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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５－２１ 048-859-6731
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

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 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
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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
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 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５０ 048-987-1714
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
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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

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
３０３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
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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
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１８－１ 048-824-0471
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
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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

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

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３ 048-638-0186

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１－２０ 048-853-5172

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１０ 048-940-8943
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２０ 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 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
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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 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
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

15132080 埼玉県 渡邊　隆之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 行政書士渡邊隆之事務所 343-0025 埼玉県越谷市大沢１２８３番地４ 048-940-7857
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
２０３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
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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
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１０３－２０ 048-964-9755

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 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３０ 048-935-9560
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
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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

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
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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
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


