 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目１２番１号　家村商事ビル 06-6310-8803
08261378 大阪府 宮本　里恵 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｴ 紫高総合法務行政書士事務所 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原２丁目１番３０－４０７号 06-6397-7664
08261387 大阪府 池田　清 ｲｹﾀﾞ ｷﾖｼ 池田行政書士事務所 577-0801 大阪府東大阪市小阪２丁目８番１９号 06-6788-9159
08261392 大阪府 北條　喜久夫 ﾎｳｼﾞｮｳ ｷｸｵ 北條行政書士事務所 569-0032 大阪府高槻市東和町２９番８号 072-629-6745
08261513 大阪府 西出　泱 ﾆｼﾃﾞ ﾋﾛｼ 西出行政書士事務所 579-8014 大阪府東大阪市中石切町４－１１－１７　喜光堂ビル 072-980-7075
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08261728 大阪府 大石　明美 ｵｵｲｼ ｱｹﾐ 行政書士オフィス大石 540-0012
大阪府大阪市中央区谷町４丁目４番１７　ロイヤルタ
ワー大阪谷町７階７０７号室

06-6944-7220

08261730 大阪府 佐竹　倫子 ｻﾀｹ ﾐﾁｺ 行政書士佐竹事務所 531-0041 大阪府大阪市北区天神橋８丁目１１番１５－２０１号 06-6355-4130

08261972 大阪府 神藤　正一 ｼﾝﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 神藤国際行政書士事務所 540-0037
大阪府大阪市中央区内平野町一丁目２番９号　グラ
ンドメゾン大手前２０３号

050-3578-5260

08262050 大阪府 守屋　正博 ﾓﾘﾔ ﾏｻﾋﾛ モリヤ行政書士事務所 581-0843
大阪府八尾市福万寺町南２丁目６７－１０　レジデン
スモリヤ１０２号

080-6226-4490

08262200 大阪府 北東　聡 ｷﾀﾋｶﾞｼ ｻﾄｼ 行政書士北東事務所 547-0015 大阪府大阪市平野区長吉長原西一丁目５番３３号 06-7504-9722

08281738 大阪府 藪本　茂 ﾔﾌﾞﾓﾄ ｼｹﾞﾙ
行政書士土井・藪本共同事務所　
藪本茂

540-0012
大阪府大阪市中央区谷町３丁目１番１１号　大晋第２
ビル２０１号

06-6944-1477

08300968 大阪府 野村　達之介 ﾉﾑﾗ ﾀﾂﾉｽｹ 行政書士ＯＦＦＩＣＥノムラ 553-0003
大阪府大阪市福島区福島７丁目１４番１９号　福島駅
前ビル５０２号

06-6147-4003

09260051 大阪府 神谷　一郎 ｼﾞﾝﾔ ｲﾁﾛｳ 行政書士神谷事務所 583-0024 大阪府藤井寺市藤井寺３丁目７番９号 072-955-8252

09260127 大阪府 緒方　健二 ｵｶﾞﾀ ｹﾝｼﾞ おがた法務行政書士事務所 541-0058
大阪府大阪市中央区南久宝寺町１－４－１５　ＥＩＫＡ
ビル４０１号室

06-7710-3209

09260203 大阪府 貴島　徹 ｷｼﾏ ﾄｵﾙ 青葉行政書士事務所 579-8063 大阪府東大阪市横小路町５丁目１－３ 072-929-8180

09260334 大阪府 大屋　和弘 ｵｵﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 大屋行政書士事務所 532-0002
大阪府大阪市淀川区東三国５丁目１３番１２号　グレ
イスフル第３東三国１階１１１号

06-6152-8451

09260340 大阪府 西牟田　博忠 ﾆｼﾑﾀ ﾋﾛﾀﾀﾞ 西牟田博忠行政書士事務所 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋３丁目２番３６－６０２号 06-4800-1104
09260526 大阪府 酒井　雅司 ｻｶｲ ﾏｻｼ 酒井行政書士事務所 530-0054 大阪府大阪市北区南森町２丁目１番１７－４０３号 06-7161-3611
09260527 大阪府 林　敏夫 ﾊﾔｼ ﾄｼｵ はやし行政書士法務事務所 566-0011 大阪府摂津市千里丘東５丁目１８番３３号 06-6381-6000
09260715 大阪府 吉川　治 ﾖｼｶﾜ ｵｻﾑ 想志伝行政書士事務所 573-1104 大阪府枚方市楠葉丘１丁目３９番１３号 072-865-2042
09260718 大阪府 柴山　圭 ｼﾊﾞﾔﾏ ｹｲ 柴山行政書士事務所 532-0005 大阪府大阪市淀川区三国本町１丁目４番８号 06-6396-1231
09260900 大阪府 山本　典子 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｺ のり行政書士事務所 583-0036 大阪府藤井寺市恵美坂１丁目１番４３－３１４号 072-979-7007
09260908 大阪府 塩谷　秀勝 ｴﾝﾔ ﾋﾃﾞｶﾂ 塩谷行政書士事務所 576-0041 大阪府交野市私部西１－３３－１６　井上ビル２Ｆ 072-808-6355
09260912 大阪府 河合　勝治 ｶﾜｲ ｶﾂｼﾞ 河合勝治行政書士事務所 584-0073 大阪府富田林市寺池台５丁目１２－４ 0721-29-4387

09261041 大阪府 平山　勝規 ﾋﾗﾔﾏ ｶﾂｷ
行政書士平山マンション法務事務
所

545-0035
大阪府大阪市阿倍野区北畠１丁目１番２４－７０１号　
セレッソコート北畠７階７０１号

06-6622-5140

09261048 大阪府 中塚　美佐子 ﾅｶﾂｶ ﾐｻｺ 中塚美佐子行政書士事務所 530-8501
大阪府大阪市北区梅田３丁目１番３号　ノースゲート
ビルディング１４階　弁護士法人みお内

06-6348-3055

09261411 大阪府 信本　一樹 ﾉﾌﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ 行政書士江坂みらい法務事務所 564-0052 大阪府吹田市広芝町８－１２　第３マイダビル５０８ 06-6378-5090
09261514 大阪府 宮田　行 ﾐﾔﾀ ｽｽﾑ 枚方行政書士事務所 573-0022 大阪府枚方市宮之阪１丁目１７番１－２０１号 072-840-7991
09261612 大阪府 吉岡　誠一 ﾖｼｵｶ ｾｲｲﾁ 吉岡誠一行政書士事務所 560-0011 大阪府豊中市上野西２丁目１９番７号 06-6853-7433
09261938 大阪府 道坂　和子 ﾐﾁｻｶ ｶｽﾞｺ 行政書士かなえ法務事務所 538-0052 大阪府大阪市鶴見区横堤三丁目８番１６号 06-7165-6800
09262080 大阪府 白石　洋子 ｼﾗｲｼ ﾖｳｺ スーラジ国際行政書士事務所 594-0083 大阪府和泉市池上町４丁目１９番２１号 0725-30-1670
09262265 大阪府 岡本　健 ｵｶﾓﾄ ﾀｹｼ 岡本行政書士事務所 547-0024 大阪府大阪市平野区瓜破７丁目２番３８号 06-6707-7911
09262335 大阪府 阿部　好孝 ｱﾍﾞ ﾖｼﾀｶ アイビーライフ行政書士法務事務 594-1111 大阪府和泉市光明台１丁目１１番２号 0725-56-7398
09262336 大阪府 田中　健太 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 行政書士法人ケイティオフィス 599-8113 大阪府堺市東区日置荘田中町２３９番地２ 072-360-4727

09280731 大阪府 西川　宜輝 ﾆｼｶﾜ ﾖｼﾃﾙ 行政書士おおさか法務事務所 541-0056
大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目５番２８号　久
太郎町恒和ビル４Ｆ

06-6253-7707

09301790 大阪府 林　昭 ﾊﾔｼ ｱｷﾗ 行政書士アット法務事務所 530-0012 大阪府大阪市北区芝田２丁目４番２号　牛丸ビル２０ 06-6131-5696

10251605 大阪府 中森　和文 ﾅｶﾓﾘ ｶｽﾞﾌﾐ 行政書士アーチ事務所 540-0033
大阪府大阪市中央区石町１－１－１　天満橋千代田
ビル１０階

06-4790-9855

10260431 大阪府 福田　愛夫 ﾌｸﾀﾞ ｱｲｵ 福田愛夫行政書士事務所 565-0801 大阪府吹田市青葉丘北１８－１０－３１０ 06-6876-4125
10260612 大阪府 西川　智子 ﾆｼｶﾜ ﾄﾓｺ 西川智子法務行政書士事務所 530-0047 大阪府大阪市北区西天満２丁目８番５号 06-6130-2010
10260613 大阪府 内海　朋子 ｳﾂﾐ ﾄﾓｺ 御堂筋行政書士事務所 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎３－１５－５　ＴＫビル２Ｆ 070-5517-1745

10260820 大阪府 西村　正則 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 西村総合法務行政書士事務所 530-0053
大阪府大阪市北区末広町３番２１号　新星和扇町ビ
ル８０７

06-6809-1723

10260833 大阪府 西村　理江 ﾆｼﾑﾗ ｻﾄｴ 行政書士西村理江事務所 530-0047
大阪府大阪市北区西天満３丁目１番６号　辰野西天
満ビル８階水都総合法律事務所内

06-6361-1722

10260836 大阪府 井上　小百合 ｲﾉｳｴ ｻﾕﾘ 行政書士井上小百合法務事務所 530-0047
大阪府大阪市北区西天満５丁目９番３号　アールビル
本館４階

06-6360-4750

10261068 大阪府 小林　啓悟 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｺﾞ 行政書士ＷＥＳＴ法務総合事務所 540-0026
大阪府大阪市中央区内本町二丁目１番１９号　内本
町松屋ビル１０　５階

06-6360-4393

10261076 大阪府 古泉　清次 ｺｲｽﾞﾐ ｾｲｼﾞ 古泉行政書士事務所 562-0023 大阪府箕面市粟生間谷西１丁目６番２－６０６号 072-726-3866
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10261260 大阪府 平野　武 ﾋﾗﾉ ﾀｹｼ 平野行政書士事務所 573-1111 大阪府枚方市楠葉朝日２丁目１２の５ 072-808-6933

10261267 大阪府 奥村　拓樹 ｵｸﾑﾗ ﾋﾗｷ 行政書士オックス法務事務所 530-0041
大阪府大阪市北区天神橋二丁目５番２２号　佐藤ビ
ル３Ｆ３０３号

06-6356-0225

10261474 大阪府 山﨑　豊文 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾖﾌﾐ やまさん行政書士事務所 572-0821
大阪府寝屋川市出雲町３番３号　シャンテッセ出雲１
階１０３号室

072-821-9803

10261475 大阪府 田中　忠彦 ﾀﾅｶ ﾀﾀﾞﾋｺ 田中法務行政書士事務所 537-0013 大阪府大阪市東成区大今里南２丁目７番２０号 06-7505-1506

10261724 大阪府 本岡　佳小里 ﾓﾄｵｶ ｶｵﾘ
Ｗｏｒｋ　ｉｎ　ＪＡＰＡＮ行政書士事務
所

541-0046
大阪府大阪市中央区平野町１丁目８番１３号　平野町
八千代ビル

06-4301-3641

10261866 大阪府 﨑山　和彦 ｻｷﾔﾏ ｶｽﾞﾋｺ さきやま行政書士事務所 599-8113 大阪府堺市東区日置荘田中町１０５番地２ 072-369-4720

10261872 大阪府 江戸　一史 ｴﾄﾞ ｶｽﾞﾌﾐ 江戸行政書士事務所 547-0033
大阪府大阪市平野区平野西６丁目５番９　サンリヤン
平野西１００１号

06-6700-7358

10261873 大阪府 角方　扶実子 ｶｸﾎｳ ﾌﾐｺ 行政書士かくほう法務事務所 545-0035 大阪府大阪市阿倍野区北畠１丁目１１番１３－１０５ 06-6629-8853
10261978 大阪府 滝口　達郎 ﾀｷｸﾞﾁ ﾀﾂﾛｳ 滝口行政書士事務所 558-0051 大阪府大阪市住吉区東粉浜３丁目１２番１６－３０４ 06-6673-9164

10261980 大阪府 床本　渡 ﾄｺﾓﾄ ﾜﾀﾙ とこもと行政書士事務所 580-0034
大阪府松原市天美西３丁目２０２番地の１　シエロ・
ベージョ３０２号室

072-338-0309

10262095 大阪府 岡野　克之 ｵｶﾉ ｶﾂﾕｷ 岡野克之行政書士事務所 563-0032
大阪府池田市石橋１丁目１２－１２　パークビル　ザ　
イシバシ１Ｆ

072-702-5793

10262100 大阪府 津﨑　義典 ﾂｻﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 津崎義典行政書士事務所 593-8327 大阪府堺市西区鳳中町４丁９８番地 072-263-3885
10262291 大阪府 近藤　泰 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 近藤泰行政書士事務所 537-0012 大阪府大阪市東成区大今里１丁目２３番１４号 06-6976-2630

10262293 大阪府 鴨田　和彦 ｶﾓﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 大阪セントラル行政書士事務所 540-0026
大阪府大阪市中央区内本町２丁目１番１９号　内本町
松屋ビル１０　４０６号室

06-6940-4110

10262374 大阪府 真鍋　逸彦 ﾏﾅﾍﾞ ﾄｼﾋｺ 特定行政書士真鍋事務所 542-0081
大阪府大阪市中央区南船場１－１１－９　長堀安田ビ
ル２２６号室

06-6264-3600

10262436 大阪府 貴村　恒 ｷﾑﾗ ﾋｻｼ 貴村行政書士事務所 542-0083
大阪府大阪市中央区東心斎橋１丁目９番１９号　ミト
オリアートビル５０６号室

06-6360-4888

10262544 大阪府 富田　友美 ﾄﾐﾀ ﾄﾓﾐ 行政書士奥山浩実事務所 530-0047
大阪府大阪市北区西天満四丁目１番１号　若竹ビル
２階西室

06-6363-0516

10262545 大阪府 山本　浩伸 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾉﾌﾞ 行政書士ヤマモト法務事務所 546-0012 大阪府大阪市東住吉区中野４丁目６番１０号 06-6702-0565

10262546 大阪府 畑野　正幸 ﾊﾀﾉ ﾏｻﾕｷ 行政書士はたの法務事務所 557-0014
大阪府大阪市西成区天下茶屋３丁目２１番１１号　ド
ミール南天３０１号

06-6658-1802

10262632 大阪府 鍋嶋　武幸 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾀｹﾕｷ 行政書士なべしま事務所 554-0012 大阪府大阪市此花区西九条２丁目１番３２－８０３号 06-6462-9519
10262717 大阪府 岸田　明子 ｷｼﾀﾞ ｱｷｺ 行政書士岸田明子事務所 564-0051 大阪府吹田市豊津町１番３０号　江坂ビル４階４０６号 06-6310-9037
10262807 大阪府 岩本　吉史 ｲﾜﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ 岩本吉史行政書士事務所 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町４丁目４番１３－９０２号 06-7175-5111

11260065 大阪府 辰已　正秀 ﾀﾂﾐ ﾏｻﾋﾃﾞ 行政書士辰已法務事務所 555-0023
大阪府大阪市西淀川区花川２丁目２１番１３号　西淀
ビル４Ｆ

06-6475-7858

11260070 大阪府 中谷　伸夫 ﾅｶﾀﾆ ﾉﾌﾞｵ 行政書士りんくう法務事務所 598-0051 大阪府泉佐野市新町１丁目４番８号 072-458-1055
11260205 大阪府 野口　龍二 ﾉｸﾞﾁ ﾘｭｳｼﾞ 行政書士さくら総合法務事務所 564-0062 大阪府吹田市垂水町１－８－３ 06-7161-0102
11260289 大阪府 山野　彰 ﾔﾏﾉ ｱｷﾗ 山野行政書士事務所 589-0004 大阪府大阪狭山市東池尻５丁目１４８０番地２１ 072-289-6189
11260567 大阪府 日下　直樹 ｸｻｶ ﾅｵｷ 行政書士日下直樹事務所 553-0001 大阪府大阪市福島区海老江２丁目３番２３号 06-6458-7807
11260727 大阪府 小笠原　範昭 ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾉﾘｱｷ 小笠原行政書士事務所 536-0022 大阪府大阪市城東区永田四丁目１６番９号 06-6963-2835
11260728 大阪府 荒尾　信仁 ｱﾗｵ ﾉﾌﾞﾋﾄ 荒尾行政書士事務所 544-0014 大阪府大阪市生野区巽東１丁目１番３２号５０２ 06-4303-5700

11260901 大阪府 春野　直樹 ﾊﾙﾉ ﾅｵｷ 春野行政書士事務所 541-0043
大阪府大阪市中央区高麗橋２－２－２　日宝北浜ビ
ル５０７号

06-4708-4501

11261449 大阪府 野村　光恵 ﾉﾑﾗ ﾐﾂｴ 行政書士のむら事務所 552-0021
大阪府大阪市港区築港３丁目７番１号　天保山第一
コーポ６０８

06-6576-6078

11261460 大阪府 冨田　冴子 ﾄﾐﾀ ｻｴｺ とみた行政書士事務所 598-0012
大阪府泉佐野市高松東１丁目１０番３７－７０５号　泉
佐野センタービルサウスコア２１　７階

072-469-0220

11261461 大阪府 塩見　美恵 ｼｵﾐ ﾐｴ イーアルファ行政書士事務所 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎３丁目２０番９号　三栄ビル１ 06-6131-9030

11261669 大阪府 田尻　健行 ﾀｼﾞﾘ ﾀｹﾕｷ アイ・アール行政書士法務事務所 580-0021
大阪府松原市高見の里５丁目５０７番地の１　（３－３
０３号）

072-349-6102

11261670 大阪府 豊田　弘 ﾄﾖﾀ ﾋﾛﾑ 豊田行政書士事務所 560-0025 大阪府豊中市立花町１丁目３番１０－３０１号 06-4866-5352

11262120 大阪府 牧野　芳男 ﾏｷﾉ ﾖｼｵ 牧野行政書士事務所 530-0053
大阪府大阪市北区末広町３番２１号　扇町センタービ
ル６０３－Ｎ

06-6467-4215

11262196 大阪府 金光　嘉倫 ｶﾈﾐﾂ ﾖｼﾉﾘ 行政書士金光法務事務所 567-0828 大阪府茨木市舟木町１３番１１号　ＮＹＫビル３０１号 072-647-3360
11262198 大阪府 大谷　鈴枝 ｵｵﾀﾆ ｽｽﾞｴ 大谷すずえ行政書士事務所 577-0048 大阪府東大阪市西堤西３－１０－６０４ 06-6618-6711
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11262271 大阪府 田渕　聡子 ﾀﾌﾞﾁ ｻﾄｺ レベスト行政書士法人 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町２丁目２番２０号 06-6920-1014

11262276 大阪府 小野　利経 ｵﾉ ｶｽﾞﾉﾘ あすいろ行政書士事務所 530-0047
大阪府大阪市北区西天満五丁目９番３号　アールビ
ル本館４階

06-6362-8600

12260061 大阪府 岡　晃敏 ｵｶ ｱｷﾄｼ 岡行政書士事務所 580-0024 大阪府松原市東新町５丁目４番２５号 0723-33-1113
12260063 大阪府 金沖　完 ｶﾅｵｷ ﾕﾀｶ さつき行政書士事務所 577-0843 大阪府東大阪市荒川３－１１－１９ 06-7508-1990

12260188 大阪府 北野　道代 ｷﾀﾉ ﾐﾁﾖ 行政書士北野法務事務所 540-0012
大阪府大阪市中央区谷町２丁目５－４　エフベース　
ラドルフビル８Ｆ

06-6755-4610

12260252 大阪府 高村　浩史 ﾀｶﾑﾗ ﾋﾛｼ 行政書士たかむら法務事務所 543-0033
大阪府大阪市天王寺区堂ヶ芝１丁目１１番２３号　
カーサ・エイワ６階６０３号室

06-7503-2268

12260573 大阪府 麻田　剛史 ｱｻﾀﾞ ﾂﾖｼ 行政書士法人麻田事務所 571-0046 大阪府門真市本町２０番４号　八紘マンション１階１０ 06-4397-7804
12260575 大阪府 山崎　環 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾏｷ 行政書士タマキ法務事務所 530-0014 大阪府大阪市北区鶴野町４－１１－１１１３ 06-6375-9075
12260582 大阪府 西田　裕樹 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｷ 行政書士西田経営法務事務所 573-0013 大阪府枚方市星丘４丁目１０番１２号 072-847-1572
12260765 大阪府 道岸　一幸 ﾐﾁｷﾞｼ ｶｽﾞﾕｷ 行政書士住吉法務事務所 559-0012 大阪府大阪市住之江区東加賀屋一丁目８番１３号 090-2282-0788
12260770 大阪府 三好　安廣 ﾐﾖｼ ﾔｽﾋﾛ 行政書士事務所三好 583-0874 大阪府羽曳野市郡戸２１１番地の１０ 072-953-4683

12260774 大阪府 二上　剛志 ﾌﾀｶﾐ ﾂﾖｼ 行政書士ツーアップ法務事務所 550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀１丁目７番１６号　サンライ
ズ肥後橋ビル２階

06-6136-8656

12260998 大阪府 橋本　玲子 ﾊｼﾓﾄ ﾚｲｺ 橋本玲子行政書士事務所 561-0864 大阪府豊中市夕日丘１丁目４－２０－２０５ 090-8168-4368
12261009 大阪府 鶴田　大輔 ﾂﾙﾀ ﾀﾞｲｽｹ 行政書士櫻歌綜合法務事務所 565-0848 大阪府吹田市千里山高塚２４番３４号 06-4400-1384
12261148 大阪府 松永　典弘 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾉﾘﾋﾛ 松永行政書士事務所 570-0017 大阪府守口市佐太東町２丁目１３番１号 06-4977-2323

12261347 大阪府 梶村　竜平 ｶｼﾞﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ Ｇ１行政書士法人　大阪支社 541-0046
大阪府大阪市中央区平野町二丁目１番１４号　ＫＤＸ
北浜ビル１０階

06-6203-8901

12261629 大阪府 木戸　美伸 ｷﾄﾞ ﾐﾉﾌﾞ 行政書士きど法務事務所 569-1041 大阪府高槻市奈佐原２丁目１３番１２－７０３号 072-647-6344

12261631 大阪府 宮永　富雄 ﾐﾔﾅｶﾞ ﾄﾐｵ 宮永行政書士事務所 559-0006
大阪府大阪市住之江区浜口西２丁目１１番６　ライオ
ンズマンション住吉公園４Ｆ４０２号

06-6675-3630

12261635 大阪府 岡澤　充 ｵｶｻﾞﾜ ﾐﾂﾙ 行政書士岡澤綜合法務事務所 580-0014 大阪府松原市岡４丁目１番５２号 072-338-5562
12261775 大阪府 大竹　理恵 ｵｵﾀｹ ﾘｴ 行政書士ＯｆｆｉｃｅＫ 536-0008 大阪府大阪市城東区関目１丁目８番２５号 06-6930-1314

12261995 大阪府 畑　竜之 ﾊﾀ ﾀﾂﾉﾌﾞ 行政書士ハタタツノブ法務室 556-0004
大阪府大阪市浪速区日本橋西一丁目７番２８号　常
磐ビル１階８号室

06-6635-0501

12262099 大阪府 水本　雅稔 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 桜ヶ丘行政書士事務所 599-0212 大阪府阪南市自然田１９２６番地 072-472-2867
12262100 大阪府 山口　達磨 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾏ 行政書士達磨法務事務所 567-0828 大阪府茨木市舟木町２０－３０－１０３ 0726-65-4574

12262106 大阪府 鄭　相憲 ﾁｮﾝ ｻﾝﾎﾝ 在日総合サポート行政書士事務所 542-0076
大阪府大阪市中央区難波２丁目３番１１号　ナンバ八
千代ビル２階Ｄ号室

06-6211-8321

12262199 大阪府 三浦　基子 ﾐｳﾗ ﾓﾄｺ 三浦基子行政書士事務所 546-0044 大阪府大阪市東住吉区北田辺六丁目１８番６号 06-6606-8545
12262204 大阪府 酒谷　欣明 ｻｶﾀﾆ ﾖｼｱｷ 行政書士森ノ宮労務行政事務所 540-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央２－１０－７－２０３ 06-6360-9698
12262285 大阪府 行方　正樹 ﾕｷｶﾀ ﾏｻｷ 行方行政書士事務所 543-0041 大阪府大阪市天王寺区真法院町２６番１４号 06-6771-4068

12262289 大阪府 泉井　亮太 ｲｽﾞｲ ﾘｮｳﾀ 泉井行政書士事務所 540-0026
大阪府大阪市中央区内本町１丁目１番６号　内本町
Ｂ＆Ｍビル９０１

06-6809-7545

12262291 大阪府 新川　政一 ｼﾝｶﾜ ﾏｻｶｽﾞ 行政書士新川法務事務所 540-0034 大阪府大阪市中央区島町２丁目２番３－２０８号 06-6355-4713
12262380 大阪府 岩崎　正利 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾄｼ 行政書士堺三国ヶ丘法務事務所 590-0024 大阪府堺市堺区向陵中町４丁２番２０－９０６号 072-355-3423

12262481 大阪府 千代　剛三 ｾﾝﾀﾞｲ ｺﾞｳｿﾞｳ 千代行政書士法務事務所 531-0041
大阪府大阪市北区天神橋８丁目１３番２０号　長柄荘
２２０号室

06-6353-6079

12262485 大阪府 安藤　紳次 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾝｼﾞ 行政書士あんしん総合法務事務所 530-0047
大阪府大阪市北区西天満１丁目９番２０号　第２大阪
弁護士ビル１階１０１号室

06-6360-7974

12262682 大阪府 正田　修造 ｼｮｳﾀﾞ ｼｭｳｿﾞｳ 行政書士正田事務所 577-0818 大阪府東大阪市小若江３丁目１０番２７号 06-7162-9378

12301901 大阪府 森本　由紀 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｷ 行政書士ゆらこ事務所 530-0047
大阪府大阪市北区西天満１丁目９番２０号　第２大阪
弁護士ビル１階１０１号室

06-6450-6772

12301911 大阪府 永井　義猛 ﾅｶﾞｲ ﾖｼﾀｹ 永井行政書士事務所 530-0041
大阪府大阪市北区天神橋２丁目北１番２１号　八千代
ビル東館９階Ｄ号室

06-6809-3376

13081494 大阪府 岩川　知彦 ｲﾜｶﾜ ﾄﾓﾋｺ 岩川行政書士事務所 543-0002 大阪府大阪市天王寺区上汐三丁目２番１７－１００１ 06-6777-3339
13260076 大阪府 山口　恭弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 枚方行政書士事務所 573-0022 大阪府枚方市宮之阪１丁目１７番１－２０１号 072-840-7991
13260271 大阪府 西田　誠司 ﾆｼﾀﾞ ｾｲｼ 西田誠司行政書士事務所 589-0022 大阪府大阪狭山市西山台５丁目３番３８－５０６号 072-249-3428

13260334 大阪府 中道　一成 ﾅｶﾐﾁ ｶｽﾞｼｹﾞ
行政書士中道一成アイエスセブン
法務事務所

573-0093
大阪府枚方市東中振１丁目１８番　グリーンヒル光善
寺２棟２０６号

072-813-2582

13260788 大阪府 百地　克吉 ﾓﾓﾁ ｶﾂﾖｼ ももち行政書士事務所 530-0054 大阪府大阪市北区南森町１丁目３番９号　４階１号室 06-6948-8898
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13260795 大阪府 阪田　耕次 ｻｶﾀ ｺｳｼﾞ 阪田行政書士事務所 533-0032
大阪府大阪市東淀川区淡路４丁目１８番１６号　アミ・
ド・ノセ２０１号

06-4809-5189

13260804 大阪府 德松　義治 ﾄｸﾏﾂ ﾖｼﾊﾙ 行政書士パーソナル法務事務所 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場１丁目１６番２３－４０６ 06-7182-5600

13261027 大阪府 松原　元 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂｶｻ 行政書士つかさ事務所 540-0024
大阪府大阪市中央区南新町１－４－９　谷四昭和ビ
ル３０５号

06-4400-1767

13261199 大阪府 山本　良 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ 山本行政書士事務所 550-0012
大阪府大阪市西区立売堀１丁目１１番１７号　スギタ
ビル４０２

06-6537-6024

13261203 大阪府 金野　久代 ｶﾈﾉ ﾋｻﾖ 金野行政書士事務所 553-0002
大阪府大阪市福島区鷺洲４丁目３番２３　福島スカイ
ハイツ１２階１２１１

06-6147-4974

13261415 大阪府 山本　光昭 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｱｷ エアーズ行政書士事務所 541-0051 大阪府大阪市中央区備後町３丁目６番２号　大雅ビ 06-6227-8605

13261420 大阪府 江川　和昭 ｴｶﾞﾜ ｶｽﾞｱｷ えがわ行政書士事務所 547-0033
大阪府大阪市平野区平野西３丁目９番１　摂陽ハイツ
８０３号室

06-4392-7911

13261697 大阪府 丸山　ひとみ ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾄﾐ シンシア行政書士事務所 567-0821 大阪府茨木市末広町３－３１　沢田ビル３階西 080-7029-9996
13261700 大阪府 松村　一成 ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 行政書士ひいらぎ総合法務事務所 550-0005 大阪府大阪市西区西本町１－１３－３８－３０８ 06-6567-9261
13261701 大阪府 高橋　一徳 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾉﾘ 高橋行政書士法務事務所 569-1118 大阪府高槻市奥天神町２丁目８番２４号 072-629-7965

13261703 大阪府 青木　広子 ｱｵｷ ﾋﾛｺ 青木広子行政書士事務所 541-0052
大阪府大阪市中央区安土町１丁目７－１３　トヤマビ
ル本館２階

06-6261-6684

13261838 大阪府 岩井　留美 ｲﾜｲ ﾙﾐ アイアール法務・行政書士事務所 591-8007
大阪府堺市北区奥本町１丁４３番地　ＨＩＳビル北花田
２０２号

072-256-0188

13261842 大阪府 岸本　知宏 ｷｼﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 行政書士事務所きしもと 562-0001 大阪府箕面市箕面１丁目４番２５号 072-721-1251
13261849 大阪府 岡田　雄介 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｽｹ 行政書士岡田法務事務所 574-0011 大阪府大東市北条３丁目６番４号 072-8799-177

13262134 大阪府 赤澤　秀行 ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 赤澤行政書士事務所 530-0047
大阪府大阪市北区西天満４丁目６番１２号　第一住建
裁判所前ビル２階２０２号室

06-6585-0350

13262137 大阪府 中野　浩明 ﾅｶﾉ ﾋﾛｱｷ 堺行政書士事務所 599-8272 大阪府堺市中区深井中町７４９番地７ 072-320-2568
13262374 大阪府 西下　義秀 ﾆｼｼﾀ ﾖｼﾋﾃﾞ 岸部行政書士ＮＹ法務事務所 564-0004 大阪府吹田市原町４丁目１５番２号 06-6155-5576

13262551 大阪府 西村　大輔 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 西村行政書士事務所 550-0005
大阪府大阪市西区西本町１丁目１３番３８号　西本町
新興産ビル３階３０６号

06-6567-9261

13262553 大阪府 山田　和宏 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 行政書士やまだ事務所 536-0007
大阪府大阪市城東区成育５－２０－２５－ルシエル関
目１０１

06-6167-5528

13262705 大阪府 松本　美香 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｶ 松本行政書士事務所 543-0073
大阪府大阪市天王寺区生玉寺町３番３５号　キューブ
コート夕陽ヶ丘５０１号

06-6773-8978

13301441 大阪府 櫻井　都美子 ｻｸﾗｲ ﾄﾐｺ 行政書士櫻井都美子事務所 530-0047
大阪府大阪市北区西天満５丁目１番３号　南森町
パークビル７階

06-6809-3837

14260058 大阪府 相原　伸哉 ｱｲﾊﾗ ﾉﾌﾞﾔ 行政書士相原法務事務所 584-0072 大阪府富田林市高辺台一丁目２番３８号 0721-26-7772
14260059 大阪府 花田　彩絵 ﾊﾅﾀﾞ ｻｴ 花行政書士事務所 589-0007 大阪府大阪狭山市池尻中３丁目１４番１３号 0722-20-2662
14260337 大阪府 石井　和彦 ｲｼｲ ｶｽﾞﾋｺ 石井和彦行政書士事務所 578-0904 大阪府東大阪市吉原１丁目４番２２号 072-962-9666
14260417 大阪府 森岡　利行 ﾓﾘｵｶ ﾄｼﾕｷ 行政書士森岡事務所 550-0013 大阪府大阪市西区新町３丁目１０番２６号 06-7494-5922
14260573 大阪府 春田　重昭 ﾊﾙﾀ ｼｹﾞｱｷ 春田行政書士事務所 570-0034 大阪府守口市西郷通２丁目１１番５０号 06-6996-1251

14260575 大阪府 吉村　幸一郎 ﾖｼﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 行政書士吉村事務所 582-0028
大阪府柏原市玉手町２５番１７－４２８号　シャトール
メール

072-959-8210

14260993 大阪府 上原　裕美 ｳｴﾊﾗ ﾋﾛﾐ さくら行政書士事務所 586-0035 大阪府河内長野市小塩町４３１－５ 0721-21-9020

14260994 大阪府 木本　哲人 ｷﾓﾄ ｱｷﾋﾄ 木本哲人行政書士事務所 594-1151
大阪府和泉市唐国町二丁目１３－７７　山下ハイツ１
階１０６号

0725-24-0460

14261001 大阪府 伊藤　誠 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ ＷＰＰ行政書士事務所 540-0012
大阪府大阪市中央区谷町四丁目５－９　谷町アーク
ビル１１０３号

06-4794-0303

14261002 大阪府 濱澤　厚子 ﾊﾏｻﾞﾜ ｱﾂｺ 濱澤行政書士事務所 546-0031
大阪府大阪市東住吉区田辺５丁目４番３号　ルシー
ル田辺６０２号

06-6624-4088

14261127 大阪府 常峰　研 ﾂﾈﾐﾈ ｹﾝ 行政書士法人ＫＥＮオフィス 530-0015 大阪府大阪市北区中崎西三丁目２番１７号－１０２ 090-4278-7819

14261129 大阪府 田村　徹 ﾀﾑﾗ ﾃﾂ ＩＣＴ法務サポート行政書士事務所 541-0057
大阪府大阪市中央区北久宝寺町４丁目２番２号　久
宝ビル３０５号室

06-6786-8476

14261278 大阪府 田淵　雅彦 ﾀﾌﾞﾁ ﾏｻﾋｺ 桜塚行政書士法人 561-0881 大阪府豊中市中桜塚２丁目２０番１号 06-6843-8713
14261375 大阪府 片岡　隆 ｶﾀｵｶ ﾀｶｼ 行政書士ＳＲＳ法務事務所 561-0843 大阪府豊中市上津島３丁目９番１０の１号 06-7506-1172
14261377 大阪府 上峠　ともみ ｶﾐﾄｳｹﾞ ﾄﾓﾐ ＴＯＭＯ行政書士事務所 572-0819 大阪府寝屋川市大成町１７番６号 072-812-6526

14261500 大阪府 井上　和也 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾔ つばさ行政書士事務所 531-0071
大阪府大阪市北区中津１－１３－１７　メロディーハイ
ム中津３番館７０３号

06-6868-9025
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14261501 大阪府 堀川　崇 ﾎﾘｶﾜ ﾀｶｼ 行政書士堀川法務事務所 533-0022
大阪府大阪市東淀川区菅原７丁目１０番２７号　潮ハ
イツ４階４０２号室

06-6370-1234

14261505 大阪府 梶谷　恭子 ｶｼﾞﾀﾆ ｷｮｳｺ 行政書士オリーブ法務事務所 596-0022 大阪府岸和田市戎町５番６号 072-493-8111

14261510 大阪府 太田　満 ｵｵﾀ ﾐﾂﾙ ミストラル行政書士事務所 530-0047
大阪府大阪市北区西天満５丁目９番１０号　古河梅ヶ
枝ビル６階

06-6360-7088

14261651 大阪府 上田　桂子 ｳｴﾀﾞ ｹｲｺ うえだ行政書士事務所 547-0047 大阪府大阪市平野区平野元町２番８号 06-6792-6724
14261778 大阪府 西尾　和之 ﾆｼｵ ｶｽﾞﾕｷ 行政書士西尾和之 571-0013 大阪府門真市千石東町１３番１０号 072-814-8378
14261779 大阪府 平　了輔 ﾀｲﾗ ﾘｮｳｽｹ たいら行政書士事務所 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町１丁目１２－８－１１０１号 06-6147-9267

14261896 大阪府 末岡　明 ｽｴｵｶ ｱｷﾗ 行政書士コムズ法務事務所 534-0024
大阪府大阪市都島区東野田町２丁目２番１６号　ビラ
六曜舎京橋４０１号

06-6360-9262

14262001 大阪府 岡川　敦也 ｵｶｶﾞﾜ ｱﾂﾔ 行政書士岡川総合法務事務所 569-0071
大阪府高槻市城北町一丁目１４番２６号　シティパル
城北１０５号

072-647-3305

14262005 大阪府 立石　政治 ﾀﾃｲｼ ﾏｻﾊﾙ 立石行政書士事務所 571-0071 大阪府門真市上島町３１番１９号 072-881-5937

14262006 大阪府 中村　裕 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ グラシアス行政書士法人 530-0047
大阪府大阪市北区西天満五丁目９番７号　西天満
ユートビル３０２号室

080-3807-9726

14262111 大阪府 平井　円香 ﾋﾗｲ ﾏﾄﾞｶ ひらい行政書士事務所 543-0014
大阪府大阪市天王寺区玉造元町１３番１号　パルコア
真田山Ⅱ５０３号

06-6763-5530

14262200 大阪府 伊勢　隆広 ｲｾ ﾀｶﾋﾛ ＩＳＥ行政書士事務所 596-0825
大阪府岸和田市土生町３丁目３番１０号　カメヤ第３
ビル３階３０４号

072-433-1180

14262375 大阪府 里見　秀人 ｻﾄﾐ ﾋﾃﾞﾄ 里見行政書士事務所 581-0815 大阪府八尾市宮町２丁目１０番１１号 072-997-5838

14262562 大阪府 大澤　雄治 ｵｵｻﾜ ﾕｳｼﾞ 行政書士ＥＩＬ国際法務事務所 540-0035
大阪府大阪市中央区釣鐘町二丁目１番４号　ビルハ
イタウン３０４号室

06-6947-0277

14271902 大阪府 山本　里江子 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｴｺ 行政書士オフィス　モン・リーヴル 534-0021
大阪府大阪市都島区都島本通３丁目２４番６号　西田
ビル２０７

06-4400-1321

15260044 大阪府 百溪　直司 ﾓﾓﾀﾆ ﾀﾀﾞｼ 行政書士事務所シー・ワン 595-0065 大阪府泉大津市若宮町１０番９号　ラフォーレ若宮２ 0725-58-6217

15260169 大阪府 中村　元子 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｺ 中村元子行政書士事務所 596-0004
大阪府岸和田市荒木町２丁目２１－５９　ヒノデ荒木ビ
ル３Ｆ

072-493-3265

15260289 大阪府 鷲見　法香 ｽﾐ ﾉﾘｶ 水都行政書士事務所 542-0012 大阪府大阪市中央区谷町六丁目７－１４ 06-7777-4066
15260521 大阪府 蔦野　賢司 ﾂﾀﾉ ｹﾝｼﾞ ｂｉｔ４行政書士事務所 550-0012 大阪府大阪市西区立売堀２－５－４１　合田ビル８０８ 06-6136-5880

15260716 大阪府 小川　隆之 ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 行政書士小川隆之事務所 575-0051
大阪府四條畷市中野本町３８番１号　カサベルデ田
伏３　５０６

072-819-0748

15260726 大阪府 稲盛　武 ｲﾅﾓﾘ ﾀｹｼ 行政書士クレール法務事務所 541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町一丁目４番９号　ＴＰＲ北
浜ビル７階

06-6777-5149

15260933 大阪府 安田　文彦 ﾔｽﾀﾞ ﾌﾐﾋｺ 安田行政書士事務所 555-0032
大阪府大阪市西淀川区大和田２丁目３番１７号　ジェ
ネスグリーンロード１００４

06-7777-1618

15260935 大阪府 友添　恭子 ﾄﾓｿﾞｴ ｷｮｳｺ 友添行政書士事務所 531-0075 大阪府大阪市北区大淀南１丁目３番５－３０４号 06-7710-1785

15261092 大阪府 澁谷　浩二 ｼﾌﾞﾀﾆ ｺｳｼﾞ 行政書士スミレ事務所 572-0053
大阪府寝屋川市中神田町２１番１０号　メゾンプレセア
１０５号

072-814-9920

15261337 大阪府 岡嶋　和彦 ｵｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋｺ 岡嶋行政書士事務所 592-0004 大阪府高石市高師浜２丁目９番５号 072-268-2131
15261339 大阪府 稲村　景子 ｲﾅﾑﾗ ｹｲｺ 行政書士稲村景子事務所 560-0021 大阪府豊中市本町２丁目４番６－２０８号 06-7172-9207
15261492 大阪府 今田　千里 ｲﾏﾀﾞ ﾁｻﾄ 行政書士ちさと法務事務所 546-0035 大阪府大阪市東住吉区山坂５丁目７番８号 06-6606-0303
15261498 大阪府 毎熊　順子 ﾏｲｸﾞﾏ ﾖﾘｺ まいくまよりこ行政書士事務所 562-0006 大阪府箕面市温泉町１番４－Ｓ２０１号 072-747-4786

15261706 大阪府 鳥本　敬史 ﾄﾘﾓﾄ ﾀｶｼ
とりもと行政法務事務所行政書士
鳥本敬史

533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島２丁目２４番２１号 06-6459-9841

15261785 大阪府 藤本　勉 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾂﾄﾑ 藤本行政書士事務所 562-0031 大阪府箕面市小野原東４丁目３番４－２０４号 072-727-5570

15261786 大阪府 岩瀨　薫子 ｲﾜｾ ｶｵﾙｺ 行政書士岩瀨薫子事務所 565-0816
大阪府吹田市長野東１８－３５　ペーパームーン長野
東２０３号室

090-8121-0022

15261787 大阪府 西山　智哉 ﾆｼﾔﾏ ﾄﾓﾔ 西山行政書士事務所 560-0021
大阪府豊中市本町４丁目８番４５号　豊中シビックハ
イツ４０３号

06-7501-9388

15261791 大阪府 松本　彩 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔ 関西わかば行政書士法務事務所 596-0813 大阪府岸和田市池尻町６４７番地の１３ 072-444-3368
15261867 大阪府 井上　智憲 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾉﾘ 行政書士法人麻田事務所 571-0046 大阪府門真市本町２０番４号　八紘マンション１階１０ 06-4397-7804
15261874 大阪府 浦芝　剛志 ｳﾗｼﾊﾞ ﾀｹｼ 行政書士ＦＡＫＥ　ＳＴＡＲ　ＬＡＢＥＬ 599-8242 大阪府堺市中区陶器北１７番地１０ 072-350-2566
15262016 大阪府 石山　澄 ｲｼﾔﾏ ﾜﾀﾙ 石山行政書士事務所 551-0031 大阪府大阪市大正区泉尾１丁目２２－１５－１１ 06-4393-8568

15262192 大阪府 伊藤　圭司 ｲﾄｳ ｹｲｼﾞ 行政書士　伊藤総合事務所 533-0033
大阪府大阪市東淀川区東中島１丁目１７－５　ステュ
ディオ新大阪（６３８）

06-4981-0126
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15262193 大阪府 野村　早希 ﾉﾑﾗ ｻｷ はぐくみ行政書士事務所 578-0911 大阪府東大阪市中新開二丁目９番２号　Ａ－２ ----------
16260133 大阪府 西田　茂 ﾆｼﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 行政書士西田茂事務所 530-0044 大阪府大阪市北区東天満２－９－４　千代田ビル東 06-6882-2056
16260429 大阪府 礒田　貞義 ｲｿﾀﾞ ｻﾀﾞﾖｼ 礒田行政書士総合事務所 576-0053 大阪府交野市郡津５丁目５１番９号 072-894-3534
16260630 大阪府 戸田　泰裕 ﾄﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 戸田行政書士事務所 569-1036 大阪府高槻市塚脇一丁目２７番１６号 050-1388-0536
16260782 大阪府 西口　雅一郎 ﾆｼｸﾞﾁ ﾏｻｲﾁﾛｳ 行政書士西口法務事務所 584-0074 大阪府富田林市久野喜台二丁目７番２６号 0721-65-8005

16260977 大阪府 小濱　光市 ｺﾊﾏ ｺｳｲﾁ 行政書士小濱事務所 594-0071
大阪府和泉市府中町１丁目８番３号　和泉ショッピン
グセンター５０６号

0725-30-1621

16261350 大阪府 松田　知貢 ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓﾂｸﾞ 行政書士ともつぐ 569-1022 大阪府高槻市日吉台七番町２番２４号 072-687-3971
16261580 大阪府 岡田　枝里 ｵｶﾀﾞ ｴﾘ 岡田枝里行政書士事務所 554-0002 大阪府大阪市此花区伝法６丁目３番１－３３８号 06-6136-6861

16261584 大阪府 森本　一美 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾄﾐ 行政書士事務所フォレスタ 533-0021
大阪府大阪市東淀川区下新庄５丁目１０番１７号　シ
ティハイツピコ２０５号室

06-6328-7125

16261672 大阪府 池田　耕司 ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞ 池田こうじ行政書士事務所 560-0021
大阪府豊中市本町６丁目８番５号　セレスアート豊中
３０２号室

06-6857-4211

16261772 大阪府 吾郷　公 ｱｺﾞｳ ｷﾐ 近畿法務行政書士事務所 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋３丁目７番２６－１００４号 06-6940-4970
16261849 大阪府 古井　行従 ﾌﾙｲ ﾕｷﾂｸﾞ ふるいＹＵＫＩ行政書士事務所 599-8121 大阪府堺市東区高松３１８番地９ 072-237-8339
16261966 大阪府 竹田　正 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ タケダ行政書士事務所 581-0091 大阪府八尾市南植松町一丁目４１番地 072-922-1136
16262045 大阪府 中村　惠子 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺ つむぎ行政書士事務所 531-0063 大阪府大阪市北区長柄東２－４－１１－１１０７ 06-6357-5830
16262142 大阪府 佐藤　鉄昭 ｻﾄｳ ﾃﾂｱｷ 行政書士佐藤事務所 561-0833 大阪府豊中市庄内幸町３丁目１０番５号 06-7164-3249
16262208 大阪府 宮﨑　珠恵 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾏｴ 釣鐘行政書士法務事務所 540-0035 大阪府大阪市中央区釣鐘町２－４－１６　ジオ釣鐘２ 06-4301-4517

16262374 大阪府 秋山　知子 ｱｷﾔﾏ ﾄﾓｺ 行政書士あきやま綜合事務所 591-8007
大阪府堺市北区奥本町２丁７番地２　ロイヤルメゾン
北花田１０６号

072-253-0084

16262530 大阪府 畑中　稔 ﾊﾀﾅｶ ﾐﾉﾙ 行政書士畑中事務所 558-0053 大阪府大阪市住吉区帝塚山中２丁目２番１７号 050-5246-9502

16262531 大阪府 松丸　雄一 ﾏﾂﾏﾙ ﾕｳｲﾁ 行政書士　ｏｆｆｉｃｅ　ＡＲＡＴＡ 563-0050
大阪府池田市新町２番１４号　いけだピアまるセン
ター６号室

072-734-8445

17260053 大阪府 岡田　徹 ｵｶﾀﾞ ﾄｵﾙ 中井行政書士事務所 530-0043 大阪府大阪市北区天満４丁目５番３号　１階 06-6358-4533

17260180 大阪府 木村　千洋 ｷﾑﾗ ﾁﾋﾛ ききむ行政書士事務所 540-0026
大阪府大阪市中央区内本町１丁目２番１３号　谷四ば
んらいビル１０階１０Ｐ号室

06-6648-8373

17260709 大阪府 萬田　英伸 ﾏﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 萬田行政書士事務所 577-0056
大阪府東大阪市長堂１丁目１１番３１号　ナニワマン
ション１ＦＧ６

06-6748-0652

17260841 大阪府 大﨑　重雄 ｵｵｻｷ ｼｹﾞｵ 大﨑行政書士事務所 593-8301
大阪府堺市西区上野芝町１丁２４番２４号　ストーク上
野芝２０１号

072-246-9547

17260843 大阪府 谷　佳代子 ﾀﾆ ｶﾖｺ ＳＰＮ行政書士事務所 591-8023 大阪府堺市北区中百舌鳥町５－７９８－１－４０１ 072-275-5818
17260845 大阪府 堀ノ上　千恵子 ﾎﾘﾉｳｴ ﾁｴｺ 行政書士堀ノ上千恵子事務所 562-0027 大阪府箕面市石丸３丁目２６番Ｗ－６０４号 072-747-9207

17260994 大阪府 島尾　琢 ｼﾏｵ ﾀｸ しまお行政書士事務所 533-0021
大阪府大阪市東淀川区下新庄６丁目４番３号　ジュン
ハイツ第２　５０５号

06-6195-8454

17260998 大阪府 今吉　知里 ｲﾏﾖｼ ﾁｻﾄ 行政書士いまよし事務所 532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島４丁目２番８号　ＹＳ新大
阪ビル６階６０２号室

06-6195-3470

17261241 大阪府 齋藤　和志 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｼ サイトー行政書士法務事務所 558-0003 大阪府大阪市住吉区長居３丁目７番７号 06-7506-5613
17261242 大阪府 島田　叔子 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼｺ しまだ行政書士事務所 552-0003 大阪府大阪市港区磯路２－８－１５ ----------

17261362 大阪府 森山　茂 ﾓﾘﾔﾏ ｼｹﾞﾙ 森山行政書士事務所 550-0024
大阪府大阪市西区境川一丁目４番２号　ローズコート
境川４０１号

06-6537-7091

17261563 大阪府 蔡　成浩 ﾁｪ ｿﾝﾎ 高麗橋行政書士事務所 540-0039
大阪府大阪市中央区東高麗橋３番３２号　ニューライ
フ高麗橋１４０７号

06-7164-7198

17261653 大阪府 津木　雅規 ﾂｷﾞ ﾏｻｷ 行政書士津木雅規事務所 599-0224 大阪府阪南市舞１丁目１０番２６号 072-472-2775
17261657 大阪府 山口　宣裕 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ 行政書士山口法務事務所 590-0143 大阪府堺市南区新檜尾台３丁１番５－６０３号 072-355-8968
17261658 大阪府 鎗山　隆久 ﾔﾘﾔﾏ ﾀｶﾋｻ やりやま行政書士事務所 574-0007 大阪府大東市北楠の里町１１番３号 072-814-5271

17261660 大阪府 山田　晃久 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾋｻ アコード行政書士法務事務所 542-0012
大阪府大阪市中央区谷町９丁目２番１４号　中田東海
ビル５階５０５号室

06-6777-4485

17261663 大阪府 本家　正浩 ﾎﾝｹ ﾏｻﾋﾛ 本家行政書士事務所 544-0015 大阪府大阪市生野区巽南３丁目３番１号 06-7505-5548
17261944 大阪府 小山　登 ｺﾔﾏ ﾉﾎﾞﾙ 小山行政書士事務所 581-0882 大阪府八尾市恩智北町２丁目１０７番地の４ 072-945-2020
17262082 大阪府 三宅　正人 ﾐﾔｹ ﾏｻﾄ 行政書士みどり法務事務所 538-0054 大阪府大阪市鶴見区緑二丁目４番２９号 080-1460-4648
18260079 大阪府 佐川　良明 ｻｶﾞﾜ ﾖｼｱｷ 行政書士佐川事務所 558-0043 大阪府大阪市住吉区墨江２丁目６番１号 06-6676-0034
18260211 大阪府 瀬崎　昌彦 ｾｻﾞｷ ﾏｻﾋｺ 行政書士瀬崎昌彦事務所 555-0022 大阪府大阪市西淀川区柏里２丁目１２番９号 06-6829-6566
18260213 大阪府 廣川　雅弘 ﾋﾛｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 行政書士廣川雅弘事務所 569-0803 大阪府高槻市高槻町１５番２１号　ミノワビル４階４０３ 072-668-5611
18260572 大阪府 中野　充章 ﾅｶﾉ ﾐﾂｱｷ なかのみつあき行政書士事務所 570-0008 大阪府守口市八雲北町２－１９－２ 06-4400-4882
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18260583 大阪府 田畑　裕之 ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 田畑行政書士事務所 594-0004 大阪府和泉市王子町二丁目３番２号 0725-58-7489
18260965 大阪府 服部　太 ﾊｯﾄﾘ ﾌﾄｼ 行政書士服部太事務所 562-0036 大阪府箕面市船場西１丁目１０番８－３０９号 072-736-8560
18261125 大阪府 小池　智子 ｺｲｹ ｻﾄｺ 行政書士こいけ事務所 573-0056 大阪府枚方市桜町８番３号 072-846-1752
18261140 大阪府 田川　隆章 ﾀｶﾞﾜ ﾀｶｱｷ たがわ行政書士事務所 569-1115 大阪府高槻市古曽部町５丁目１番１号 072-628-8823

18261341 大阪府 石田　宜志 ｲｼﾀﾞ ﾀｶｼ 輝月行政書士事務所 540-0029
大阪府大阪市中央区本町橋２番２３号　第７松屋ビル
３０３号室Ａ１１

06-6809-2367

18261479 大阪府 松平　浩子 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｺ 松平行政書士事務所 590-0954 大阪府堺市堺区大町東３丁２－２８　永木ビル４階北 072-275-9825
18261481 大阪府 池田　一紗 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞｻ かずさ行政書士事務所 599-8272 大阪府堺市中区深井中町８７７番地３ 072-236-8808
18261716 大阪府 田中　公子 ﾀﾅｶ ｷﾐｺ 行政書士ゆづは法務事務所 538-0052 大阪府大阪市鶴見区横堤４丁目１３番－１６ 06-6995-4424
18262439 大阪府 沢田　吉弘 ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 行政書士沢田事務所 577-0842 大阪府東大阪市足代南一丁目１４番１９号 070-5042-7250

18262595 大阪府 萩原　聖 ﾊｷﾞﾊﾗ ｻﾄｼ 行政書士萩原聖事務所 540-0029
大阪府大阪市中央区本町橋２番２３号　第７松屋ビル
１３２１

070-4175-0517

18262601 大阪府 間宮　雄一郎 ﾏﾐﾔ ﾕｳｲﾁﾛｳ マミヤ行政書士事務所 530-0041
大阪府大阪市北区天神橋２丁目北１番２１号　八千代
ビル東館３階Ｈ号室

06-4400-3298

19260283 大阪府 酒井　敏行 ｻｶｲ ﾄｼﾕｷ スリーウェル経営行政書士事務所 573-0122 大阪府枚方市津田東町３丁目１４番２号 072-859-5880
19260487 大阪府 川邉　潤一 ｶﾜﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ かわべ行政書士事務所 571-0015 大阪府門真市三ツ島４丁目１０番１３号 072-814-7067
19260649 大阪府 菅野　祥是 ｽｶﾞﾉ ﾖｼﾕｷ 行政書士事務所こころ 561-0813 大阪府豊中市小曽根４丁目１２番９号 06-4867-1444

19260651 大阪府 藤井　修 ﾌｼﾞｲ ｵｻﾑ 藤井行政書士事務所 550-0012
大阪府大阪市西区立売堀一丁目４番１２号　リーガル
立売堀ビル８Ｆ－２８

06-6536-8321

19260656 大阪府 大村　峯健 ｵｵﾑﾗ ﾐﾈﾀｹ 大峯行政書士事務所 540-0029
大阪府大阪市中央区本町橋２番２３号　第７松屋ビル
３０３号Ａ０７

06-6809-2762

19260960 大阪府 秋吉　亮 ｱｷﾖｼ ﾘｮｳ 秋吉行政書士事務所 569-0085 大阪府高槻市南松原町９番１９号 080-3123-3916
19260962 大阪府 吉本　翼 ﾖｼﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ Ｗｉｎｇ堂ケ芝行政書士事務所 543-0033 大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝２丁目７番１９号 06-7502-7827
19260965 大阪府 丸浪　彰子 ﾏﾙﾅﾐ ｱｷｺ 行政書士丸浪彰子法務事務所 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋２丁目１－５１　徳田ビル３ 080-3806-3950
19260981 大阪府 平田　ゆかり ﾋﾗﾀ ﾕｶﾘ ゆかり行政書士事務所 550-0012 大阪府大阪市西区立売堀１－４－１２　８Ｆ－２７ 090-9617-8860
19260982 大阪府 白川　仁視 ｼﾗｶﾜ ﾋﾄｼ 行政書士白川国際法務事務所 530-0028 大阪府大阪市北区万歳町３－１２　萬栄ビル４０７号 06-4400-1293
19261107 大阪府 土屋　淳 ﾂﾁﾔ ｷﾖｼ 行政書士土屋事務所 590-0133 大阪府堺市南区庭代台３丁９番９５号 072-298-0728
19261320 大阪府 宮城　慎哉 ﾐﾔｷﾞ ｼﾝﾔ 行政書士宮城慎哉事務所 590-0504 大阪府泉南市信達市場３１番地１９４ 072-484-2607

19261573 大阪府 宮島　昌太郎 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 行政書士エム・ワイ・ジェイ事務所 541-0059
大阪府大阪市中央区博労町４丁目７番１　ノバカネイ
チ本町御堂５０５号室

06-6575-7525

19261692 大阪府 住本　大輔 ｽﾐﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ
新大阪ＥＬＦ行政書士事務所住本
大輔

533-0033
大阪府大阪市東淀川区東中島１丁目１７番５　ステュ
ディオ新大阪１０２８号

090-1070-5172

19261966 大阪府 江野　智義 ｴﾉ ﾄﾓﾖｼ
江野行政書士事務所　縁－恩サ
ポートオフィス

540-0026
大阪府大阪市中央区内本町一丁目２番１５号　谷四
スクエアビル８階１７号

06-6947-8055

19262126 大阪府 林田　淳也 ﾊﾔｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 行政書士ハートレーン法務オフィス 594-1155 大阪府和泉市緑ヶ丘一丁目１番８号 0725-92-7117
19262277 大阪府 錦　年雄 ﾆｼｷ ﾄｼｵ 錦行政書士事務所 584-0074 大阪府富田林市久野喜台一丁目２０番１６号 0721-21-7508

19262281 大阪府 中島　進 ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾑ 中島進行政書士事務所 540-0034
大阪府大阪市中央区島町１丁目２番２号　日宝ニュー
天満橋ビル４Ｆ１号室

090-5356-6038

19262371 大阪府 門脇　忠生 ｶﾄﾞﾜｷ ﾀﾀﾞｵ 門脇行政書士事務所 533-0033
大阪府大阪市東淀川区東中島１丁目１７番５号　ス
テュディオ新大阪９２３号

06-6379-3487

19262461 大阪府 藤原　徳子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉﾘｺ 行政書士藤原徳子法務事務所 594-0042 大阪府和泉市箕形町五丁目１番１５号 0725-24-4935

19271121 大阪府 北村　麗子 ｷﾀﾑﾗ ﾚｲｺ
行政書士法人Ｆ＆Ｐａｒｔｎｅｒｓ　大阪
事務所

540-0026
大阪府大阪市中央区内本町一丁目１番１号　ＯＣＴビ
ル４階

06-6948-5636

20260594 大阪府 内藤　晃広 ﾅｲﾄｳ ｱｷﾋﾛ Ｌ２Ｃ行政書士事務所 567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘１９番　Ｂ－４０５号 080-3858-5502
20260790 大阪府 小浴　祥和 ｺｴｷ ﾖｼｶｽﾞ こえき行政書士事務所 565-0851 大阪府吹田市千里山西２丁目９番３号 070-3842-8757

20261065 大阪府 浜端　純子 ﾊﾏﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝｺ はまばた行政書士法務事務所 532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島５丁目７番１７号　ビジネ
スヴィップ第２新大阪６階

06-6390-0695

20261372 大阪府 ＪＡＮＧ　ＨＹＵＮＳＥＯＫ ｼﾞｬﾝ ﾋｮﾝｿｸ 行政書士Ｌｅｇａｌ＿Ｊ　ｏｆｆｉｃｅ 553-0003
大阪府大阪市福島区福島７丁目２０－１８　シティタ
ワー西梅田４２０３号

06-6942-6885

20261770 大阪府 山岸　寿一 ﾔﾏｷﾞｼ ﾄｼｶｽﾞ 山岸行政書士法務事務所 590-0136 大阪府堺市南区美木多上２０２７番地９ 072-283-5259

20262223 大阪府 岩庫　幸志 ｲﾜｸﾗ ｺｳｼﾞ 岩庫行政書士事務所 543-0002
大阪府大阪市天王寺区上汐５丁目７番２９号　須﨑ビ
ル３階

06-4400-1267

20262615 大阪府 大西　一路 ｵｵﾆｼ ｶｽﾞｼ イロドリ行政書士事務所 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町１－１－２０　新賑橋ビル４ 06-4862-5472

21260074 大阪府 横谷　哲郎 ﾖｺﾔ ﾃﾂﾛｳ 行政書士横谷哲郎事務所 540-0026
大阪府大阪市中央区内本町１－２－１５　谷四スクエ
アビル５Ｆ

090-9092-2203
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21260782 大阪府 池田　正敬 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 行政書士池田（正）国際法務オフィ 565-0815 大阪府吹田市千里丘北１番２０－１５１９号 080-1433-5326
21260995 大阪府 山田　六郎 ﾔﾏﾀﾞ ﾛｸﾛｳ 行政書士やまだ国際法務労務事 543-0002 大阪府大阪市天王寺区上汐５丁目７番９－４０３号 090-3490-6582
21261147 大阪府 楠本　浩一 ｸｽﾓﾄ ｺｳｲﾁ 行政書士楠本浩一事務所 536-0014 大阪府大阪市城東区鴫野西５丁目１８番４０－１４０６ 06-7172-1806

21261455 大阪府 下井　康太 ｼﾓｲ ｺｳﾀ クロスターミナル行政書士事務所 550-0012
大阪府大阪市西区立売堀１－６－１３　南本町天祥ビ
ル２号館２１３

06-4400-9760

21261579 大阪府 町田　清裕 ﾏﾁﾀﾞ ｾｲﾔ 町田行政書士事務所 592-8341 大阪府堺市西区浜寺船尾町東２丁２０４番地７ 070-3992-1235
21261580 大阪府 岡本　美佳 ｵｶﾓﾄ ﾐｶ 岡本みか行政書士事務所 565-0854 大阪府吹田市桃山台５丁目４番２－６０３号 06-6155-6188
21261819 大阪府 高橋　宏明 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ 高橋行政書士事務所 590-0522 大阪府泉南市信達牧野５９１－８ 070-8901-5646

21262111 大阪府 足立　恭平 ｱﾀﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 行政書士デザイン事務所 534-0016
大阪府大阪市都島区友渕町３丁目１－２４　ＤＥＶＥＬ
ＯＰ５Ｂ

06-7896-7707

21262223 大阪府 野老山　綾香 ﾄｺﾛﾔﾏ ｱﾔｶ 綾竹行政書士事務所 560-0011 大阪府豊中市上野西３丁目２番２８号 090-5976-2722
21262612 大阪府 平田　良作 ﾋﾗﾀ ﾘｮｳｻｸ クリエ行政書士法務事務所 580-0042 大阪府松原市松ケ丘２丁目１５番１号 072-377-9917

22260237 大阪府 尾﨑　洋見 ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾐ 行政書士尾﨑事務所 541-0048
大阪府大阪市中央区瓦町三丁目３番１６号　ＯＷＬ瓦
町ビル４Ｆ　センターオフィス本町１３号室

06-6125-5299

22260302 大阪府 穐山　泰正 ｱｷﾔﾏ ﾋﾛﾏｻ ゴーイング行政書士事務所 556-0016
大阪府大阪市浪速区元町１丁目１番２０号　新賑橋ビ
ル４Ｆ

050-3577-1145

22260646 大阪府 近藤　真里奈 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾘﾅ エリソン行政書士事務所 569-0056 大阪府高槻市城南町１丁目１１番１８号 050-3390-4250
22260648 大阪府 北園　未菜子 ｷﾀｿﾞﾉ ﾐﾅｺ 行政書士北園事務所 569-0077 大阪府高槻市野見町５番１６号　三和ハイツ２号室 072-669-9155

22261364 大阪府 大岩　義樹 ｵｵｲﾜ ﾖｼｷ 行政書士おおいわ法務事務所 556-0016
大阪府大阪市浪速区元町１丁目１番２０号　新賑橋ビ
ル４階

06-6567-9481

22261379 大阪府 中村　晃一 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ 行政書士中村晃一事務所 530-0047
大阪府大阪市北区西天満２丁目３－６　大阪法曹ビ
ル３０３

06-6364-6412

68260242 大阪府 大西　正直 ｵｵﾆｼ ﾏｻﾅｵ 583-0885 大阪府羽曳野市南恵我之荘３－９－２３ 072-938-6105
70260299 大阪府 小田　勝康 ｵﾀﾞ ｶﾂﾔｽ 569-1112 大阪府高槻市別所本町１７番５－５３４号 072-681-1661
74260434 大阪府 椋田　浩義 ﾑｸﾀﾞ ﾋﾛﾖｼ 563-0036 大阪府池田市豊島北２丁目２番１５号 0727-63-0692

74260492 大阪府 北尾　要一 ｷﾀｵ ﾖｳｲﾁ 532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島４丁目２番２１号　ミツフ
新御堂筋ビル１０Ｆ

06-6100-3326

75260520 大阪府 川田　紘一 ｶﾜﾀ ｺｳｲﾁ 564-0012 大阪府吹田市南正雀２丁目３２番１５号 06-6382-1863

76260669 大阪府 谷山　良子 ﾀﾆﾔﾏ ﾘﾖｳｺ 谷山行政書士事務所 570-0021
大阪府守口市八雲東町２－７８－３８－６２５　守口
ビューハイツ

06-6906-5641

76260677 大阪府 野坂　傑 ﾉｻｶ ﾏｻﾙ 569-0071 大阪府高槻市城北町１丁目１４番７号 072-673-0009
80261036 大阪府 栗原　文雄 ｸﾘﾊﾗ ﾌﾐｵ 行政書士栗原文雄事務所 542-0076 大阪府大阪市中央区難波４－７－２ 06-6634-9996
83261347 大阪府 岩田　隆 ｲﾜﾀ ﾀｶｼ 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町３丁目４番５号－９０１ 06-6809-5508
84261477 大阪府 北山　孝次 ｷﾀﾔﾏ ｺｳｼﾞ 行政書士北山・藤村共同事務所 577-0821 大阪府東大阪市吉松２－１１－３３ 06-6721-1906
85083057 大阪府 和田　清 ﾜﾀﾞ ｷﾖｼ 561-0858 大阪府豊中市服部西町１丁目９番１号 06-6864-3284
85261518 大阪府 平野　方州 ﾋﾗﾉ ﾏｻｸﾆ 平野行政書士事務所 530-0043 大阪府大阪市北区天満３丁目１０番２－２０２号 06-4800-6311

85261521 大阪府 大﨑　敏雄 ｵｵｻｷ ﾄｼｵ 行政書士大﨑敏雄事務所 541-0048
大阪府大阪市中央区瓦町４丁目４番１４号　日宝
ニュー本町ビル３０６号

06-6786-8428

85264214 大阪府 崎田　弘 ｻｷﾀ ﾋﾛｼ 560-0045 大阪府豊中市刀根山２丁目２番４５－３０４号 06-7182-3375
86260380 大阪府 鈴木　哲 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 535-0031 大阪府大阪市旭区高殿４丁目２２番３３－９０３号 06-6955-1488
87260661 大阪府 西元　康浩 ﾆｼﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋２－２３－３０８ 06-6937-2015
87261154 大阪府 谷　桂二 ﾀﾆ ｹｲｼﾞ 行政書士谷桂二事務所 533-0004 大阪府大阪市東淀川区小松３丁目１番２－３０８号 06-6321-1614
88261090 大阪府 本山　義一 ﾓﾄﾔﾏ ﾖｼｶｽﾞ 行政書士・本山法務事務所 580-0022 大阪府松原市河合３丁目９番８号 0723-36-9011
88261443 大阪府 森口　忍 ﾓﾘｸﾞﾁ ｼﾉﾌﾞ 582-0005 大阪府柏原市法善寺４丁目３５６番地の１４ 072-971-8898
90210434 大阪府 松田　伸一 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 570-0035 大阪府守口市東光町１丁目１５番１５号 06-6991-6350
90260209 大阪府 横田　晃 ﾖｺﾀ ｱｷﾗ 583-0886 大阪府羽曳野市恵我之荘１丁目１５番２２号 072-954-9060
91260363 大阪府 松田　忠良 ﾏﾂﾀﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町２丁目２番２７号 06-6941-0448

91260367 大阪府 民本　弓子 ﾀﾐﾓﾄ ﾕﾐｺ
エース総合事務所行政書士民本
弓子

532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島４－４－２５　フルーレ新
大阪ビル４０７号

06-6300-5573

91260604 大阪府 井畑　幸子 ｲﾊﾞﾀ ｻﾁｺ 井畑行政書士事務所 546-0041 大阪府大阪市東住吉区桑津１丁目６番１８号 06-6719-7897
91261121 大阪府 小倉　ひろみ ｵｸﾞﾗ ﾋﾛﾐ 行政書士小倉ひろみ事務所 580-0003 大阪府松原市一津屋５丁目１５番４－２０８号 072-336-6476

92260143 大阪府 井上　吉一 ｲﾉｳｴ ﾖｼｶｽﾞ 555-0032
大阪府大阪市西淀川区大和田四丁目１３番７号　ミ
ネット２号館１０６号

06-6473-2039

93260593 大阪府 酒井　孝典 ｻｶｲ ﾀｶﾉﾘ 567-0044 大阪府茨木市穂積台９番１０１３号 072-628-1609
93261126 大阪府 福西　寿光 ﾌｸﾆｼ ﾄｼﾐﾂ 570-0014 大阪府守口市藤田町２－１０－８ 06-6900-3945
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93261217 大阪府 中村　伊知郎 ﾅｶﾑﾗ ｲﾁﾛｳ 特定行政書士中村伊知郎事務所 542-0073
大阪府大阪市中央区日本橋１丁目１８番１号　日本一
会館４０１号

090-3928-0275

94260113 大阪府 中山　健 ﾅｶﾔﾏ ﾀｹｼ 583-0856 大阪府羽曳野市白鳥３丁目１６番３号　セシル古市４ 072-950-4545
94261056 大阪府 秦　一夫 ﾊﾀ ｶｽﾞｵ 行政書士秦事務所 596-0045 大阪府岸和田市別所町３丁目１０番４号　花田ビル２ 072-423-8222
95261753 大阪府 野村　俊隆 ﾉﾑﾗ ﾄｼﾀｶ 野村行政書士事務所 581-0816 大阪府八尾市佐堂町２丁目１番２２号 072-999-3650
95262044 大阪府 植木　正典 ｳｴｷ ﾏｻﾉﾘ 植木行政書士事務所 566-0021 大阪府摂津市南千里丘６番３７－２００４号 050-7578-6945
96264273 大阪府 門田　素之 ｶﾄﾞﾀ ﾓﾄﾕｷ 門田行政書士事務所 557-0034 大阪府大阪市西成区松３丁目５番１２号 06-6661-6071
97264855 大阪府 宮山　博光 ﾐﾔﾔﾏ ﾋﾛﾐﾂ 570-0002 大阪府守口市佐太中町１－９－２８ 090-7114-1377
97264990 大阪府 高橋　誠一 ﾀｶﾊｼ ｾｲｲﾁ 559-0033 大阪府大阪市住之江区南港中５丁目５番３７－９０２ 06-6614-6436
97345710 大阪府 川崎　義和 ｶﾜｻｷ ﾖｼｶｽﾞ 行政書士川崎義和国際法務事務 552-0011 大阪府大阪市港区南市岡一丁目４番４２　２Ｆ 06-6581-9717
98266537 大阪府 泉谷　笑子 ｲｽﾞﾀﾆ ｴﾐｺ 行政書士泉谷総合事務所 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町２丁目２番２２号　ＮＳビル 06-6910-2288
98266671 大阪府 大脇　伸太郎 ｵｵﾜｷ ｼﾝﾀﾛｳ テクノ行政事務所 565-0821 大阪府吹田市山田東４丁目４１番５－９１１号 06-6878-5856

98266851 大阪府 岡田　秀樹 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 542-0012
大阪府大阪市中央区谷町６丁目８番２号　パレ・ダイ
ト谷町１０１号室

06-6762-2870

98267201 大阪府 大坪　満裕 ｵｵﾂﾎﾞ ﾐﾂﾋﾛ 544-0034 大阪府大阪市生野区桃谷４丁目１０番１２号 06-6712-0912
98267313 大阪府 佐々木　賢一 ｻｻｷ ｹﾝｲﾁ 572-0823 大阪府寝屋川市下木田町１２番１５号 0720-20-0444
98267409 大阪府 濵田　典子 ﾊﾏﾀﾞ ﾉﾘｺ 560-0045 大阪府豊中市刀根山２丁目４番２６号 06-4865-1993
98267482 大阪府 吉田　高弘 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 590-0105 大阪府堺市南区竹城台一丁９番３号 072-202-6200
99267833 大阪府 上田　景勇 ｳｴﾀﾞ ｱｷｵ 579-8015 大阪府東大阪市北石切町１２番４号 072-987-3187
99267960 大阪府 今井　滋 ｲﾏｲ ｼｹﾞﾙ 572-0061 大阪府寝屋川市長栄寺町２０番８号 072-839-6167
99268610 大阪府 藤原　潤一郎 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 557-0045 大阪府大阪市西成区玉出西２丁目６番３号 080-5334-5164
99268612 大阪府 杉浦　達昌 ｽｷﾞｳﾗ ﾀﾂﾏｻ 杉浦行政書士事務所 561-0861 大阪府豊中市東泉丘一丁目６番１号１０１ 090-3677-8807
99268616 大阪府 木山　成人 ｷﾔﾏ ﾅﾘﾋﾄ 木山行政書士事務所 564-0051 大阪府吹田市豊津町１番３０号　江坂ビル５階 06-4861-6200
99268920 大阪府 吉田　弘 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾑ 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中２丁目５番１４号 06-4799-7558
00270080 京都府 北川　敏宏 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄｼﾋﾛ 620-0924 京都府福知山市字篠尾９８０番地の６ 0773-22-0304
00279271 京都府 杉田　恵子 ｽｷﾞﾀ ｹｲｺ 629-1305 京都府福知山市夜久野町千原７１５番地 090-7489-2556

00279437 京都府 新宮　郁久美 ｼﾝｸﾞｳ ｲｸﾐ 新宮行政書士事務所 604-0871
京都府京都市中京区三本木町４３８番地２　御所南杉
山ビル５階

090-3841-4034

00279559 京都府 池垣　真理子 ｲｹｶﾞｷ ﾏﾘｺ 池垣行政書士事務所 606-0005 京都府京都市左京区岩倉南池田町１２７番地 075-711-7550
01250863 京都府 上田　覚順 ｳｴﾀﾞ ｶｸｼﾞｭﾝ 行政書士うえだ事務所 606-8395 京都府京都市左京区丸太町通川端東入東丸太町３２ 075-762-0505

01271029 京都府 塩田　親英 ｼｵﾀ ﾁｶﾋﾃﾞ 塩田行政書士事務所 600-8090
京都府京都市下京区綾小路通烏丸東入竹屋之町２５
７番地

075-341-0071

01271669 京都府 光田　達郎 ﾐﾂﾀﾞ ﾀﾂｵ 光田行政書士事務所 605-0036
京都府京都市東山区三条通白川橋東入五軒町１１３
番地　ルモン白川橋４１７号室

075-708-8480

02272811 京都府 中川　恒信 ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｼﾝ 617-0812 京都府長岡京市長法寺川原谷１３番地６ 075-955-0307

02272813 京都府 竹田　暁博 ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 619-0224
京都府木津川市兜台１丁目２番地　高の原駅西団地
１４－３０３号

0774-72-4565

02273441 京都府 木村　友宇子 ｷﾑﾗ ﾕｳｺ ビリーフ行政書士事務所 617-0814 京都府長岡京市今里４丁目６番２２号 075-755-0622
02273444 京都府 岸田　暁和 ｷｼﾀﾞ ｱｷｶｽﾞ イデア行政書士事務所 607-8152 京都府京都市山科区東野八代３３番地７ 075-595-7780
02273667 京都府 市原　正博 ｲﾁﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 600-8492 京都府京都市下京区四条通新町東入月鉾町３９番地 075-212-8785

02274299 京都府 藤井　久之 ﾌｼﾞｲ ﾋｻﾕｷ 604-8454
京都府京都市中京区西ノ京小堀池町１９番地３　ニッ
セイコーポラス３０７号

075-812-5476

02274301 京都府 濵田　雄三 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｿﾞｳ 616-8261 京都府京都市右京区梅ヶ畑高鼻町３３番地４６ 075-862-2005
03250948 京都府 小栗　弘樹 ｵｸﾞﾘ ﾋﾛｷ 小栗法務行政書士事務所 610-0362 京都府京田辺市東西神屋６０番地の１４　１Ｆ 0774-62-7775

03270170 京都府 後藤　昇三 ｺﾞﾄｳ ｼｮｳｿﾞｳ 602-8177
京都府京都市上京区出水通智恵光院西入田村備前
町２２２番地の５

075-811-2866

03271165 京都府 植村　健志 ｳｴﾑﾗ ｹﾝｼ 602-8168 京都府京都市上京区土屋町通出水上る弁天町２９９ 075-414-6212
03271166 京都府 杉江　正德 ｽｷﾞｴ ﾏｻﾉﾘ 616-8252 京都府京都市右京区宇多野上ノ谷町１３番地１０ 075-463-2653
03271171 京都府 和田　誠三 ﾜﾀﾞ ｾｲｿﾞｳ 617-0838 京都府長岡京市緑が丘２９番６号 075-951-5988
03271829 京都府 芦田　賢弘 ｱｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 620-0867 京都府福知山市字前田１５８６番地９ 0773-27-6167
03271832 京都府 兼弘　哲夫 ｶﾈﾋﾛ ﾃﾂｵ 612-8346 京都府京都市伏見区松屋町８３２－２ 090-1149-7729
03271838 京都府 池澤　真由美 ｲｹｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ 620-0982 京都府福知山市字下小田７４７番地 0773-33-3662
03272341 京都府 衣川　道治 ｷﾇｶﾞﾜ ﾐﾁﾊﾙ 629-1323 京都府福知山市夜久野町板生７５番地の１ 0773-38-1048
03272344 京都府 赤松　武司 ｱｶﾏﾂ ﾀｹｼ 620-0303 京都府福知山市大江町金屋８７５番地 0773-56-1093
03272694 京都府 上田　和光 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞﾐﾂ 604-8472 京都府京都市中京区西ノ京北壺井町１００番地２ 075-813-0560
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03272904 京都府 曽根　信宏 ｿﾈ ﾉﾌﾞﾋﾛ 615-8072 京都府京都市西京区桂木ノ下町１６番地６ 075-394-1727
03272905 京都府 村田　貢 ﾑﾗﾀ ﾐﾂｸﾞ むらた行政書士法務事務所 607-8135 京都府京都市山科区大塚野溝町９６番地３ 075-595-3621
03272906 京都府 藤田　敏幸 ﾌｼﾞﾀ ﾄｼﾕｷ 木津川・相楽行政書士共同事務所 619-1203 京都府相楽郡和束町大字湯船小字五の瀬２２５番地 0774-78-5030
04270280 京都府 瀨戸　義裕 ｾﾄ ﾖｼﾋﾛ 601-1123 京都府京都市左京区静市市原町３３６番地 075-741-9229
04270484 京都府 三浦　東八 ﾐｳﾗ ﾄｳﾊﾁ 610-0362 京都府京田辺市東東神屋７３番地の５ 0774-63-2598
04270940 京都府 山下　久二夫 ﾔﾏｼﾀ ｸﾆｵ 615-8203 京都府京都市西京区松室荒堀町９２番地 075-382-2011

04270944 京都府 都築　巌 ﾂﾂﾞｷ ｲﾜｵ 611-0013
京都府宇治市莵道西隼上り２３番地の５　カープラザ
フジタ２階

0774-28-6791

04271182 京都府 建部　實嗣 ﾀﾃﾍﾞ ﾐﾂｸﾞ 601-1336 京都府京都市伏見区醍醐柏森町７番地の１ 075-575-2808
04271365 京都府 犬石　信夫 ｲﾇｲｼ ﾉﾌﾞｵ 617-0002 京都府向日市寺戸町笹屋１番地の１５ 075-921-2359
04271715 京都府 山口　敦 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂｼ 山口行政書士事務所 604-8841 京都府京都市中京区壬生東土居ノ内町２８番地１ 075-321-3303
05270276 京都府 岸　孝雄 ｷｼ ﾀｶｵ 行政書士岸孝雄事務所 618-0091 京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字里ノ後１４番地 075-957-0268

05270521 京都府 田中　幸治 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ アルク行政書士総合事務所 604-8241
京都府京都市中京区三条通新町西入ル釜座町２２番
地　ストークビル三条烏丸５１４

075-211-3736

05270805 京都府 関戸　幸一 ｾｷﾄﾞ ｺｳｲﾁ 行政書士セキド事務所 615-0851
京都府京都市右京区西京極西池田町７　プルシャン
西京極３０１

075-311-5010

05270811 京都府 水原　有香子 ﾐｽﾞﾊﾗ ﾕｶｺ 水原行政書士事務所 604-0802 京都府京都市中京区堺町通竹屋町上る橘町８１番地 075-211-1487
05271073 京都府 木村　恒行 ｷﾑﾗ ﾂﾈﾕｷ 木村行政書士事務所 607-8007 京都府京都市山科区安朱馬場ノ西町２９番地 075-581-6282

05271332 京都府 糸永　勝利 ｲﾄﾅｶﾞ ｶﾂﾄｼ 行政書士糸永勝利事務所 601-8309
京都府京都市南区吉祥院西ノ庄向田町６番地　ルミ
エール葛野大路６１８号

075-312-0326

05271898 京都府 井上　美治 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾊﾙ 井上美治行政書士事務所 615-0053
京都府京都市右京区西院久保田町４番地の１　西京
極ハイツ３０９

075-311-0894

05271903 京都府 下市　まや ｼﾓｲﾁ ﾏﾔ 下市行政書士事務所 607-8348 京都府京都市山科区西野広見町５番地１０ 075-594-8878

05272378 京都府 山下　秋則 ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾉﾘ みずほ行政書士法人 622-0041
京都府南丹市園部町小山東町溝辺６番地２１　その
べ西口ステーションビル３階

0771-62-4309

06270620 京都府 中江　知史 ﾅｶｴ ｻﾄｼ 中江行政書士事務所 621-0869 京都府亀岡市本町２７番地１ 0771-22-4108
06270624 京都府 片山　勝 ｶﾀﾔﾏ ﾏｻﾙ 行政書士片山法務事務所 611-0031 京都府宇治市広野町寺山８２番地４５ 080-3800-6696
06271660 京都府 野瀬　利生 ﾉｾ ﾄｼｵ 行政書士野瀬利生事務所 625-0086 京都府舞鶴市字長浜６番地１ 0773-63-6912
06271949 京都府 奥田　邦雄 ｵｸﾀﾞ ｸﾆｵ 行政書士奥田邦雄事務所 615-8251 京都府京都市西京区山田猫塚町８番地５ 075-393-1461

06272081 京都府 田中　靖 ﾀﾅｶ ﾔｽｼ 行政書士田中事務所 617-0833
京都府長岡京市神足１－１－３　シャーメゾンシュウガ
コウ１０６号

075-956-3831

07270210 京都府 松山　成實 ﾏﾂﾔﾏ ﾅﾙﾐ 松山成實行政書士法務事務所 612-8495 京都府京都市伏見区久我森の宮町１３番地の５６ 075-204-0409
07270211 京都府 前畑　雅洋 ﾏｴﾊﾀ ﾏｻﾋﾛ 行政書士前畑法務事務所 601-8213 京都府京都市南区久世中久世町四丁目６４番地 075-922-3578

07270353 京都府 池　政志 ｲｹ ｾｲｼﾞ 池政志行政書士事務所 604-0083
京都府京都市中京区西洞院通夷川西入東夷川町６３
６番４　池ＢＬＤＧ

075-223-1190

07271244 京都府 西　博三 ﾆｼ ﾋﾛｿﾞｳ 行政書士事務所　オフィス・西 604-0036
京都府京都市中京区二条通新町西入正行寺町６８２
番地２

075-223-8788

07271520 京都府 池田　圭一 ｲｹﾀﾞ ｹｲｲﾁ 池田行政書士事務所 612-8411
京都府京都市伏見区竹田久保町６７－２８　竹田マン
ション４０１

075-555-7787

07271787 京都府 望月　賢 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻﾙ 望月賢行政書士法務事務所 612-8411 京都府京都市伏見区竹田久保町２番地 075-644-9252
07272079 京都府 三輪　真也 ﾐﾜ ｼﾝﾔ 行政書士三輪法務事務所 603-8225 京都府京都市北区紫野南舟岡町８番地 090-1852-3530
08270733 京都府 土橋　陽 ﾄﾞﾊﾞｼ ｱｷﾗ 行政書士土橋総合法務事務所 611-0011 京都府宇治市五ケ庄戸ノ内２８番地の１９ 0774-33-8290

08271109 京都府 岡野　裕美 ｵｶﾉ ﾋﾛﾐ
アイリス法務行政書士事務所岡野
裕美

600-8099
京都府京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町３３１
番地　タカノハスクエアＴＨＥ　ＨＵＢ　３４０

090-6904-0463

08271111 京都府 今村　晴美 ｲﾏﾑﾗ ﾊﾙﾐ 行政書士今村事務所 603-8337
京都府京都市北区大将軍南一条町４６番地　小寺ビ
ル２０７号

075-463-7785

08271112 京都府 柴田　亨 ｼﾊﾞﾀ ﾄｵﾙ 行政書士柴田亨事務所 606-0842 京都府京都市左京区下鴨北芝町４３番地４ 075-791-5111
08271113 京都府 清水　宏晃 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｱｷ 清水宏晃行政書士事務所 619-0224 京都府木津川市兜台３丁目１０番地９ 0774-75-1310

08271400 京都府 北川　宗 ｷﾀｶﾞﾜ ﾂｶｻ 行政書士北川宗事務所 604-0934
京都府京都市中京区麩屋町通二条下る尾張町２３０
番地１　コープ野村御池３０３号

075-202-3468

08271634 京都府 荒木　和彦 ｱﾗｷ ｶｽﾞﾋｺ 行政書士荒木事務所 615-8284 京都府京都市西京区松尾上ノ山町３２番地６ 075-393-8312
08271635 京都府 市竹　昭雄 ｲﾁﾀｹ ｱｷｵ 行政書士市竹事務所 619-1127 京都府木津川市南加茂台７丁目２番地１ 0774-76-6586

08271638 京都府 石垣　久美子 ｲｼｶﾞｷ ｸﾐｺ いしがき法務行政書士事務所 600-8171
京都府京都市下京区不明門通五条下る上平野町４６
０番地２

075-748-1904

08271825 京都府 横谷　哲也 ﾖｺﾀﾆ ﾃﾂﾔ 松井山手行政書士事務所 610-0353 京都府京田辺市松井ケ丘四丁目３番地６ 0774-29-2334
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08272396 京都府 小西　康雄 ｺﾆｼ ﾔｽｵ 行政書士みどり国際法務事務所 616-8201 京都府京都市右京区宇多野北ノ院町１番地５ 075-465-2301

08272398 京都府 泉　千晶 ｲｽﾞﾐ ﾁｱｷ 泉行政書士事務所 600-8171
京都府京都市下京区不明門通五条下る上平野町４６
０番地２

075-748-1904

09271052 京都府 古川　眞佐惠 ﾌﾙｶﾜ ﾏｻｴ 古川法務行政書士事務所 612-8436
京都府京都市伏見区深草新門丈町１７番地１　ファ
ミールハイツ京都伏見ステージⅠ　５１８号

075-643-2439

09271055 京都府 大島　真一 ｵｵｼﾏ ｼﾝｲﾁ 行政書士大島法務事務所 604-8422 京都府京都市中京区西ノ京東月光町４番地２６ 075-204-8563
09271309 京都府 尾崎　智子 ｵｻﾞｷ ﾄﾓｺ 尾崎智子行政書士事務所 610-0343 京都府京田辺市大住責谷１７番地の２ 0774-66-2025
09271310 京都府 壽栁　美樹 ｼﾞｭﾔﾅｷﾞ ﾐｷ ＪＬＳ行政書士事務所 619-0224 京都府木津川市兜台６丁目１２番地７ 0774-72-9474
09271702 京都府 服部　真和 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻｶｽﾞ 行政書士服部行政法務事務所 600-8171 京都府京都市下京区上平野町４６０番地２ 075-708-3680

10132177 京都府 田島　充 ﾀｼﾞﾏ ﾐﾂﾙ 行政書士四条烏丸法務事務所 600-8491
京都府京都市下京区室町通綾小路上る鶏鉾町４８０
番地　オフィス－ワン四条烏丸８０３号室

075-741-8178

10270253 京都府 稲澤　啓行 ｲﾅｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 行政書士稲澤事務所 600-8896 京都府京都市下京区西七条西石ケ坪町７番地の３ 075-326-0828
10270439 京都府 佐貫　友昭 ｻﾇｷ ﾄﾓｱｷ 佐貫行政書士事務所 607-8080 京都府京都市山科区竹鼻竹ノ街道町３番地３ 075-644-5600
10270846 京都府 堀　勝博 ﾎﾘ ｶﾂﾋﾛ 行政書士堀総合法務事務所 617-0817 京都府長岡京市滝ノ町１丁目３番１４号　１階 075-959-0069
10271272 京都府 菊池　和夫 ｷｸﾁ ｶｽﾞｵ 行政書士菊池和夫法務事務所 616-8314 京都府京都市右京区嵯峨野秋街道町５０番地２５ 075-200-8057

10271275 京都府 山本　和男 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｵ あい法務行政書士事務所 600-8099
京都府京都市下京区烏丸通仏光寺東入上柳町３３１　
タカノハスクエア　ＴＨＥ　ＨＵＢ　３４４

075-925-9841

10271283 京都府 張本　貴子 ﾊﾘﾓﾄ ﾀｶｺ 張本貴子行政書士事務所 624-0937 京都府舞鶴市字西１０６番地 0773-76-0308

10271284 京都府 長橋　晴男 ﾅｶﾞﾊｼ ﾊﾙｵ 長橋行政書士事務所 616-8347
京都府京都市右京区嵯峨中又町２７番地１　パストラ
ル嵐山３０５号

075-334-5217

10271285 京都府 鄭　善大 ﾁｮﾝ ｿﾝﾃﾞ 行政書士事務所ロスタイム 611-0042 京都府宇治市小倉町堀池７番地の１ 0774-24-4768
11270738 京都府 新谷　義雄 ｼﾝﾀﾆ ﾖｼｵ 行政書士しんたに法務事務所 616-8003 京都府京都市右京区龍安寺池ノ下町５番地２ 075-464-4672
11271320 京都府 岡　仁美 ｵｶ ﾋﾄﾐ 仁胡行政書士事務所 612-0053 京都府京都市伏見区桃山町丹下１番地３９ 075-201-9180
11271322 京都府 松本　公一 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｲﾁ 松本法務行政書士事務所 603-8371 京都府京都市北区衣笠東御所ノ内町１７番地２ 075-464-5454

11272285 京都府 本多　智一 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 本多行政書士事務所 605-0831
京都府京都市東山区大黒町通松原下る２丁目山城
町２８２番地１

075-746-6406

12270403 京都府 林　豊之 ﾊﾔｼ ﾄﾖﾕｷ 京都林国際行政書士事務所 600-8492
京都府京都市下京区四条通新町東入月鉾町３９番地
１　四条烏丸大西ビル９０３号室

075-744-1882

12270791 京都府 藤本　寛 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ 行政書士藤本寛事務所 606-8266 京都府京都市左京区北白川久保田町２９番地９ 075-722-7660
12271157 京都府 小田　資文 ｵﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ 行政書士イーグル事務所 604-8484 京都府京都市中京区西ノ京上合町６１番地３ 075-802-8184

12271163 京都府 中尾　淳 ﾅｶｵ ｼﾞｭﾝ ナカオジュン行政書士事務所 600-8104
京都府京都市下京区間之町通五条上る万寿寺町１３
５番地　ベルクからすま５０１

050-3495-5948

12271998 京都府 北川　幹 ｷﾀｶﾞﾜ ﾐｷ あおい行政書士事務所 616-8417 京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町一番地 075-205-2371
12272394 京都府 巻口　佳世 ﾏｷｸﾞﾁ ｶﾖ 行政書士巻口佳世事務所 604-8493 京都府京都市中京区西ノ京南両町１０８番地の４７ 075-755-0523

13271208 京都府 泰地　誠 ﾀｲﾁﾞ ﾏｺﾄ 京都誠心行政書士事務所 615-0815
京都府京都市右京区西京極中沢町１番地１３　サン
シティ西京極２番館２１９号

075-316-1872

13271556 京都府 江川　卓生 ｴｶﾞﾜ ﾀｸｵ 行政書士江川卓生法務事務所 616-8102 京都府京都市右京区太秦森ケ東町１０番地の８ 075-202-8102

13271559 京都府 中澤　弘 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 中澤行政書士事務所 604-8211
京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１　
美濃利ビル３１４号

090-6752-1985

13271563 京都府 平山　智公 ﾋﾗﾔﾏ ﾄﾓﾉﾘ 平山行政書士事務所 604-0012
京都府京都市中京区衣棚通夷川下る竪大恩寺町７３
９番地１　ＫＹビル３０１号室

075-231-8200

13271853 京都府 梶川　佐穂子 ｶｼﾞｶﾜ ｻﾎｺ 行政書士梶川法務事務所 613-0905 京都府京都市伏見区淀下津町２０６番地１　ｂｉｇ　ｉ　２ 075-632-5075

13272380 京都府 長尾　真弓 ﾅｶﾞｵ ﾏﾕﾐ ながお行政書士事務所 607-8162
京都府京都市山科区椥辻草海道町９番地５　イーグ
ルコート山科椥辻ステーションフロント６０８号

075-286-4260

13272707 京都府 長澤　満 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐﾂﾙ 満経営支援行政書士事務所 621-0815 京都府亀岡市古世町２丁目１番３２号 090-7482-6242
14271388 京都府 森本　雅之 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 森本雅之行政書士事務所 617-0006 京都府向日市上植野町北ノ田１番地の１０ 075-932-0237

14271660 京都府 酒井　進午 ｻｶｲ ｼﾝｺﾞ 行政書士アビー法務事務所 604-8802
京都府京都市中京区神泉苑通三条下る今新在家東
町８８番地１　アビヨン２１　５０３号

075-841-0018

14272563 京都府 池尻　範枝 ｲｹｼﾞﾘ ﾉﾘｴ ごこまち行政書士事務所 604-8221
京都府京都市中京区錦小路通室町西入天神山町２８
０番地　５Ｆ－１６

050-3705-0335

14272565 京都府 宮原　秀行 ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 行政書士宮原法務事務所 611-0044 京都府宇治市伊勢田町名木一丁目１番地の２２９ 0774-43-9143

15270733 京都府 津久井　幸夫 ﾂｸｲ ﾕｷｵ 中澤行政書士事務所 604-8211
京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１　
美濃利ビル３１４号

090-6752-1985

15272394 京都府 樋口　亜耶 ﾋｸﾞﾁ ｱﾔ ことのは行政書士事務所 600-8053
京都府京都市下京区富小路通綾小路下る塗師屋町
８２番地２　坂井ビル２階

075-744-1313
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16271479 京都府 吉川　佐知子 ﾖｼｶﾜ ｻﾁｺ 吉川佐知子行政書士事務所 604-8155
京都府京都市中京区錦小路通室町東入占出山町３０
８　ヤマチュウビル５階Ｎ５３

075-255-6722

16271853 京都府 淺田　晃彦 ｱｻﾀﾞ ﾃﾙﾋｺ 行政書士淺田晃彦事務所 600-8035
京都府京都市下京区寺町通高辻下る京極町４９７番
地　ＫＹＯＴＯ　ＳＡＭＵＲＡＩ　ＳＯＨＯ３階Ｉ号室

075-708-8862

17271005 京都府 井上　和久 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾋｻ 井上和久行政書士事務所 615-8041
京都府京都市西京区牛ケ瀬青柳町４番地　三木マン
ション３０１

075-285-1443

18260580 京都府 四方　知明 ｼｶﾀ ﾄﾓｱｷ 行政書士四方知明事務所 615-0031 京都府京都市右京区西院高田町２４番地２１９号 090-8168-1289
18271151 京都府 岡田　久美子 ｵｶﾀﾞ ｸﾐｺ 岡田高紀行政書士事務所 617-0833 京都府長岡京市神足大張１７番地２６ 075-777-8280
18271152 京都府 加納　和夫 ｶﾉｳ ｶｽﾞｵ 行政書士　加納事務所 611-0042 京都府宇治市小倉町西山２５番地の４８ 0774-20-3326

18271153 京都府 吉松　宗一郎 ﾖｼﾏﾂ ｿｳｲﾁﾛｳ 行政書士Ｙ’ｓ事務所 611-0001
京都府宇治市六地蔵町並３８番地の１　ブランズ六地
蔵ユニハイム３０２

090-7340-3513

18271484 京都府 藤井　克巳 ﾌｼﾞｲ ｶﾂﾐ フジイ行政書士事務所 604-8471 京都府京都市中京区西ノ京中御門東町１１９番地３ 050-7115-3237
19271117 京都府 眞田　正晶 ｻﾅﾀﾞ ﾏｻｱｷ 行政書士事務所つなぐ 620-0035 京都府福知山市字内記１１番地の１６ 0773-22-2508
19271122 京都府 多田　正幸 ﾀﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 多田行政書士事務所 601-8456 京都府京都市南区唐橋南琵琶町８番地４ 075-682-3563
19271124 京都府 秋田　雅彦 ｱｷﾀ ﾏｻﾋｺ 行政書士秋田雅彦事務所 614-8313 京都府八幡市橋本東山本１９番地の５１ 090-6736-9101
19271126 京都府 栗山　敦 ｸﾘﾔﾏ ｱﾂｼ 行政書士栗山事務所 614-8327 京都府八幡市橋本栗ケ谷４２番地の１１ 075-972-6767

19271462 京都府 栁澤　恵美子 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｴﾐｺ 栁澤行政書士事務所 604-8221
京都府京都市中京区錦小路通室町西入天神山町２８
０　石勘ビル５Ｆ－４

090-5900-3987

19271972 京都府 井本　綾美 ｲﾓﾄ ｱﾔﾐ あやみ行政書士事務所 606-8186 京都府京都市左京区一乗寺南大丸町８２番地 075-708-7386

19272283 京都府 中澤　誠幸 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 行政書士　中澤事務所 615-8022
京都府京都市西京区桂北滝川町９１番地　ネバーラ
ンド桂離宮南２０３号

075-757-0494

20270800 京都府 山本　昭洋 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 行政書士山本昭洋事務所 624-0923 京都府舞鶴市字魚屋２１４番地８ 090-5253-5718
20272007 京都府 山本　啓子 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｺ けいこ行政書士事務所 622-0041 京都府南丹市園部町小山東町平成台３号３番地 0771-62-0186

20272437 京都府 小野　誓子 ｵﾉ ﾁｶｺ Ｐｒｅｃｉｏｕｓ　ｏｎｅ　行政書士事務所 604-8162
京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町６２３
番地　第１１長谷ビル３階

075-741-8904

21270791 京都府 平井　智己 ﾋﾗｲ ﾄﾓｷ 西陣行政書士事務所 602-8061
京都府京都市上京区甲斐守町９７番地　西陣産業創
造會舘１階

070-8352-0668

21271459 京都府 三野　直樹 ﾐﾂﾉ ﾅｵｷ 行政書士みつの法務事務所 604-8136
京都府京都市中京区烏丸通三条東入る梅忠町２４番
地　三条ＣＯＨＪＵビル５階

075-600-2477

21271913 京都府 佐藤　翔 ｻﾄｳ ｼｮｳ 佐藤行政書士事務所 600-8099
京都府京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町３３１
番地　タカノハスクエア　ＴＨＥ ＨＵＢ　四条烏丸　４１９

075-366-4444

22270476 京都府 山下　康之 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽﾕｷ 行政書士山下康之事務所 614-8333 京都府八幡市橋本東刈又１８番地の１８ 075-203-4539
22270808 京都府 髙橋　翔 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ 行政書士事務所ＤＮ’Ｈ 606-0027 京都府京都市左京区岩倉中在地町３６番地の５ 090-2046-3546
74270402 京都府 寺田　壽子 ﾃﾗﾀﾞ ﾄｼｺ 602-8375 京都府京都市上京区一条通御前通西入上ル大上之 075-463-5441
76270450 京都府 小野寺　博 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛｼ 616-8105 京都府京都市右京区太秦森ケ前町２１－１ 075-873-1986
79270367 京都府 三木　常照 ﾐｷ ﾂﾈﾃﾙ 617-0826 京都府長岡京市開田４丁目１０番１号 075-951-2833
79270478 京都府 井上　幸男 ｲﾉｳｴ ﾕｷｵ 616-8341 京都府京都市右京区嵯峨甲塚町８－３１ 075-882-2637

80270501 京都府 松岡　博志 ﾏﾂｵｶ ﾋﾛｼ 606-8385
京都府京都市左京区二条通川端東入孫橋町７－４　
二条ビル２Ｆ

075-752-9500

80270519 京都府 羽尻　貴亮 ﾊｼﾞﾘ ﾀｶｱｷ 604-8497 京都府京都市中京区西ノ京両町５－３ 075-811-0574
82270576 京都府 安澤　英治 ﾔｽｻﾞﾜ ｴｲｼﾞ 603-8202 京都府京都市北区紫竹東桃ノ本町１８ 075-493-4019
84270639 京都府 堀井　泰史 ﾎﾘｲ ﾋﾛｼ 嵯峨嵐山行政書士事務所 616-8361 京都府京都市右京区嵯峨中通町２８番地の１ 075-864-0819
84270641 京都府 髙山　基則 ﾀｶﾔﾏ ﾓﾄﾉﾘ 607-8441 京都府京都市山科区上野御所ノ内町１０番地の５ 075-591-2323
85270696 京都府 松宮　信男 ﾏﾂﾐﾔ ﾉﾌﾞｵ 615-0052 京都府京都市右京区西院清水町８２－４ 075-882-7530
85274265 京都府 藤原　智子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓｺ 604-0094 京都府京都市中京区釜座通夷川上ル亀屋町３４４ 075-211-2677

92270507 京都府 岡　弘善 ｵｶ ﾋﾛﾖｼ 600-8216
京都府京都市下京区塩小路通新町東入東塩小路町
５７９番地１１　スタシオンスェリジェ６０２号室

075-352-3545

95271819 京都府 山田　啓子 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺ 姫田・山田行政書士事務所 602-8158
京都府京都市上京区丸太町通千本東入中務町４９１
－４７　丸太町ＳＫビル３階

075-812-1150

96273700 京都府 金丸　京子 ｶﾅﾏﾙ ｷｮｳｺ 601-8407 京都府京都市南区八条通り堀川西入ル寺ノ前町３番 090-8232-6088
96274213 京都府 大森　信盛 ｵｵﾓﾘ ﾉﾌﾞﾓﾘ 606-0001 京都府京都市左京区岩倉大鷺町８０８番地 075-701-5777

98257476 京都府 中山　巧 ﾅｶﾔﾏ ﾀｸﾐ 602-8064
京都府京都市上京区東堀川通中立売下る一町目１７
番地１　堀川セントラルハイツ２０４号

075-415-7477

98276863 京都府 前田　豊 ﾏｴﾀﾞ ﾕﾀｶ 603-8434 京都府京都市北区紫竹東栗栖町５１番地 075-495-4250
98276980 京都府 河田　稔彦 ｶﾜﾀ ﾄｼﾋｺ 600-8322 京都府京都市下京区西洞院通五条下る小柳町４９５ 075-353-7637
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98277041 京都府 石本　さと子 ｲｼﾓﾄ ｻﾄｺ 619-0214 京都府木津川市木津清水６１番地３ 0774-72-1366
00289156 奈良県 三浦　宏之 ﾐｳﾗ ﾋﾛﾕｷ 三浦行政書士事務所 633-0315 奈良県宇陀市室生大野３００２番地 0745-92-2911
01280463 奈良県 松塚　百合恵 ﾏﾂﾂﾞｶ ﾕﾘｴ 松塚百合恵行政書士事務所 634-0005 奈良県橿原市北八木町２丁目５番４３号 0744-22-1886
01281832 奈良県 森　喜代一 ﾓﾘ ｷﾖｶｽﾞ 森行政書士事務所 639-1025 奈良県大和郡山市北西町１１４番地２７ 0743-56-6111
02262979 奈良県 加野　文雄 ｶﾉ ﾌﾐｵ 639-0224 奈良県香芝市別所３９番地 0745-43-5423
02282815 奈良県 谷澤　祐樹 ﾀﾆｻﾞﾜ ﾏｻｷ 行政書士たにざわ事務所 631-0041 奈良県奈良市学園大和町３丁目１０８番地 050-3701-0110
02283447 奈良県 吉田　良子 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼｺ よしだよしこ行政書士事務所 630-0201 奈良県生駒市小明町５７３番地３ 0743-73-4951

03263023 奈良県 木村　秀子 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞｺ きむらひでこ　行政書士事務所 635-0013
奈良県大和高田市昭和町８番１１－１２２号　朝日プ
ラザイーストウイング

0745-25-0556

03281173 奈良県 樋口　一也 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 樋口一也行政書士事務所 634-0072
奈良県橿原市醍醐町４３６番地の１　ナッシュエイ８５　
３０３号室

0744-20-3378

03281174 奈良県 佐藤　裕生 ｻﾄｳ ﾕｳｷ さとう行政書士事務所 636-0071 奈良県北葛城郡河合町高塚台２丁目２３番地１６ 0745-73-8843
03281176 奈良県 土谷　正典 ﾂﾁﾀﾆ ﾏｻﾉﾘ 639-0251 奈良県香芝市逢坂四丁目１０２７番地 0745-78-6436

03282009 奈良県 永田　俊巳 ﾅｶﾞﾀ ﾄｼﾐ 636-0002
奈良県北葛城郡王寺町王寺２－４－１３　パークサイ
ド北野５０３号

0745-31-4312

03282012 奈良県 森田　定和 ﾓﾘﾀ ｻﾀﾞｶｽﾞ 639-2239 奈良県御所市６２２番地の１１ 0745-65-1699
03282014 奈良県 吉川　直宏 ﾖｼｶﾜ ﾅｵﾋﾛ 636-0213 奈良県磯城郡三宅町大字伴堂５９５番地 0745-44-1999
03282198 奈良県 山﨑　博之 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 635-0037 奈良県大和高田市中今里町２番３３－２０９号 0745-23-4380
03282799 奈良県 山口　泰樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽｷ 山口行政書士事務所 639-2328 奈良県御所市大字関屋８５番地 0745-66-2280
04280097 奈良県 黒田　敬子 ｸﾛﾀﾞ ｹｲｺ ソフィア行政書士事務所 635-0081 奈良県大和高田市高砂町２番１号　サンライズビル２ 0745-22-0608
04280171 奈良県 橋本　哲也 ﾊｼﾓﾄ ﾃﾂﾔ 行政書士はしもと総合法務 630-0123 奈良県生駒市真弓南２丁目５番１２号 0743-78-5070
04280952 奈良県 石村　利惠子 ｲｼﾑﾗ ﾘｴｺ 石村行政書士事務所 639-1042 奈良県大和郡山市小泉町２７４２番地の６ 0743-20-4876
04280953 奈良県 谷口　眞人 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 630-0135 奈良県生駒市南田原町１１１３番地２２ 0743-78-0743
04281601 奈良県 出川　洋 ﾃﾞｶﾞﾜ ﾖｳ 出川洋行政書士事務所 639-0265 奈良県香芝市上中２９０番地の２ 0745-76-1281
05280389 奈良県 小島　崇男 ｺｼﾞﾏ ﾀｶｵ 大一法務特定行政書士事務所 636-0342 奈良県磯城郡田原本町大字三笠２００番地の９ 0744-33-1941
05280707 奈良県 梅屋　望 ｳﾒﾔ ﾉｿﾞﾑ 梅屋行政書士事務所 630-8441 奈良県奈良市神殿町４０７－１７ 0742-94-5147

05281216 奈良県 長谷川　敬 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶｼ 長谷川行政書士事務所 631-0003
奈良県奈良市中登美ヶ丘一丁目４１６２番地の２　中
登美団地Ｂ１２－５０５号

0742-47-7649

06280627 奈良県 西森　広次 ﾆｼﾓﾘ ﾋﾛﾂｸﾞ 西森行政書士事務所 630-8115
奈良県奈良市大宮町四丁目２７０番地の４　ハイツ新
大宮６０５号

0742-35-3507

06280841 奈良県 木谷　慎一郎 ｷﾀﾆ ｼﾝｲﾁﾛｳ しゅうおう行政書士事務所 636-0811 奈良県生駒郡三郷町勢野東４丁目３番３８号 0745-61-0385
06280981 奈良県 田畑　和博 ﾀﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 行政書士田畑和博事務所 636-0003 奈良県北葛城郡王寺町久度１丁目１番２８号 0745-32-2228
06281728 奈良県 春日　拓一 ｶｽｶﾞ ﾀｸｲﾁ 春日行政書士事務所 639-1008 奈良県大和郡山市城の台町９番地３ 0743-53-8198
07260772 奈良県 瓜生　泉美 ｳﾘｭｳ ｲｽﾞﾐ スタート行政書士法人　奈良支店 630-0257 奈良県生駒市元町一丁目５番１２号 0743-71-7555

07280780 奈良県 成田　憲司 ﾅﾘﾀ ｹﾝｼﾞ 成田行政書士事務所 630-8115
奈良県奈良市大宮町三丁目五の３５　アクティブ宝泉
ビル６階

0742-36-7117

07280916 奈良県 西田　周祐 ﾆｼﾀﾞ ｼｭｳｽｹ 西田行政書士事務所 632-0247 奈良県奈良市都祁甲岡町２０番地 0743-82-1561
07281123 奈良県 松岡　順司 ﾏﾂｵｶ ｼﾞｭﾝｼﾞ 奈良中央行政書士事務所 639-1160 奈良県大和郡山市北郡山町１０９－５　レストパレス１ 0743-53-6200
07281525 奈良県 松山　圭介 ﾏﾂﾔﾏ ｹｲｽｹ 松山行政書士事務所 631-0033 奈良県奈良市あやめ池南八丁目３番１８号 0742-46-6847
07281581 奈良県 奥　隆 ｵｸ ﾀｶｼ 行政書士奥事務所 635-0103 奈良県高市郡高取町清水谷１７１番地 0744-52-2084
07282083 奈良県 松川　宏平 ﾏﾂｶﾜ ｺｳﾍｲ 行政書士まつかわ法務事務所 630-0212 奈良県生駒市辻町３８７番地１　上条ビル２階 0743-75-8729

08280738 奈良県 松田　登美子 ﾏﾂﾀ ﾄﾐｺ
行政書士　学園前オフィスＭＡＴＳＵ
ＤＡ

631-0035 奈良県奈良市学園中一丁目１１４５番地　南天１０３ 090-9113-3732

08280739 奈良県 宮本　和仁 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾄ 行政書士コスモ法務事務所 634-0822 奈良県橿原市鳥屋町２９番７号 0744-27-3966
08280740 奈良県 森田　光弘 ﾓﾘﾀ ﾐﾂﾋﾛ 行政書士えがおオフィス 634-0063 奈良県橿原市久米町７１６番地の２ 0744-24-0026
08281118 奈良県 中田　典子 ﾅｶﾀ ﾉﾘｺ 中田典子行政書士事務所 639-1042 奈良県大和郡山市小泉町２１０４番地１６ 0743-53-5601
08281737 奈良県 松井　紀行 ﾏﾂｲ ﾉﾘﾕｷ 松井行政書士事務所 631-0012 奈良県奈良市中山町２００番地の１１１ 0742-55-0014

08281979 奈良県 遠山　健太郎 ﾄｵﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 行政書士法人はるか 639-0212
奈良県北葛城郡上牧町服部台４丁目１番５号　植村
ビル１Ｆ

0745-44-9350

08282059 奈良県 清水　雅之 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾕｷ 清水行政書士事務所 630-8136 奈良県奈良市恋の窪二丁目１４番２号 0742-34-1990
08282062 奈良県 山田　祐己 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ ユウキ行政書士事務所 634-0064 奈良県橿原市見瀬町２０４４番地 090-5663-7007
08282141 奈良県 大嶋　與 ｵｵｼﾏ ｱﾄｳ あすなろ行政書士事務所 635-0022 奈良県大和高田市日之出町１７番２９号 0745-22-7769
09280056 奈良県 福川　久 ﾌｸｶﾜ ﾋｻ 福川久行政書士事務所 631-0804 奈良県奈良市神功三丁目１番地の９ 0742-71-2788
09280530 奈良県 坂本　剛一 ｻｶﾓﾄ ｺｳｲﾁ 坂本行政書士事務所 639-0222 奈良県香芝市西真美一丁目２３番地９ 0745-51-6821
10280340 奈良県 西村　智子 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓｺ 行政書士西村智子事務所 639-0225 奈良県香芝市瓦口１８番地の１０ 0745-76-3480
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10280622 奈良県 松田　幸和 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 行政書士松田事務所 633-0061 奈良県桜井市上之庄３３０番１ 0744-37-0867
10281615 奈良県 大森　正憲 ｵｵﾓﾘ ﾏｻﾉﾘ 行政書士フォレスト総合法務事務 630-8356 奈良県奈良市南新町１４番地 0742-22-5897

10282303 奈良県 板倉　靖史 ｲﾀｸﾗ ﾔｽｼ 板倉行政書士事務所 639-0212
奈良県北葛城郡上牧町服部台４丁目１番５号　植村
ビル３Ｆ

0745-44-8808

10282381 奈良県 前川　貴子 ﾏｴｶﾜ ﾀｶｺ 行政書士まえかわ法務事務所 635-0814 奈良県北葛城郡広陵町大字南郷１１９９番地７ 0745-60-2295
10282382 奈良県 杉山　毅 ｽｷﾞﾔﾏ ﾂﾖｼ 行政書士南都中央綜合事務所 630-8241 奈良県奈良市高天町４５番地　アート福住ビル４階 0742-20-2112
11280206 奈良県 島田　貴生 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶｵ 島田貴生行政書士事務所 634-0103 奈良県高市郡明日香村大字飛鳥２０８番地の５ 0744-54-3317
11281761 奈良県 門野　貴洋 ｶﾄﾞﾉ ﾀｶﾋﾛ 門野行政書士事務所 636-0341 奈良県磯城郡田原本町大字藥王寺５７番地の１０ 0744-35-5387
12282396 奈良県 田中　博子 ﾀﾅｶ ﾋﾛｺ こころ行政書士事務所 633-0061 奈良県桜井市大字上之庄７７９番地の４ 0744-35-6623
12282755 奈良県 高良　昇 ﾀｶﾗ ﾉﾎﾞﾙ 高良行政書士事務所 630-8113 奈良県奈良市法蓮町１９２１番地７５ 090-6242-6818
12301020 奈良県 植田　真由子 ｳｴﾀﾞ ﾏﾕｺ 行政書士たんぽぽ法務事務所 633-0065 奈良県桜井市大字吉備４７２－１８ 0744-35-1140
13261851 奈良県 丸橋　誠 ﾏﾙﾊｼ ﾏｺﾄ 行政書士丸橋総合法務事務所 631-0044 奈良県奈良市藤ノ木台三丁目２０番３０号 080-6184-0414
13280277 奈良県 荒木　英香 ｱﾗｷ ｱﾔｶ 荒木行政書士事務所 631-0031 奈良県奈良市敷島町２丁目５５３番地の３０ 0742-46-8370
13281035 奈良県 水野　忍 ﾐｽﾞﾉ ｼﾉﾌﾞ みずの行政書士法務事務所 636-0121 奈良県生駒郡斑鳩町興留東１丁目３番２５号 0745-75-3020
13282294 奈良県 髙倉　徹 ﾀｶｸﾗ ﾄｵﾙ 髙倉徹行政書士事務所 635-0823 奈良県北葛城郡広陵町大字三吉１６７９番地 0745-60-4570
14280422 奈良県 稲本　太一 ｲﾅﾓﾄ ﾀｲﾁ 行政書士まみ法務事務所 635-0831 奈良県北葛城郡広陵町馬見北６丁目１１番１９号 0745-54-0346
14281003 奈良県 中嶋　雄一 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁ 中嶋行政書士合同事務所 631-0076 奈良県奈良市富雄北１－１－４　岡ハイツ２Ｆ 090-9111-9111
14281287 奈良県 脇澤　元 ﾜｷｻﾞﾜ ｹﾞﾝ 行政書士事務所よろづや 639-0266 奈良県香芝市旭ケ丘三丁目１８番地９ 0745-60-0639

14282116 奈良県 佐藤　貴玲 ｻﾄｳ ﾀｶｱｷ 都跡行政書士事務所 630-8003
奈良県奈良市佐紀町３３０２番地の１　コープ野村西
大寺５０８号

0742-81-3541

15081563 奈良県 林　紫乃 ﾊﾔｼ ｼﾉ 凛法務行政書士事務所 630-8045 奈良県奈良市六条緑町三丁目７番６号 050-1323-1864
15280741 奈良県 水戸井　豪 ﾐﾄｲ ﾂﾖｼ みとい行政書士事務所 630-0253 奈良県生駒市新旭ヶ丘２番５１号 0743-75-1715
16280269 奈良県 和田　容輔 ﾜﾀﾞ ﾖｳｽｹ 和田行政書士事務所 636-0154 奈良県生駒郡斑鳩町龍田西６丁目８番４号 090-8930-1574
16282057 奈良県 上仲　裕美 ｳｴﾅｶ ﾋﾛﾐ 行政書士上仲事務所 639-0252 奈良県香芝市穴虫６３５番地８ 0745-47-1761
17280400 奈良県 松川　泰之 ﾏﾂｶﾜ ﾔｽﾕｷ 松川行政書士事務所 635-0812 奈良県北葛城郡広陵町大字広瀬９番地 080-4480-3347
17280721 奈良県 若林　かずみ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾐ 和行政書士事務所 636-0012 奈良県北葛城郡王寺町本町２丁目２０番２号 0745-27-7711

17281011 奈良県 木村　友紀 ｷﾑﾗ ﾄﾓｷ 行政書士ユウ法務事務所 630-8131
奈良県奈良市大森町４３番地２　ホワイトパレス２１　
４０１号

050-3698-1344

17281248 奈良県 山本　秀樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ
綜合法務行政書士事務所　未来計
画　山本行政書士事務所

630-8102
奈良県奈良市般若寺町１６４－７　レインボーマンショ
ン般若寺１０１号室

0742-93-7844

18280587 奈良県 久保井　徹 ｸﾎﾞｲ ﾄｵﾙ トーマス行政書士事務所 634-0804 奈良県橿原市内膳町４－４－５　かとうビル２階 0744-47-2815
18280792 奈良県 堀脇　拓真 ﾎﾘﾜｷ ﾀｸﾏ たくま行政書士事務所 639-2112 奈良県葛城市笛堂１０番地１８ 0745-69-5438
19281127 奈良県 岩井　健一 ｲﾜｲ ｹﾝｲﾁ 岩井行政書士事務所 635-0832 奈良県北葛城郡広陵町馬見中三丁目１番２３７号 080-7603-7367
21280999 奈良県 妻鳥　佳子 ﾂﾏﾄﾞﾘ ﾖｼｺ つまどり行政書士事務所 630-8441 奈良県奈良市神殿町４０７－１７ 080-6266-3672
21281463 奈良県 髙谷　國弘 ﾀｶﾔ ｸﾆﾋﾛ たかや行政書士事務所 639-0236 奈良県香芝市磯壁一丁目１０２５番地 090-5964-6868

83280163 奈良県 安井　吉信 ﾔｽｲ ﾖｼﾉﾌﾞ 630-8115
奈良県奈良市大宮町四丁目２７５番地５　（森村第二
ビル３階）

0742-36-0880

85284293 奈良県 尾崎　峻 ｵｻﾞｷ ﾀｶｼ 行政書士尾崎峻事務所 630-8303 奈良県奈良市南紀寺町３丁目６２番地の１４ 0742-22-5446
87280972 奈良県 原　孝 ﾊﾗ ﾀｶｼ ザ・代書屋　原行政書士事務所 639-0227 奈良県香芝市鎌田４１９番地２４ 0745-71-0318
91281475 奈良県 川合　利章 ｶﾜｲ ﾄｼｱｷ 633-0067 奈良県桜井市大字大福３８０番地の１６ 0744-45-2126
92280813 奈良県 丹正　祐子 ﾀﾝｼｮｳ ﾕｳｺ 丹正行政書士事務所 630-8044 奈良県奈良市六条西５丁目１５番２１－３号 0742-45-6708
94281250 奈良県 鈴木　規文 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾌﾐ 鈴木行政書士事務所 630-8101 奈良県奈良市青山四丁目１番地の３２ 0742-20-0780
97285756 奈良県 中山　保比古 ﾅｶﾔﾏ ﾔｽﾋｺ 639-0211 奈良県北葛城郡上牧町滝川台２丁目２番１５号 0745-78-9377
98286339 奈良県 中嶋　章雄 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷｵ 中嶋行政書士事務所 631-0076 奈良県奈良市富雄北１丁目１番４号　岡ハイツ２Ｆ 0742-52-6151
99288033 奈良県 宇佐美　徹夫 ｳｻﾐ ﾃﾂｵ 宇佐美行政書士事務所 631-0075 奈良県奈良市三松ヶ丘１５番５号 0742-49-7689
00299563 和歌山県 青石　裕之 ｱｵｲｼ ﾋﾛﾕｷ 640-8158 和歌山県和歌山市十二番丁１３番地　十二番丁ビル 073-431-2828
01291031 和歌山県 及川　成昭 ｵｲｶﾜ ｼｹﾞｱｷ 641-0033 和歌山県和歌山市松ケ丘２丁目１番４７号 073-463-4168
02292510 和歌山県 新井　悠喜雄 ｱﾗｲ ﾕｷｵ 640-8343 和歌山県和歌山市吉田４７０番地　中西ビル２Ｆ 073-426-2220
03290950 和歌山県 早田　賢治 ﾊﾔﾀ ｹﾝｼﾞ 早田行政書士事務所 644-0002 和歌山県御坊市薗３３２番地５ 0738-23-3841
03291179 和歌山県 小谷　竜也 ｺﾀﾆ ﾀﾂﾔ 649-6431 和歌山県紀の川市南中５１番地１ 0736-77-3980
03292200 和歌山県 中谷　智也 ﾅｶﾀﾆ ﾄﾓﾔ 中谷行政書士法人 649-6221 和歌山県岩出市溝川２８７番地の７ 0736-63-1906
05290117 和歌山県 中畑　利弘 ﾅｶﾊﾀ ﾄｼﾋﾛ 中畑行政書士事務所 641-0062 和歌山県和歌山市雑賀崎６番地の３６ 073-441-8383
05290708 和歌山県 中島　正樹 ﾅｶｼﾏ ﾏｻｷ 行政書士中島正樹事務所 640-8232 和歌山県和歌山市南汀丁１３番地　井上ビル３階 073-425-5245
05291629 和歌山県 岡本　修身 ｵｶﾓﾄ ｵｻﾐ 行政書士岡本修身事務所 647-0073 和歌山県新宮市木ノ川１１１番地の５ 0735-31-3132
05291823 和歌山県 松下　芳史 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾌﾐ 松下行政書士事務所 649-1211 和歌山県日高郡日高町大字荊木１１２番地の３ 0738-63-2897
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06290049 和歌山県 尾和　弘一 ｵﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 尾和弘一行政書士事務所 649-6202 和歌山県岩出市根来９６１番地 0736-60-5243
06290983 和歌山県 河野　矢寛 ｺｳﾉ ﾅｵﾋﾛ 行政書士河野矢寛事務所 640-8301 和歌山県和歌山市岩橋１１８０番地の５ 073-488-6520
08291121 和歌山県 岡谷　直 ｵｶﾀﾆ ﾅｵｷ 行政書士岡谷さわやか法務事務 641-0051 和歌山県和歌山市西高松２丁目１１番１０号 073-446-2998

08291646 和歌山県 中　弘 ﾅｶ ﾋﾛﾑ 行政書士中弘事務所 640-8106
和歌山県和歌山市三木町中ノ丁１０番地　チサンマン
ション２０６号

073-433-7327

09291059 和歌山県 角田　賢治 ｽﾐﾀ ｹﾝｼﾞ 角田賢治行政書士事務所 649-0304 和歌山県有田市箕島６１－４ 0737-83-0753
09292082 和歌山県 山尾　茂 ﾔﾏｵ ｼｹﾞﾙ 山尾行政書士事務所 640-8322 和歌山県和歌山市秋月２１０番地３ 073-498-8787
10291985 和歌山県 井口　康照 ｲｸﾞﾁ ﾔｽﾃﾙ 井口行政書士事務所 640-8483 和歌山県和歌山市園部１５９０番地の２７ 073-461-0363
11290451 和歌山県 宮本　幹也 ﾐﾔﾓﾄ ﾐｷﾔ 宮本幹也行政書士事務所 642-0023 和歌山県海南市重根１４４３番地１ 073-487-3744
11292287 和歌山県 花光　義行 ﾊﾅﾐﾂ ﾖｼﾕｷ 行政書士花光事務所 646-0001 和歌山県田辺市上秋津１６４４番地の９ 0739-20-2098
14290589 和歌山県 太田　光 ｵｵﾀ ﾋｶﾙ 行政書士太田光事務所 649-6315 和歌山県和歌山市神波２５２番地の５ 090-5158-5798
15291620 和歌山県 有田　雅一 ｱﾘﾀ ﾏｻｲﾁ 有田雅一行政書士事務所 640-8227 和歌山県和歌山市西汀丁９番地 073-432-4433
15291876 和歌山県 上鶴　弘志 ｶﾐﾂﾞﾙ ﾋﾛｼ 上鶴弘志行政書士事務所 648-0072 和歌山県橋本市東家五丁目７番７号 0736-33-2464
15292024 和歌山県 藁科　善崇 ﾜﾗｼﾅ ﾖｼﾀｶ わらしな行政書士事務所 640-8483 和歌山県和歌山市園部４３３番地６ 090-8574-6273
16291683 和歌山県 山田　昌弘 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 行政書士山田昌弘事務所 649-6403 和歌山県紀の川市南勢田５２３番地３ 0736-77-3620
16300645 和歌山県 原田　敬司 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶｼ 行政書士原田事務所 649-6248 和歌山県岩出市中黒３番地の２１ 0736-67-8000
17291366 和歌山県 鈴木　啓治 ｽｽﾞｷ ｹｲｼﾞ 行政書士鈴木啓治事務所 640-8314 和歌山県和歌山市神前３９１番地１ 073-473-2901
18292186 和歌山県 柏木　敏幸 ｶｼﾜｷﾞ ﾄｼﾕｷ 行政書士柏木国際法務事務所 649-1342 和歌山県御坊市藤田町吉田１０２４番地４ 0738-24-2257
19292206 和歌山県 西幡　元成 ﾆｼﾊﾞﾀ ﾕｷｼｹﾞ にしばた行政書士事務所 649-6215 和歌山県岩出市中迫５４９番地の１１ 090-8477-6859
20291386 和歌山県 辻本　利広 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ つじもと行政書士事務所 640-8483 和歌山県和歌山市園部１３４７番地１１ 090-8384-8592
75290175 和歌山県 池田　卓司 ｲｹﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 640-1167 和歌山県海南市九品寺１８１番地１ 073-487-1566
77290227 和歌山県 笠野　義二 ｶｻﾉ ﾖｼｼﾞ 640-8314 和歌山県和歌山市神前２１５－４ 073-471-7910
80290295 和歌山県 山本　評章 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞｱｷ 644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部７２６番地 0738-22-2403
80290299 和歌山県 尾﨑　達哉 ｵｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 尾﨑行政書士事務所 644-0002 和歌山県御坊市薗２５５－２ 0738-22-1579
80290303 和歌山県 宮尾　文也 ﾐﾔｵ ﾌﾐﾔ 649-0133 和歌山県海南市下津町下２２２番地１ 073-492-3897
89290409 和歌山県 中原　満久 ﾅｶﾊﾗ ﾐﾂﾋｻ 行政書士中原満久事務所 641-0052 和歌山県和歌山市東高松２丁目５番２８号 073-488-5690
90290741 和歌山県 立谷　誠一 ﾀﾁﾀﾆ ｾｲｲﾁ 649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町２８３０番地 0739-42-4021
90291370 和歌山県 坂口　導功 ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾁﾉﾘ 640-8313 和歌山県和歌山市西２６６番地１１ 073-473-1923
92290275 和歌山県 西川　惇 ﾆｼｶﾜ ﾂﾄﾑ 649-6338 和歌山県和歌山市府中１１４９番地の１１ 073-462-3669
94291514 和歌山県 川合　啓介 ｶﾜｲ ｹｲｽｹ 647-0045 和歌山県新宮市井の沢４番７号 0735-22-7137
97294913 和歌山県 田林　茂和 ﾀﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞｶｽﾞ 640-8314 和歌山県和歌山市神前１４４番地の７ 073-474-8733
98296340 和歌山県 坂田　初美 ｻｶﾀ ﾊﾂﾐ 坂田初美行政書士事務所 640-8302 和歌山県和歌山市井辺１４４－７０ 073-472-4106
99298034 和歌山県 武田　全弘 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 640-8241 和歌山県和歌山市雑賀屋町東ノ丁５１　第２新谷ビル 073-402-4407
99298767 和歌山県 谷口　順子 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｺ 谷口行政書士事務所 648-0054 和歌山県橋本市城山台三丁目２７番地の４ 0736-37-2752
00300248 兵庫県 村尾　隆一 ﾑﾗｵ ﾘｭｳｲﾁ 654-0151 兵庫県神戸市須磨区北落合３丁目１９番６号 090-1587-4414

00300381 兵庫県 林　健仁 ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾞ 661-0035
兵庫県尼崎市武庫之荘４丁目２１番１号　武富レジデ
ンス２０３号

06-6437-8162

00309005 兵庫県 中嶋　康雄 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽｵ 673-0403 兵庫県三木市末広１丁目２番２２号 0794-83-7341
00309964 兵庫県 大串　博行 ｵｵｸﾞｼ ﾋﾛﾕｷ 655-0046 兵庫県神戸市垂水区舞子台２丁目９番３０－２２３号 078-785-5599
01261766 兵庫県 柳川　泰志 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾔｽｼ 柳川行政書士事務所 673-0892 兵庫県明石市本町１丁目８番９号 078-919-6260
01300437 兵庫県 稲　正陽 ｲﾅ ﾏｻﾋﾛ 淡路行政書士事務所 666-0026 兵庫県川西市南花屋敷３丁目５番１６号 072-759-4159
01300755 兵庫県 隅　康 ｽﾐ ﾔｽｼ 676-0078 兵庫県高砂市伊保３丁目８番９号 079-447-6815
01301038 兵庫県 山中　仁志 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾄｼ 行政書士やまなか法務事務所 672-8049 兵庫県姫路市佃町３８番地　仲屋ビル２階西－１号室 079-287-9731

01301103 兵庫県 後藤　法義 ｺﾞﾄｳ ﾉﾘﾖｼ 行政書士後藤法義事務所 675-0015
兵庫県加古川市野口町坂井１４－１　アメニティ中田
Ⅲ１０５号

079-422-1753

01301313 兵庫県 霞末　浩二 ｶｽｴ ｺｳｼﾞ 671-2134 兵庫県姫路市夢前町菅生澗４６０番地の１ 079-335-1476

01301428 兵庫県 星山　潤三 ﾎｼﾔﾏ ﾏｽﾐ
行政書士法人中尾パートナーズ　
神戸事務所

650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町一丁目３番１５号 078-392-3277

01301715 兵庫県 平野　雅之 ﾋﾗﾉ ﾏｻﾕｷ 663-8247 兵庫県西宮市津門稲荷町１０番１２号 0798-39-1351

02262502 兵庫県 中村　宏二 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ 650-0023
兵庫県神戸市中央区栄町通二丁目２番２号　和栄ビ
ル５０４号

078-599-8070

02264118 兵庫県 溝口　隆幸 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 溝口隆幸行政書士事務所 661-0012
兵庫県尼崎市南塚口町５丁目１４－１５　メゾンサン
ビーム２０２号

06-7174-1989

02302241 兵庫県 安平　辰夫 ﾔｽﾋﾗ ﾀﾂｵ 654-0134 兵庫県神戸市須磨区多井畑東町１２番地の６ 078-792-8714



著作権相談員名簿（R4.9.15 現在）

登録番号 所属単位会 氏名又は職名 フリガナ 事務所名 郵便番号 事務所所在地 事務所電話番号

02302511 兵庫県 井上　寿一 ｲﾉｳｴ ﾋｻｶｽﾞ 行政書士井上寿一事務所 667-0021
兵庫県養父市八鹿町八鹿１２６４番地１１　オーエムビ
ル３階

079-662-6569

02302519 兵庫県 谷原　多喜男 ﾀﾆﾊﾗ ﾀｷｵ
行政書士法人きずな神戸　豊岡オ
フィス

668-0055 兵庫県豊岡市昭和町２番５６号　サカモトビル１Ｆ 0796-29-2645

02302826 兵庫県 大森　宣祐 ｵｵﾓﾘ ﾉﾌﾞｽｹ 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島９０８番地 079-233-2051
02303256 兵庫県 近藤　道廣 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾁﾋﾛ 669-4272 兵庫県丹波市春日町東中６０６番地の１ 0795-75-0345
02303453 兵庫県 小笹　淳 ｵｻﾞｻ ｼﾞｭﾝ 664-0005 兵庫県伊丹市瑞原３丁目３３番地の１０ 072-770-2757
02303456 兵庫県 井上　啓 ｲﾉｳｴ ｹｲ 673-1301 兵庫県加東市黒谷１２０６番地１５４ 080-1421-8481
02303566 兵庫県 上田　八郎 ｳｴﾀﾞ ﾊﾁﾛｳ 679-5133 兵庫県佐用郡佐用町三日月７０３番地の４ 0790-79-2052
02304307 兵庫県 中奥　俊明 ﾅｶｵｸ ﾄｼｱｷ 668-0024 兵庫県豊岡市寿町５－３ 0796-24-8677
03300126 兵庫県 石橋　典之 ｲｼﾊﾞｼ ﾉﾘﾕｷ 660-0075 兵庫県尼崎市大庄中通り１丁目５７番地 06-6417-6692
03300174 兵庫県 岡田　旭 ｵｶﾀﾞ ｱｷﾗ 行政書士岡田旭事務所 650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通４丁目１４番８号 050-3693-0133
03300591 兵庫県 山口　麻衣子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲｺ 670-0073 兵庫県姫路市御立中２丁目４番１３号 079-297-6590
03300596 兵庫県 松浦　靖典 ﾏﾂｳﾗ ﾔｽﾉﾘ 行政書士松浦法務事務所 661-0026 兵庫県尼崎市水堂町１丁目３３番１２号 06-6437-8506
03300610 兵庫県 樋口　龍司 ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂｼ 663-8127 兵庫県西宮市小松町２－１－１８ 0798-20-2055
03300830 兵庫県 佐藤　研二 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ 行政書士佐藤研二事務所 655-0863 兵庫県神戸市垂水区塩屋北町３丁目２－４ 078-798-7832
03301194 兵庫県 北田　硬 ｷﾀﾀﾞ ﾀｶｼ 673-0892 兵庫県明石市本町２丁目６－３　綱岡ビル３Ｆ 078-918-1897
03301600 兵庫県 三浦　彰子 ﾐｳﾗ ｱｷｺ 670-0947 兵庫県姫路市北条１丁目２８５番１０号 079-246-2471
03301846 兵庫県 秋山　加代 ｱｷﾔﾏ ｶﾖ 665-0047 兵庫県宝塚市亀井町１１－１４－２ 0797-98-2829
03302208 兵庫県 前村　剛司 ﾏｴﾑﾗ ﾂﾖｼ 前村行政書士事務所 651-1141 兵庫県神戸市北区泉台３丁目３９番地の５　５０３号 078-594-6910
03302700 兵庫県 岸田　兼尚 ｷｼﾀﾞ ｹﾝｼｮｳ 669-2714 兵庫県篠山市垣屋３７７番地 079-593-0807
03302703 兵庫県 松山　雅裕 ﾏﾂﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 669-1534 兵庫県三田市横山町１５番４－４０２号 079-564-0972
03302704 兵庫県 松本　大輔 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 674-0084 兵庫県明石市魚住町西岡字淡野２０２８番地の１６ 078-942-4659

03302706 兵庫県 増元　紀一 ﾏｽﾓﾄ ﾄｼｶｽﾞ 674-0068
兵庫県明石市大久保町ゆりのき通２丁目３番地の５
－４－５０１号

078-935-0721

03302908 兵庫県 吉田　邦子 ﾖｼﾀﾞ ｸﾆｺ 675-1122 兵庫県加古郡稲美町中村５９番地の１ 079-492-2953
03302910 兵庫県 橋　正人 ﾊｼ ﾏｻﾄ 姫路法務行政書士事務所 670-0861 兵庫県姫路市野里東町３－２０ 079-288-0181
04300104 兵庫県 鳥越　俊彦 ﾄﾘｺﾞｴ ﾄｼﾋｺ 666-0262 兵庫県川辺郡猪名川町伏見台５丁目１番地１４ 090-6823-3344
04300724 兵庫県 横内　一也 ﾖｺｳﾁ ｶｽﾞﾔ 665-0867 兵庫県宝塚市売布東の町２１番１－４０５号 0797-86-0710
04300726 兵庫県 高橋　治 ﾀｶﾊｼ ｵｻﾑ 660-0806 兵庫県尼崎市金楽寺町２丁目３６番９号 090-3673-0758

04300730 兵庫県 深谷　智洋 ﾌｶﾀﾆ ﾄﾓﾋﾛ 674-0068
兵庫県明石市大久保町ゆりのき通２丁目２番地の１
－Ａ３０３号

078-939-7221

04300732 兵庫県 大屋　清貴 ｵｵﾔ ｷﾖﾀｶ 651-2135
兵庫県神戸市西区王塚台７丁目３５番地の１　柿沢ビ
ル２０１号

078-920-2688

04300957 兵庫県 久本　高廣 ﾋｻﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 行政書士スマイル国際法務オフィ 654-0081 兵庫県神戸市須磨区高倉台８丁目３１番５号 050-5361-0406

04300958 兵庫県 酒井　ひろみ ｻｶｲ ﾋﾛﾐ 福永友子行政書士法人 650-0027
兵庫県神戸市中央区中町通２丁目３－２　三共神戸
ツインビル５階

078-945-7540

04300960 兵庫県 前田　香寿 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞ 651-1301 兵庫県神戸市北区藤原台北町５丁目３番２－１１０３ 078-201-1908

04300962 兵庫県 中井　さとみ ﾅｶｲ ｻﾄﾐ なかい行政書士事務所 673-0541
兵庫県三木市志染町広野５丁目２９３番地　石田マン
ションＢ２０６号室

0794-87-2565

04300963 兵庫県 中嶋　眞弓 ﾅｶｼﾏ ﾏﾕﾐ 675-0111 兵庫県加古川市平岡町二俣６５１番地の１５ 079-430-6226
04301475 兵庫県 新村　勝 ｼﾝﾑﾗ ﾏｻﾙ しんむら行政書士事務所 663-8141 兵庫県西宮市高須町２－１－２６－１１０９ 0798-45-0266
04301792 兵庫県 岩井　伸康 ｲﾜｲ ﾉﾌﾞﾔｽ プレステージ行政書士事務所 666-0021 兵庫県川西市栄根２丁目２５番８－３０７号 050-7109-0181
05300282 兵庫県 西尾　俊 ﾆｼｵ ｼｭﾝ 行政書士西尾法務事務所 657-0044 兵庫県神戸市灘区鹿ノ下通１丁目４番８－５０１号 078-335-5187
05300536 兵庫県 松村　康弘 ﾏﾂﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 行政書士松村事務所 660-0892 兵庫県尼崎市東難波町４丁目１１番２９号 050-3772-4744
05301218 兵庫県 黒田　一司 ｸﾛﾀﾞ ｶｽﾞｼ キャロルドッグ黒田行政書士事務 658-0025 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町２丁目５番１８－５０６ 078-453-9081
05301634 兵庫県 西面　和美 ｻｲﾒﾝ ｶｽﾞﾐ 西面行政書士事務所 655-0885 兵庫県神戸市垂水区泉が丘１丁目５番１２号 078-751-6287
05301639 兵庫県 石川　功 ｲｼｶﾜ ｲｻｵ 行政書士石川事務所 665-0832 兵庫県宝塚市向月町８番１号 0797-87-4643
05302221 兵庫県 鱸　弥生 ｽｽﾞｷ ﾔﾖｲ 鱸行政書士事務所 659-0051 兵庫県芦屋市呉川町１８番２－２０１号 0797-34-6202

05302383 兵庫県 大戸　道子 ｵｵﾄ ﾐﾁｺ
行政書士あおぞら法務おとみち事
務所

662-0918
兵庫県西宮市六湛寺町１２番１０号　サングリーン本
社ビル３０３号

0798-39-8385

05302384 兵庫県 猪ノ本　吉延 ｲﾉﾓﾄ ﾖｼﾉﾌﾞ 行政書士猪ノ本吉延事務所 663-8113 兵庫県西宮市甲子園口３丁目２２番２０－４０３号 0798-63-2998

06270616 兵庫県 荻原　俊彦 ｵｷﾞﾊﾗ ﾄｼﾋｺ 行政書士荻原総合事務所 661-0002
兵庫県尼崎市塚口町１丁目２７番地の５　ファミーユ
塚口３０１号

06-6435-9847
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06300118 兵庫県 中田　光介 ﾅｶﾀ ｺｳｽｹ 中田行政書士事務所 650-0022
兵庫県神戸市中央区元町通５丁目２－３　甲南サン
シティ元町６１１号室

078-778-9140

06300636 兵庫県 宮本　健吾 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｺﾞ 宮本行政書士事務所 651-0088
兵庫県神戸市中央区小野柄通５－１－２７　第百生命
神戸三宮ビル７階

078-200-6039

06300638 兵庫県 中川　政美 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾐ なかがわ行政書士事務所 661-0044 兵庫県尼崎市武庫町１丁目３５番１９－４０１号 06-6437-8809
06300639 兵庫県 青山　章二 ｱｵﾔﾏ ｼｮｳｼﾞ 行政書士青山事務所 655-0873 兵庫県神戸市垂水区青山台８丁目１番２５－１２０５ 078-751-2677
06300647 兵庫県 梶原　智之 ｶｼﾞﾜﾗ ﾄﾓﾕｷ 阪神梶原行政書士事務所 663-8201 兵庫県西宮市田代町１０番２０－１０２号 0798-63-8172

06301351 兵庫県 前田　研也 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝﾔ あさがお前田行政書士事務所 661-0012
兵庫県尼崎市南塚口町２丁目１番２号　塚口さんさん
タウン２番館２Ｆ

06-6480-5730

06301665 兵庫県 清水　博之 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ 清水行政書士事務所 662-0011 兵庫県西宮市甲陽園目神山町２１番３号 0798-72-7254
07300781 兵庫県 丸山　優子 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｺ 行政書士丸山法務事務所 665-0882 兵庫県宝塚市山本南３丁目１－１－９０４ 0797-78-9878
07300784 兵庫県 伊地知　一平 ｲｼﾞﾁ ｲｯﾍﾟｲ 伊地知行政書士事務所 655-0033 兵庫県神戸市垂水区旭が丘１丁目５番２９号 078-708-1381
07301583 兵庫県 盛田　誠治 ﾓﾘﾀ ｾｲｼﾞ 行政書士盛田誠治事務所 651-1332 兵庫県神戸市北区唐櫃台１丁目２１番１５号 078-987-4952
07302011 兵庫県 北村　康裕 ｷﾀﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 行政書士北村法務事務所 662-0886 兵庫県西宮市上ケ原山田町４番１３３号 090-7483-5780
08300115 兵庫県 谷口　潤 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 行政書士谷口事務所 666-0111 兵庫県川西市大和東２丁目２４番地の４ 072-702-9199
08300178 兵庫県 藤原　保夫 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽｵ 行政書士藤原保夫事務所 673-0846 兵庫県明石市上ノ丸２丁目２番１０号　吉川文化１Ｓ１ 078-913-0580
08300972 兵庫県 足立　孝夫 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶｵ 足立行政書士事務所 651-1212 兵庫県神戸市北区筑紫が丘２丁目１１番地の１１ 078-581-0613

08301410 兵庫県 小谷　知行 ｺﾀﾆ ﾄﾓﾕｷ 行政書士小谷事務所 669-5101
兵庫県朝来市山東町滝田１６３番地１　フォレストハイ
ツＡ－１０３

079-676-5120

08301416 兵庫県 中西　良 ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳ 中西行政書士事務所 669-1345 兵庫県三田市下相野３２８番地 079-568-0609
08301526 兵庫県 永井　弘行 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾕｷ 行政書士永井弘行事務所 665-0842 兵庫県宝塚市川面３丁目２３番５号　村上ビル１階４ 0797-81-9800
08302071 兵庫県 西田　一豊 ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾄﾖ 行政書士西田事務所 674-0092 兵庫県明石市二見町東二見１３３３－６－１０１ 078-944-8385
09081972 兵庫県 中村　馨乃信 ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳﾉｼﾝ たちばな行政書士事務所 659-0095 兵庫県芦屋市東芦屋町２４番９号 0797-32-5185
09300064 兵庫県 大塘　悟史 ｵｵﾄﾓ ｻﾄｼ 行政書士おおとも法務事務所 651-2133 兵庫県神戸市西区枝吉１丁目２３５－３ 078-927-3383
09300919 兵庫県 小川　浩樹 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｷ ひろた行政書士小川浩樹事務所 662-0855 兵庫県西宮市江上町７番５－２０１号 090-2015-8022
09301526 兵庫県 石河　秀樹 ｲｼｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 行政書士みつや法務いしかわ事務 664-0886 兵庫県伊丹市昆陽東４丁目１３－１　札場ノ辻ハイツ 072-767-1962
09301616 兵庫県 木山　静美 ｷﾔﾏ ｼｽﾞﾐ 木山行政書士事務所 660-0892 兵庫県尼崎市東難波町５丁目３０番２４－７０７号 06-7504-6142
09302086 兵庫県 髙橋　伸朗 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｱｷ あいおい行政書士法務事務所 664-0001 兵庫県伊丹市荒牧７丁目９－３０ 072-744-1001
09302087 兵庫県 早川　雄一 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｲﾁ 早川行政書士事務所 662-0825 兵庫県西宮市門戸荘１３番１５－３０１号 090-6514-2147
09302268 兵庫県 吉村　貴志 ﾖｼﾑﾗ ﾀｶｼ 吉村行政書士事務所 650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町４丁目３番４号－６０１ 078-381-9185
09302269 兵庫県 刈谷　定雄 ｶﾘﾔ ｻﾀﾞｵ 刈谷行政書士事務所 651-0061 兵庫県神戸市中央区上筒井通７丁目３番３５－１号 078-231-1822

10080385 兵庫県 紀氏　美津子 ｷｼ ﾐﾂｺ 行政書士紀氏法務事務所 650-0013
兵庫県神戸市中央区花隈町５番２１号　花隈ダイヤ
ハイツ１０５号室

078-341-9553

10262092 兵庫県 西村　京 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾔｺ コスモス芦屋行政書士事務所 659-0022 兵庫県芦屋市打出町２番１６　コモディータ芦屋３０２ 0797-35-1822
10301089 兵庫県 南里　和外 ﾅﾝﾘ ｶｽﾞﾄ 行政書士南里経営法務事務所 651-1223 兵庫県神戸市北区桂木２丁目３５番地　Ｂ－５１１号 078-583-7727
10301097 兵庫県 船本　昇 ﾌﾅﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ 行政書士船本合同事務所 675-0018 兵庫県加古川市野口町坂元１９番地の８ 079-426-4762
10301495 兵庫県 木嶋　祥智 ｷｼﾞﾏ ﾖｼﾄﾓ 木嶋行政書士事務所 663-8152 兵庫県西宮市甲子園町２４番２５－２０７号 0798-43-0057

10301496 兵庫県 藤本　征典 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 藤本行政書士事務所 670-0096
兵庫県姫路市西新在家２丁目９番２号　西新在家ア
ベニュー１０２

079-227-9844

10301497 兵庫県 安藤　都昭 ｱﾝﾄﾞｳ ｸﾆｱｷ アドヴァリュー行政書士事務所 659-0023 兵庫県芦屋市大東町１３番１７号 0797-34-5506

10301736 兵庫県 糟谷　実香 ｶｽﾔ ﾐｶ かすや法務行政書士事務所 675-0063
兵庫県加古川市加古川町平野３４３番地　橋本ビル２
０２号

079-490-2713

10302551 兵庫県 松尾　重紀 ﾏﾂｵ ｼｹﾞｷ 松尾行政書士事務所 650-0022
兵庫県神戸市中央区元町通五丁目２－３　甲南サン
シティ元町７０８

078-381-6220

10302725 兵庫県 福山　學 ﾌｸﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ 行政書士福山法務事務所 651-2275 兵庫県神戸市西区樫野台３丁目１４番地の１ 078-991-0201
11300396 兵庫県 松永　和明 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞｱｷ 行政書士松永和明事務所 661-0035 兵庫県尼崎市武庫之荘４丁目７番１号 06-6430-9557
11300581 兵庫県 赤沼　有季 ｱｶﾇﾏ ﾕｳｷ コウユウ行政書士事務所 659-0015 兵庫県芦屋市楠町１６番９号 090-8884-1463
11300583 兵庫県 川島　三佳 ｶﾜｼﾏ ﾐｶ ＡＭＡ行政書士法人 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通５－２－１９－５０３ 078-381-9959
11300917 兵庫県 増田　宗隆 ﾏｽﾀﾞ ﾑﾈﾀｶ 駿河行政書士事務所 663-8184 兵庫県西宮市鳴尾町２丁目１２番１８号　西側３Ｆ 0798-39-7574

11301213 兵庫県 西松　利佳 ﾆｼﾏﾂ ﾘｶ 行政書士事務所はるそら 658-0072
兵庫県神戸市東灘区岡本６丁目５番１７号　岡本エク
セル６０３号室

078-412-0622

11301214 兵庫県 武村　勲 ﾀｹﾑﾗ ｲｻｵ 行政書士武村勲法務事務所 650-0003 兵庫県神戸市中央区山本通３丁目２０番１５号 080-6229-4522
11301464 兵庫県 宮本　光信 ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾂﾉﾌﾞ 宮本光信行政書士事務所 671-2221 兵庫県姫路市青山北２丁目１３番７号 079-269-8121
11301465 兵庫県 田中　友紀子 ﾀﾅｶ ﾕｷｺ 行政書士いろは事務所 660-0827 兵庫県尼崎市西大物町１２番５５－１８１１号 050-7121-2620
11302034 兵庫県 三木　竜治 ﾐｷ ﾘｭｳｼﾞ 睦行政書士労務事務所 657-0831 兵庫県神戸市灘区水道筋６丁目４番１０号　ＯＨ灘２Ｆ 078-801-0623
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11302206 兵庫県 谷口　幸二 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 谷口幸二行政書士事務所 663-8111 兵庫県西宮市二見町３番２０－３０３号 090-8209-9547
11302207 兵庫県 小林　勝則 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾉﾘ 小林勝則行政書士事務所 675-1352 兵庫県小野市復井町１２７３番地１ 0794-66-7501

11302380 兵庫県 山野　浩 ﾔﾏﾉ ﾋﾛｼ 行政書士やまの法務事務所 650-0023
兵庫県神戸市中央区栄町通６丁目１－１８　ライオン
ズスクエア神戸元町オフィス棟９０２

078-414-7417

11302383 兵庫県 若林　毅 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾂﾖｼ 行政書士若林法務事務所 650-0013
兵庫県神戸市中央区花隈町５番２１号　花隈ダイヤ
ハイツ１０５号室

078-599-6859

12300069 兵庫県 中村　修治 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ 行政書士舞子法務事務所 655-0048
兵庫県神戸市垂水区西舞子１丁目１番１６号　舞子サ
ニータウン１Ｆ

078-798-6302

12300329 兵庫県 岩本　友江 ｲﾜﾓﾄ ﾄﾓｴ Ｏｗｌ行政書士事務所 651-2136 兵庫県神戸市西区中野１丁目３番地の１５ 078-203-3352
12300594 兵庫県 三坂　友章 ﾐｻｶ ﾄﾓｱｷ 行政書士三坂法務事務所 665-0866 兵庫県宝塚市星の荘３番２１号 0797-85-8031
12301013 兵庫県 山本　康司 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 山本行政書士事務所 662-0054 兵庫県西宮市大谷町１－３２　サンライフ大谷３０２ 0798-31-6227

12301021 兵庫県 黒田　信夫 ｸﾛﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ 行政書士あおぞら法務黒田事務所 662-0918
兵庫県西宮市六湛寺町１２番１０号　サングリーン本
社ビル３０３号

0798-39-8385

12301371 兵庫県 西田　晋一 ﾆｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 行政書士なだ法務事務所 657-0023 兵庫県神戸市灘区高羽町４丁目４番１２号 070-5656-5630

12301647 兵庫県 森井　孝志 ﾓﾘｲ ﾀｶｼ 行政書士あおぞら法務森井事務所 662-0918
兵庫県西宮市六湛寺町１２番１０号　サングリーン本
社ビル３０３号

0798-39-8385

12301906 兵庫県 髙江　淳司 ﾀｶｴ ｼﾞｭﾝｼﾞ たかえ行政書士事務所 663-8111 兵庫県西宮市二見町１２－２２－２１３ 050-3186-4150
12302299 兵庫県 柴田　明奈 ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾅ 行政書士柴田総合法務事務所 675-0064 兵庫県加古川市加古川町溝之口３４８番地の３ 079-441-8198
12302303 兵庫県 市嶋　慎 ｲﾁｼﾏ ｼﾝ 行政書士六甲国際法務事務所 657-0043 兵庫県神戸市灘区大石東町５丁目５番１７号 078-762-3760

12302496 兵庫県 森本　唯史 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ コンコース行政書士事務所 650-0027
兵庫県神戸市中央区中町通３丁目１番８号　ライオン
ズステーションプラザ神戸３０８号室

078-955-0677

12302498 兵庫県 秋山　雅一 ｱｷﾔﾏ ﾏｻｶｽﾞ
行政書士秋山チェックマーク法務
事務所

661-0012
兵庫県尼崎市南塚口町１丁目２６番２８号　南塚口ビ
ル本館６階

06-6428-5006

12302693 兵庫県 平山　隆史 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｶｼ Ｈｉらやま行政書士事務所 662-0026 兵庫県西宮市獅子ヶ口町１０番４０号 0798-61-8008
12302694 兵庫県 竹内　康友 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾄﾓ 行政書士竹内康友事務所 673-0873 兵庫県明石市大蔵中町２３番１６号 078-203-9712
13300610 兵庫県 河西　麻耶 ｶﾜﾆｼ ﾏﾔ オフィスアグリ行政書士事務所 662-0942 兵庫県西宮市浜町１０番７号 050-1167-8019
13300617 兵庫県 唐土　誠 ﾓﾛｺｼ ﾏｺﾄ 行政書士ココモ法務事務所 670-0836 兵庫県姫路市神屋町２丁目２５－２　２階 090-9872-0008
13300618 兵庫県 林　大輔 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 林医療福祉行政書士事務所 663-8104 兵庫県西宮市天道町１４－６　甲子園フラット２０１号 0798-81-3834

13301046 兵庫県 三邉　治郎 ﾐﾅﾍﾞ ｼﾞﾛｳ みなべ国際行政書士事務所 658-0032
兵庫県神戸市東灘区向洋町中１丁目１０番地　１０１
号棟３３０２号室

078-857-1550

13301049 兵庫県 安西　徹 ﾔｽﾆｼ ﾄｵﾙ 行政書士安西法務事務所 669-1515 兵庫県三田市大原１５８８番地１　Ｃ棟１３０５号 079-562-2000
13301709 兵庫県 谷口　隆久 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶﾋｻ ひろた行政書士谷口隆久事務所 662-0855 兵庫県西宮市江上町７番５－２０１号 0798-61-3713
13302490 兵庫県 岡本　亮 ｵｶﾓﾄ ｱｷﾗ 行政書士岡本亮事務所 670-0904 兵庫県姫路市塩町６番地 079-223-3318
14300066 兵庫県 内布　茂充 ｳﾁﾇﾉ ｼｹﾞﾐﾂ 行政書士内布事務所 669-1528 兵庫県三田市駅前町１６－１　コスモスビル３０２号室 090-2284-4125
14300594 兵庫県 村山　暢將 ﾑﾗﾔﾏ ﾉﾌﾞﾏｻ 行政書士村山共同法務事務所 672-8014 兵庫県姫路市東山６２５番地 079-245-4475
14301007 兵庫県 池田　卓也 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 行政書士アクシア法務事務所 670-0940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町１２８番地 079-281-8880
14301014 兵庫県 山本　武俊 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾄｼ 行政書士山本武俊事務所 679-2151 兵庫県姫路市香寺町香呂６４番地３ 079-232-8049
14301017 兵庫県 西本　宗義 ﾆｼﾓﾄ ﾑﾈﾖｼ 行政書士にしもと法務事務所 662-0013 兵庫県西宮市新甲陽町７番６号 0798-78-7944
14301290 兵庫県 小原　一剛 ｵﾊﾗ ｶｽﾞﾀｹ 小原行政書士事務所 659-0015 兵庫県芦屋市楠町１３番３２－３２３号 050-3550-5100
14301291 兵庫県 鴻　雅行 ｵｵﾄﾘ ﾏｻﾕｷ 行政書士オオトリ経営事務所 659-0076 兵庫県芦屋市清水町１番１６号 0797-75-7350
14301515 兵庫県 舩井　康文 ﾌﾅｲ ﾔｽﾌﾐ 行政書士コモンズ法務事務所 665-0816 兵庫県宝塚市平井２丁目２番１号 0797-88-9266
14301791 兵庫県 満田　榮人 ﾐﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄ 満田行政書士事務所 665-0075 兵庫県宝塚市仁川宮西町４番１号 0798-20-1290
14301796 兵庫県 加藤　浩昭 ｶﾄｳ ﾋﾛｱｷ ルリエ神戸行政書士事務所 655-0851 兵庫県神戸市垂水区神和台１丁目８番地の１３ 078-795-0861
14302205 兵庫県 梶原　真理子 ｶｼﾞﾜﾗ ﾏﾘｺ プランドゥアシスト行政書士事務所 674-0081 兵庫県明石市魚住町錦が丘１丁目１４番地の７ 078-220-3121
14302208 兵庫県 西村　健吾 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 行政書士西村法務事務所 679-2425 兵庫県神崎郡神河町東柏尾６６８番地の２ 080-3866-0591
15080602 兵庫県 小杉　知 ｺｽｷﾞ ｻﾄﾙ ＴＲＭ行政書士事務所 665-0054 兵庫県宝塚市鹿塩１丁目４番２９－６０３号 0798-52-1798
15300048 兵庫県 岩間　巨敏 ｲﾜﾏ ﾅｵﾄｼ 岩間行政書士事務所 662-0093 兵庫県西宮市西平町１３番２号 0798-73-6028
15300172 兵庫県 三木　秋穂 ﾐｷ ｱｷﾎ 行政書士秋穂法務事務所 656-0341 兵庫県南あわじ市津井１７１１番地 050-5235-9002
15301235 兵庫県 米川　勝弘 ﾖﾈｶﾜ ｶﾂﾋﾛ 米川行政書士事務所 651-2103 兵庫県神戸市西区学園西町２丁目３－６０ 078-791-3012
15301879 兵庫県 福井　律雄 ﾌｸｲ ﾘﾂｵ 行政書士ふくい事務所 674-0084 兵庫県明石市魚住町西岡２１９０番地１３ 078-201-7763
15302339 兵庫県 松本　美英 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｴ 松本行政書士法務事務所 663-8153 兵庫県西宮市南甲子園１丁目５番６号 0798-47-6970
16300073 兵庫県 松本　和久 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾋｻ 行政書士法務オフィス松本 662-0813 兵庫県西宮市上甲東園１丁目１０番３７－２３０６号 070-1490-1434

16300211 兵庫県 伏見　英子 ﾌｼﾐ ﾋﾃﾞｺ 伏見行政書士事務所 673-0844
兵庫県明石市東野町１番地の５　サンヴェール朝霧ヶ
丘９１１号

078-917-8140

16301154 兵庫県 谷水　雄一 ﾀﾆﾐｽﾞ ﾕｳｲﾁ 谷水雄一行政書士事務所 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原９８０－２ 0795-78-9985
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16301589 兵庫県 日置　大介 ﾋｵｷ ﾀﾞｲｽｹ 木の花行政書士事務所 674-0072 兵庫県明石市魚住町長坂寺３３７番地の１７ 078-947-1917
16301978 兵庫県 稲葉　久 ｲﾅﾊﾞ ﾋｻｼ いなば行政書士事務所 663-8184 兵庫県西宮市鳴尾町４丁目１１番１７－１０４号 0798-41-5272
16301981 兵庫県 山下　京子 ﾔﾏｼﾀ ｷｮｳｺ 山下京子国際行政書士事務所 662-0086 兵庫県西宮市苦楽園六番町１番１８号 0798-72-3382
16302469 兵庫県 德永　知一 ﾄｸﾅｶﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 行政書士德永知一事務所 669-2722 兵庫県篠山市河内台３－９ 0795-06-1962

17201344 兵庫県 桂　和幸 ｶﾂﾗ ｶｽﾞﾕｷ 桂行政書士事務所 650-0023
兵庫県神戸市中央区栄町通５丁目２番２号　リアライ
ズ神戸８０５

078-381-5249

17261947 兵庫県 神澤　正広 ｶﾐｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 行政書士オフィスＪ 662-0934 兵庫県西宮市西宮浜４丁目１０番１－８０２ 0798-55-7883

17300055 兵庫県 大内　利之 ｵｵｳﾁ ﾄｼﾕｷ
行政書士大阪兵庫サポートセン
ター法務事務所

650-0022
兵庫県神戸市中央区元町通５丁目２番３号　甲南サ
ンシティー元町５１１号室

080-9477-0692

17300061 兵庫県 山﨑　真人 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾄ 山﨑真人行政書士事務所 665-0015 兵庫県宝塚市光ガ丘１丁目１２番１０号 080-9305-7978
17301148 兵庫県 山村　裕 ﾔﾏﾑﾗ ﾋﾛｼ 行政書士裕事務所 664-0846 兵庫県伊丹市伊丹５丁目２番２－５０７号 072-770-7807

17301369 兵庫県 大橋　忠司 ｵｵﾊｼ ﾀﾀﾞｼ 七つ星行政書士オフィス 650-0022
兵庫県神戸市中央区元町通７丁目１－２　ネオアー
ジュ神戸元町１０１号

078-599-7167

17301371 兵庫県 西田　義弘 ﾆｼﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 西田行政書士事務所 652-0811 兵庫県神戸市兵庫区新開地一丁目４番１６－１２０９ 078-575-4732
17301374 兵庫県 永久　修 ﾅｶﾞﾋｻ ｵｻﾑ 行政書士事務所フォーエバーこう 651-2275 兵庫県神戸市西区樫野台５丁目２番地Ｄ－２０８号 078-992-1747

18300083 兵庫県 藤井　祥樹 ﾌｼﾞｲ ﾖｼｷ 行政書士藤井よしき事務所 654-0052
兵庫県神戸市須磨区行幸町１丁目１番３３　須磨コー
ストタワー１３０７号

078-766-5861

18300343 兵庫県 西尾　正平 ﾆｼｵ ｼｮｳﾍｲ 環境マネジメント行政書士事務所 672-8040 兵庫県姫路市飾磨区野田町９５－１　第２ニシキビル 079-287-9688

18301348 兵庫県 刈込　信夫 ｶﾘｺﾐ ﾉﾌﾞｵ 行政書士神戸みなと総合事務所 650-0041
兵庫県神戸市中央区新港町１４番１号　生活用品振
興センター２００－Ａ

078-332-5118

18301604 兵庫県 後田　剛 ｳｼﾛﾀﾞ ﾂﾖｼ 後田剛行政書士事務所 659-0061 兵庫県芦屋市上宮川町２番８　第１９プロスパー芦屋 0797-97-1291
18301842 兵庫県 湊　義典 ﾐﾅﾄ ﾖｼﾉﾘ 行政書士湊義典事務所 673-0846 兵庫県明石市上ノ丸１丁目１９番４号 078-917-5105
19300222 兵庫県 淵上　綾子 ﾌﾁｶﾞﾐ ｱﾔｺ フルフラット行政書士事務所 673-0011 兵庫県明石市西明石町二丁目４番１６号 078-927-5575
19300661 兵庫県 髙村　麻実 ﾀｶﾑﾗ ｱｻﾐ たかむら行政書士事務所 663-8201 兵庫県西宮市田代町１９番６－５０５号 0798-31-5974
19300662 兵庫県 小森　智文 ｺﾓﾘ ﾄﾓﾌﾐ 行政書士小森事務所 661-0043 兵庫県尼崎市武庫元町３丁目１５番１６号 06-6432-0818
19300988 兵庫県 片山　博夫 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛｵ 行政書士片山博夫事務所 655-0047 兵庫県神戸市垂水区東舞子町１５番２５－１０１号 078-777-8157

19300992 兵庫県 緒方　昭彦 ｵｶﾞﾀ ｱｷﾋｺ 行政書士緒方法務事務所 669-1529
兵庫県三田市中央町１６－３１　ＣＯ－ＶＩＬＬＡＧＥ　Ｓ
ＡＮＤＡ　１階３号室

079-505-2662

19300993 兵庫県 矢野　大介 ﾔﾉ ﾀﾞｲｽｹ 行政書士矢野法務事務所 651-2244 兵庫県神戸市西区井吹台北町１丁目１７番地の１　１ 078-955-3891
19301335 兵庫県 高橋　秀明 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ 高橋秀明行政書士事務所 651-2401 兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡２５６０番地 078-967-7282

19301591 兵庫県 山口　和秋 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｱｷ 行政書士事務所グッドサン 661-0035
兵庫県尼崎市武庫之荘１丁目２番１５号　ハイステー
ジ武庫之荘３１３

050-3718-0039

19301593 兵庫県 濵﨑　恭子 ﾊﾏｻｷ ｷｮｳｺ 行政書士ベル法務事務所 665-0868 兵庫県宝塚市中山荘園３番１９号　ベル中山２０３ 0797-86-1480

19301875 兵庫県 各務　彰一 ｶｸﾑ ｼｮｳｲﾁ 各務行政書士事務所 650-0023
兵庫県神戸市中央区栄町通６丁目１番１８　ライオン
ズスクエア神戸元町６０１

078-515-6894

19302056 兵庫県 田坂　茂樹 ﾀｻｶ ｼｹﾞｷ 田坂茂樹行政書士事務所 658-0021 兵庫県神戸市東灘区深江本町４－５－２５ 078-411-6509

19302380 兵庫県 辰巳　優子 ﾀﾂﾐ ﾕｳｺ とり行政書士事務所 653-0836
兵庫県神戸市長田区神楽町５丁目２番２１号　新谷ビ
ル２階

078-600-2340

20300965 兵庫県 青栁　雅子 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｻｺ うはら行政書士事務所 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町２丁目１９番２２－４０ 078-821-6401

20300971 兵庫県 西村　真吾 ﾆｼﾑﾗ ｼﾝｺﾞ アイル神戸行政書士事務所 650-0012
兵庫県神戸市中央区北長狭通４丁目２番１９号　アム
ズ元町ビル４階

078-391-3353

20300974 兵庫県 大道　一成 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ｶｽﾞﾅﾘ スマート行政書士事務所 678-0176 兵庫県赤穂市南野中２０９番地１－１０２号 0791-48-7735
20300975 兵庫県 佐々木　政彦 ｻｻｷ ﾏｻﾋｺ 行政書士佐々木政彦法務事務所 665-0847 兵庫県宝塚市すみれガ丘３丁目６番１－２０１号 0797-84-4142
20300976 兵庫県 奥野　剛 ｵｸﾉ ﾂﾖｼ よつば行政書士事務所 660-0062 兵庫県尼崎市浜田町５丁目６番地の１３ 06-6411-7207

21300083 兵庫県 寺島　由佳 ﾃﾗｼﾏ ﾕｶ てらしま行政書士事務所 650-0012
兵庫県神戸市中央区北長狭通４丁目２番１９号　アム
ズ元町ビル４Ｆ１０号室

078-335-6997

21301836 兵庫県 藤井　直子 ﾌｼﾞｲ ﾅｵｺ エヌラルゴ行政書士事務所 658-0032
兵庫県神戸市東灘区向洋町中６丁目９番地　神戸
ファッションマート４Ｎ－０１－１

090-6555-1225

21302026 兵庫県 小松　正樹 ｺﾏﾂ ﾏｻｷ 行政書士　小松事務所 662-0922 兵庫県西宮市東町１丁目１３番３０号 090-3842-4455
67300297 兵庫県 園崎　仁 ｿﾉｻﾞｷ ﾋﾄｼ 679-1113 兵庫県多可郡多可町中区中村町３７３番地３ 0795-32-1062
68300334 兵庫県 百合岡　靖幸 ﾕﾘｵｶ ﾔｽﾕｷ 652-0804 兵庫県神戸市兵庫区塚本通７丁目２番１９号 078-577-6722
71300463 兵庫県 船本　博一 ﾌﾅﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ 行政書士船本合同事務所 675-0018 兵庫県加古川市野口町坂元１９－８ 079-426-4762
78300880 兵庫県 岡村　陽造 ｵｶﾑﾗ ﾖｳｿﾞｳ 671-1153 兵庫県姫路市広畑区高浜町１丁目１０８番地の１ 079-237-1949
80300977 兵庫県 今田　忠一 ｲﾏﾀﾞ ﾁﾕｳｲﾁ 656-0053 兵庫県洲本市上物部４５２ 07992-2-4999
81301100 兵庫県 佐々木　正章 ｻｻｷ ﾏｻｱｷ 674-0063 兵庫県明石市大久保町八木１１５－３ 078-936-2489
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83301205 兵庫県 高崎　修一 ﾀｶｻｷ ｼﾕｳｲﾁ 665-0011 兵庫県宝塚市南口２丁目２番２０号　クラフトハイツ２ 0797-77-8482
83301216 兵庫県 山内　英生 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾃﾞｵ 669-5103 兵庫県朝来郡山東町矢名瀬町７５８－１ 079-676-4329
84301298 兵庫県 飼原　和子 ｶｲﾊﾞﾗ ｶｽﾞｺ かいばら行政書士事務所 653-0862 兵庫県神戸市長田区西山町４丁目１６番１３号 078-643-1878
85301376 兵庫県 足立　勝美 ｱﾀﾞﾁ ｶﾂﾐ 679-1323 兵庫県多可郡加美町清水４６７ 07953-6-0529
86300056 兵庫県 向田　敬三 ﾑｶｲﾀﾞ ｹｲｿﾞｳ 663-8121 兵庫県西宮市戸崎町５番３－３１５号 070-5042-8976
91300378 兵庫県 長谷川　勝 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾙ 676-0808 兵庫県高砂市米田町神爪１０９番地の３ 079-432-1257
91300381 兵庫県 藤田　和起 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞｷ 669-1531 兵庫県三田市天神２丁目２番１１号 079-564-3662
94301203 兵庫県 茂木　秀明 ﾓｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 姫路セントラル行政書士法人事務 670-0965 兵庫県姫路市東延末１丁目４３番地 079-284-2282
95301906 兵庫県 藤本　茂樹 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｹﾞｷ 672-8049 兵庫県姫路市佃町１５－２　朝日プラザ佃町２０４ 079-284-7385

95302738 兵庫県 上辻　靖夫 ｳｴﾂｼﾞ ﾔｽｵ 661-0976
兵庫県尼崎市潮江１丁目１３番１号　アミング潮江ア
ネックス２０２－２

06-6498-0516

96084544 兵庫県 佐伯　文弘 ｻｴｷ ﾌﾐﾋﾛ 651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通３丁目１番２－７０１号 078-262-1691
98306423 兵庫県 中田　敬三 ﾅｶﾀ ｹｲｿﾞｳ 675-0144 兵庫県加古郡播磨町北本荘２丁目１番１７号 079-437-9488
98306682 兵庫県 山下　美子 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｺ 674-0074 兵庫県明石市魚住町清水２２０１番地の２ 078-943-9595
98307588 兵庫県 高見　秀樹 ﾀｶﾐ ﾋﾃﾞｷ 669-4141 兵庫県丹波市春日町黒井４１３番地の５ 0795-74-1355
99308273 兵庫県 大口　晋 ｵｵｸﾞﾁ ｽｽﾑ 662-0914 兵庫県西宮市本町７番１５号 0798-34-3999

99308438 兵庫県 福島　広三 ﾌｸｼﾏ ｺｳｿﾞｳ 650-0012
兵庫県神戸市中央区北長狭通５丁目２－１９　コフィ
オ神戸元町３０４号

078-361-7507

99308818 兵庫県 暮松　春夫 ｸﾚﾏﾂ ﾊﾙｵ 663-8224 兵庫県西宮市今津真砂町１番１３－２１８号 0798-46-6131
00319052 鳥取県 宮下　清晴 ﾐﾔｼﾀ ｷﾖﾊﾙ 683-0014 鳥取県米子市永江９３ 0859-26-1055
00319704 鳥取県 中嶋　健雄 ﾅｶｼﾏ ﾀｹｵ 中嶋健雄行政書士事務所 680-0022 鳥取県鳥取市西町三丁目４２６番地 0857-25-1539
01311234 鳥取県 岸本　雅好 ｷｼﾓﾄ ﾏｻﾖｼ 680-0874 鳥取県鳥取市叶１丁目３番１８号 0857-30-1668
02312354 鳥取県 竹森　潔 ﾀｹﾓﾘ ｷﾖｼ 689-0501 鳥取県鳥取市青谷町青谷３７６２番地 0857-85-0980
02312668 鳥取県 後藤　秀一 ｺﾞﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 行政書士後藤事務所 683-0041 鳥取県米子市茶町６１番地　（１Ｆ） 0859-32-1478
02313903 鳥取県 薄竹　善道 ｳｽﾀｹ ﾖｼﾐﾁ 行政書士薄竹法務事務所 680-0006 鳥取県鳥取市丸山町１３３番地３ 0857-21-6416
02314194 鳥取県 福田　浩史 ﾌｸﾀ ﾋﾛｼ 行政書士福田浩史事務所 680-0843 鳥取県鳥取市南吉方１－８１　タナカセンチュリー３０ 0857-26-5724
03310836 鳥取県 三鴨　秀文 ﾐｶﾓ ﾋﾃﾞﾌﾐ みかも秀文行政書士事務所 689-3425 鳥取県米子市淀江町佐陀３８０番地１２ 090-2865-9729
03311426 鳥取県 中村　由紀 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷ 中村由紀行政書士事務所 683-0004 鳥取県米子市上福原８０７番地３８ 0859-31-0324
03312913 鳥取県 春名　英介 ﾊﾙﾅ ｴｲｽｹ 行政書士法人ＭＯＹＯＲＩＮＯ 680-0821 鳥取県鳥取市瓦町１０１番地　エステートビルⅥ２Ｆ 0857-25-0330
05311646 鳥取県 山内　茂 ﾔﾏｳﾁ ｼｹﾞﾙ 山内茂行政書士事務所 689-2301 鳥取県東伯郡琴浦町大字八橋３１５番地３ 0858-53-1768
06310385 鳥取県 近藤　孝志 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 行政書士近藤孝志事務所 680-1201 鳥取県鳥取市河原町袋河原４１１番地 0858-85-0388
07310622 鳥取県 荻原　誉康 ｵｷﾞﾊﾗ ﾖｼﾔｽ 行政書士法人ＭＯＹＯＲＩＮＯ 680-0821 鳥取県鳥取市瓦町１０１番地　エステートビルⅥ２Ｆ 0857-25-0330
08311261 鳥取県 加藤　純一 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 加藤純一行政書士事務所 683-0001 鳥取県米子市皆生温泉２丁目１６番２３号 0859-22-9782
08311418 鳥取県 山下　葵 ﾔﾏｼﾀ ｱｵｲ 行政書士山下葵事務所 680-0061 鳥取県鳥取市立川町５丁目２７８　石上ハイツ１０４号 0857-22-1774
09311206 鳥取県 中尾　泰雅 ﾅｶｵ ﾔｽﾏｻ 中尾泰雅行政書士事務所 680-0061 鳥取県鳥取市立川町五丁目１９７番地１ 0857-30-5619
10312554 鳥取県 福田　修治 ﾌｸﾀ ｼｭｳｼﾞ 行政書士福田修治事務所 680-0801 鳥取県鳥取市松並町１丁目１４４番地６ 0857-26-0815
11310453 鳥取県 前田　浩 ﾏｴﾀ ﾋﾛｼ 前田浩行政書士事務所 689-3522 鳥取県米子市日下１４８番地２ 0859-27-3915

12311025 鳥取県 谷川　裕美 ﾔｶﾞﾜ ﾋﾛﾐ 行政書士やがわ法務事務所 680-0843
鳥取県鳥取市南吉方三丁目３３８番地　コスモシティ
－３０１号

0857-30-5767

12311790 鳥取県 植原　徳彦 ｳｴﾊﾗ ﾉﾘﾋｺ 植原徳彦行政書士事務所 682-0722 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬１１６２番地２ 090-3638-3370
13311565 鳥取県 福竹　智彦 ﾌｸﾀｹ ﾄﾓﾋｺ 福竹行政書士事務所 680-1156 鳥取県鳥取市上砂見３番地２ 0857-55-0380
14311149 鳥取県 坂口　繁雄 ｻｶｸﾞﾁ ｼｹﾞｵ 行政書士キナンシェ法務事務所 680-0802 鳥取県鳥取市青葉町１丁目３０９番地 0857-54-1979
14312386 鳥取県 美田　幸子 ﾐﾀ ｻﾁｺ 行政書士ハピネス法務事務所 683-0033 鳥取県米子市長砂町７番地３ 0859-21-3122
14312387 鳥取県 山本　美穂 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾎ 行政書士ことのは法務事務所 680-0863 鳥取県鳥取市大覚寺１５０－１６０　クレスト１０２ 0857-32-9441
15310743 鳥取県 藤井　忠篤 ﾌｼﾞｲ ﾀﾀﾞｱﾂ 行政書士藤井忠篤事務所 682-0024 鳥取県倉吉市伊木１６８番地６ 090-7593-7157
16310798 鳥取県 安養寺　道正 ｱﾝﾖｳｼﾞ ﾐﾁﾏｻ 安養寺行政書士事務所 689-1102 鳥取県鳥取市津ノ井２８７番地１０ 0857-53-4164
18311350 鳥取県 坂本　泰司 ｻｶﾓﾄ ﾔｽｼﾞ 坂本行政書士事務所 689-4243 鳥取県西伯郡伯耆町荘３２１番地　光音院内 0859-62-0855
18311849 鳥取県 小川　弘二 ｵｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 行政書士小川弘二事務所 689-0351 鳥取県鳥取市気高町八幡１８４番地 0857-82-3827
20310437 鳥取県 西口　隆宏 ﾆｼｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 西口行政書士事務所 680-0861 鳥取県鳥取市新１０８番地の９ 0857-24-5162
76310078 鳥取県 有田　敬 ｱﾘﾀ ｹｲ 680-0022 鳥取県鳥取市西町３丁目１２１番地 0857-22-2593
82310171 鳥取県 山川　洋介 ﾔﾏｶﾜ ﾖｳｽｹ 689-4503 鳥取県日野郡日野町根雨７１６－５ 08597-2-0279
85314329 鳥取県 高岡　繁 ﾀｶｵｶ ｼｹﾞﾙ 680-0814 鳥取県鳥取市南町５２５番地　スカイタウン７０１号 0857-24-2928
87310571 鳥取県 長井　俊之 ﾅｶﾞｲ ﾄｼﾕｷ 680-0861 鳥取県鳥取市新１０８番地の９ 0857-24-5162
87310967 鳥取県 今村　學 ｲﾏﾑﾗ ｶﾞｸ 680-0864 鳥取県鳥取市吉成１４４番地１７ 0857-24-1241
89310260 鳥取県 湯口　一文 ﾕｸﾞﾁ ｶｽﾞﾌﾐ 680-0043 鳥取県鳥取市大榎町１９番地２ 0857-27-8219
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90311112 鳥取県 手嶋　興人 ﾃｼﾏ ｵｷﾄ 689-2534 鳥取県東伯郡琴浦町大字光２６２番地 0858-55-2843
92310818 鳥取県 鐵本　達夫 ﾃﾂﾓﾄ ﾀﾂｵ 682-0806 鳥取県倉吉市昭和町１丁目１番地２ 0858-24-0800
93311221 鳥取県 利岡　一郎 ﾘｵｶ ｲﾁﾛｳ 684-0043 鳥取県境港市竹内町１０２８番地６ 0859-45-1613
94310251 鳥取県 青戸　亨 ｱｵﾄ ﾄｵﾙ 683-0811 鳥取県米子市錦町３丁目３９番地 0859-23-6165
94310420 鳥取県 石田　圭一 ｲｼﾀﾞ ｹｲｲﾁ 683-0051 鳥取県米子市勝田町１４４番地３ 0859-22-3799
97315704 鳥取県 湯原　明子 ﾕﾊﾗ ｱｷｺ 683-0004 鳥取県米子市上福原３丁目１番６－５０８号 0859-34-6700
98316427 鳥取県 今田　重治 ｲﾏﾀﾞ ｼｹﾞﾊﾙ 683-0854 鳥取県米子市彦名町７６０２番地 0859-29-7970
99317718 鳥取県 西山　靖代 ﾆｼﾔﾏ ﾔｽﾖ 680-0902 鳥取県鳥取市秋里９７０番地１ 0857-21-5959
00329825 島根県 飯塚　守 ｲｲﾂｶ ﾏﾓﾙ 693-0031 島根県出雲市古志町１２７２番地１ 0853-23-0457
01320868 島根県 山中　三郎 ﾔﾏﾅｶ ｻﾌﾞﾛｳ 690-0823 島根県松江市西川津町７４８番地２１ 0852-32-1756
01321039 島根県 赤井　正敏 ｱｶｲ ﾏｻﾄｼ 690-0859 島根県松江市国屋町７３９番地１２ 080-1938-7888
03320615 島根県 園山　優樹 ｿﾉﾔﾏ ﾕｳｷ 園山行政書士事務所 693-0004 島根県出雲市渡橋町９９５番地３ 0853-22-2479

03321732 島根県 齋藤　裕之 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 齋藤行政書士事務所 697-0034
島根県浜田市相生町３９４８番地２　相生塚田ビル１
階１０３号

0855-22-2070

04321113 島根県 吉川　福吉 ｷｯｶﾜ ﾄﾐﾖｼ 690-0859 島根県松江市国屋町４３８番地２８ 0852-31-1538
04321615 島根県 竹内　堅 ﾀｹｳﾁ ｶﾀｼ 行政書士竹内堅事務所 698-0036 島根県益田市須子町６３番９号 0856-23-1063
06320389 島根県 渡　和基 ﾜﾀﾘ ｶｽﾞｷ 渡和基行政書士事務所 694-0433 島根県大田市大代町大家１６５７番地 0854-85-2332
07320623 島根県 鶴原　能也 ﾂﾙﾊﾗ ﾖｼﾅﾘ 鶴原よしなり行政書士事務所 699-1251 島根県雲南市大東町新庄３９２番２地 0854-43-2847
07320794 島根県 江藤　雅博 ｴﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 江藤行政書士事務所 690-0056 島根県松江市雑賀町７４２番地 0852-29-0278
07321874 島根県 松浦　健二 ﾏﾂｳﾗ ｹﾝｼﾞ 松浦行政書士事務所 691-0001 島根県出雲市平田町６０４番地２ 0853-31-6899
08320984 島根県 岡　宏明 ｵｶ ﾋﾛｱｷ 岡宏明行政書士事務所 690-0826 島根県松江市学園南一丁目１６－１０　マスターズビ 0852-59-9500
08321126 島根県 田邊　和利 ﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾄｼ 田辺行政書士事務所 694-0041 島根県大田市長久町長久ロ３３３番地４０ 0854-82-2354
09321207 島根県 松本　伸作 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｻｸ 松本行政書士事務所 690-0048 島根県松江市西嫁島二丁目７－２０ 0852-33-7850
09322276 島根県 岩見　良 ｲﾜﾐ ﾘｮｳ 岩見良行政書士事務所 692-0011 島根県安来市安来町１１３３番地３ 0854-22-2558
19320075 島根県 中島　哲 ﾅｶｼﾏ ｻﾄｼ 行政書士中島哲事務所 690-0868 島根県松江市淞北台１番６号 0852-26-2229
20321911 島根県 原　健造 ﾊﾗ ｹﾝｿﾞｳ 行政書士原健造事務所 699-0621 島根県出雲市斐川町富村９７７番地 0853-72-2667
78320159 島根県 鎌田　澄 ｶﾏﾀﾞ ｽﾐ 行政書士鎌田澄事務所 693-0051 島根県出雲市小山町２７５番地１ 0853-22-1443
79320165 島根県 原　正義 ﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 行政書士原事務所 690-0877 島根県松江市春日町６１２番地９ 0852-25-1093
80320190 島根県 足立　等 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾄｼ 692-0011 島根県安来市安来町６５７番地３ 0854-22-6481
83320239 島根県 三森　のり子 ﾐﾂﾓﾘ ﾉﾘｺ 694-0064 島根県大田市大田町大田イ３６０番地 08548-2-5877
89321348 島根県 天野　愿 ｱﾏﾉ ｽﾅｵ 693-0011 島根県出雲市大津町１１１７番地２３ 0853-22-9155
89321393 島根県 田原　良隆 ﾀﾊﾞﾗ ﾖｼﾀｶ 行政書士田原良隆事務所 698-0025 島根県益田市あけぼの西町８番地１２ 0856-22-2073
89321394 島根県 矢田　肇 ﾔﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 行政書士矢田肇事務所 690-0884 島根県松江市南田町１３０番地１　フォートビル１階 0852-31-3868
95321688 島根県 小川　和彦 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ 699-0821 島根県出雲市大島町１００８番地３ 0853-43-3172
96323092 島根県 村本　靜江 ﾑﾗﾓﾄ ｼｽﾞｴ 村本行政書士事務所 699-5525 島根県鹿足郡吉賀町抜月１６８０番地 0856-78-0474
96323154 島根県 堀内　裕造 ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｿﾞｳ 堀内行政書士事務所 690-0015 島根県松江市上乃木四丁目１番１６号 0852-21-1065
99097741 島根県 本常　徹 ﾓﾄﾂﾈ ﾄｵﾙ 行政書士本常事務所 693-0001 島根県出雲市今市町８０８番地３ 0853-21-1292
99327898 島根県 大塚　真理子 ｵｵﾂｶ ﾏﾘｺ 大塚真理子行政書士事務所 690-0884 島根県松江市南田町８０－１４　ＯＴＳＵＫＡビル２Ｆ 0852-27-3447

99328567 島根県 中野　俊雄 ﾅｶﾉ ﾄｼｵ 690-0862
島根県松江市比津が丘四丁目１番２－７０１号　県営
住宅２号棟７０１

0852-27-7376

00330203 岡山県 寺見　敬三 ﾃﾗﾐ ｹｲｿﾞｳ 701-0164 岡山県岡山市北区撫川１０８７番地５ 086-292-9050
00339158 岡山県 磯邊　崇 ｲｿﾍﾞ ﾀｶｼ 700-0927 岡山県岡山市北区西古松２３４番地１０９号 086-242-5610
00339351 岡山県 岡　洋二 ｵｶ ﾖｳｼﾞ 行政書士事務所Venture　Assist 711-0911 岡山県倉敷市児島小川２丁目５番１０号 086-474-8248
00339569 岡山県 仲宗根　康一 ﾅｶｿﾈ ｺｳｲﾁ 710-0145 岡山県倉敷市福江８００番地１ 086-485-2803
01330465 岡山県 秋山　知成 ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾅﾘ 秋山行政書士事務所 709-0861 岡山県岡山市東区瀬戸町瀬戸４２１－７ 086-952-1011
01331238 岡山県 林　英男 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｵ 行政書士法人リード　本社 703-8206 岡山県岡山市中区賞田２７３番地５ 086-238-8642
01332082 岡山県 大郷　隆久 ｵｵｺﾞｳ ﾀｶﾋｻ 大郷行政書士事務所 719-0251 岡山県浅口市鴨方町六条院西３４０６番地の１ 0865-44-6684
02332355 岡山県 友宗　裕子 ﾄﾓﾑﾈ ﾋﾛｺ 友宗行政書士事務所 710-0846 岡山県倉敷市上富井３０３番地８ 086-425-6006
02332356 岡山県 義若　智康 ﾖｼﾜｶ ﾄﾓﾔｽ 行政書士義若智康事務所 706-0027 岡山県玉野市日比２丁目１番１号 0863-30-9041
02333130 岡山県 森脇　英樹 ﾓﾘﾜｷ ﾋﾃﾞｷ タウンなみき行政書士事務所 702-8058 岡山県岡山市南区並木町二丁目１１番８５号 086-263-8826
02333571 岡山県 山田　浩平 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ 行政書士山田浩平事務所 700-0087 岡山県岡山市北区津島京町３丁目２－１４ 086-897-0727
02333965 岡山県 天野　誠 ｱﾏﾉ ﾏｺﾄ 天野誠行政書士事務所 711-0925 岡山県倉敷市下津井田之浦２丁目５番７号 090-2001-1782
03330184 岡山県 近藤　雅文 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾌﾐ 行政書士Ｇフォース近藤事務所 708-1124 岡山県津山市高野山西８５５番地９ 0868-26-1192
03330622 岡山県 田淵　健一 ﾀﾌﾞﾁ ｹﾝｲﾁ 709-0841 岡山県岡山市東区瀬戸町万富２６５－４ 050-1354-0897
03331612 岡山県 船曳　聖子 ﾌﾅﾋﾞｷ ｾｲｺ 707-0062 岡山県美作市湯郷９６番地１ 0868-72-8484
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03332217 岡山県 我妻　潔 ｱｶﾞﾂﾏ ｷﾖｼ 我妻潔行政書士事務所 710-0803 岡山県倉敷市中島２６４９番地１ 086-441-3380

03332221 岡山県 藤井　悟 ﾌｼﾞｲ ｻﾄﾙ 700-0976
岡山県岡山市北区辰巳４３番地１１２　２１ハイツタツ
ミ２０１号

086-241-3541

03332590 岡山県 井上　郁男 ｲﾉｳｴ ｲｸｵ 710-1302 岡山県倉敷市真備町服部１５５６番地 0866-98-8131
03332714 岡山県 冨山　直司 ﾄﾐﾔﾏ ﾅｵｼﾞ 冨山行政書士事務所 701-0304 岡山県都窪郡早島町早島２６９番地１３ 086-483-0112
03333120 岡山県 佐藤　好英 ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾃﾞ 行政書士佐藤コンサルタント事務 701-0221 岡山県岡山市南区藤田６７９番地２ 086-296-7955
04081826 岡山県 原田　敬三 ﾊﾗﾀﾞ ｹｲｿﾞｳ はらだ行政書士事務所 713-8126 岡山県倉敷市玉島黒崎５１１８番地 090-9316-2179

04330649 岡山県 石井　敏文 ｲｼｲ ﾄｼﾌﾐ 709-1121
岡山県倉敷市茶屋町４４７番地１　フローリアンコート
茶屋町駅前３０１号

086-420-0221

04330815 岡山県 川口　隆志 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶｼ 行政書士川口法務事務所 701-0221 岡山県岡山市南区藤田５７９番地２０ 086-296-0113
05330710 岡山県 三輪　和也 ﾐﾜ ｶｽﾞﾔ みわ行政書士事務所　備北 716-0037 岡山県高梁市正宗町１９６３番地１２ 0866-58-9001
05331230 岡山県 黒田　積 ｸﾛﾀﾞ ﾂﾓﾙ 行政書士黒田事務所 703-8264 岡山県岡山市中区倉富１３０番地２１ 086-274-8671
05331342 岡山県 松浦　淳介 ﾏﾂｳﾗ ｼﾞｭﾝｽｹ 行政書士あすなろ法務事務所 714-0074 岡山県笠岡市吉浜２４７８番地 0865-66-5073
08330182 岡山県 下村　幸喜 ｼﾓﾑﾗ ｺｳｷ 行政書士ソフィ法務事務所 710-1306 岡山県倉敷市真備町有井１００－１５ 086-431-8704
08330222 岡山県 妹尾　悟 ｾﾉｵ ｻﾄﾙ 行政書士せのお法務サービス事務 715-0016 岡山県井原市岩倉町１０８１番地１ 0866-63-3213
08330532 岡山県 新開　陽 ｼﾝｶｲ ｱｷﾗ 新開行政書士事務所 710-0802 岡山県倉敷市水江１５６０番地１１ 086-465-6324
08331831 岡山県 近藤　茂 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｹﾞﾙ 近藤茂行政書士事務所 704-8116 岡山県岡山市東区西大寺中一丁目５番２９号 086-942-2400
18332345 岡山県 金田　貴好 ｶﾈﾀﾞ ｷﾖｼ 新生行政書士事務所 700-0816 岡山県岡山市北区富田町二丁目５番２号 086-238-6505
20330985 岡山県 久保田　勝彦 ｸﾎﾞﾀ ｶﾂﾋｺ 行政書士久保田勝彦事務所 712-8011 岡山県倉敷市連島町連島４３０７番地３ 086-441-7320
75330307 岡山県 中原　清克 ﾅｶﾊﾗ ｷﾖｶﾂ 713-8103 岡山県倉敷市玉島乙島６０８８番地 086-522-3991
77330387 岡山県 岡崎　博之 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 岡崎博之行政書士事務所 703-8235 岡山県岡山市中区原尾島８３１番地２ 086-272-2445
82330521 岡山県 藤原　重雄 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｹﾞｵ 行政書士ふじわら法務事務所 709-0631 岡山県岡山市東区東平島１３４１番地６ 086-297-3660
89330116 岡山県 妹尾　芳徳 ｾﾉｵ ﾖｼﾉﾘ 行政書士妹尾芳徳事務所 701-0112 岡山県倉敷市下庄３３１番地５ 086-463-2293
91330295 岡山県 河村　弘隆 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛﾀｶ さきがけ行政書士事務所 700-0945 岡山県岡山市南区新保１３１７番地の１３ 086-239-7651
94330983 岡山県 遠藤　晋平 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾍﾟｲ 行政書士オフィスでんそう 702-8057 岡山県岡山市南区あけぼの町３４－８ 086-368-5942
95332598 岡山県 川元　雅敏 ｶﾜﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 川元行政書士事務所 701-1202 岡山県岡山市北区楢津１２４３番地４ 086-284-1552
96333809 岡山県 妹尾　訓江 ｾﾉｵ ｸﾆｴ 710-0005 岡山県倉敷市西岡２７５－１ 086-434-9515
98337359 岡山県 森脇　史子 ﾓﾘﾜｷ ﾌﾐｺ 行政書士森脇事務所 703-8235 岡山県岡山市中区原尾島４－１２－２０ 086-273-3201
99337974 岡山県 中山　光子 ﾅｶﾔﾏ ﾃﾙｺ 中山行政書士事務所 703-8246 岡山県岡山市中区藤原光町二丁目６番１２号 086-270-5500
99338446 岡山県 栗原　千可 ｸﾘﾊﾗ ﾁｶ 行政書士栗原千可事務所 702-8031 岡山県岡山市南区福富西１－２０－４８－３０１ 086-902-2488

00340342 広島県 崎田　和伸 ｻｷﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾌﾞ
あすみあ創業サポート行政書士事
務所

732-0052 広島県広島市東区光町一丁目１１番５－９２５号 070-8538-8739

00349160 広島県 高　正樹 ﾀｶ ﾏｻｷ ジャスティス行政書士事務所 737-0935
広島県呉市焼山中央１丁目１番１０号　ＴＡＫＡＭＡＴＳ
Ｕ　ＢＬＤ２０３号室

0823-30-3012

00349275 広島県 梶川　一郎 ｶｼﾞｶﾜ ｲﾁﾛｳ 737-0936 広島県呉市焼山東１丁目１番１号 0823-33-4802
00349570 広島県 鎌田　智恵子 ｶﾏﾀﾞ ﾁｴｺ 733-0032 広島県広島市西区東観音町３０番１０号 082-555-4027
01340466 広島県 石田　百合子 ｲｼﾀﾞ ﾕﾘｺ 733-0002 広島県広島市西区楠木町四丁目１５番４２－２号 082-962-4813
01340872 広島県 岡村　知美 ｵｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 735-0006 広島県安芸郡府中町本町三丁目９－１－１０４ 082-581-1876
01341577 広島県 岡　俊江 ｵｶ ﾄｼｴ 720-0054 広島県福山市城見町２丁目１番１号　明正ビル２Ｆ　１ 084-926-6525

01341972 広島県 岡　利至 ｵｶ ﾄｼﾕｷ 730-0812
広島県広島市中区加古町１番２３－３０１号　福地産
業加古町ビル

082-543-5739

02342672 広島県 大宅　富美江 ｵｵﾔ ﾌﾐｴ 737-0001 広島県呉市阿賀北一丁目５番１３－２０２号 0823-76-4575
02342837 広島県 谷　祐喜 ﾀﾆ ﾕｳｷ 732-0067 広島県広島市東区牛田旭二丁目２０番１－６０６号 090-9733-6710
02343008 広島県 水田　豊 ﾐｽﾞﾀ ﾕﾀｶ 729-3421 広島県府中市上下町深江９４０番地１ 0847-62-4575
02343010 広島県 髙谷　守亮 ﾀｶﾀﾆ ﾓﾘｱｷ 732-0012 広島県広島市東区戸坂新町２丁目１１－４－２０２ 082-225-7819

02343262 広島県 戸川　大輔 ﾄｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 739-2125
広島県東広島市高屋町中島２２７番地５　山崎マン
ションＡ２号

080-6327-9652

02343755 広島県 西條　信雄 ｻｲｼﾞｮｳ ﾉﾌﾞｵ 739-0262 広島県東広島市志和町志和東１０６４９番地１２７ 082-433-5102
03340130 広島県 阿木　賢吾 ｱｷ ｹﾝｺﾞ 730-0813 広島県広島市中区住吉町１番１－１２０１号 082-249-1837
03340960 広島県 岡野　英雄 ｵｶﾉ ﾋﾃﾞｵ 720-0834 広島県福山市明王台五丁目４番５号 084-952-4703
03341202 広島県 城田　聡司 ｼﾛﾀ ｻﾄｼ 736-0081 広島県広島市安芸区船越五丁目２番１３号 090-2004-9595
03341435 広島県 菅原　章 ｽｶﾞﾊﾗ ｱｷﾗ 739-2115 広島県東広島市高屋高美が丘一丁目９番２号 0824-34-4228
03341740 広島県 芳村　香於里 ﾖｼﾑﾗ ｶｵﾘ 安佐行政書士事務所 731-0142 広島県広島市安佐南区高取南２丁目２７番８号 082-962-0222
03341745 広島県 片山　弘和 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 731-0223 広島県広島市安佐北区可部南二丁目１０番１７号 082-815-0002
03341746 広島県 濵本　藤宏 ﾊﾏﾓﾄ ﾌｼﾞﾋﾛ 734-0047 広島県広島市南区本浦町１番４１号 082-282-3466
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03342497 広島県 用皆　光康 ﾖｳｶｲ ﾐﾂﾔｽ 739-0421 広島県廿日市市深江二丁目４番１６号 0829-56-5599
03342718 広島県 中山　憲治 ﾅｶﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 738-0056 広島県廿日市市阿品台山の手２番１０号 0829-37-0079
03342804 広島県 遠地　謙介 ｵﾝｼﾞ ｹﾝｽｹ 730-0012 広島県広島市中区上八丁堀４番１号　１０Ｆ 082-222-8801
03343044 広島県 陰野　修 ｲﾝﾉ ｵｻﾑ 730-0802 広島県広島市中区本川町二丁目５番２７号　田室ビ 082-942-6182
04340177 広島県 大畑　拓也 ｵｵﾊﾀ ﾀｸﾔ 行政書士大畑事務所 721-0911 広島県福山市青葉台二丁目３番１０号 084-948-3313
04340510 広島県 白石　賢代 ｼﾗｲｼ ﾏｻﾖ 731-5103 広島県広島市佐伯区藤の木二丁目２１番１０号 080-6313-3448
04340652 広島県 網本　芳雄 ｱﾐﾓﾄ ﾖｼｵ あみもと行政書士法務事務所 733-0815 広島県広島市西区己斐上一丁目４番１０－２０２号 082-275-0791
04342052 広島県 三吉　敏文 ﾐﾖｼ ﾄｼﾌﾐ 三吉敏文行政書士事務所 733-0851 広島県広島市西区田方三丁目７２２番地の６９ 082-573-5510
04342140 広島県 丸石　和幸 ﾏﾙｲｼ ｶｽﾞﾕｷ 行政書士丸石法務事務所 737-0113 広島県呉市広横路３丁目８番１４号 0823-72-4857
05340718 広島県 西村　孝一 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｲﾁ 西村行政書士事務所 739-0025 広島県東広島市西条中央二丁目１番４号 082-421-1759
05340721 広島県 若林　秀太郎 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾀﾛｳ 若林秀太郎行政書士事務所 721-0974 広島県福山市東深津町１丁目２番４号 084-928-6878
05341658 広島県 山村　文昭 ﾔﾏﾑﾗ ﾌﾐｱｷ 山村行政書士法務事務所 725-0012 広島県竹原市下野町３３８５番地３ 090-8991-0431
05342131 広島県 三好　憲昭 ﾐﾖｼ ﾉﾘｱｷ 三好憲昭行政書士事務所 732-0029 広島県広島市東区福田七丁目２３番４号 082-899-5207
05342223 広島県 岡野　良美 ｵｶﾉ ﾖｼﾐ おかの行政書士事務所 730-0012 広島県広島市中区上八丁堀４－２８ 082-209-0510
06340391 広島県 原田　美野子 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾔｺ 原田美野子行政書士事務所 720-0052 広島県福山市東町１丁目５－５ 084-971-6145
06340669 広島県 石原　壽之 ｲｼﾊﾗ ﾄｼﾕｷ 石原寿之行政書士事務所 732-0068 広島県広島市東区牛田新町一丁目６番３３号 082-227-1108
06340859 広島県 中村　四郎 ﾅｶﾑﾗ ｼﾛｳ 中村行政書士事務所 730-0051 広島県広島市中区大手町４－６－２２ 082-244-7922
06340998 広島県 山中　直美 ﾔﾏﾅｶ ﾅｵﾐ 山中直美行政書士事務所 730-0835 広島県広島市中区江波南一丁目３１番１２号 082-293-7125
07340164 広島県 柴田　武彦 ｼﾊﾞﾀ ﾀｹﾋｺ オフィス柴行政書士 730-0025 広島県広島市中区東平塚町９番６－４０１号 082-242-4806
07340627 広島県 宇野　哲也 ｳﾉ ﾃﾂﾔ 宇野行政書士事務所 730-0051 広島県広島市中区大手町４－６－２２－１Ｆ 082-291-5731
07340921 広島県 村上　陽一 ﾑﾗｶﾐ ﾖｳｲﾁ 村上陽一行政書士事務所 732-0009 広島県広島市東区戸坂千足一丁目２１番１４－２１１ 082-220-5083
07341019 広島県 重國　智洋 ｼｹﾞｸﾆ ﾄﾓﾋﾛ しげくに行政書士事務所 731-5126 広島県広島市佐伯区新宮苑６番１４－４０２号 090-5267-4092
07341137 広島県 栗林　克行 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾕｷ ええじゃん行政書士事務所 738-0011 広島県廿日市市駅前１番３号 0829-31-2224
07341438 広島県 清水　孝悦 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾖｼ 行政書士清水孝悦事務所 720-1264 広島県福山市芦田町大字福田２８０６番地３ 084-958-4378
08340764 広島県 伊藤　斉 ｲﾄｳ ﾋﾄｼ 行政書士伊藤斉事務所 731-0102 広島県広島市安佐南区川内一丁目３２番２３－６－１ 082-876-2399
08340988 広島県 市場　義行 ｲﾁﾊﾞ ﾖｼﾕｷ 市場行政書士事務所 731-1701 広島県山県郡北広島町志路原９２９番地 0826-83-0559
08341129 広島県 小原　弘毅 ｵﾊﾞﾗ ｺｳｷ 行政書士小原法務事務所 739-0035 広島県東広島市西条町郷曽４３７－１２ 082-425-0035
08341264 広島県 楠元　祥子 ｸｽﾓﾄ ｼｮｳｺ 行政書士法人Ａｓｕｍｉａ　東広島支 739-2103 広島県東広島市高屋町宮領１０３２番地１７１ 082-430-5463
09341066 広島県 井手口　ヤヨイ ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾔﾖｲ アイ行政書士事務所 732-0806 広島県広島市南区西荒神町１番８－１３０５号 082-263-0668
10340449 広島県 野元　惠水 ﾉﾓﾄ ｴﾐ Ｈｏｌｌｙ行政書士事務所 732-0066 広島県広島市東区牛田本町四丁目６番１３号 090-3371-8133
10341887 広島県 濵村　多賀司 ﾊﾏﾑﾗ ﾀｶｼ 濱村多賀司行政書士事務所 734-0035 広島県広島市南区山城町５番３９号 082-251-7529
10342814 広島県 朝日南　英治 ｱｻﾋﾅ ｴｲｼﾞ 朝日南民事法務行政書士事務所 731-0221 広島県広島市安佐北区可部三丁目４２番１９－３０４ 082-815-6753

11340305 広島県 中間谷　誠人 ﾅｶﾏﾔ ﾏｺﾄ 真行政書士事務所 731-0154
広島県広島市安佐南区上安２丁目２の２９　下原ビル
３０１号

082-832-8355

11340456 広島県 表　豊 ｵﾓﾃ ﾕﾀｶ 表行政書士事務所 729-3422 広島県府中市上下町国留５０４番地１ 0847-62-4330
11341066 広島県 出崎　幸彦 ﾃﾞｻﾞｷ ｻﾁﾋｺ 出崎行政書士事務所 722-0073 広島県尾道市向島町７８６５番地４ 090-6149-1072
11341334 広島県 沢谷　京子 ｻﾜﾀﾆ ｷｮｳｺ 行政書士沢谷京子事務所 739-0441 広島県廿日市市大野原二丁目６番１６号　１階 0829-55-2277

11341469 広島県 小笠原　亨 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾄｵﾙ おがさわら行政書士事務所 734-0014
広島県広島市南区宇品西二丁目６番４５－８０１号　
ハウスバーンフリート宇品西参番館

082-253-1888

11341861 広島県 杉田　直哉 ｽｷﾞﾀ ﾅｵﾔ 行政書士事務所きりん 732-0044 広島県広島市東区矢賀新町二丁目４番１４－１４１０ 082-205-6351
11342291 広島県 野村　哲朗 ﾉﾑﾗ ﾃﾂﾛｳ 野村行政書士事務所 732-0043 広島県広島市東区東山町１１番１－１２０４号 082-236-8931
11342292 広島県 寺西　久 ﾃﾗﾆｼ ﾋｻｼ 行政書士寺西久事務所 739-1734 広島県広島市安佐北区口田二丁目３０番２４号 082-843-2185

11342453 広島県 田中　実 ﾀﾅｶ ﾐﾉﾙ 協和行政書士事務所 730-0013
広島県広島市中区八丁堀１２番３号　ＫＩＴＡＹＡＭＡビ
ル６階

090-7546-6167

11342454 広島県 神田　真里 ｶﾝﾀﾞ ﾏﾘ すばる行政書士事務所 730-0016 広島県広島市中区幟町３番５７号　中特会館２階 082-221-6620
12340610 広島県 杉山　雅彦 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻﾋｺ 行政書士事務所フォーレス 731-0113 広島県広島市安佐南区西原４丁目４０－１０－１０１ 082-555-5944
12341033 広島県 小林　裕幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 小林行政書士事務所 734-0025 広島県広島市南区東本浦町２６番２５号 082-282-1635
12341179 広島県 廣瀬　仁人 ﾋﾛｾ ﾖｼﾋﾄ 行政書士坂の上法務事務所 722-0032 広島県尾道市西土堂町８番２１号 0848-36-5960
12341186 広島県 大倉　健二 ｵｵｸﾗ ｹﾝｼﾞ 大倉行政書士事務所 734-0001 広島県広島市南区出汐１丁目３番１１号 082-253-8001
12341797 広島県 福井　一男 ﾌｸｲ ｶｽﾞｵ 福井行政書士事務所 737-0908 広島県呉市焼山宮ヶ迫１丁目２２番７号 0823-36-6050
12342307 広島県 河﨑　康次 ｶﾜｻｷ ﾔｽﾂｸﾞ 行政書士誠々法務事務所 736-0032 広島県安芸郡海田町南幸町１－３９－２０１ 082-824-8500
13340095 広島県 山根　充善 ﾔﾏﾈ ﾐﾂﾖｼ 行政書士やまね法務事務所 736-0082 広島県広島市安芸区船越南２丁目１９番２６－７１５ 082-823-3850
13340347 広島県 福知　基弘 ﾌｸﾁ ﾓﾄﾋﾛ 行政書士ふくち基弘事務所 733-0815 広島県広島市西区己斐上２丁目３６番７号 082-271-5369
13340629 広島県 柳原　哲幸 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾃﾂﾕｷ 柳原行政書士事務所 728-0021 広島県三次市三次町１６０４番地９ 0824-63-8800
13340814 広島県 山根　立三 ﾔﾏﾈ ﾀﾂﾐ 行政書士山根事務所 728-0013 広島県三次市十日市東二丁目１番１３号 0824-55-6479
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13341070 広島県 内冨　竜也 ｳﾁﾄﾐ ﾀﾂﾔ 行政書士フォリス法務事務所 737-0134 広島県呉市広多賀谷１丁目２番１９号 0823-78-2756
13341071 広島県 内海　祐一郎 ｳﾂﾐ ﾕｳｲﾁﾛｳ うつみ法務行政書士事務所 734-0011 広島県広島市南区宇品海岸一丁目１０－７－１００７ 082-218-4231
13341222 広島県 中野　辰悟 ﾅｶﾉ ｼﾝｺﾞ 行政書士オフィス辰悟 729-0324 広島県三原市糸崎二丁目１１番１１号　２階 050-5243-7959
13341454 広島県 高田　竜太 ﾀｶﾀ ﾘｮｳﾀ 行政書士たかた事務所 733-0815 広島県広島市西区己斐上２丁目３２－１８ 082-273-4390
13341864 広島県 藤田　勝巳 ﾌｼﾞﾀ ｶﾂﾐ ふじた行政書士法務事務所 737-0827 広島県呉市西愛宕町１１番１０号 090-6418-7460
13342211 広島県 福光　学 ﾌｸﾐﾂ ﾏﾅﾌﾞ 福光行政書士事務所 737-0141 広島県呉市広大新開２丁目１３番３０号 0823-31-5920
13342383 広島県 齊藤　慎太郎 ｻｲﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 斉藤慎太郎行政書士事務所 720-0543 広島県福山市藤江町２１８３番地１ 084-935-7208
13342634 広島県 政本　成生 ﾏｻﾓﾄ ﾅﾙｵ 政本行政書士事務所 731-0222 広島県広島市安佐北区可部東六丁目３２番３３号 090-6415-9056
13342714 広島県 佐藤　稔 ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ 行政書士佐藤稔法務事務所 720-0083 広島県福山市久松台三丁目１８番１３号 084-924-0417
14340425 広島県 長谷川　隆 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶｼ 行政書士事務所Ｍ行政サービス 733-0034 広島県広島市西区南観音町９番１３号 082-231-1635
14340426 広島県 大谷　利幸 ｵｵﾀﾆ ﾄｼﾕｷ 行政書士大谷利幸事務所 731-1533 広島県山県郡北広島町有田１８２８番地 0826-72-4877
14341033 広島県 橋本　匠 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾐ 行政書士橋本事務所 720-2123 広島県福山市神辺町大字川北１６１５番地 084-960-0170
14341034 広島県 若木　伸世 ﾜｶｷ ﾉﾌﾞﾖ 行政書士わかき事務所 739-0603 広島県大竹市西栄２丁目１１番１４号 0827-93-6116
14341155 広島県 梅田　瞳 ｳﾒﾀﾞ ﾋﾄﾐ 行政書士ひとみ法務事務所 730-0051 広島県広島市中区大手町四丁目６番２２号 080-1636-6927
14341391 広島県 加茂　卓宏 ｶﾓ ﾀｶﾋﾛ 加茂卓宏行政書士事務所 739-1734 広島県広島市安佐北区口田三丁目６番１４号 090-6172-4279
14341531 広島県 斎藤　廣康 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾔｽ 行政書士斎藤廣康事務所 737-0811 広島県呉市西中央３丁目６番９－３０４号 0823-25-1134

14341670 広島県 佐多　亜也子 ｻﾀ ｱﾔｺ 行政書士翔法務事務所 739-0611
広島県大竹市新町一丁目２番３号　あやりこビル大竹
駅前３階

0827-54-3800

15340178 広島県 徳原　康成 ﾄｸﾊﾗ ｺｳｾｲ 徳原行政書士事務所 733-0005
広島県広島市西区三滝町９－２１　第三三原ビル３０
１号室

082-238-5575

15340549 広島県 力石　明枝 ﾁｶﾗｲｼ ｱｷｴ ちからいし行政書士事務所 731-3167 広島県広島市安佐南区大塚西四丁目１３番２４号 082-962-1311
15340750 広島県 平田　幸一 ﾋﾗﾀ ｺｳｲﾁ 行政書士平田法務事務所 720-0818 広島県福山市西桜町一丁目４番６号 084-975-5151
15340752 広島県 永戸　康弘 ﾅｶﾞﾄ ﾔｽﾋﾛ 行政書士法人ライフ 730-0013 広島県広島市中区八丁堀１５番１０号　セントラルビ 082-225-6484
15340754 広島県 新中　富士子 ｼﾝﾅｶ ﾌｼﾞｺ 新中行政書士事務所 737-0145 広島県呉市仁方西神町４－１５ 0823-69-7700
15340755 広島県 廣江　正道 ﾋﾛｴ ﾏｻﾐﾁ 廣江行政書士事務所 720-0824 広島県福山市多治米町一丁目２４番１６号 090-3173-1720
15340962 広島県 越智　浩之 ｵﾁ ﾋﾛﾕｷ 行政書士おち事務所 720-0067 広島県福山市西町二丁目３番１２号　１階 084-982-6544
15341360 広島県 藤本　祐将 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｽｹ 行政書士コーディアル法務事務所 730-0051 広島県広島市中区大手町３－１－３　ＩＴ大手町ビル６ 080-6261-0622
15341362 広島県 丸田　賢悟 ﾏﾙﾀ ﾖｼﾉﾘ 丸田行政書士事務所 734-0005 広島県広島市南区翠二丁目８番１８－８０２号 082-521-4956
15341363 広島県 岡本　樹幸 ｵｶﾓﾄ ﾀﾂﾕｷ ライトワークス行政書士事務所 731-4314 広島県安芸郡坂町坂西４丁目１０－６６ 080-4283-8737
15341719 広島県 亀井　守 ｶﾒｲ ﾏﾓﾙ シープス行政書士事務所 739-0025 広島県東広島市西条中央八丁目５番１２号 082-426-3780
15341955 広島県 森井　浩之 ﾓﾘｲ ﾋﾛﾕｷ エフアイ法務行政書士事務所 730-0015 広島県広島市中区橋本町８番１７－２０１号 082-225-8501
15342029 広島県 吉田　清郎 ﾖｼﾀﾞ ｻﾔｵ 行政書士吉田清郎事務所 730-0052 広島県広島市中区千田町一丁目１４番２号 082-516-7689

15342032 広島県 鵜飼　千晶 ｳｶｲ ﾁｱｷ なかまち行政書士事務所 730-0037
広島県広島市中区中町一丁目２７番　久保広ハイツ９
０２号

082-545-1052

16340077 広島県 天本　賢三 ｱﾏﾓﾄ ｹﾝｿｳ 天本行政書士事務所 739-1742 広島県広島市安佐北区亀崎三丁目１０番９号 082-842-2092
16340140 広島県 神山　慎太郎 ｺｳﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ こうやま行政書士事務所 731-5132 広島県広島市佐伯区吉見園８－２４　カルム吉見園３ 090-8242-1258
16340142 広島県 篠田　敏男 ｼﾉﾀﾞ ﾄｼｵ しのだ行政書士事務所 732-0034 広島県広島市東区温品町１８１番地１４ 082-287-0234
16340276 広島県 江越　健 ｴｺﾞｼ ﾀｹｼ 行政書士江越健事務所 739-2113 広島県東広島市高屋町高屋東１９１１番地２０６ 082-434-4017

16340442 広島県 植木　敬 ｳｴｷ ﾀｶｼ 行政書士植木事務所 732-0057
広島県広島市東区二葉の里二丁目８番１１号　植木
ビル１階

082-569-8739

16340650 広島県 有田　一德 ｱﾘﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 有田行政書士法務事務所 733-0816 広島県広島市西区己斐大迫１丁目１６番１６号 082-274-6727
16340651 広島県 山下　和子 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞｺ 山下和子行政書士事務所 737-0062 広島県呉市西惣付町１番１８号 0823-22-0970
16340653 広島県 荒木　慎太郎 ｱﾗｷ ｼﾝﾀﾛｳ 行政書士荒木事務所 728-0011 広島県三次市十日市西四丁目３番１７号 0824-63-6171
16341861 広島県 大枝　滋 ｵｵｴﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 行政書士大枝事務所 732-0819 広島県広島市南区段原山崎二丁目４番２１号 082-258-5186
16342219 広島県 上田　義博 ｳｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ Ｏｆｆｉｃｅ－Ｕｅｄａ行政書士事務所 732-0825 広島県広島市南区金屋町３－１３　ＴＡ－３８ビル６Ｆ 082-847-6800
16342551 広島県 三登　庸功 ﾐﾄ ﾉﾌﾞﾖｼ 三登庸功行政書士事務所 736-0085 広島県広島市安芸区矢野西２丁目１１番５号 090-1127-0136
17340065 広島県 梶岡　映志 ｶｼﾞｵｶ ｴｲｼﾞ 行政書士梶岡法務サポート事務所 730-0841 広島県広島市中区舟入町７番１６－７０２号 082-577-9979
17340404 広島県 景山　哲至 ｶｹﾞﾔﾏ ﾃﾂｼﾞ かげやま行政書士事務所 733-0861 広島県広島市西区草津東１丁目１４番１２号８０１ 082-521-9675
17340564 広島県 兒玉　隆志 ｺﾀﾞﾏ ﾀｶｼ 行政書士兒玉隆志事務所 731-5111 広島県広島市佐伯区美鈴が丘東二丁目８番１１号 082-928-6836
17340730 広島県 賀川　将彦 ｶｶﾞﾜ ﾏｻﾋｺ 行政書士ｅねっと事務所 731-3362 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地１６９９番地２ 082-516-6760
17340731 広島県 増野　章子 ﾏｼﾉ ｱｷｺ 行政書士あき法務事務所 730-0011 広島県広島市中区基町１番１９号　菅坂ビル２０２号 090-8603-3002

17341160 広島県 西川　隆志 ﾆｼｶﾜ ﾀｶｼ にし川行政書士事務所 733-0035
広島県広島市西区南観音７丁目１３番２０号　ひらい
ちビル２階

080-3878-4425

17341253 広島県 横山　賢治 ﾖｺﾔﾏ ｹﾝｼﾞ まごころ行政書士事務所 730-0004 広島県広島市中区東白島町６番１３号　Ｋビル４０３号 082-576-4216
17341255 広島県 熊本　名奈 ｸﾏﾓﾄ ﾅﾅ ゆうあい行政書士事務所 720-0076 広島県福山市本庄町中一丁目１２番１８号 084-999-8807
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17341471 広島県 住吉　正樹 ｽﾐﾖｼ ﾏｻｷ
行政書士あすてっぷ（Ａ　Ｓｔｅｐ　Ｏｆ
ｆｉｃｅ）

721-0966 広島県福山市手城町四丁目９番５８号 084-928-3354

17342094 広島県 山本　理恵 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｴ 行政書士山本事務所 731-4225 広島県安芸郡熊野町石神１２番１４号 082-855-0978
17342095 広島県 林　佑亮 ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ 林行政書士事務所 733-0003 広島県広島市西区三篠町一丁目１４番１号　藤岡ビ 082-554-1284
18340094 広島県 内藤　善幹 ﾅｲﾄｳ ﾖｼｷ 内藤行政書士事務所 730-0013 広島県広島市中区八丁堀１番２３号　ヴェル八丁堀５ 082-846-6877
18340612 広島県 千葉　喜行 ﾁﾊﾞ ﾖｼﾕｷ Ｙ・Ｃ行政書士事務所 733-0822 広島県広島市西区庚午中４丁目７番４－２０２号 082-576-2949

18340797 広島県 倉田　博則 ｸﾗﾀ ﾋﾛﾉﾘ 行政書士倉田事務所 731-0113
広島県広島市安佐南区西原四丁目３０－３１　サンシ
ティ祇園３０３

082-576-4392

18340798 広島県 松本　亜由美 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾐ 行政書士法人あゆみ 732-0816 広島県広島市南区比治山本町１６－２ 082-258-4780
18340996 広島県 福島　智之 ﾌｸｼﾏ ﾄﾓﾕｷ 福島智之行政書士事務所 723-0004 広島県三原市館町２丁目８番２号 080-6121-5653

18340997 広島県 小峪　功 ｺｻﾞｺ ﾂﾄﾑ ツトム行政書士事務所 730-0045
広島県広島市中区鶴見町１３－１２　サンビレッジ鶴
見１００１号室

082-576-2989

18341162 広島県 藏田　克則 ｸﾗﾀ ｶﾂﾉﾘ くらた行政書士事務所 739-0147 広島県東広島市八本松西二丁目１８番２号 082-426-6630
18341725 広島県 矢嶋　成行 ﾔｼﾞﾏ ｼｹﾞﾕｷ 尾道さくら行政書士法務事務所 722-0022 広島県尾道市栗原町９６５１番地　コーポ矢嶋Ｂ１０２ 080-5758-4347
18341961 広島県 溝入　智隆 ﾐｿﾞｲﾘ ﾄﾓﾀｶ 溝入行政書士事務所 721-0974 広島県福山市東深津町一丁目６番２２－２号 084-917-8423
19340379 広島県 高杉　將壽 ﾀｶｽｷﾞ ﾏｻｶｽﾞ 行政書士高杉将寿事務所 728-0012 広島県三次市十日市中二丁目１番３号（２階） 0824-55-6663
19340497 広島県 藤川　純夫 ﾌｼﾞｶﾜ ｽﾐｵ 行政書士藤川純夫事務所 733-0815 広島県広島市西区己斐上三丁目１３番２５号 082-275-0147

19341472 広島県 鐘撞　克文 ｶﾈﾂｸ ｶﾂﾌﾐ 鐘撞行政書士事務所 732-0053
広島県広島市東区若草町３番２４号　和光若草レジデ
ンス５０３

090-2295-8371

20340350 広島県 貞盛　浩二 ｻﾀﾞﾓﾘ ｺｳｼﾞ 貞盛行政書士事務所 722-0354 広島県尾道市御調町綾目１２９９ 0848-76-0960

20340821 広島県 宮内　四雄 ﾐﾔｳﾁ ﾖﾂｵ 宮内行政書士事務所 731-5137
広島県広島市佐伯区美の里一丁目１７番７　グランド
メゾン２３０１号

082-205-3689

20341404 広島県 林　範行 ﾊﾔｼ ﾉﾘﾕｷ 行政書士はやし事務所 729-2314 広島県竹原市忠海床浦二丁目６番１１号 090-2866-8484
20341676 広島県 粟森　敏彦 ｱﾜﾓﾘ ﾄｼﾋｺ 粟森行政書士事務所 739-1204 広島県安芸高田市向原町有留２４９７番地 090-2006-6572
21340230 広島県 塩田　睦大 ｼｵﾀﾞ ﾑﾂﾋﾛ 塩田睦大行政書士事務所 730-0014 広島県広島市中区上幟町１１番３－３０１号 082-577-9556
21340813 広島県 山岡　剛 ﾔﾏｵｶ ﾀｹｼ こぶし行政書士事務所 730-0825 広島県広島市中区光南二丁目３番２３号 090-4149-7938

21340815 広島県 臺井　直明 ﾀﾞｲｲ ﾅｵｱｷ 行政書士臺井直明事務所 733-0812
広島県広島市西区己斐本町一丁目１４番３号　広島Ｔ
＆Ｙビル３階

082-274-3870

21341468 広島県 甲斐　茂則 ｶｲ ｼｹﾞﾉﾘ 行政書士甲斐茂則事務所 720-1262 広島県福山市芦田町大字下有地１０４５番地１ 084-958-4111
21341838 広島県 古川　久晃 ﾌﾙｶﾜ ﾋｻｱｷ 行政書士古川久晃事務所 730-0825 広島県広島市中区光南四丁目７番１号 080-4263-9407
71340237 広島県 奥田　義孝 ｵｸﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 734-0007 広島県広島市南区皆実町一丁目１６番１７－２０１号 082-253-5310
78340474 広島県 日野　勝之 ﾋﾉ ｶﾂﾕｷ 731-0112 広島県広島市安佐南区東原２丁目３－１８ 082-874-2182
78340489 広島県 對馬　久子 ﾂｼﾏ ﾋｻｺ 730-0012 広島県広島市中区上八丁堀８番２３号 082-924-2007
79340523 広島県 酒井　秀芳 ｻｶｲ ﾋﾃﾞﾖｼ 731-3167 広島県広島市安佐南区大塚西二丁目２６番６号 082-830-1445
79340533 広島県 山本　重吉 ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞﾖｼ 行政書士法人アッパーリンク 733-0036 広島県広島市西区観音新町二丁目４番２５号 082-503-3697
79340546 広島県 行則　俊一 ﾕｷﾉﾘ ｼﾕﾝｲﾁ 721-0941 広島県福山市引野町北２丁目６番２号 084-941-9859
81082046 広島県 三宅　健 ﾐﾔｹ ﾀｹｼ 731-0501 広島県安芸高田市吉田町吉田１２０３番地３ 0826-42-3880
81340618 広島県 一安　博司 ｲﾁﾔｽ ﾋﾛｼ 720-0004 広島県福山市御幸町大字中津原１５４０番地の１ 0849-55-5262
83340739 広島県 石田　政己 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾐ 石田総合事務所 730-0003 広島県広島市中区白島九軒町２２番８号 082-228-3887
84340793 広島県 井上　博昭 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｱｷ 732-0056 広島県広島市東区上大須賀町９番３号 082-568-5580
85343328 広島県 玉井　一正 ﾀﾏｲ ｶｽﾞﾏｻ 玉井行政書士事務所 722-1303 広島県三原市久井町下津２２８１番地 0847-32-6352
85344379 広島県 谷　宏男 ﾀﾆ ﾋﾛｵ 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目１２番１８－１１０２ 082-264-2182
86340699 広島県 尾熊　利昭 ｵｸﾞﾏ ﾄｼｱｷ 739-1751 広島県広島市安佐北区深川４丁目３５番１２－５号 082-842-7276
88340528 広島県 泉　哲哉 ｲｽﾞﾐ ﾃﾂﾔ 739-0432 広島県廿日市市上の浜一丁目１２番１８号 0829-55-0739
89340818 広島県 濵本　咲枝美 ﾊﾏﾓﾄ ｻｴﾐ 732-0048 広島県広島市東区山根町２７番１－３０６号 082-263-8139
90340836 広島県 齊藤　康範 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾉﾘ マルニ行政法務事務所 731-0135 広島県広島市安佐南区長束５丁目１７番１２号 082-238-2138
91340614 広島県 重吉　文秀 ｼｹﾞﾖｼ ﾌﾐﾋﾃﾞ 737-0045 広島県呉市本通６丁目７番６号 0823-21-6537

91340989 広島県 清水　道一 ｼﾐｽﾞ ﾐﾁｶｽﾞ 清水行政書士事務所 729-0101
広島県福山市高西町川尻４０４９－１　エヴァーグレー
スコート１０６号

084-939-6094

92340754 広島県 新金　誓昌 ｼﾝｶﾈ ｾｲｿｳ 729-1406 広島県三原市大和町下徳良２１７４番地１ 0847-33-1855
93340278 広島県 増田　峰太郎 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾈﾀﾛｳ 731-1142 広島県広島市安佐北区安佐町大字飯室１５６１－１ 082-835-1250

94340256 広島県 三登　陽子 ﾐﾄ ﾖｳｺ 730-0051
広島県広島市中区大手町１丁目１－２６　大手町一番
ビル１１１０号室

082-544-7680

95341764 広島県 森迫　誠 ﾓﾘｻｺ ﾏｺﾄ 722-0052 広島県尾道市山波町９０２ 0848-20-8211
96343331 広島県 岩﨑　福実 ｲﾜｻｷ ﾌｸﾐ 行政書士法人リスナッツ 721-0965 広島県福山市王子町二丁目１８番２２号 084-924-0440
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96343428 広島県 新　一太 ｱﾀﾗｼ ｶｽﾞﾋﾛ 733-0035 広島県広島市西区南観音７丁目１３－２０ 082-234-4649
96344586 広島県 益田　浩司 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｼﾞ 730-0012 広島県広島市中区上八丁堀８番２６－８０３号 082-502-0404
97345008 広島県 伊藤　直樹 ｲﾄｳ ﾅｵｷ 729-3101 広島県福山市新市町戸手２３４１－８－１０２号 0847-40-3351

97345292 広島県 鈴木　茂喜 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞｷ 732-0052
広島県広島市東区光町二丁目７番１７　第２京谷ビル
７０１号

082-568-7570

97345991 広島県 光宗　五十六 ﾐﾂﾑﾈ ｲｿﾛｸ ＭＩＪ光宗行政書士事務所 737-0024 広島県呉市宮原８丁目９番３９号 0823-23-0329
98346274 広島県 城戸　守固 ｷﾄﾞ ﾓﾘｶﾀ 735-0011 広島県安芸郡府中町瀬戸ハイム二丁目１３番１６号 082-510-5050
98346551 広島県 福原　秀典 ﾌｸﾊﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ 730-0843 広島県広島市中区舟入本町７－２７－７０４号 082-297-0787
98347160 広島県 佐々木　稔 ｻｻｷ ﾐﾉﾙ 739-1752 広島県広島市安佐北区上深川町１１９１－２ 082-844-7889
99348449 広島県 大名　毅 ｵｵﾐｮｳ ﾂﾖｼ 723-0052 広島県三原市皆実四丁目５番１８号 0848-63-0412

01350549 山口県 小田　撤次郎 ｵﾀﾞ ﾃﾂｼﾞﾛｳ 小田撤次郎行政書士事務所 755-0032
山口県宇部市寿町三丁目４番２１号　小林合同事務
所２０１

0836-39-7554

01350771 山口県 縄田　竜司 ﾅﾜﾀ ﾘｭｳｼﾞ 行政書士なわた事務所 755-0241 山口県宇部市大字東岐波２１６４番地３ 0836-58-4069
01351435 山口県 松尾　一生 ﾏﾂｵ ｶｽﾞｵ くだまつ行政書士事務所 744-0006 山口県下松市旗岡１丁目１－３６ 0833-43-9516
02092224 山口県 藤原　典子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉﾘｺ 行政書士藤原典子事務所 745-0044 山口県周南市千代田町６番３号　愛徳ビル１階 0834-31-0945
03350300 山口県 永久　明 ﾅｶﾞﾋｻ ｱｷﾗ 747-1232 山口県防府市大字台道１３５５番地の１２０ 0835-32-1240
03350843 山口県 中村　守 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾓﾙ 753-0817 山口県山口市吉敷赤田四丁目１５番２３号 083-920-6143
03352598 山口県 田畑　茂久 ﾀﾊﾞﾀ ｼｹﾞﾋｻ 745-0004 山口県周南市毛利町３丁目４６番地 0834-22-3402
05350078 山口県 西谷　佳記 ﾆｼﾀﾆ ﾖｼｷ 行政書士西谷佳記事務所 751-0849 山口県下関市綾羅木本町三丁目１番２６号 083-252-0493
06351891 山口県 山本　明 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ 山本明行政書士事務所 753-0302 山口県山口市仁保中郷５６４番地 083-929-0530
08350773 山口県 松村　聰 ﾏﾂﾑﾗ ｻﾄｼ 松行政書士事務所 746-0001 山口県周南市川崎一丁目９番８－１号 0834-63-2185
08351135 山口県 中島　之生 ﾅｶｼﾏ ﾕｷｵ 行政書士中島之生事務所 742-0322 山口県岩国市玖珂町８４７番地２ 0827-82-5046
08351749 山口県 白石　創 ｼﾗｲｼ ｿｳ しらいし行政書士事務所 751-0835 山口県下関市山の田南町２番４６－８０２号 083-292-1001
09351069 山口県 西田　泰則 ﾆｼﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 行政書士西田泰則事務所 744-0073 山口県下松市美里町四丁目１１番１号 0833-61-2133
09352189 山口県 米本　修 ﾖﾈﾓﾄ ｵｻﾑ 行政書士よねもと法務事務所 740-1432 山口県岩国市由宇町神東１６２８番地５ 0827-41-2867
09401221 山口県 村中　力 ﾑﾗﾅｶ ﾂﾄﾑ 村中行政書士事務所 751-0823 山口県下関市貴船町二丁目４番７号 083-294-2216
10350266 山口県 藤本　栄子 ﾌｼﾞﾓﾄ ｴｲｺ 行政書士藤本事務所 745-0122 山口県周南市大字須々万本郷２６２番地の１８ 090-1790-4545
10350452 山口県 江藤　由恵 ｴﾄｳ ﾖｼｴ 行政書士江藤由恵事務所 747-0046 山口県防府市千日二丁目１７番５号 0835-24-4468
10350859 山口県 長澄　智史 ﾅｶﾞｽﾞﾐ ﾄﾓﾌﾐ 長澄行政書士事務所 759-4101 山口県長門市東深川８２２番地１ 0837-27-0111
11351074 山口県 中村　謙一 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 中村行政書士事務所 751-0820 山口県下関市新椋野一丁目１番１０号 083-233-9515
14350819 山口県 平山　徳一郎 ﾋﾗﾔﾏ ﾄｸｲﾁﾛｳ 行政書士ひまわり法務事務所 751-0833 山口県下関市武久町一丁目３３番３号 083-249-5666
15351365 山口県 北山　英広 ｷﾀﾔﾏ ﾋﾃﾞﾋﾛ 行政書士北山英広事務所 744-0015 山口県下松市大手町２丁目２番２０号 0833-44-9441
15351626 山口県 渡邉　善美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾐ 行政書士渡邉善美事務所 752-0982 山口県下関市長府新松原町３番２号 083-241-0068
15351799 山口県 椎木　伸直 ｼｲｷﾞ ﾉﾌﾞﾖｼ 行政書士椎木伸直事務所 744-0053 山口県下松市東和２丁目５２番地 0833-48-8717

16350445 山口県 綿部　未央 ﾜﾀﾍﾞ ﾐｵ わたべ行政書士事務所 747-0045
山口県防府市高倉二丁目１４番３３号　高橋ビル２階
３号室

0835-28-9936

16350991 山口県 水本　恵子 ﾐｽﾞﾓﾄ ｹｲｺ 行政書士水本恵子事務所 744-0019 山口県下松市桜町一丁目１８番８号　山陽ビル２０１ 0833-48-9627
16351689 山口県 赤星　健一 ｱｶﾎｼ ｹﾝｲﾁ 赤星行政書士事務所 751-0849 山口県下関市綾羅木本町八丁目１５番３０号 090-4805-4177
19350677 山口県 西村　博嗣 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛﾂｸﾞ 行政書士西村リーガルクリニック 750-0063 山口県下関市新地町２番８号 083-237-9113
21350590 山口県 今津　武憲 ｲﾏﾂﾞ ﾀｹﾉﾘ 行政書士今津事務所 743-0102 山口県光市大字三輪１２４番地７ 0820-48-5108
21351608 山口県 山根　良夫 ﾔﾏﾈ ﾖｼｵ 山根良夫行政書士事務所 753-0022 山口県山口市折本二丁目１１番１号 080-5231-7662
21352233 山口県 福永　真一 ﾌｸﾅｶﾞ ｼﾝｲﾁ 行政書士福永真一事務所 754-0301 山口県美祢市美東町絵堂８３番地 080-5612-8090
72350127 山口県 西尾　和彦 ﾆｼｵ ｶｽﾞﾋｺ 745-0005 山口県周南市児玉町二丁目１９番地 0834-31-3083
75350175 山口県 八木　哲郎 ﾔｷﾞ ﾃﾂｵ 753-0073 山口県山口市春日町５番１６号 083-922-3629
78350263 山口県 林　俊男 ﾊﾔｼ ﾄｼｵ 747-0811 山口県防府市車塚町８番１８号 0835-22-1425
79350268 山口県 清水　靖士 ｼﾐｽﾞ ﾔｽｼ 759-6604 山口県下関市横野町１丁目９番４３号 083-258-3081
79350329 山口県 沖潮　宗男 ｵｷｼｵ ﾑﾈｵ 750-0048 山口県下関市東向山町１３番２６号 083-233-1310
80350289 山口県 竹本　新助 ﾀｹﾓﾄ ｼﾝｽｹ 743-0063 山口県光市島田７丁目２番１６号 0833-72-2342
84350400 山口県 小石川　年男 ｺｲｼｶﾜ ﾄｼｵ 行政書士小石川事務所 742-0033 山口県柳井市新庄２９５３番地１０ 0820-23-3005
85350434 山口県 藤里　隆 ﾌｼﾞｻﾄ ﾀｶｼ 755-0062 山口県宇部市鵜の島町７番２５号 0836-37-4144
85350444 山口県 野上　茂樹 ﾉｶﾞﾐ ｼｹﾞｷ 754-0211 山口県美祢市美東町大田５５０３番地６ 08396-2-5678
85350452 山口県 髙杉　千河生 ﾀｶｽｷﾞ ﾁｶｵ 755-0033 山口県宇部市琴芝町一丁目５番１３号 0836-32-3391
88350232 山口県 塚本　誠治 ﾂｶﾓﾄ ｾｲｼﾞ 742-0032 山口県柳井市古開作４３４番地１　ナポレビル２階 0820-23-2566
88350495 山口県 大田　要介 ｵｵﾀ ﾖｳｽｹ 759-6317 山口県下関市豊浦町大字涌田後地２２６番地の１ 083-772-0470
89351498 山口県 土肥　勝則 ﾄﾞｲ ｶﾂﾉﾘ 740-0034 山口県岩国市南岩国町二丁目９８番８号 0827-32-4958
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94350178 山口県 冨永　弘 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾋﾛｼ 行政書士冨永事務所 745-0805 山口県周南市大字櫛ヶ浜１５３番地 0834-25-0125
95351644 山口県 中村　隆志 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 特定行政書士中村経営法務事務 746-0084 山口県周南市大字夜市３５１１番地の２ 0834-82-1799
95352062 山口県 山根　喜友 ﾔﾏﾈ ﾖｼﾄﾓ 758-0074 山口県萩市大字平安古町１９０番地５ 0838-22-6338
99358041 山口県 久野　隆弘 ﾋｻﾉ ﾀｶﾋﾛ 745-0817 山口県周南市上遠石町７番７号 0834-32-3521
99358199 山口県 大田　浩治 ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ 750-1101 山口県下関市大字吉田１０１９番地１０ 083-284-0043
99358339 山口県 近藤　旭 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ 近藤旭行政書士事務所 747-0803 山口県防府市岡村町５番３号 0835-23-9251
02362533 香川県 長門　恵子 ﾅｶﾞﾄ ｹｲｺ 行政書士法人合同経営 760-0080 香川県高松市木太町３３９６－１１ 087-812-5074
02362677 香川県 竹内　良一 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｲﾁ 761-1402 香川県高松市香南町由佐２２００番地１７ 087-879-7513
02363267 香川県 上原　良一 ｳｴﾊﾗ ﾘｮｳｲﾁ 769-2301 香川県さぬき市長尾東１５４９番地４ 0879-52-4726
03361615 香川県 山下　育美 ﾔﾏｼﾀ ｲｸﾐ 761-0312 香川県高松市東山崎町４０番地２３ 087-840-7181
03361616 香川県 籔内　哲也 ﾔﾌﾞｳﾁ ﾃﾂﾔ 籔内行政書士事務所 769-0104 香川県高松市国分寺町新名４４０番地２１　松岡ビル 087-874-4947
05360726 香川県 細谷　照次 ﾎｿﾀﾆ ｼｮｳｼﾞ 細谷行政書士事務所 760-0003 香川県高松市西町２５番４号 087-832-0522
05361093 香川県 玉岡　智博 ﾀﾏｵｶ ﾄﾓﾋﾛ あかり法務行政書士法人 760-0079 香川県高松市松縄町１０７５番地３１ 087-816-2030
05361345 香川県 井上　純一 ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝｲﾁ 井上行政書士事務所 761-0301 香川県高松市林町１３４３番地１ 087-867-2251
05362060 香川県 児嶋　幸男 ｺｼﾞﾏ ﾕｷｵ 児嶋幸男行政書士事務所 761-0311 香川県高松市元山町１０２２番地９ 087-866-8084
06361000 香川県 谷本　照義 ﾀﾆﾓﾄ ﾃﾙﾖｼ 谷本照義行政書士事務所 761-8042 香川県高松市御厩町１９０８番地 087-886-2462
06361807 香川県 渡邊　知行 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾕｷ 行政書士渡邊知行事務所 763-0012 香川県丸亀市土居町二丁目１６番１号 0877-23-0508
06362095 香川県 三好　俊治 ﾐﾖｼ ｼｭﾝｼﾞ 行政書士三好俊治事務所 760-0062 香川県高松市塩上町１丁目３番１３号 087-831-4407
07360802 香川県 玉川　蓮惠 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾊｽｴ 玉川行政書士事務所 761-8012 香川県高松市香西本町３３番地６ 087-882-8590
09360556 香川県 寺主　吉輝 ﾃﾗｼﾞ ﾖｼﾃﾙ 行政書士寺主事務所 763-0022 香川県丸亀市浜町８４番地４９　サーパス丸亀駅前４ 090-5717-5100
10360267 香川県 松本　健士 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 行政書士松本法務事務所 761-0121 香川県高松市牟礼町牟礼９２８番地６ 087-887-5228
13361722 香川県 宮本　義明 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼｱｷ 宮本行政書士事務所 764-0037 香川県仲多度郡多度津町大字西白方５７５番地 090-9555-8361
14080095 香川県 水谷　友彦 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾄﾓﾋｺ アソシエ水谷行政書士事務所 769-0102 香川県高松市国分寺町国分２６４１番地 050-3573-7562
14360822 香川県 樫村　静恵 ｶｼﾑﾗ ｼｽﾞｴ 樫村行政書士事務所 762-0001 香川県坂出市京町二丁目５番２２号　第２金山ビル２ 0877-85-3080
14361802 香川県 真鍋　光夫 ﾏﾅﾍﾞ ﾐﾂｵ 真鍋光夫行政書士事務所 764-0033 香川県仲多度郡多度津町大字青木字宿地７９０番地 0877-35-8098
15361956 香川県 林　一興 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｵｷ 行政書士文月法務事務局 760-0066 香川県高松市福岡町２丁目２８番５号 087-805-8029
16360654 香川県 大西　知里 ｵｵﾆｼ ﾁｻﾄ ちさと行政書士事務所 761-2204 香川県綾歌郡綾川町山田下１６８５番地１ 080-5668-5090
16360813 香川県 細谷　謙次 ﾎｿﾀﾆ ｹﾝｼﾞ 行政書士細谷事務所 761-0444 香川県高松市池田町７６２番地２ 087-849-1726
16361372 香川県 井上　哲也 ｲﾉｳｴ ﾃﾂﾔ 井上哲也行政書士事務所 765-0062 香川県善通寺市碑殿町１００２－１０ 0877-62-1840
16361374 香川県 榑谷　泰之 ｸﾚﾀﾆ ﾔｽﾕｷ 榑谷行政書士事務所 760-0080 香川県高松市木太町３９７０番地７ 087-867-0121
18360803 香川県 猪熊　香里 ｲﾉｸﾏ ｶｵﾘ 行政書士ジュニアー国際法務オ 760-0071 香川県高松市藤塚町３丁目１０－５－２０２号 087-802-6200
18361500 香川県 岩屋　仁美 ｲﾜﾔ ﾋﾄﾐ さくらさく行政書士事務所 760-0074 香川県高松市桜町２丁目１５番４１号２０４号 087-843-7606
18362273 香川県 岡田　清之 ｵｶﾀﾞ ｷﾖﾕｷ 行政書士岡田清之事務所 761-8062 香川県高松市室新町１０５２番地１　大塚ビル２Ｆ 087-802-7517
18362454 香川県 石垣　佳邦 ｲｼｶﾞｷ ﾖｼｸﾆ 石垣佳邦行政書士事務所 760-0007 香川県高松市中央町１５番１４号 087-887-2778
21360092 香川県 矢野　昌則 ﾔﾉ ﾏｻﾉﾘ 矢野昌則行政書士事務所 768-0013 香川県観音寺市村黒町１３８番地３ 0875-25-6829
76360148 香川県 西川　勝秀 ﾆｼｶﾜ ｶﾂﾋﾃﾞ 761-1703 香川県高松市香川町浅野２９０番地２ 087-889-4455
79360187 香川県 松本　修 ﾏﾂﾓﾄ ｵｻﾑ 行政書士ネットワークかがわ 761-8055 香川県高松市紙町９８－２ 087-865-8447
80360204 香川県 森田　京子 ﾓﾘﾀ ｷｮｳｺ 763-0081 香川県丸亀市土器町西五丁目６００番地２ 0877-23-9189
80360206 香川県 高町　和昌 ﾀｶﾏﾁ ｶｽﾞﾏｻ 761-8023 香川県高松市鬼無町佐藤１７－３ 087-882-4512
85390520 香川県 幸後　洋子 ｺｳｺﾞ ﾖｳｺ 幸後行政書士事務所 767-0031 香川県三豊市三野町大見甲６２０番地１ 090-3188-7085
87360749 香川県 白井　知之 ｼﾗｲ ﾄﾓﾕｷ 760-0033 香川県高松市丸の内１０－２７ 087-851-3300
90360365 香川県 中野　貞子 ﾅｶﾉ ｻﾀﾞｺ 行政書士法人中野事務所 769-0210 香川県綾歌郡宇多津町２６２８番地の８５９ 0877-49-4126
91361582 香川県 山上　勇 ﾔﾏｶﾐ ｲｻﾑ 769-2901 香川県東かがわ市引田５３８番地８ 0879-33-3314
92360350 香川県 池添　治 ｲｹｿﾞｴ ｵｻﾑ 761-8075 香川県高松市多肥下町２０ 087-868-7691
92360528 香川県 岩城　隆文 ｲﾜｷ ﾀｶﾌﾐ 761-0433 香川県高松市十川西町６８８番地１０ 087-848-6531
93360283 香川県 横田　佳樹 ﾖｺﾀ ﾖｼｷ 765-0032 香川県善通寺市原田町１３１７番地３ 0877-56-5711
93361068 香川県 吉田　智紀 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｷ 760-0068 香川県高松市松島町３丁目１０番１６号 087-863-0018
93361464 香川県 上原　茂之 ｳｴﾊﾗ ｼｹﾞﾕｷ 765-0031 香川県善通寺市金蔵寺町１３番地 0877-62-2390

95362861 香川県 入江　宏幸 ｲﾘｴ ﾋﾛﾕｷ
入江行政書士法務コンサルティン
グ事務所

769-1101 香川県三豊市詫間町詫間６１０番地１０ 0875-83-7444

96363594 香川県 山田　總子 ﾔﾏﾀﾞ ﾌｻｺ 山田總子行政書士事務所 760-0080 香川県高松市木太町３２３９番地８ 087-861-8190

96364228 香川県 三木　好子 ﾐｷ ﾖｼｺ 763-0082
香川県丸亀市土器町東八丁目５０番地　京極マンショ
ン８０２号

080-3794-1380

97364875 香川県 石河　光典 ｲｼｺ ﾐﾂﾉﾘ 行政書士石河光典事務所 769-2302 香川県さぬき市長尾西１２７２番地５ 0879-53-2913
01371326 徳島県 伊月　学 ｲﾂｷ ﾏﾅﾌﾞ 779-3407 徳島県吉野川市山川町新田谷２４番地 0883-42-2414
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03372028 徳島県 川口　晃 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｷﾗ 川口行政書士事務所 771-1151 徳島県徳島市応神町古川字戎子野１１４－４ 088-665-1120
04371480 徳島県 吉田　嘉光 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼﾐﾂ 行政書士法人きずな徳島 771-1272 徳島県板野郡藍住町勝瑞字成長１２８番地６ 088-679-1444
05370187 徳島県 田邊　正志 ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｼ 田辺行政書士事務所 773-0001 徳島県小松島市小松島町字北浜１６０番地１５ 0885-38-6508

05371835 徳島県 大塚　惠介 ｵｵﾂｶ ｹｲｽｹ 行政書士大塚惠介事務所 770-0028
徳島県徳島市佐古八番町１番２４の２号　田中ビル４
階３１０号室

088-635-9381

08081574 徳島県 大西　司朗 ｵｵﾆｼ ｼﾛｳ 大西司朗行政書士事務所 779-4101 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字東浦７番地６ 090-1172-8190

10370649 徳島県 満村　哲司 ﾐﾂﾑﾗ ﾃﾂｼﾞ 行政書士満村事務所 770-0937
徳島県徳島市富田橋２丁目５２番地　富田橋アビタシ
オン２０１

090-8691-8679

11370215 徳島県 渋谷　文章 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾌﾐｱｷ 渋谷行政書士事務所 771-0201 徳島県板野郡北島町北村字壱町四反地６４番地１３ 088-678-6139
11370762 徳島県 仁木　利典 ﾆｷ ﾄｼﾉﾘ 仁木利典行政書士事務所 770-0047 徳島県徳島市名東町１丁目２６０番地の１ 088-632-5963
16370145 徳島県 久米　和夫 ｸﾒ ｶｽﾞｵ 久米行政書士事務所 770-0944 徳島県徳島市南昭和町６丁目８６番地の１０ 088-635-2324
16370815 徳島県 友兼　仁 ﾄﾓｶﾈ ﾋﾄｼ 行政書士友兼事務所 771-1253 徳島県板野郡藍住町矢上字安任８３番地４ 088-692-0471
16371488 徳島県 山﨑　裕行 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛﾕｷ 行政書士法人アクシス 770-0051 徳島県徳島市北島田町１丁目３番地３ 088-631-8119
16372223 徳島県 武内　良行 ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾕｷ 行政書士武内良行事務所 770-8040 徳島県徳島市上八万町上中筋５５７番地の２０ 090-7575-7907

18371170 徳島県 森川　忠 ﾓﾘｶﾜ ﾀﾀﾞｼ
行政書士森川忠国際綜合法務コン
サルティング事務所

770-0861 徳島県徳島市住吉三丁目８番６９－３号 090-4338-5188

18372456 徳島県 宮﨑　将 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾙ 宮﨑行政書士事務所 779-1402 徳島県阿南市桑野町山路７番地９ 0884-26-1657
19370798 徳島県 赤池　源史 ｱｶｲｹ ﾓﾄﾌﾐ 行政書士あかいけ事務所 770-0846 徳島県徳島市南内町３丁目１２番地の２　２階 090-1177-5481
19372295 徳島県 藤井　太資 ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 藤井太資行政書士事務所 770-0856 徳島県徳島市中洲町１丁目６３番地 088-653-1712
21371919 徳島県 重田　正人 ｼｹﾞﾀ ﾏｻﾄ 行政書士重田法務事務所 775-0503 徳島県海部郡海陽町日比原字日比原１１０番地 0884-70-1759
79370179 徳島県 河野　耕八郎 ｶﾜﾉ ｺｳﾊﾁﾛｳ 河野耕八郎行政書士事務所 779-3602 徳島県美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下南９８番地 0883-53-6520
84370365 徳島県 鶴本　克己 ﾂﾙﾓﾄ ｶﾂﾐ 773-0008 徳島県小松島市田野町字仮家５０番地の２ 0885-32-6315
84370390 徳島県 中野　真吾 ﾅｶﾉ ｼﾝｺﾞ 771-0201 徳島県板野郡北島町北村字三町地３３番地１ 088-698-7933
87371207 徳島県 藤本　泰弘 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 行政書士藤本泰弘事務所 770-0937 徳島県徳島市富田橋８丁目３６番地の１ 088-635-4997
88371392 徳島県 入江　洋行 ｲﾘｴ ﾋﾛﾕｷ 入江行政書士事務所 770-8031 徳島県徳島市大谷町新堤４０番地の１７ 088-669-4646
89371375 徳島県 桑原　道納 ｸﾜﾊﾗ ﾐﾁﾉﾘ 776-0003 徳島県吉野川市鴨島町内原４４番地 0883-22-0236
90371261 徳島県 杉本　宏 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ 杉本行政書士事務所 770-0025 徳島県徳島市佐古五番町４番７号 088-622-7899
93361223 徳島県 近藤　禮子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾚｲｺ 770-8041 徳島県徳島市上八万町西山５２６番地 088-644-0368
93370285 徳島県 尾崎　理 ｵｻﾞｷ ｵｻﾑ 779-3602 徳島県美馬市脇町大字猪尻字若宮南７番地１ 0883-52-3475
97375172 徳島県 大村　潤 ｵｵﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 行政書士大村潤事務所 770-0866 徳島県徳島市末広５丁目２番１８号 088-624-3030
99307895 徳島県 山本　善太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｾﾞﾝﾀﾛｳ 行政書士山本善太郎事務所 772-0017 徳島県鳴門市撫養町立岩字六枚１７７番地 088-612-8100
99377846 徳島県 村上　正志 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｼ 村上行政書士事務所 770-0867 徳島県徳島市新南福島二丁目１番９号 088-657-2211
99378284 徳島県 山口　裕史 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 770-0006 徳島県徳島市北矢三町一丁目２番６８号 088-631-4922
01380881 高知県 竹内　隆志 ﾀｹｳﾁ ﾀｶｼ よさこい行政書士事務所 780-0816 高知県高知市南宝永町５－１１　山二ビル３階 088-880-0535
01381046 高知県 岡林　幸男 ｵｶﾊﾞﾔｼ ｻﾁﾞｵ 780-0066 高知県高知市比島町２丁目８番３３号 088-802-2838
05380728 高知県 小松　貴広 ｺﾏﾂ ﾀｶﾋﾛ 行政書士小松貴広事務所 780-8038 高知県高知市石立町８４番地 090-4784-7794

06381358 高知県 田中　俊次 ﾀﾅｶ ﾄｼﾂｸﾞ 行政書士田中俊次事務所 780-0935
高知県高知市旭町二丁目２２番地５７　サーパス第２
旭町３０７号

090-6287-8279

08381142 高知県 三浦　紀夫 ﾐｳﾗ ﾉﾘｵ 行政書士三浦事務所 780-0041
高知県高知市入明町７－１６　三浦博之司法書士事
務所内

088-824-0219

10381894 高知県 松本　航二 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｼﾞ 行政書士松本航二事務所 781-5103 高知県高知市大津乙１９０２番地１３ 088-855-6097

10382646 高知県 廣井　千里 ﾋﾛｲ ﾁｻﾄ 廣井千里行政書士事務所 780-0870
高知県高知市本町５丁目２番１７号　高知本町ビル３
階　山原和生法律事務所内

088-821-2114

11380602 高知県 藤崎　賢造 ﾌｼﾞｻｷ ｹﾝｿﾞｳ 行政書士たちばな法務事務所 784-0021 高知県安芸市幸町３番７号　幸町ガーデン地内 090-3188-1742
13382061 高知県 片岡　芳則 ｶﾀｵｶ ﾖｼﾉﾘ ジニア行政書士事務所 781-7413 高知県安芸郡東洋町大字白浜２００番地８ 0887-29-3288
14381159 高知県 山本　和弘 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ やまもと行政書士事務所 780-8007 高知県高知市仲田町３番２２－３号 088-831-3901
14381910 高知県 中村　吉作 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾅﾘ 行政書士中村吉作事務所 781-5103 高知県高知市大津乙１２３３番地１ 088-821-7585
71380095 高知県 田渕　光男 ﾀﾌﾞﾁ ﾐﾂｵ 780-0965 高知県高知市福井町１４４５－４ 088-873-2885
80380256 高知県 氏原　明廣 ｳｼﾞﾊﾗ ｱｷﾋﾛ 780-0833 高知県高知市南はりまや町１－１０－７ 088-884-0033
94380939 高知県 岡村　育弥 ｵｶﾑﾗ ｲｸﾔ 780-8038 高知県高知市石立町８４番地 088-855-5611
01390440 愛媛県 小倉　廣志 ｵｸﾞﾗ ﾋﾛｼ 799-0704 愛媛県四国中央市土居町津根２４１２番地１３ 0896-74-6583
02392540 愛媛県 山岡　泰三 ﾔﾏｵｶ ﾀｲｿﾞｳ 昴行政書士事務所 790-0065 愛媛県松山市宮西３丁目７番２３号 089-989-8959
02393857 愛媛県 横田　圭三 ﾖｺﾀ ｹｲｿﾞｳ 799-0121 愛媛県四国中央市上分町７５６番地の５ 0896-59-6081
02394406 愛媛県 進藤　裕介 ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 行政書士法人やまびこ 799-0113 愛媛県四国中央市妻鳥町１２０６番地１ 0896-58-1246
03390849 愛媛県 藤田　壽彦 ﾌｼﾞﾀ ﾄｼﾋｺ 792-0811 愛媛県新居浜市庄内町一丁目１２番２５号 0897-34-0237
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03390850 愛媛県 平塚　信二 ﾋﾗﾂｶ ｼﾝｼﾞ 799-1101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲２２４１番地７ 0898-72-5534
03390852 愛媛県 久保　美代子 ｸﾎﾞ ﾐﾖｺ 久保美代子行政書士事務所 791-0213 愛媛県東温市牛渕１９４１番地１ 089-964-8611
03391622 愛媛県 岡田　学 ｵｶﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 行政書士岡田事務所 791-8068 愛媛県松山市みどりヶ丘１６番４１号 089-952-5078
03392919 愛媛県 山本　大樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 伊予法務事務所行政書士山本大 799-3113 愛媛県伊予市米湊７１０番地１　松田ビル２階 089-983-5123
04390111 愛媛県 上甲　衛 ｼﾞｮｳｺｳ ﾏﾓﾙ 798-0040 愛媛県宇和島市中央町１丁目８番２号 0895-22-5161

04390659 愛媛県 伊藤　英樹 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ
行政手続サポート愛媛行政書士伊
藤英樹

792-0826 愛媛県新居浜市喜光地町一丁目５番２２号 0897-47-5566

05390293 愛媛県 和田　修 ﾜﾀﾞ ｵｻﾑ 行政書士和田修事務所 791-8026 愛媛県松山市山西町７０９番地１ 089-994-6677

05390729 愛媛県 宮本　啓二 ﾐﾔﾓﾄ ｹｲｼﾞ 行政書士宮本啓二事務所 790-0011
愛媛県松山市千舟町６丁目５番地５　サーパス市駅
前１００１号

089-906-1722

05390730 愛媛県 長井　里枝子 ﾅｶﾞｲ ﾘｴｺ 長井里枝子行政書士事務所 794-0074 愛媛県今治市神宮甲１０１番地８ 0898-25-6507
05390832 愛媛県 安井　俊治 ﾔｽｲ ﾄｼﾊﾙ 安井俊治行政書士事務所 791-1101 愛媛県松山市久米窪田町３０９番地 089-975-0448
05391247 愛媛県 福岡　將志 ﾌｸｵｶ ﾕｷﾑﾈ 福岡行政書士事務所 790-0873 愛媛県松山市北持田町１２５番地１７　大政ビル２階 089-932-5770
05391923 愛媛県 小野　正適 ｵﾉ ﾏｻﾕｷ 行政書士小野正適 792-0856 愛媛県新居浜市船木甲４６５５番地の４ 0897-41-1163
05392134 愛媛県 行本　俊介 ﾕｷﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 行政書士行本俊介事務所 791-8025 愛媛県松山市衣山５丁目２７番地１７ 089-994-5561
06390688 愛媛県 泉　竜之祐 ｲｽﾞﾐ ﾘｭｳﾉｽｹ 泉竜之祐行政書士事務所 790-0911 愛媛県松山市桑原７丁目５－４１ 089-941-5773
06391438 愛媛県 東　洋一 ﾋｶﾞｼ ﾖｳｲﾁ ヒガシ行政書士事務所 791-1102 愛媛県松山市来住町４５１番地２ 089-907-1070
07391144 愛媛県 大西　昇 ｵｵﾆｼ ﾉﾎﾞﾙ 行政書士大西昇事務所 794-2505 愛媛県越智郡上島町弓削明神９５番地 0897-77-2014

07391447 愛媛県 深見　豪 ﾌｶﾐ ｺﾞｳ
行政書士法人えひめサポート総合
法務事務所

790-0878 愛媛県松山市勝山町二丁目３番地１ 089-946-3745

09390558 愛媛県 藤原　徹 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄｵﾙ 行政書士藤原事務所 799-2101 愛媛県今治市波方町波方甲２２９９番地４ 0898-41-9335
09391958 愛媛県 南　求 ﾐﾅﾐ ﾓﾄﾑ 行政書士南求事務所 799-3125 愛媛県伊予市森甲６３５番地１ 089-994-8642
11390463 愛媛県 武村　広治郎 ﾀｹﾑﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 武村行政書士事務所 799-0405 愛媛県四国中央市三島中央１丁目６番７号 0896-24-5676
11391345 愛媛県 尾上　浩一 ｵﾉｴ ｺｳｲﾁ 行政書士尾上浩一事務所 799-2431 愛媛県松山市北条７０９番地６ 089-960-2557

12391045 愛媛県 松本　なぎさ ﾏﾂﾓﾄ ﾅｷﾞｻ
行政書士法人えひめ行政手続サ
ポート事務所

791-1113 愛媛県松山市森松町１０３２番地１ 089-956-7865

13392062 愛媛県 盛川　心輔 ﾓﾘｶﾜ ｼﾝｽｹ 盛川心輔行政書士事務所 790-0962 愛媛県松山市枝松２丁目１番２２号 089-948-8026
13392217 愛媛県 小西　光子 ｺﾆｼ ﾐﾂｺ 小西行政書士事務所 791-8071 愛媛県松山市松ノ木一丁目５番３４号 089-952-9040
13392388 愛媛県 永易　里香 ﾅｶﾞﾔｽ ﾘｶ ゆづき行政書士事務所 790-0833 愛媛県松山市祝谷２丁目６番１３－３号 089-911-1170
13392718 愛媛県 星隈　英明 ﾎｼｸﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 行政書士ほしくま事務所 793-0010 愛媛県西条市飯岡１０８１番地６ 0897-47-4010
14392395 愛媛県 橋本　淳一 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 行政書士橋本法務事務所 791-3110 愛媛県伊予郡松前町大字浜７６６番地２６ 089-910-1507
15390762 愛媛県 西村　小夜子 ﾆｼﾑﾗ ｻﾖｺ 行政書士西村小夜子事務所 790-0861 愛媛県松山市紅葉町６番５０号 089-931-7091
15391247 愛媛県 船田　和志 ﾌﾅﾀﾞ ｶｽﾞｼ まるわ行政書士事務所 791-8005 愛媛県松山市東長戸２丁目２番２５号 089-910-5031
15392035 愛媛県 稲井　泰 ｲﾅｲ ﾔｽｼ 行政書士稲井泰事務所 799-1342 愛媛県西条市大新田１９３番地 090-9771-6083
16080867 愛媛県 中山　勇希 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 行政書士うめのき事務所 790-0861 愛媛県松山市紅葉町６番５号　２０１号 090-6883-7374

16390993 愛媛県 河村　佳和 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼｶｽﾞ 行政書士河村佳和事務所 791-8011
愛媛県松山市吉藤２丁目１５番１８号　カーサデル
ソーレ２０１号

090-3909-1923

16391379 愛媛県 烏谷　存 ｶﾗｽﾀﾞﾆ ﾀﾓﾂ 行政書士烏谷存事務所 791-0212 愛媛県東温市田窪２２４５番地 089-964-9867
17390411 愛媛県 寺町　久德 ﾃﾗﾏﾁ ﾋｻﾉﾘ 行政書士寺町久徳事務所 799-1505 愛媛県今治市東村甲３８７番地１ 0898-52-7661
17390413 愛媛県 泉原　文明 ｲｽﾞﾊﾗ ﾌﾐｱｷ 行政書士泉原事務所 791-3131 愛媛県伊予郡松前町大字北川原６１番地１ 089-985-5072
17390574 愛媛県 渡邊　省三 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｿﾞｳ 渡邊行政書士事務所 799-1106 愛媛県西条市小松町大頭甲３７番地２ 0898-72-3502
18391176 愛媛県 久保　将 ｸﾎﾞ ｼｮｳ 久保将行政書士事務所 791-0213 愛媛県東温市牛渕１９４１番地１ 090-5272-8226
19390294 愛媛県 坂本　佑香里 ｻｶﾓﾄ ﾕｶﾘ ゆかり行政書士事務所 791-1113 愛媛県松山市森松町１０５４番地５ 080-2980-5556
19390504 愛媛県 住吉　智則 ｽﾐﾖｼ ﾄﾓﾉﾘ 行政書士すみよし事務所 791-0243 愛媛県松山市平井町甲１５１３番地１ 089-968-1693
19390803 愛媛県 栂村　基文 ﾂｶﾞﾑﾗ ﾓﾄﾌﾐ 栂村行政書士事務所 799-1512 愛媛県今治市高市甲１７９番地４ 0898-35-1022
19391884 愛媛県 渡邊　洋一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｲﾁ 行政書士渡邊洋一事務所 799-2461 愛媛県松山市鹿峰１１１番地２ 089-994-2209
19392212 愛媛県 近藤　康博 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾛ 行政書士近藤康博事務所 790-0825 愛媛県松山市道後樋又１１番１５号 089-925-2635
20390825 愛媛県 安藤　志珠 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｽﾞ まつやまグローバル行政書士事務 790-0873 愛媛県松山市北持田町１２５番地１７　大政ビル２階 050-5374-8213
21392136 愛媛県 佐々木　佑輔 ｻｻｷ ﾕｳｽｹ 佐々木佑輔行政書士事務所 799-1522 愛媛県今治市桜井１丁目２番２５号 080-4035-7092
70390124 愛媛県 小池　経子 ｺｲｹ ﾂﾈｺ 行政書士法人自動車事務センター 791-1113 愛媛県松山市森松町１０７６－２ 089-956-2149
72390149 愛媛県 大西　恒義 ｵｵﾆｼ ﾂﾈﾖｼ 799-0405 愛媛県四国中央市三島中央５丁目５番２４号 0896-23-4155
76390220 愛媛県 福島　光一 ﾌｸｼﾏ ｺｳｲﾁ 792-0022 愛媛県新居浜市徳常町９番２８号 0897-33-1414

79390289 愛媛県 德増　紀久子 ﾄｸﾏｽ ｷｸｺ
行政手続サポート愛媛行政書士德
増紀久子

792-0826 愛媛県新居浜市喜光地町一丁目５番２２号 0897-47-5566

79390292 愛媛県 長井　清孝 ﾅｶﾞｲ ｷﾖﾀｶ 794-0825 愛媛県今治市郷六ヶ内町２丁目１番１９号 0898-31-2378
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82390379 愛媛県 田中　弘 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾑ
まごころサポート今治行政書士田
中弘事務所

794-0044 愛媛県今治市蔵敷町１丁目１番地の２ 0898-23-0320

83390420 愛媛県 原　洽司 ﾊﾗ ｺｳｼﾞ 799-1102 愛媛県西条市小松町南川甲２６０番地４ 0898-72-4849
83390428 愛媛県 山城　喜武 ﾔﾏｼﾛ ﾖｼﾀｹ 790-0961 愛媛県松山市日の出町７番２号 089-941-8464
83390436 愛媛県 森實　好彦 ﾓﾘｻﾞﾈ ﾖｼﾋｺ 792-0050 愛媛県新居浜市萩生６７０番地の２ 0897-41-4546
84390479 愛媛県 酒井　教司 ｻｶｲ ｷｮｳｼﾞ 798-0031 愛媛県宇和島市栄町港３丁目２番２０号 0895-24-2786
86390259 愛媛県 荻山　英司 ｵｷﾞﾔﾏ ｴｲｼﾞ 790-0062 愛媛県松山市南江戸５丁目４番１４号　大西ビル３０１ 089-909-8244
87390308 愛媛県 兵頭　充 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾐﾂﾙ 797-1212 愛媛県西予市野村町野村１４号３５番地 0894-72-0422
89390291 愛媛県 川口　まり子 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾘｺ 799-0404 愛媛県四国中央市三島宮川４丁目８番５７号 0896-24-5618
90391547 愛媛県 門田　良公 ｶﾄﾞﾀ ﾘｮｳｺｳ 790-0925 愛媛県松山市鷹子町９０９番地４ 089-970-0050
91390750 愛媛県 中野　浩一 ﾅｶﾉ ｺｳｲﾁ 行政書士中野事務所 795-0011 愛媛県大洲市柚木１０１１番地１５ 0893-57-7822

91390848 愛媛県 岩田　博 ｲﾜﾀ ﾋﾛｼ 790-0067
愛媛県松山市大手町１丁目１３番１２号　チェリー大
手町ビル４階４０１

089-943-6375

93390460 愛媛県 矢野　浩司 ﾔﾉ ｺｳｼﾞ アロー行政書士事務所 790-0963 愛媛県松山市小坂３丁目４番２２号　スペース小倉２Ｆ 089-945-9775
93390697 愛媛県 河村　和夫 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞｵ 799-0421 愛媛県四国中央市三島金子１丁目９番１３号 0896-23-1532
94390437 愛媛県 岡部　五郎 ｵｶﾍﾞ ｺﾞﾛｳ 行政書士岡部経営労務管理事務 798-0036 愛媛県宇和島市天神町８番２３号 0895-25-8711
98397422 愛媛県 髙野　克己 ﾀｶﾉ ｶﾂﾐ 792-0812 愛媛県新居浜市坂井町三丁目１３番５４号 0897-41-2982
99398459 愛媛県 藤田　晶 ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾗ 799-0101 愛媛県四国中央市川之江町３０２３番地の４ 0896-58-1821
99398777 愛媛県 梅木　良照 ｳﾒｷ ﾖｼﾃﾙ 梅木良照行政書士事務所 797-1605 愛媛県大洲市河辺町河都１１７番地１ 0893-39-2854
99398872 愛媛県 髙橋　玲子 ﾀｶﾊｼ ﾚｲｺ 行政書士高橋玲子事務所 799-0431 愛媛県四国中央市寒川町４４５７番地の６ 0896-25-2926
99398873 愛媛県 白石　健治 ｼﾗｲｼ ｹﾝｼﾞ 791-8032 愛媛県松山市南斎院町７１番地 089-974-3245

00409879 福岡県 加納　健一 ｶﾉｳ ｹﾝｲﾁ かのう法務行政書士事務所 810-0074
福岡県福岡市中央区大手門２－８－２９　ル・サンク
大手門パークサイド４０２号

092-711-5662

01400509 福岡県 吉井　一美 ﾖｼｲ ｶｽﾞﾐ 806-0048 福岡県北九州市八幡西区樋口町３－６－２０２ 093-622-1256
01400781 福岡県 井上　嘉人 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾄ 井上嘉人行政書士事務所 810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通５丁目２３番２－４０９号 092-714-7690
01400782 福岡県 隠塚　峰子 ｵﾝﾂﾞｶ ﾐﾈｺ みね行政書士事務所 818-0105 福岡県太宰府市都府楼南４丁目１８－１３ 092-922-8364

01401114 福岡県 伊東　申一郎 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ 815-0071
福岡県福岡市南区平和１丁目２１番３９号　ビラージュ
平和２１１号

092-523-8005

01401117 福岡県 田中　智子 ﾀﾅｶ ﾄﾓｺ 田中智子行政書士事務所 834-1104 福岡県八女市上陽町下横山４８９５番地１２ 0943-54-2100
01401622 福岡県 執行　きよみ ｼｷﾞｮｳ ｷﾖﾐ 831-0016 福岡県大川市大字酒見２７９番地１　大川中央ビル２ 0944-87-5338
02403026 福岡県 武原　広和 ﾀｹﾊﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 807-0853 福岡県北九州市八幡西区鷹見台一丁目１番５号 093-602-9901

02403581 福岡県 北原　保幸 ｷﾀﾊﾗ ﾔｽﾕｷ 813-0003
福岡県福岡市東区香住ヶ丘２丁目１５－２１　しのはら
ビル４０１号

092-410-8962

03400857 福岡県 安藤　政明 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｱｷ 810-0041
福岡県福岡市中央区大名二丁目１０番３号　シャン
ボール大名Ｃ１００１号

092-738-0808

03400860 福岡県 渡辺　猛治 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ 833-0047 福岡県筑後市大字若菜１２２４番地１ 0942-80-4009
03400865 福岡県 梶原　圭太 ｶｼﾞﾊﾗ ｹｲﾀ 830-0017 福岡県久留米市日吉町１８－５５ 0942-32-6732
03401446 福岡県 中島　喜寿 ﾅｶｼﾏ ﾖｼﾋｻ 834-0102 福岡県八女郡広川町大字水原１３２２－１ 0943-32-0368
03401864 福岡県 井口　彰子 ｲﾉｸﾁ ｱﾔｺ 810-0021 福岡県福岡市中央区今泉１丁目４番５－８０２号 092-716-1202

03401872 福岡県 長谷阪　昇次 ﾊｾｻｶ ｼｮｳｼﾞ 西新国際行政書士事務所 814-0003
福岡県福岡市早良区城西３丁目１３－１６　ロマネス
ク西新第二３０１

092-847-1711

03402035 福岡県 瀬口　小百合 ｾｸﾞﾁ ｻﾕﾘ せぐち行政書士事務所 836-0046 福岡県大牟田市本町５丁目５番地６ 0944-31-5563
03402365 福岡県 山本　美由紀 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕｷ 819-1616 福岡県糸島市二丈武３０９番地８ 092-325-0619
03403050 福岡県 森　陽 ﾓﾘ ｱｷﾗ 810-0033 福岡県福岡市中央区小笹５－１０－１３－１０２ 092-531-9456
03452044 福岡県 小浦　みゆき ｺｳﾗ ﾐﾕｷ みゆき行政書士事務所 819-1134 福岡県糸島市多久４４７番地４ 092-321-0084
04400294 福岡県 本田　勝利 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾘ 811-4163 福岡県宗像市自由ヶ丘３丁目１４番地１１ 0940-33-5922

04400665 福岡県 田中　秀幸 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 811-4143
福岡県宗像市三郎丸六丁目１番３３号　第２コスモビ
ル２０１号室

0940-32-4708

04400832 福岡県 田島　美穂 ﾀｼﾞﾏ ﾐﾎ 田島美穂行政書士事務所 811-3221 福岡県福津市若木台５丁目１６番地１３ 0940-42-7920

04400977 福岡県 中村　永幸 ﾅｶﾑﾗ ﾅｶﾞﾕｷ 818-0022
福岡県筑紫野市筑紫駅前通１丁目７０番地２　（パス
トラル５－３０１号）

092-926-7102

04401122 福岡県 長淵　厚建 ﾅｶﾞﾌﾁ ﾋﾛﾀｹ 長淵行政書士事務所 815-0036 福岡県福岡市南区筑紫丘１丁目１２番１－４２０号 092-562-3140
04401303 福岡県 田中　憲治 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 811-1347 福岡県福岡市南区野多目四丁目１８番１号 092-400-9500
04401653 福岡県 貞村　英彰 ｻﾀﾞﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 行政書士貞村英彰事務所 822-0006 福岡県直方市大字上境１４２１－１ 0949-28-7533
04402061 福岡県 渡邊　雅史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾌﾐ わたなべ雅史行政書士事務所 814-0005 福岡県福岡市早良区祖原１４－１３　ロマネスク西新 092-836-7798
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05400294 福岡県 松尾　高志 ﾏﾂｵ ﾀｶｼ 松尾行政書士事務所 815-0083
福岡県福岡市南区高宮２丁目６番１５号　レジデンス
高宮４０７号

092-526-6732

05400966 福岡県 中橋　優 ﾅｶﾊｼ ﾕｳ 行政書士中橋優事務所 808-0012 福岡県北九州市若松区深町二丁目１０番２４号 093-761-2398
05400972 福岡県 門脇　稔 ｶﾄﾞﾜｷ ﾐﾉﾙ 門脇行政書士事務所 814-0153 福岡県福岡市城南区樋井川２丁目６－３７－１０１ 092-866-3937
05401102 福岡県 小野　健策 ｵﾉ ｹﾝｻｸ 行政書士小野事務所 815-0033 福岡県福岡市南区大橋１丁目２０番３－１０５号 092-512-0107
05401354 福岡県 高松　貴志 ﾀｶﾏﾂ ﾀｶｼ 高松行政書士事務所 814-0163 福岡県福岡市早良区干隈６丁目９番１１号 092-871-0900
05402066 福岡県 古杉　昂一 ﾌﾙｽｷﾞ ｺｳｲﾁ 行政書士古杉経営法務事務所 818-0136 福岡県太宰府市長浦台４丁目８番１１号 092-928-0408
05402230 福岡県 華村　公一 ﾊﾅﾑﾗ ｺｳｲﾁ 華村行政書士事務所 807-1312 福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２２４６番地４１ 0949-42-3955

05402309 福岡県 後藤　太一 ｺﾞﾄｳ ﾀｲﾁ 後藤行政書士事務所 811-3112
福岡県古賀市花見東６丁目１８番１０　シャレール千
鳥６０２

092-943-2560

06401201 福岡県 中村　哲示 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂｼﾞ 中村行政書士事務所 818-0131 福岡県太宰府市水城３丁目２１番２号 092-983-6028
06401536 福岡県 河野　錠二 ｶﾜﾉ ｼﾞｮｳｼﾞ 河野行政書士事務所 813-0044 福岡県福岡市東区千早４丁目１５番１２－３０１号 092-663-5512
06401898 福岡県 松井　史子 ﾏﾂｲ ﾌﾐｺ まつい行政書士事務所 816-0821 福岡県春日市若葉台東５丁目５１番地 092-516-8723

07401149 福岡県 新納　展代 ｼﾝﾉｳ ﾉﾌﾞﾖ 行政書士新納事務所 802-0064
福岡県北九州市小倉北区片野三丁目６番３５号　
コーポ富士３０１号

093-967-3723

08402276 福岡県 境　隆一 ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ 行政書士境隆一事務所 810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴三丁目２番７号 092-781-1112
09400945 福岡県 尾上　拓郎 ｵﾉｳｴ ﾀｸﾛｳ 尾上拓郎行政書士事務所 812-0017 福岡県福岡市博多区美野島１－１３－１１ 092-292-8800
10400120 福岡県 谷川　義隆 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾖｼﾀｶ 谷川義隆行政書士事務所 813-0025 福岡県福岡市東区青葉六丁目３番６号 092-691-7103
11260566 福岡県 野村　武司 ﾉﾑﾗ ﾀｹｼ 行政書士野村法務事務所 820-0011 福岡県飯塚市柏の森２６４番地 0948-43-9525

11401348 福岡県 前原　浩 ﾏｴﾊﾗ ﾋﾛｼ 行政書士国際経営法務事務所 813-0001
福岡県福岡市東区唐原３丁目７番２１号　ウェルス唐
原３０５号

092-692-7490

12401522 福岡県 平島　兼太 ﾋﾗｼﾏ ｹﾝﾀ 行政書士事務所高万 812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目１９－１７　トー
カン博多第５ビル２１５

092-292-3651

12402221 福岡県 吉村　友志 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 行政書士吉村総合法務事務所 814-0132 福岡県福岡市城南区干隈２丁目２４－３６－１ 092-986-2239

12402710 福岡県 神野　聖二郎 ｼﾞﾝﾉ ｾｲｼﾞﾛｳ 神野行政書士事務所 830-0032
福岡県久留米市東町３８－２０　インフィニティカレッジ
久留米３０３

0942-65-5126

13401727 福岡県 井上　将志郎 ｲﾉｳｴ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 行政書士かしい法務事務所 813-0013
福岡県福岡市東区香椎駅前２丁目４－１１　第２今林
ビル４０３号

092-410-0744

13402219 福岡県 畑田　裕一朗 ﾊﾀﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 畑田裕一朗行政書士事務所 802-0077
福岡県北九州市小倉北区馬借３丁目６番３３－３０６
号　小倉スカイマンション天神島

093-521-3883

13402309 福岡県 亀川　康善 ｶﾒｶﾞﾜ ｺｳｾﾞﾝ 亀川行政書士事務所 811-3106 福岡県古賀市日吉３丁目２２番６号 092-943-9424
14400830 福岡県 川添　真克 ｶﾜｿﾞｴ ﾏｻｶﾂ 川添行政書士事務所 824-0001 福岡県行橋市行事４丁目４番１２号 0930-23-7190
14401045 福岡県 五十川　恵 ｲｿｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 行政書士五十川恵事務所 813-0004 福岡県福岡市東区松香台２丁目１番５－４０７号 080-3189-2648

14401307 福岡県 長井　わかな ﾅｶﾞｲ ﾜｶﾅ
行政書士長井わかな香椎法務事
務所

813-0013
福岡県福岡市東区香椎駅前２－１５－４　Ｋ・Ｕ・Ｄ香
椎２０１

092-985-0561

14401683 福岡県 池　加菜子 ｲｹ ｶﾅｺ 行政書士いとしま法務事務所 819-0373
福岡県福岡市西区周船寺２－１４－２９　エトランゼＥ
３０２号室

092-210-1410

14401686 福岡県 野田　誠一郎 ﾉﾀﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ 行政書士野田事務所 819-1624 福岡県糸島市二丈満吉１９０番地７ 092-325-1809

14401688 福岡県 松本　愛 ﾏﾂﾓﾄ ｱｲ 行政書士あい経営法務事務所 816-0943
福岡県大野城市白木原２丁目４番１４－２０７号　白
木原レジデンス

092-586-8084

14401691 福岡県 野添　英俊 ﾉｿﾞｴ ﾋﾃﾞﾄｼ
行政書士法人福岡中央法務　福岡
北事務所

811-4173
福岡県宗像市栄町２番１号　赤間駅第二自転車駐車
場２階

0120-928-681

15400556 福岡県 上杉　孝幸 ｳｴｽｷﾞ ﾀｶﾕｷ 上杉孝幸行政書士事務所 819-1118 福岡県糸島市前原北一丁目４番３－３０２号 092-332-0133
15402120 福岡県 吉田　龍樹 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂｷ 吉田龍樹行政書士事務所 816-0803 福岡県春日市春日原南町２丁目１８番地２ 092-403-4717

15402210 福岡県 城戸　万之助 ｷﾄﾞ ﾏﾝﾉｽｹ 城戸行政書士事務所 815-0083
福岡県福岡市南区高宮５丁目３番９号　エルソール高
宮４０５号

092-532-0181

16261346 福岡県 吉田　浩司 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ
行政書士法人福岡中央法務　北九
州事務所

809-0013 福岡県中間市上蓮花寺１－２－１ 093-701-8062

16400661 福岡県 外井　京子 ﾄｲ ｷｮｳｺ 行政書士とい京子事務所 813-0033 福岡県福岡市東区多々良１丁目３２番１９号 092-410-7785
16400662 福岡県 松永　洋幸 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 行政書士松永洋幸事務所 814-0011 福岡県福岡市早良区高取１－１－８－４０１ 092-982-8622

16401187 福岡県 久次　芳 ﾋｻﾂｸﾞ ｶｵﾙ 行政書士ひさつぐ事務所 814-0006
福岡県福岡市早良区百道１－１７－２４　ＴＯハイツⅠ
－３０１号

092-834-3958

17400740 福岡県 濵邉　優子 ﾊﾏﾍﾞ ﾕｳｺ はまべゆうこ行政書士事務所 824-0002 福岡県行橋市東大橋１丁目１番７号 0930-25-2155
17401477 福岡県 永嶋　恵美 ﾅｶﾞｼﾏ ｴﾐ 行政書士ながしま事務所 811-3113 福岡県古賀市千鳥２丁目４番１３号 092-980-1202
17402187 福岡県 山本　隆顕 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｱｷ 山本隆顕行政書士事務所 816-0962 福岡県大野城市つつじケ丘５丁目７番５号 090-8835-7178



著作権相談員名簿（R4.9.15 現在）

登録番号 所属単位会 氏名又は職名 フリガナ 事務所名 郵便番号 事務所所在地 事務所電話番号

17402188 福岡県 亀井　宏紀 ｶﾒｲ ﾋﾛｷ 亀井宏紀行政書士事務所 818-0125
福岡県太宰府市五条２丁目１－１０　第２サンハイツ
五条４０３号室

092-408-9030

18090709 福岡県 安藤　進一 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾝｲﾁ 安藤行政書士事務所 807-0832 福岡県北九州市八幡西区東筑２－５－２９ 093-691-6259
18401006 福岡県 橋本　忠憲 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾀﾞﾉﾘ 憲行政書士事務所 813-0014 福岡県福岡市東区香椎台四丁目１７－１０ 092-519-2959
18401182 福岡県 渡邊　正矩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ わたなべ行政書士事務所 830-0062 福岡県久留米市荒木町白口５００番地 090-6738-5404
18401183 福岡県 西岡　里枝 ﾆｼｵｶ ﾘｴ ＆ＮＲ行政書士事務所 820-0032 福岡県飯塚市東徳前１－６　ホワイトコーポ２０１ 050-3171-8782
18401373 福岡県 山田　潤 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 山田潤行政書士事務所 819-0005 福岡県福岡市西区内浜２－２６－３３－１０２ 090-6631-9145

18401505 福岡県 清水　大 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ ＳＨＩＭＩＺＵ行政書士事務所 810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴二丁目２番１１号　富士ビ
ル赤坂６階

092-732-7755

18401508 福岡県 宮武　幸子 ﾐﾔﾀｹ ｻﾁｺ みやたけ行政書士事務所 830-0033 福岡県久留米市天神町８０　てんじんコーポ２０２ 0942-25-8406

18402459 福岡県 廣沢　暢臣 ﾋﾛｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｵﾐ 行政書士ひろざわ事務所 839-0801
福岡県久留米市宮ノ陣６丁目１６番５３号　セジュール
宮ノ陣Ⅱ１１７号

0942-64-9891

18402556 福岡県 神谷　正人 ｺｳﾔ ﾏｻﾄ カルディア行政書士事務所 812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南１丁目１０－１８　シャ
ンブル博多第二４０１号

092-231-8449

19400297 福岡県 住吉　健一 ｽﾐﾖｼ ｹﾝｲﾁ 行政書士住吉健一事務所 819-1124 福岡県糸島市加布里三丁目６番２０号 092-329-7107
19400298 福岡県 島内　純一 ｼﾏｳﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ 行政書士島内純一事務所 802-0974 福岡県北九州市小倉南区徳力七丁目３番１８号 090-5029-8978

19401013 福岡県 松尾　浩志 ﾏﾂｵ ｺｳｼﾞ 松尾行政書士事務所 815-0083
福岡県福岡市南区高宮２丁目６番１５号　レジデンス
高宮４０７号

092-526-6732

19401144 福岡県 栗原　大任 ｸﾘﾊﾗ ﾄﾓﾄｳ 栗原行政書士事務所 810-0004
福岡県福岡市中央区渡辺通５－１４－１２　南天神ビ
ル３１１号

092-687-6428

19401357 福岡県 原田　真紀 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｷ 行政書士原田真紀事務所 810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴３丁目８番１０－２０４号 092-741-1850

19401604 福岡県 河野　育夫 ｶﾜﾉ ｲｸｵ 行政書士さくさく事務所 807-0803
福岡県北九州市八幡西区千代ヶ崎２丁目１番１８号　
ＫＭマンション産医大前１０４号

093-695-3901

19401605 福岡県 永瀬　枯緑 ﾅｶﾞｾ ｺﾛｸ 行政書士永瀬ころく法務事務所 812-0854 福岡県福岡市博多区東月隈１丁目２３番２号（１Ｆ） 092-503-3123

19401723 福岡県 堀内　由紀 ﾎﾘｳﾁ ﾕｷ 行政書士事務所ほりうち 813-0003
福岡県福岡市東区香住ヶ丘６丁目２３番４１号　セレ
ス香住ヶ丘Ⅲ３０８号

092-775-0658

19402068 福岡県 山田　章裕 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 行政書士法人アドバンス 810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴２丁目２－１１　富士ビル赤
坂８階

092-713-8488

19402481 福岡県 原　成美 ﾊﾗ ﾅﾙﾐ 原行政書士事務所 839-1405 福岡県うきは市浮羽町古川６１６番地 0943-77-8639
19402482 福岡県 中村　好教 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ ほばしら行政書士事務所 805-0056 福岡県北九州市八幡東区帆柱二丁目９番１２号 093-671-3486
19402557 福岡県 榎　琢磨 ｴﾉｷ ﾀｸﾏ 榎琢磨行政書士事務所 807-0873 福岡県北九州市八幡西区藤原四丁目１番３１号 090-8628-6198

19402558 福岡県 小ヶ内　純一 ｵｶﾞｳﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ 行政書士オガウチ法務事務所 813-0012
福岡県福岡市東区香椎駅東１－３２－２２　フレンド
リーハイム香椎Ⅱ２０７号

090-5027-8264

20400093 福岡県 松﨑　真次 ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ 行政書士松﨑真次事務所 816-0935 福岡県大野城市錦町４丁目３番３３－８０５号 092-585-9874
20400443 福岡県 宇都　貴浩 ｳﾄ ﾀｶﾋﾛ 宇都行政書士事務所 806-0031 福岡県北九州市八幡西区熊西一丁目４番２５－３０６ 080-1740-9165

20400829 福岡県 來島　圭介 ｷｼﾞﾏ ｹｲｽｹ
行政書士御供所町国際法務事務
所

812-0037
福岡県福岡市博多区御供所町３番３０号　塚喜グリー
ンハイツ３０３号室

092-409-5518

20400995 福岡県 古賀　英二 ｺｶﾞ ｴｲｼﾞ 行政書士古賀英二事務所 818-0105
福岡県太宰府市都府楼南３丁目２０番２２　ウイング
都府楼南４０２号

092-555-8249

20401084 福岡県 藤尾　任且 ﾌｼﾞｵ ﾋﾃﾞｶﾂ フジオヒデカツ行政書士事務所 810-0001
福岡県福岡市中央区天神３丁目６－２４　スコーレ第
二天神７０１

050-5375-4725

20401414 福岡県 田﨑　真一 ﾀｻｷ ｼﾝｲﾁ 田﨑行政書士事務所 810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴１丁目４－１　ハイザックビ
ル５０５

080-9427-3661

21401022 福岡県 久野　綾子 ﾋｻﾉ ｱﾔｺ 彩行政書士事務所 814-0112 福岡県福岡市城南区友丘１丁目７番２２号 070-9006-2123
21401178 福岡県 中村　圭一 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｲﾁ 中村圭一行政書士事務所 816-0955 福岡県大野城市上大利５丁目２番２６－１号 092-986-1500
21401731 福岡県 山下　まゆみ ﾔﾏｼﾀ ﾏﾕﾐ クライン行政書士事務所 802-0811 福岡県北九州市小倉南区重住二丁目５番１９号 093-981-9160

21402041 福岡県 重富　俊明 ｼｹﾞﾄﾐ ﾄｼｱｷ 重富行政書士事務所 814-0103
福岡県福岡市城南区鳥飼４丁目９番２０号　ロイヤル
マンション鳥飼５０１号室

090-9484-1574

21402631 福岡県 久野　達哉 ﾋｻﾉ ﾀﾂﾔ 行政書士ヒサノ法務オフィス 814-0002
福岡県福岡市早良区西新３丁目７－５　ダブルーンⅥ
西新３０７号室

092-407-8952

22400092 福岡県 宮下　貴史 ﾐﾔｼﾀ ﾖｼﾌﾐ 行政書士ニューポート法務事務所 812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目３－７　シティ２
１ビル２階

092-260-7291

22400254 福岡県 橋本　高晴 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾊﾙ 行政書士橋本高晴法務事務所 811-3101 福岡県古賀市天神４丁目１４番６号 092-719-0955
83400689 福岡県 黒田　清利 ｸﾛﾀﾞ ｷﾖﾄｼ 行政書士ひまわり事務所 810-0075 福岡県福岡市中央区港２丁目１－９－６０３ 092-781-5755
85404498 福岡県 村瀬　清美 ﾑﾗｾ ｷﾖﾐ 803-0817 福岡県北九州市小倉北区田町８－３ 093-591-0306
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86400249 福岡県 髙口　裕司 ｺｳｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 830-0052 福岡県久留米市上津町２２０３番２７９ 0942-21-1933
87400704 福岡県 松井　裕之 ﾏﾂｲ ﾋﾛﾕｷ 803-0818 福岡県北九州市小倉北区竪町１丁目３番４号 093-571-9610
89400927 福岡県 樋口　好枝 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼｴ 834-1216 福岡県八女市黒木町桑原２７３番地 0943-42-4585
89410870 福岡県 古賀　信夫 ｺｶﾞ ﾉﾌﾞｵ 834-0122 福岡県八女郡広川町大字一條１０６５番地７ 0942-51-7064

90400841 福岡県 住吉　隆行 ｽﾐﾖｼ ﾀｶﾕｷ 中央総合事務所 810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴３丁目８番１号　まいづる中
央ビル２０４号

092-741-7510

93400353 福岡県 大内田　治男 ｵｵｳﾁﾀﾞ ﾊﾙｵ 830-0003 福岡県久留米市東櫛原町１３１３番地２ 0942-39-0926
93400611 福岡県 加藤　清正 ｶﾄｳ ｷﾖﾏｻ 812-0024 福岡県福岡市博多区綱場町３－１６　三興ビル２Ｆ 092-281-7683
96403340 福岡県 大熊　久美子 ｵｵｸﾏ ｸﾐｺ 大熊行政書士事務所 815-0063 福岡県福岡市南区柳河内２丁目６－６３－１９ 092-553-7747
96404284 福岡県 井上　一男 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｵ 井上行政書士事務所 810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴１丁目３番４７－２０３号 092-725-6548

96404460 福岡県 田中　智明 ﾀﾅｶ ﾁｱｷ 802-0053
福岡県北九州市小倉北区高坊２丁目４－２５　サンラ
イフ霧が丘Ⅱ６０５号

093-922-8121

96404591 福岡県 水谷　英敏 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾋﾃﾞﾄｼ 814-0002 福岡県福岡市早良区西新５－１５－４０－４０８ 092-407-8019
97405177 福岡県 佐々木　修史 ｻｻｷ ｼｭｳｼﾞ 808-0144 福岡県北九州市若松区高須東三丁目１０番８号 093-741-6050
97405715 福岡県 鍋島　加寿美 ﾅﾍﾞｼﾏ ｶｽﾞﾐ 813-0044 福岡県福岡市東区千早３丁目９番２３号 092-681-8889
98406435 福岡県 黒岩　久美子 ｸﾛｲﾜ ｸﾐｺ 830-0021 福岡県久留米市篠山町９番地１ 0942-36-8844
98407112 福岡県 上坂　到 ｳｴｻｶ ｲﾀﾙ 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目９番３－５０２号 092-411-5040
99408343 福岡県 石丸　和幸 ｲｼﾏﾙ ｶｽﾞﾕｷ アシスト１４０　石丸行政書士事務 819-0052 福岡県福岡市西区下山門１－７－１１－２０２ 090-7151-7333
00400095 佐賀県 石井　貞好 ｲｼｲ ｻﾀﾞﾖｼ 石井行政書士事務所 841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉３３２番地３２ 0942-48-5044
00410212 佐賀県 吉村　浩人 ﾖｼﾑﾗ ﾋﾛﾄ 849-5122 佐賀県唐津市浜玉町横田下１０９９番地 0955-56-2717
02412173 佐賀県 重松　義信 ｼｹﾞﾏﾂ ﾖｼﾉﾌﾞ 840-1104 佐賀県三養基郡みやき町大字東津１９２８番地の３ 0942-96-4170
02412684 佐賀県 小栁　義則 ｺﾔﾅｷﾞ ﾖｼﾉﾘ 行政書士小栁法務事務所 849-0303 佐賀県小城市牛津町牛津７５９番地 0952-51-5577
02412685 佐賀県 徳永　浩 ﾄｸﾅｶﾞ ﾋﾛｼ 840-0842 佐賀県佐賀市多布施１丁目６番１１号 0952-29-3221
03410639 佐賀県 江口　計 ｴｸﾞﾁ ﾊｶﾙ 843-0233 佐賀県武雄市東川登町大字永野５２８０番地 0954-23-6417
03410986 佐賀県 江口　正行 ｴｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ 特定行政書士江口事務所 848-0022 佐賀県伊万里市大坪町乙６６３番地１ 0955-22-7708
05411680 佐賀県 赤司　久人 ｱｶｼ ﾋｻﾄ あかし行政書士事務所 849-0111 佐賀県三養基郡みやき町大字白壁４３０７番地１６７ 0942-89-5209
05411999 佐賀県 田口　訓之 ﾀｸﾞﾁ ｸﾆﾕｷ 田口行政書士事務所 849-0934 佐賀県佐賀市開成五丁目１１番２０号 090-1873-2370
06410292 佐賀県 陶山　満 ｽﾔﾏ ﾐﾂﾙ 陶山満行政書士事務所 841-0046 佐賀県鳥栖市真木町２１１８番地１２ 0942-85-1580
07410821 佐賀県 溝上　武史 ﾐｿﾞｶﾐ ﾀｹﾌﾐ 溝上行政書士事務所 847-0054 佐賀県唐津市米屋町１６５６番地６ 0955-72-4949
08410189 佐賀県 志佐　暁美 ｼｻ ｱｹﾐ 志佐暁美行政書士事務所 849-3201 佐賀県唐津市相知町相知１６５０番地４ 0955-62-2336
08410792 佐賀県 林　寛文 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾌﾐ はやし行政書士事務所 844-0018 佐賀県西松浦郡有田町本町丙１５２４番地 0955-42-3094
08411009 佐賀県 多久島　加代子 ﾀｸｼﾏ ｶﾖｺ ひまわり法務行政書士事務所 849-4272 佐賀県伊万里市東山代町日尾４２１番地１ 0955-29-8048
08411656 佐賀県 吉野　健二 ﾖｼﾉ ｹﾝｼﾞ 天神行政書士事務所 843-0023 佐賀県武雄市武雄町大字昭和３６番地６ 0954-22-0260
10412558 佐賀県 百崎　一孝 ﾓﾓｻﾞｷ ｶｽﾞﾀｶ 行政書士百崎法務事務所 846-0012 佐賀県多久市東多久町大字別府９７３番地１ 0952-76-2695
11412134 佐賀県 柿原　弘介 ｶｷﾊﾗ ｺｳｽｹ 柿原行政書士事務所 840-0831 佐賀県佐賀市松原一丁目４番２１号 0952-27-9166
12411052 佐賀県 熊本　郁夫 ｸﾏﾓﾄ ｲｸｵ ＯＭＵＳＵＢＩ行政書士事務所 847-0005 佐賀県唐津市養母田鬼塚１番１０号 090-8761-3047
12411201 佐賀県 深川　忠久 ﾌｶｶﾞﾜ ﾀﾀﾞﾋｻ 深川行政書士事務所 849-1104 佐賀県杵島郡白石町大字堤５６８番地 0952-84-2749
13410649 佐賀県 尾形　善明 ｵｶﾞﾀ ﾖｼｱｷ 行政書士尾形善明事務所 849-2101 佐賀県杵島郡大町町大字大町５９４２番地 0952-82-3600

13411464 佐賀県 千住　透 ｾﾝｼﾞｭｳ ﾄｵﾙ グリーン行政書士法務事務所 849-0931
佐賀県佐賀市鍋島町大字蛎久１７１０－３　コーポみ
やぞえＡ－１０２室

0952-65-9937

14411694 佐賀県 豊福　崇 ﾄﾖﾌｸ ﾀｶｼ 豊福行政書士事務所 841-0203 佐賀県三養基郡基山町大字園部２０７番地６ 090-3602-8177
16411390 佐賀県 北原　かれん ｷﾀﾊﾗ ｶﾚﾝ 行政書士みなと法務事務所 848-0043 佐賀県伊万里市瀬戸町６６７１ 080-1716-6317
16412310 佐賀県 千々岩　倫太郎 ﾁﾁﾞｲﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 千々岩倫太郎行政書士事務所 840-0811 佐賀県佐賀市大財一丁目１番１０号　いろはビル３０７ 0952-97-5069
16412563 佐賀県 中原　滋敏 ﾅｶﾊﾗ ｼｹﾞﾄｼ 行政書士中原滋敏事務所 843-0002 佐賀県武雄市朝日町中野５７３８ 0954-27-7900
17410416 佐賀県 吉田　修 ﾖｼﾀﾞ ｵｻﾑ 行政書士吉田法務事務所 841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦４８６番地１７６ 0942-81-0609
17411176 佐賀県 佐々木　恵美子 ｻｻｷ ｴﾐｺ 佐々木恵美子行政書士事務所 847-0873 佐賀県唐津市海岸通７１８１番地９ 0955-70-0361
18411735 佐賀県 中島　茂雄 ﾅｶｼﾏ ｼｹﾞｵ 行政書士暁事務所 840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目１－４ 050-1743-4795

19410083 佐賀県 井上　泰暢 ｲﾉｳｴ ﾔｽﾉﾌﾞ 井上特定行政書士事務所 849-0112
佐賀県三養基郡みやき町大字江口３６２３番地　サン
マリノ豆津Ｃ号室

0942-80-1946

19412393 佐賀県 冨田　幸嗣 ﾄﾐﾀ ｺｳｼﾞ
行政書士冨田国際行政法務事務
所

849-1311
佐賀県鹿島市大字高津原４３１２番地１　コジーコート
鹿島７階７０１号室

0954-62-3950

77410091 佐賀県 塚本　大助 ﾂｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 847-0071 佐賀県唐津市和多田海士町５番１６号 0955-73-4181
78410093 佐賀県 水竹　亦雄 ﾐｽﾞﾀｹ ﾏﾀｵ 電子申請行政書士唐津センター 847-0041 佐賀県唐津市千代田町２１０９　栗原ビル 0955-74-3871
78410106 佐賀県 野田　邦忠 ﾉﾀﾞ ｸﾆﾀﾀﾞ 840-0859 佐賀県佐賀市新栄西二丁目２番３号 0952-22-3312
82410178 佐賀県 田粟　陽二郎 ﾀｸﾞﾘ ﾖｳｼﾞﾛｳ 843-0022 佐賀県武雄市武雄町大字武雄８０８５番地 Mar-00
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95411568 佐賀県 松枝　久泰 ﾏﾂｴﾀﾞ ﾋｻﾔｽ 松枝行政書士事務所 840-2104 佐賀県佐賀市諸富町徳富２０８５－５ 090-3328-2123
95412864 佐賀県 瀬戸口　泰之 ｾﾄｸﾞﾁ ﾔｽﾕｷ 瀬戸口法務会計行政書士事務所 849-0905 佐賀県佐賀市金立町大字千布５９０番地４ 0952-98-2699
01420595 長崎県 渡邊　真純 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｽﾞﾐ 852-8154 長崎県長崎市住吉町６番８号　渡辺ビル３階 095-843-1181
01421724 長崎県 廣田　賢治 ﾋﾛﾀ ｹﾝｼﾞ 855-0044 長崎県島原市中町８５１　大手ビル２Ｆ 0957-63-0831
02422856 長崎県 末永　広幸 ｽｴﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 行政書士末永事務所 859-6303 長崎県佐世保市吉井町板樋５３７番地 0956-64-4020
03420640 長崎県 川添　亨 ｶﾜｿﾞｴ ﾄｵﾙ 856-0843 長崎県大村市今村町２７６０ 0957-54-6700
03421221 長崎県 河﨑　芳美 ｶﾜｻｷ ﾖｼﾐ 852-8156 長崎県長崎市赤迫３丁目９番１７号 095-857-2838
03423052 長崎県 木下　賢一 ｷﾉｼﾀ ｹﾝｲﾁ 令和行政書士事務所 852-8027 長崎県長崎市城山台１丁目９番５号 095-862-6551
03423053 長崎県 野﨑　房人 ﾉｻﾞｷ ﾌｻﾄ 851-2104 長崎県西彼杵郡時津町野田郷３９８番地１３ 095-881-2613
04420982 長崎県 四十塚　孝二 ﾖｿﾂﾞｶ ｺｳｼﾞ 851-0406 長崎県長崎市椿が丘町１６番地１１ 095-892-1224
05421109 長崎県 森部　高 ﾓﾘﾍﾞ ﾀｶｼ 森部行政書士事務所 851-0407 長崎県長崎市川原町２３８７番地１ 095-892-0079
07420285 長崎県 伯川　光子 ﾊｸｶﾜ ﾐﾂｺ 行政書士伯川光子事務所 859-2204 長崎県南島原市有家町蒲河３４０番地２ 0957-76-8233
08420557 長崎県 白濵　一樹 ｼﾗﾊﾏ ｶｽﾞｷ 行政書士法人アシスト 851-0121 長崎県長崎市宿町７２９番地１ 095-837-8196
08421998 長崎県 諸岡　秀義 ﾓﾛｵｶ ﾋﾃﾞﾖｼ 諸岡秀義行政書士事務所 851-0101 長崎県長崎市古賀町５１４番地 095-837-0881
09420756 長崎県 井手　誠博 ｲﾃﾞ ﾏｻﾋﾛ 行政書士井手法務事務所 857-0041 長崎県佐世保市木場田町８－１０　谷山ビル２階 0956-56-4002
09421226 長崎県 枡田　健 ﾏｽﾀﾞ ﾀｹｼ 枡田健行政書士事務所 851-0132 長崎県長崎市鶴の尾町２２番１９号 095-838-3397
09421543 長崎県 深松　豊孝 ﾌｶﾏﾂ ﾄﾖﾀｶ 行政書士深松法務事務所 850-0027 長崎県長崎市桶屋町５２番地　２Ｆ 095-827-5251
09421634 長崎県 前田　治義 ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙﾖｼ 行政書士前田治義事務所 848-0403 長崎県松浦市福島町塩浜免２９７０番地１ 0955-47-2253
10420075 長崎県 立山　雅也 ﾀﾁﾔﾏ ﾏｻﾔ 行政書士法人アシスト 851-0121 長崎県長崎市宿町７２９番地１ 095-837-8196
10422137 長崎県 深堀　賢 ﾌｶﾎﾘ ｻﾄｼ 深堀法務行政書士事務所 852-8112 長崎県長崎市本尾町１番５６号 095-849-0421
11420320 長崎県 近江　則久 ｵｵﾐ ﾉﾘﾋｻ 近江行政書士事務所 850-0963 長崎県長崎市ダイヤランド２丁目２４－１ 090-3660-8545
13420100 長崎県 出口　淳 ｲﾃﾞｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 出口行政書士事務所 857-1151 長崎県佐世保市日宇町２８１０番地４９ 0956-33-8887
13420833 長崎県 伊澤　美津紀 ｲｻﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ 行政書士伊澤美津紀事務所 857-0033 長崎県佐世保市城山町５番１１号 0956-88-7641
14421046 長崎県 横山　聖代 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾖ 行政書士横山聖代事務所 859-3702 長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷１８８４番地１ 0956-59-5195
15421118 長崎県 鉄川　廣太 ﾃﾂｶﾜ ﾋﾛﾀ 行政書士鉄川ひろた事務所 857-4402 長崎県南松浦郡新上五島町奈摩郷９１０番地１３ 0959-52-4421

15421525 長崎県 森　達暉 ﾓﾘ ﾀﾂｷ 森行政書士事務所 859-0401
長崎県諫早市多良見町化屋７４１番地１２　喜々津ビ
ル２０２

0957-46-6711

15422123 長崎県 林田　育三 ﾊﾔｼﾀﾞ ｲｸｿﾞｳ 行政書士林田事務所 850-0834 長崎県長崎市上小島１丁目７番２６号 095-824-2737
15422124 長崎県 宿輪　德幸 ｼｭｸﾜ ﾉﾘﾕｷ 行政書士しゅくわ事務所 859-3616 長崎県東彼杵郡川棚町白石郷１４４５番地１０４ 0956-56-8102
16420999 長崎県 宮本　秀樹 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 行政書士事務所相続しあわせ相談 856-0808 長崎県大村市黒丸町１９７番地５ 0957-47-8380
16421000 長崎県 山下　多喜男 ﾔﾏｼﾀ ﾀｷｵ 山下行政書士事務所 851-2128 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷４８０－３ 095-883-5583
16422000 長崎県 和多　英樹 ﾜﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 和多英樹行政書士事務所 850-0031 長崎県長崎市桜町５番８号　桜町ビル５階 095-822-7006
16422564 長崎県 岡﨑　隆次 ｵｶｻﾞｷ ﾘｭｳｼﾞ 行政書士岡﨑隆次事務所 859-3213 長崎県佐世保市権常寺町１１０６番地１５ 0956-38-1883
17420881 長崎県 松尾　晃一 ﾏﾂｵ ｺｳｲﾁ 行政書士松尾事務所 856-0035 長崎県大村市武部町２６１番地１－３０２ 050-5326-1712
17422296 長崎県 松永　千登勢 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾁﾄｾ 行政書士松永千登勢事務所 859-4504 長崎県松浦市志佐町栢木免２７０番地１ 0956-76-9141
18420229 長崎県 光武　幸治 ﾐﾂﾀｹ ｺｳｼﾞ 行政書士光武幸治法務事務所 857-0877 長崎県佐世保市万津町７番８号 0956-55-5702
18422356 長崎県 小原　良人 ｺﾊﾗ ﾖｼﾄ 岩本行政書士事務所 859-5115 長崎県平戸市新町９２番地の１ 0950-23-3444
18422465 長崎県 大石　剛志 ｵｵｲｼ ﾀｹｼ アステラ法務行政書士事務所 859-6133 長崎県佐世保市江迎町猪調３２８－６ 0956-80-1643
20420358 長崎県 髙田　啓介 ﾀｶﾀﾞ ｹｲｽｹ 髙田啓介行政書士事務所 850-0822 長崎県長崎市愛宕１丁目８番４号 095-823-3014
21421737 長崎県 金澤　尚徳 ｶﾅｻﾞﾜ ﾋｻﾉﾘ 行政書士金澤尚徳事務所 859-0402 長崎県諫早市多良見町囲５３０番地　Ｃ棟 090-7395-3740
78420182 長崎県 塩塚　顥 ｼｵﾂﾞｶ ｱｷﾗ 行政書士塩塚綜合事務所 854-0062 長崎県諫早市小船越町２８番地１８ 0957-22-0035
83420306 長崎県 森田　忠幸 ﾓﾘﾀ ﾀﾀﾞﾕｷ 森田忠幸行政書士事務所 857-0876 長崎県佐世保市塩浜町８－５０－１０１ 0956-24-4280
88421229 長崎県 梅枝　眞一郎 ｳﾒｴﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 梅枝行政書士事務所 850-0961 長崎県長崎市小ケ倉町３丁目４６９番地２　池田ビル 0958-79-2442
90421376 長崎県 端倉　敬次郎 ﾊｼｸﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ 854-0072 長崎県諌早市永昌町３７番２０号 0957-26-5277
92420298 長崎県 小山　徹 ｺﾔﾏ ﾄｵﾙ 859-0406 長崎県諫早市多良見町木床８５４番地 080-5200-6879
95421980 長崎県 弓削　和德 ﾕｹﾞ ｶｽﾞﾉﾘ ゆげ行政書士事務所 851-0133 長崎県長崎市矢上町９番１７号　テイクオフビル３０１ 095-837-0904
96423888 長崎県 畑田　秀樹 ﾊﾀﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 850-0062 長崎県長崎市大谷町４番２９号 0958-64-1721
96424056 長崎県 堀川　千里 ﾎﾘｶﾜ ﾁｻﾄ 852-8025 長崎県長崎市立岩町６番８号 0958-61-8672
97426059 長崎県 知念　近海 ﾁﾈﾝ ﾁｶﾐ ちねん法務行政書士事務所 851-3509 長崎県西海市西海町横瀬郷１３６３－３ 0959-32-1822
98426996 長崎県 加島　鋭治 ｶｼﾏ ﾄｼﾊﾙ 852-8031 長崎県長崎市三芳町６番１９－２０６号 095-848-8871
99428933 長崎県 濱田　宗一 ﾊﾏﾀﾞ ｿｳｲﾁ 857-0041 長崎県佐世保市木場田町６番３３号　大津ビル２階 0956-25-8145
00439229 熊本県 森脇　伸一 ﾓﾘﾜｷ ｼﾝｲﾁ 森脇伸一行政書士事務所 869-0551 熊本県宇城市不知火町御領２６５番地 0964-32-1413

01430596 熊本県 日髙　義治 ﾋﾀﾞｶ ﾖｼﾊﾙ 行政書士日髙事務所 862-0955
熊本県熊本市中央区神水本町１１番１０－２０１号　
Ｋ．Ｍビル２Ｆ

096-383-9341

01431058 熊本県 緒方　健一 ｵｶﾞﾀ ｹﾝｲﾁ 869-4223 熊本県八代市鏡町貝洲９６３番地 0965-53-9162
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01431443 熊本県 中野　洋一 ﾅｶﾉ ﾖｳｲﾁ 熊本みなみ行政書士事務所 861-4121 熊本県熊本市南区会富町２８７－１　２階 050-1107-0791
01431675 熊本県 今村　武久 ｲﾏﾑﾗ ﾀｹﾋｻ 862-0915 熊本県熊本市東区山ノ神２丁目９番５１号 090-2511-6411
02434323 熊本県 塩﨑　琢哉 ｼｵｻｷ ﾀｸﾔ 862-0941 熊本県熊本市中央区出水７丁目７５番１５号 096-379-7776
02434324 熊本県 下田　典子 ｼﾓﾀﾞ ﾉﾘｺ 862-0970 熊本県熊本市中央区渡鹿６丁目９番３０号 096-372-3390
03430868 熊本県 吉本　功 ﾖｼﾓﾄ ｲｻｵ 869-0407 熊本県宇土市松原町２２４番地１ 0964-22-3915
03430869 熊本県 松田　誠也 ﾏﾂﾀﾞ ｾｲﾔ 862-0926 熊本県熊本市中央区保田窪１丁目２番１３４－４０２ 096-381-5765
03430870 熊本県 田上　晶浩 ﾀﾉｳｴ ﾏｻﾋﾛ 行政書士事務所アデバル 860-0811 熊本県熊本市中央区本荘６丁目１７番２８号 096-371-6271
03431453 熊本県 長倉　啓子 ﾅｶﾞｸﾗ ｹｲｺ 長倉行政書士事務所 861-8038 熊本県熊本市東区長嶺東５丁目２９番２５－１０５号 096-380-0836
03431877 熊本県 松下　祐子 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｺ 松下祐子行政書士事務所 861-8045 熊本県熊本市小山２丁目１６番１２号 096-388-8139
03432453 熊本県 永渕　容子 ﾅｶﾞﾌﾁ ﾖｳｺ 861-8038 熊本県熊本市東区長嶺東８丁目６番７２号 096-285-1083
03432504 熊本県 岡元　正樹 ｵｶﾓﾄ ﾏｻｷ 861-2241 熊本県上益城郡益城町大字宮園５０２番地１０ 096-284-1433
03432604 熊本県 坂井　一雄 ｻｶｲ ｶｽﾞｵ 行政書士坂井一雄事務所 862-0960 熊本県熊本市東区下江津一丁目１１番１号 096-379-3385
03432812 熊本県 清田　道子 ｷﾖﾀ ﾐﾁｺ 869-0551 熊本県宇城市不知火町御領３２５番地１ 0964-53-9141
04430120 熊本県 多山　寿一 ﾀﾔﾏ ﾄｼｶｽﾞ 869-0311 熊本県玉名郡玉東町大字二俣１０４４番地 0968-84-7115
11430782 熊本県 関　輝明 ｾｷ ﾃﾙｱｷ 関輝明行政書士事務所 869-0416 熊本県宇土市松山町１４０８番地１ 0964-23-0485
15432408 熊本県 渡部　千鶴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾂﾞﾙ 渡部行政書士事務所 863-0001 熊本県天草市本渡町広瀬３２０番地 0969-23-8609
16420667 熊本県 森本　智巳 ﾓﾘﾓﾄ ｻﾄｼ 行政書士法人森本法務事務所 862-0924 熊本県熊本市中央区帯山３丁目４２番５号 0120-966-292
19430811 熊本県 石原　大輔 ｲｼﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 石原大輔行政書士事務所 861-5512 熊本県熊本市北区梶尾町１３５９番地８ 096-201-1832
71430053 熊本県 豊岡　政隆 ﾄﾖｵｶ ﾏｻﾀｶ 861-8081 熊本県熊本市北区麻生田五丁目１９番３号 096-338-1337
77430235 熊本県 田上　彰 ﾀﾉｳｴ ｱｷﾗ 861-3518 熊本県上益城郡山都町浜町６８番地１ 0967-72-2742
79430337 熊本県 菅野　隆治 ｶﾝﾉ ﾘﾕｳｼﾞ 868-0092 熊本県球磨郡山江村大字山田甲１３７２番地の１ 0966-24-0850
80081799 熊本県 倉原　徳行 ｸﾗﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ 862-0971 熊本県熊本市中央区大江５丁目１３番２０号 096-372-2773
89430390 熊本県 川本　信義 ｶﾜﾓﾄ ﾉﾌﾞﾖｼ 869-3207 熊本県宇城市三角町三角浦１１６０番地１３３ 0964-53-1833
89430524 熊本県 江副　憲昭 ｴｿﾞｴ ﾉﾘｱｷ 866-0885 熊本県八代市永碇町１４４０番地 0965-32-4922
92431219 熊本県 松本　伸矢 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾌﾞﾔ 行政書士法人熊本法務事務所 861-2101 熊本県熊本市東区桜木４丁目１６番１３号 096-288-6072
96433108 熊本県 平岡　行弘 ﾋﾗｵｶ ﾕｷﾋﾛ 平岡行政書士事務所 861-4106 熊本県熊本市南区南高江七丁目４番５０号 096-358-8065
96434528 熊本県 原田　美也子 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾔｺ 866-0822 熊本県八代市福正元町５番２６号 0965-33-7549
97434931 熊本県 木嶋　勇一 ｷｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁ 865-0027 熊本県玉名市向津留４０６番地２ 0968-73-4727
98436560 熊本県 黒葛原　清子 ﾂﾂﾞﾗﾊﾗ ｷﾖｺ 黒葛原行政書士事務所 860-0862 熊本県熊本市中央区黒髪一丁目１１番１４－５０４号 096-346-4648
98437428 熊本県 野々口　瑞穂 ﾉﾉｸﾞﾁ ﾐｽﾞﾎ 862-0924 熊本県熊本市中央区帯山３丁目１４番８号 096-384-3223
98437558 熊本県 多武　精一 ﾀﾌﾞ ｾｲｲﾁ 861-3203 熊本県上益城郡御船町高木２０９５－１０ 096-200-3063

00449104 大分県 伊藤　仁 ｲﾄｳ  ﾋﾄｼ 行政書士伊藤仁事務所 870-0805
大分県大分市上白木７組の３　（ベイヒルビュー茶
屋ヶ台７０１）

097-514-3636

01441121 大分県 穐田　英一郎 ｱｷﾀ ｴｲｲﾁﾛｳ 穐田・和田サトー行政書士法人 870-0045 大分県大分市城崎町２丁目４番１９号 0120-1717-22

01441593 大分県 阿部　豊志 ｱﾍﾞ ﾄﾖｼ 870-0128
大分県大分市大字森８２５番地の２１　森プリンス２８
－６０３

097-527-7249

02442545 大分県 堤　通孝 ﾂﾂﾐ ﾐﾁﾀｶ 870-0165 大分県大分市明野北５丁目５番６号 097-558-6320

03080330 大分県 田口　弘嗣 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾂｸﾞ 行政書士田口弘嗣事務所 874-0908
大分県別府市上田の湯町２番３２号　流川マンション
８０３号

0977-23-7578

03440643 大分県 阿部　宜督 ｱﾍﾞ ﾖｼﾄｸ 870-0856 大分県大分市畑中四丁目１１番１４号 097-544-2614
03441756 大分県 黒田　浩之 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 879-2441 大分県津久見市中央町２番８号 0972-82-9950
03442257 大分県 岩尾　忠春 ｲﾜｵ ﾀﾀﾞﾊﾙ 870-0164 大分県大分市明野西２丁目１４番２号 097-551-1301
03442454 大分県 首藤　太一 ｼｭﾄｳ ﾀｲﾁ 870-0243 大分県大分市花江川５番６号 097-522-3480
03442927 大分県 山田　美之 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾕｷ 美之行政書士事務所 876-0813 大分県佐伯市長島町２－１－１　千栄ビル２Ｆ 0972-28-6685
04441892 大分県 安部　彦太 ｱﾍﾞ　ﾋｺﾀ 安部行政書士事務所 870-0044 大分県大分市舞鶴町２丁目８番１号 097-536-5708
05440734 大分県 三宮　秀人 ｻﾝﾉﾐﾔ ﾋﾃﾞﾄ 三宮秀人行政書士事務所 870-0126 大分県大分市大字横尾３７３５番地の１ 097-560-3773
05440838 大分県 友永　治幸 ﾄﾓﾅｶﾞ ﾊﾙﾕｷ 友永行政書士事務所 870-0016 大分県大分市新川町１丁目６番１号 097-538-3046
05441262 大分県 浦野　隆太郎 ｳﾗﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ 浦野行政書士事務所 870-0817 大分県大分市大字駄原１２２５番地の１ 097-546-0744

05441759 大分県 阿部　秀幸 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 阿部行政書士事務所 870-0822
大分県大分市大道町５丁目４番６０号　チサンマン
ション１１０１号

097-573-5625

05441929 大分県 原田　みゆき ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾕｷ 行政書士原田みゆき事務所 871-0112 大分県中津市三光臼木９２５番地 0979-43-6329

06440132 大分県 新見　奉之 ｼﾝﾐ ﾀﾃﾕｷ 新見行政書士事務所 874-0918
大分県別府市汐見町９番１号　別府観光港フェリー
ターミナル

0977-75-9360

06441123 大分県 渡邊　伴行 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾕｷ 渡辺伴行行政書士事務所 879-1507 大分県速見郡日出町大字豊岡３４１９番地４ 0977-75-8443
07441154 大分県 松本　一夫 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｵ 松本一夫行政書士事務所 870-0015 大分県大分市新川西一丁目３番１７号 097-533-7890
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08440289 大分県 三浦　康紀 ﾐｳﾗ ﾔｽﾉﾘ アルテユース行政書士事務所 870-0934
大分県大分市東津留２－１０－１１　ユナイテッド津留
ビル４０２

097-574-6519

08440799 大分県 江島　皓榮 ｴｼﾏ ﾃﾙｼｹﾞ 府内中央行政書士事務所 870-0035 大分県大分市中央町２丁目５番２０号　いづみやビル 097-589-5031
08441012 大分県 吉仲　孝弘 ﾖｼﾅｶ ﾀｶﾋﾛ 行政書士吉仲孝弘事務所 871-0026 大分県中津市大字高瀬１２６４番地２ 090-4518-3037
08441157 大分県 足立　慶子 ｱﾀﾞﾁ ｹｲｺ 足立行政書士事務所 870-0003 大分県大分市生石４丁目３番１５号　新湊ビル１階 097-537-8623
08442347 大分県 福島　弓子 ﾌｸｼﾏ ﾕﾐｺ クローバー行政書士オフィス 870-0839 大分県大分市金池南１丁目５番１号　コレジオ大分１ 097-532-1535
10442745 大分県 森　昭人 ﾓﾘ ﾏｻﾄ 森昭人行政書士事務所 870-0042 大分県大分市豊町２丁目３番４号 097-536-1952
11441087 大分県 武内　一樹 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｷ 武内一樹行政書士事務所 870-0854 大分県大分市羽屋四丁目３番５７－３０２号 090-5938-6509
11441230 大分県 堀　誠 ﾎﾘ ﾏｺﾄ 行政書士堀総合法務事務所 870-0043 大分県大分市中島東１丁目１番７号　（春光ビル） 097-538-2222
12441060 大分県 渡邊　顕 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 行政書士ラポールわたなべ事務所 870-0951 大分県大分市大字下郡５９２番地の６９ 097-576-7318
13440656 大分県 川上　末喜 ｶﾜｶﾐ ｽｴｷ 行政書士川上末喜事務所 879-5519 大分県由布市挾間町田代１３４６番地 097-578-9228
13441238 大分県 溝邉　博見 ﾐｿﾞﾍﾞ ﾋﾛﾐ 行政書士溝邉総合法務事務所 870-0888 大分県大分市三ケ田町一丁目３－３ 097-547-9333

13441876 大分県 井上　勉 ｲﾉｳｴ ﾂﾄﾑ リーガルゲート行政書士事務所 870-0026
大分県大分市金池町二丁目１番１０号　ウォーカービ
ル大分駅前４階

097-578-6702

13442400 大分県 衛藤　延洋 ｴﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ 行政書士衛藤延洋事務所 870-0874 大分県大分市大字三芳１６９１番地の１３ 050-3694-3942
14440839 大分県 渡邉　千秋 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｱｷ 行政書士渡辺千秋事務所 870-0867 大分県大分市東野台１丁目３番地の１ 097-549-2275
14441546 大分県 藤澤　正寛 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ 行政書士あなたの法務事務所 870-0242 大分県大分市角子南２丁目２番３号 097-547-8377
15440376 大分県 平野　雅章 ﾋﾗﾉ ﾏｻｱｷ 行政書士平野雅章事務所 870-0315 大分県大分市大字佐野２３６０番地 097-593-1348

16440149 大分県 木ノ下　勝矢 ｷﾉｼﾀ ｶﾂﾔ
レスキューサポート九州行政書士
事務所

871-0011 大分県中津市大字下池永８９番地６ 0979-23-3104

16440828 大分県 穴井　弘樹 ｱﾅｲ ﾋﾛｷ 行政書士穴井弘樹事務所 877-0026 大分県日田市田島本町１０番３号 0973-23-3277
16441608 大分県 伊達　俊秀 ﾀﾞﾃ ﾄｼﾋﾃﾞ 行政書士ＤＡＴＥ総合法務事務所 870-1173 大分県大分市大字横瀬１８７番地 097-541-2385
16442003 大分県 山野内　眞人 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾏｻﾄ 山野内行政書士事務所 876-0854 大分県佐伯市中村南町９番３号　渡辺ビル１階 0972-23-0135
17440587 大分県 大井　耕三 ｵｵｲ ｺｳｿﾞｳ 大井行政書士事務所 875-0222 大分県臼杵市野津町大字吉田字仮屋３０２６ 090-8545-2680
18441010 大分県 廣光　保彦 ﾋﾛﾐﾂ ﾔｽﾋｺ 行政書士廣光保彦事務所 877-0037 大分県日田市若宮町５番４号 0973-24-3451
19440157 大分県 久壽米木　康裕 ｸｽﾒｷﾞ ﾔｽﾋﾛ 行政書士久寿米木事務所 870-1108 大分県大分市判田台東２丁目３番７号 097-597-6882

86440952 大分県 伊藤　精 ｲﾄｳ ｾｲ 870-0045
大分県大分市城崎町１丁目３番１２号　Ｌａｗ　Ｓｔａｔｉｏ
ｎ城崎２Ｆ

097-533-6780

89440857 大分県 佐藤　茂敏 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾄｼ 874-0839 大分県別府市大字南立石２１７３番地の４ 0977-25-8100
92441131 大分県 堀　康代 ﾎﾘ ﾔｽﾖ 870-0841 大分県大分市六坊北町３番６９号 097-585-5003
93440525 大分県 茨木　義孝 ｲﾊﾞﾗｷ ﾖｼﾀｶ 870-0104 大分県大分市南鶴崎２丁目１番３０号 097-599-3193
98446358 大分県 木下　豪 ｷﾉｼﾀ ｺﾞｳ 870-0932 大分県大分市東浜１丁目４番６号 097-556-7255
01450897 宮崎県 杉山　晃浩 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 行政書士法人杉山総合法務 880-0211 宮崎県宮崎市佐土原町下田島２００３４番地 0985-36-1418
02452367 宮崎県 立野　勝己 ﾀﾃﾉ ｶﾂﾐ 885-0053 宮崎県都城市上東町３街区１１号 0986-46-9870
03450991 宮崎県 中川　佳宣 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ 885-0042 宮崎県都城市上長飯町８８号７番地 0986-24-3027
03452259 宮崎県 髙妻　三郎 ｺｳﾂﾞﾏ ｻﾌﾞﾛｳ 髙妻行政書士事務所 889-1901 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山１８８８番地１８ 0986-52-0016
03452729 宮崎県 河野　芳輝 ｶﾜﾉ ﾖｼﾃﾙ 880-0046 宮崎県宮崎市平和が丘北町２５番地２ 0985-28-9991

04450121 宮崎県 前川　貴司 ﾏｴｶﾜ　ﾀｶｼ
宮崎中央自動車登録代行所　行政
書士法人ＣＪＴ事務所

880-0925 宮崎県宮崎市大字本郷北方２７３５番地１４ 0985-52-4206

04451131 宮崎県 東　信一郎 ﾋｶﾞｼ ｼﾝｲﾁﾛｳ 行政書士ひがし事務所 885-0019 宮崎県都城市祝吉３丁目８－１０　１Ｆ 0986-51-7388
08452084 宮崎県 渡邊　修 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｻﾑ 渡辺修行政書士事務所 880-0804 宮崎県宮崎市宮田町１２番１５号　藤ビル１階Ｆ号室 0985-24-2710
09451805 宮崎県 南川　愛子 ﾐﾅﾐｶﾜ ｱｲｺ 南川行政書士事務所 885-0053 宮崎県都城市上東町１６－１７ 0986-36-7360
11450094 宮崎県 八反　大次郎 ﾊｯﾀﾝ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 行政書士八反法務会計事務所 886-0007 宮崎県小林市真方４４９番地 0984-22-5714
13450101 宮崎県 品原　正敏 ｼﾅﾊﾗ ﾏｻﾄｼ しなはら行政書士事務所 880-0822 宮崎県宮崎市権現町９２番地１ 0985-69-7293
17451027 宮崎県 堀口　昌子 ﾎﾘｸﾞﾁ ｼｮｳｺ 行政書士堀口昌子事務所 884-0101 宮崎県児湯郡木城町大字高城３７８５－１ 090-3429-7894

18451188 宮崎県 竹田　健吾 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 竹田健吾行政書士事務所 880-0901
宮崎県宮崎市東大淀１丁目７番２２号　カイルアビル
１０３号室

0985-77-9400

69450094 宮崎県 竹之下　洋太朗 ﾀｹﾉｼﾀ ﾖｳﾀﾛｳ 行政書士竹之下事務所 880-2112 宮崎県宮崎市大字小松３１８８－２ 0985-48-0326
82450439 宮崎県 池田　高則 ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 880-2112 宮崎県宮崎市大字小松３１６３番地１ 0985-47-6903
85454603 宮崎県 門前　たつ子 ﾓﾝｾﾞﾝ ﾀﾂｺ 880-2214 宮崎県宮崎市高岡町小山田２５５５番地７ 0985-82-0631
89450339 宮崎県 岡田　吉晴 ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾊﾙ 880-0824 宮崎県宮崎市大島町南窪７８９番地２ 0985-26-0076
90451271 宮崎県 上米良　隆男 ｶﾝﾒﾗ ﾀｶｵ 880-0212 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂４５１８番地５０ 0985-73-5124
93451048 宮崎県 吉田　裕幸 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 吉田裕幸行政書士事務所 880-0873 宮崎県宮崎市堀川町４５－３　レジデンス堀川３０３号 0985-26-2505
94450443 宮崎県 野田　浩一 ﾉﾀﾞ ｺｳｲﾁ 880-0803 宮崎県宮崎市旭１丁目７番１９号 0985-27-1166
97456000 宮崎県 濵田　哲郎 ﾊﾏﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ 880-0813 宮崎県宮崎市丸島町５番２号 0985-83-4520
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00460219 鹿児島県 鶴田　健作 ﾂﾙﾀﾞ ｹﾝｻｸ 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町４番地１１２ 099-260-7101
01461919 鹿児島県 坂元　慶子 ｻｶﾓﾄ ｹｲｺ 899-5431 鹿児島県姶良市西餅田１７７７番地２５３ 0995-65-0968
02462864 鹿児島県 越牟田　洋司 ｺｼﾑﾀ ﾖｳｼﾞ 890-0061 鹿児島県鹿児島市天保山町１４－１ 080-5217-5772
02463493 鹿児島県 村山　浩 ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾛｼ 892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町８３５８番地８ 099-244-4606

02464412 鹿児島県 池田　武生 ｲｹﾀﾞ ﾀｹｵ 890-0055
鹿児島県鹿児島市上荒田町２５－１９　朝日プラザ西
鹿児島６０５

099-254-3500

02464413 鹿児島県 入江　克郎 ｲﾘｴ ｶﾂﾛｳ 892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町１２９８番地 099-210-7855
03460875 鹿児島県 内園　正昭 ｳﾁｿﾞﾉ ﾏｻｱｷ 899-1615 鹿児島県阿久根市琴平町９番地 0996-73-2029
04460742 鹿児島県 山足　喬 ﾔﾏﾀﾘ ﾀｶｼ 890-0054 鹿児島県鹿児島市荒田２丁目２４番１２号 099-254-2428
04460835 鹿児島県 持留　健二 ﾓﾁﾄﾞﾒ ｹﾝｼﾞ 899-5106 鹿児島県霧島市隼人町内山田４丁目２５番１０号 0995-42-2528
04461640 鹿児島県 緒方　健 ｵｶﾞﾀ ｹﾝ おがた行政書士事務所 890-0032 鹿児島県鹿児島市西陵二丁目２９番６８号 099-282-0420

05460299 鹿児島県 外島　貴之 ﾄｼﾏ ﾀｶﾕｷ 行政書士あおぞら法務事務所 890-0056
鹿児島県鹿児島市下荒田３丁目３３番２号　カナエビ
ル２０１号

099-251-0689

06091394 鹿児島県 石橋　孝之 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｶﾕｷ 行政書士石橋事務所 892-0848 鹿児島県鹿児島市平之町９番３６号　野村ビル２０２ 099-225-8250
06281428 鹿児島県 橋田　康夫 ﾊｼﾀﾞ ﾔｽｵ 橋田行政書士事務所 894-0506 鹿児島県奄美市笠利町大字手花部２９４番地１ 0997-63-1815
07461158 鹿児島県 前原　五男 ﾏｴﾊﾗ ｲﾂｵ 前原五男行政書士事務所 891-0311 鹿児島県指宿市西方７９５０番地 0993-25-5000
08462003 鹿児島県 泊　順一 ﾄﾏﾘ ｼﾞｭﾝｲﾁ 行政書士泊順一事務所 890-0011 鹿児島県鹿児島市玉里団地１丁目７６番２号 099-229-7809
09460954 鹿児島県 吉見　文一 ﾖｼﾐ ﾌﾐｲﾁ 吉見行政書士事務所 891-0175 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘４丁目１７番地５ 099-265-3814

09460955 鹿児島県 星原　由知 ﾎｼﾊﾗ ﾖｼﾄﾓ スタア行政書士事務所 895-0072
鹿児島県薩摩川内市中郷４丁目２１８番地　ソフィア１
０２号室

0996-29-3311

10460658 鹿児島県 寺岡　正善 ﾃﾗｵｶ ﾏｻﾖｼ 寺岡行政書士事務所 893-0037 鹿児島県鹿屋市田崎町２８１５番地 090-6951-5121
10460887 鹿児島県 福元　憲史 ﾌｸﾓﾄ ｹﾝｼ 行政書士法人ヒューマンサポート 890-0066 鹿児島県鹿児島市真砂町１０－１３ 099-256-6166
10460888 鹿児島県 槐島　奉文 ｹﾞｼﾞﾏ ﾋﾛﾌﾐ 行政書士槐島奉文事務所 891-0113 鹿児島県鹿児島市東谷山７丁目７－１０ 099-268-2501
11460937 鹿児島県 木浦　甲太郎 ｷｳﾗ ｺｳﾀﾛｳ 行政書士木浦甲太郎事務所 890-0023 鹿児島県鹿児島市永吉１丁目３５番１０号 099-252-3838
11461482 鹿児島県 福山　周作 ﾌｸﾔﾏ ｼｭｳｻｸ 行政書士福山事務所 892-0861 鹿児島県鹿児島市東坂元２－６０－３８ 090-4983-6444
11461962 鹿児島県 富永　吉昭 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾖｼｱｷ 行政書士富永吉昭事務所 891-0403 鹿児島県指宿市十二町２３１４番６号 0993-23-3219
11462050 鹿児島県 坂下　信也 ｻｶｼﾀ ｼﾝﾔ 坂下信也行政書士事務所 892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町２７８４番地６ 090-7391-4458

11462310 鹿児島県 田之上　義樹 ﾀﾉｳｴ ﾖｼｷ 田之上行政書士事務所 890-0046
鹿児島県鹿児島市西田２丁目３番１１号　パリメゾン１
０２号室

099-297-5313

11462312 鹿児島県 髙野　俊明 ﾀｶﾉ ﾄｼｱｷ 髙野行政書士事務所 899-5652 鹿児島県姶良市平松３９３６番地 0995-65-3471
12461528 鹿児島県 坂元　達治 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂｼﾞ 坂元行政書士事務所 899-5653 鹿児島県姶良市池島町１５番地１２ 0995-70-6087
12462139 鹿児島県 新福　光治 ｼﾝﾌﾟｸ ﾐﾂﾊﾙ 新福光治行政書士事務所 899-4325 鹿児島県霧島市国分松木町１８番４号 0995-73-7707
13460668 鹿児島県 佐藤　広明 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 行政書士佐藤広明事務所 892-0833 鹿児島県鹿児島市松原町１番２１号　佐藤ビル２０２ 099-226-1433
13461738 鹿児島県 中村　剛康 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾔｽ 行政書士しおさい法務事務所 892-0815 鹿児島県鹿児島市易居町５番１－９０５号 050-5881-6301
13461740 鹿児島県 今村　道雄 ｲﾏﾑﾗ ﾐﾁｵ 行政書士今村法務事務所 893-1603 鹿児島県鹿屋市串良町岡崎３２７６番地 090-9404-4338
13461880 鹿児島県 上村　邦典 ｶﾐﾑﾗ ｸﾆﾉﾘ 行政書士上村邦典事務所 890-0014 鹿児島県鹿児島市草牟田２丁目３５番８１号 099-295-6848

13461976 鹿児島県 合原　千尋 ｺﾞｳﾊﾗ ﾁﾋﾛ 合原行政書士事務所 891-0113
鹿児島県鹿児島市東谷山３丁目６番６号　グランデ
マーレ１０１号

090-9077-9648

13462069 鹿児島県 富永　雅子 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻｺ 行政書士富永雅子事務所 891-0403 鹿児島県指宿市十二町２３１４番地６ ----------
13462402 鹿児島県 磯俣　敏明 ｲｿﾏﾀ ﾄｼｱｷ 磯俣行政書士事務所 892-0853 鹿児島県鹿児島市城山町２１番５号 080-6440-7905
13462641 鹿児島県 坂本　智洋 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 行政書士坂本智洋事務所 890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町２番１－６０５号 099-204-7698

14461318 鹿児島県 桝田　信一 ﾏｽﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 桝田信一行政書士事務所 891-0116
鹿児島県鹿児島市上福元町５８３６－１０　角アパート
１０１号室

099-800-3858

14461703 鹿児島県 土橋　哲人 ﾂﾁﾊｼ ﾃﾂﾋﾄ つちはし行政書士事務所 893-0064 鹿児島県鹿屋市西原１丁目３５番３２号 050-1034-9017
14461808 鹿児島県 中野　滋夫 ﾅｶﾉ ｼｹﾞｵ のがた行政書士事務所 899-8313 鹿児島県曽於郡大崎町野方６０９０番地１３ 099-478-2804
14461809 鹿児島県 南　敬太郎 ﾐﾅﾐ ｹｲﾀﾛｳ ミナミ行政書士事務所 890-0013 鹿児島県鹿児島市城山１－２３－３　エヌマンション１ 099-230-0999
15461811 鹿児島県 庄司　光宏 ｼｮｳｼﾞ ﾐﾂﾋﾛ 庄司光宏行政書士事務所 899-5421 鹿児島県姶良市東餅田１４９７番地２ 0995-73-8752
15462216 鹿児島県 坂元　速己 ｻｶﾓﾄ ﾊﾔﾐ 行政書士うすき法務事務所 891-0111 鹿児島県鹿児島市小原町３２番２０号 099-266-5895
16462317 鹿児島県 隠塚　健 ｵﾝﾂﾞｶ ｹﾝ 行政書士おんづか事務所 899-5431 鹿児島県姶良市西餠田３７００番地１７ 0995-50-0114

18461191 鹿児島県 寺田　和朗 ﾃﾗﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 行政書士寺田和朗事務所 892-0842
鹿児島県鹿児島市東千石町５番１２号　キューブビル
４０５号室

099-248-8638

20461001 鹿児島県 東　由美 ﾋｶﾞｼ ﾕﾐ 行政書士ひがし事務所 891-0113
鹿児島県鹿児島市東谷山６－４３－２２　トリヴァン
ベール２０１号

090-6429-0898

20461231 鹿児島県 塚田　博 ﾂｶﾀﾞ ﾋﾛｼ 塚田行政書士事務所 891-4311 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房２３７９番地９２ 0997-47-1855
21462043 鹿児島県 大窪　彰子 ｵｵｸﾎﾞ ｱｷｺ 行政書士大窪彰子事務所 893-1611 鹿児島県肝属郡東串良町岩弘２４７２番地７ 0994-63-8384
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22460837 鹿児島県 佐土原　桜茂 ｻﾄﾞﾊﾗ ｴｲｼｹﾞ 行政書士佐土原事務所 899-0133 鹿児島県出水市福ノ江町１００５番地 0996-68-1933
71460222 鹿児島県 飯田　雅才 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 899-1624 鹿児島県阿久根市大丸町５５番地５ 0996-73-1221
84460871 鹿児島県 山野　常美 ﾔﾏﾉ ﾂﾈﾐ 891-1231 鹿児島県鹿児島市小山田町３８４９－４ 099-238-4196
84460899 鹿児島県 新村　和憲 ｼﾝﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 899-2202 鹿児島県日置市東市来町長里７７番地４ 099-274-0728
96464411 鹿児島県 立石　尚之 ﾀﾃｲｼ ﾅｵﾕｷ 890-0032 鹿児島県鹿児島市西陵５丁目２０番２６－２１４号 099-282-0595
98466606 鹿児島県 吉峯　栄助 ﾖｼﾐﾈ ｴｲｽｹ 890-0014 鹿児島県鹿児島市草牟田一丁目８－２２ 099-222-3304
99467781 鹿児島県 小原　和久 ｵﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾋｻ 891-0116 鹿児島県鹿児島市上福元町５７５３番地７ 099-260-6448
99468349 鹿児島県 山下　隆平 ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳﾍｲ 890-0081 鹿児島県鹿児島市唐湊一丁目４番２－１００１号 099-257-9565
01471850 沖縄県 親田　憲一 ｵﾔﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 親田憲一行政書士事務所 904-2215 沖縄県うるま市みどり町二丁目１７番１号 098-982-6262
02473143 沖縄県 安里　政雄 ｱｻﾄ ﾏｻｵ 903-0118 沖縄県中頭郡西原町字小波津６０５番地の１ 098-945-8211
02474057 沖縄県 下地　完誠 ｼﾓｼﾞ ｶﾝｾｲ 900-0004 沖縄県那覇市銘苅３丁目４番２３号 098-863-3678

03470646 沖縄県 中山　健二 ﾅｶﾔﾏ ｹﾝｼﾞ
中山法務事務所行政書士中山健
二

900-0022
沖縄県那覇市樋川２丁目９番１－１０１号　リバーサイ
ドかみはら

098-832-3960

03472610 沖縄県 平良　吉章 ﾀｲﾗ ﾖｼｱｷ 行政書士オフィスまごころ 902-0075 沖縄県那覇市字国場９４８番地３ 098-979-5158
04080861 沖縄県 眞喜志　康吉 ﾏｷｼ ｺｳｷﾁ 眞喜志行政書士事務所 900-0022 沖縄県那覇市樋川２丁目３番１号　のうれんプラザ２ 098-911-3344
06471964 沖縄県 小林　良 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 小林行政書士事務所 904-2171 沖縄県沖縄市高原四丁目１５番５号 098-894-3959
09471552 沖縄県 謝花　誉幸 ｼﾞｬﾊﾅ ﾀｶﾕｷ 行政書士ジャッキー法務事務所 904-0021 沖縄県沖縄市胡屋１丁目３番２号　２Ｆ 080-3180-7144
11471577 沖縄県 當銘　弘秀 ﾄｳﾒ ﾋﾛﾋﾃﾞ 行政書士當銘弘秀事務所 901-0214 沖縄県豊見城市字保栄茂１６４番地 098-959-9557
12470203 沖縄県 玉城　判 ﾀﾏｷ ﾜｶﾂ 玉城判行政書士事務所 901-0213 沖縄県豊見城市字高嶺３６０番地１　６Ｆ 098-850-2775
12472768 沖縄県 兼次　崇仁 ｶﾈｼ ﾀｶﾋﾄ かねし行政書士事務所 901-2127 沖縄県浦添市屋富祖１丁目５番１号　パークハウス１ 098-917-1157
13472642 沖縄県 加古　篤志 ｶｺ ｱﾂｼ 朔行政書士事務所 901-0354 沖縄県糸満市字喜屋武２６７番地の１ 098-875-2576
14470083 沖縄県 唐眞　清一郎 ﾄｳﾏ ｾｲｲﾁﾛｳ 行政書士唐真事務所 900-0025 沖縄県那覇市壺川１丁目６番地３ 098-853-7808
14471051 沖縄県 大城　人志 ｵｵｼﾛ ﾋﾄｼ 大城人志行政書士事務所 901-0313 沖縄県糸満市字賀数３７番地 080-9145-2272

15470981 沖縄県 池間　健光 ｲｹﾏ ﾀｹﾐﾂ 池間健光行政書士事務所 901-2214
沖縄県宜野湾市我如古４丁目８番３８　喜瀬アパート
３０１号

098-898-3919

15471381 沖縄県 小渡　圭子 ｵﾄﾞ ｹｲｺ 行政書士ブルーム総合法務 902-0062
沖縄県那覇市字松川４３８番１－８１２号　首里ハイム
観音堂前

090-3790-1777

17470890 沖縄県 比嘉　あいり ﾋｶﾞ ｱｲﾘ 行政書士比嘉あいり事務所 901-2101 沖縄県浦添市西原１丁目１３番３号 098-975-7520
17472105 沖縄県 荒木　健治 ｱﾗｷ ｹﾝｼﾞ エスイフェクト行政書士事務所 901-2111 沖縄県浦添市字経塚６６８番１０　エスポワール経塚２ 098-943-0757
18470108 沖縄県 三浦　真由美 ﾐｳﾗ ﾏﾕﾐ 三浦真由美行政書士事務所 901-0301 沖縄県糸満市字阿波根１４０６番地の７９ 098-992-3270
18471392 沖縄県 濱田　辰夫 ﾊﾏﾀﾞ ﾀﾂｵ 濱田行政書士事務所 901-2101 沖縄県浦添市西原５丁目４１番１１号 098-878-9088
18471743 沖縄県 米嵩　慎也 ﾖﾈﾀｹ ｼﾝﾔ 米嵩慎也行政書士事務所 900-0016 沖縄県那覇市前島３丁目１８番１号 098-868-7087
19470159 沖縄県 阿波根　寿美 ｱﾊｺﾞﾝ ﾋｻﾐ 阿波根行政書士事務所 902-0078 沖縄県那覇市識名２丁目１１番６号 098-831-5883
19470821 沖縄県 金城　勇 ｷﾝｼﾞｮｳ ｲｻﾑ 行政書士金城勇事務所 904-2243 沖縄県うるま市字宮里３９７番地８ 098-923-1447

21471373 沖縄県 石垣　わか ｲｼｶﾞｷ ﾜｶ 行政書士　法務事務所とらねこ 907-0004
沖縄県石垣市字登野城９１番地　Ｒｉｓａｒｉａ　ａｐａｒｔｍｅ
ｎｔｓ３０６

080-5309-3372

21472241 沖縄県 襲田　智 ｵｿﾀﾞ ｻﾄﾙ 行政書士あがりはま事務所 901-1304
沖縄県島尻郡与那原町字東浜７８番地の６８　グラン
マーレ東浜ワイズ１２０３号室

080-5076-7740

64470055 沖縄県 福里　栄記 ﾌｸｻﾞﾄ ｴｲｷ 行政書士福里栄記事務所 900-0012 沖縄県那覇市泊３丁目５番地の９ 098-867-6848

75470146 沖縄県 平良　恵春 ﾀｲﾗ ｹｲｼﾕﾝ 900-0036
沖縄県那覇市西３丁目９番１－１０２号　県営三重城
市街地住宅

098-862-8691

80470258 沖縄県 親泊　寛成 ｵﾔﾄﾞﾏﾘ ｶﾝｾｲ 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町字宮平６０６－２ 098-889-2127

80470285 沖縄県 島田　良久 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 901-2133
沖縄県浦添市城間２丁目１８番３号　産山マンション２
０２号

098-878-4688

81470307 沖縄県 玉城　長英 ﾀﾏｷ ﾁｮｳｴｲ 行政書士玉城長英事務所 901-2134 沖縄県浦添市港川５１２－１９ 098-874-1645
84470398 沖縄県 上江洲　健 ｳｴｽﾞ ﾀｹｼ 901-2121 沖縄県浦添市内間３丁目２８番７号 098-878-9888
85470418 沖縄県 與儀　直樹 ﾖｷﾞ ﾅｵｷ 901-2127 沖縄県浦添市屋富祖２丁目２３番２号 098-878-1801
88470288 沖縄県 渡慶次　憲政 ﾄｹｼ ﾉﾘﾏｻ 渡慶次行政書士事務所 904-2172 沖縄県沖縄市泡瀬１丁目３番１１号 098-937-7537
90471279 沖縄県 城間　泰 ｼﾛﾏ ﾀｲ 901-1414 沖縄県南城市佐敷字津波古２３４－１ 098-947-0911
93470362 沖縄県 小野　正義 ｵﾉ ﾏｻﾖｼ 行政書士小野正義事務所 901-0243 沖縄県豊見城市字上田５６６番地　大盛アパート１０６ 098-850-0873
95472955 沖縄県 白木　純 ｼﾗｷ ｼﾞｭﾝ 901-2127 沖縄県浦添市屋富祖２丁目２９番１２号 098-878-2507
96473817 沖縄県 與那嶺　一男 ﾖﾅﾐﾈ ｶｽﾞｵ 904-2244 沖縄県うるま市字江洲３５５番地　芝ビル３Ｆ－Ｂ 098-982-6060

96473985 沖縄県 比嘉　正英 ﾋｶﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ 901-0305
沖縄県糸満市西崎２丁目３番２１－２０２号　コーポサ
ンフラワー

098-994-2424

99478527 沖縄県 石橋　初美 ｲｼﾊﾞｼ ﾊﾂﾐ あい行政書士事務所 901-0242 沖縄県豊見城市字高安３８５番地　大城アパート１０９ 098-851-4267


