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北海道 うえだ行政書士事務所 上田　祐子 中央区南9条西5丁目1-15 SAKURA-S9 R室 全国可 011-213-0107 011-213-0107 info@uedaoffice.jp

行政書士　相川法務事務所 相川　浩巳 札幌市北区北二十八条西二丁目1番23号 No2NSKﾋﾞﾙ202 全国可 011-788-8971 011-788-9271 aiaihome@outlook.com https://aiaihome.wixsite.com/website

行政書士アーバン国際法務事務所 日影　恒次 札幌市北区北33条西9丁目6番3号 近隣市区町村可 011-213-0934 011-206-8841 info@urban-international.jp https://www.urban-international.jp/

在所康子行政書士事務所 在所　康子 札幌市北区篠路 全国可 090-6690-7604 mail@yzaisho.com https://yzaisho.com

行政書士　中村旭事務所 中村　旭 札幌市豊平区平岸六条12丁目13番8号 都道府県内 011-376-1512 kanri.ngs@gmail.com

行政書士毛利事務所 毛利　由佳 札幌市白石区 近隣市区町村可 011-777-0632 guin.mouri@gmail.com https://www.gyouseisyoshimori.com

サーベイ・ワン行政書士事務所 坂井　勝美 札幌市南区 全国可 050-5885-0726 info@survey-one.jp https://survey-one.jp

行政書士あおい事務所 羽場　葵 札幌市南区 011-799-1332 haba@gyouseiaoi.com http://gyouseiaoi.com

ＳＡＴＯ行政書士法人 前田　綾乃 札幌市東区北5条東8丁目1-33 011-742-8222 sgs-ccus@sato-group.com http://sgs.sato-group.com/

木村元輝行政書士事務所 木村　元輝 札幌市東区伏古8条2丁目9番24号 全国可 011-786-0674 office-kimura@ab.auone-net.jp http://tokusya-k.com/

本間総合行政事務所 本間　良 札幌市東区3-2-13 都道府県内 011-731-5052 z-honma@honma-office.co.jp https://www.honma-office.info

行政書士大西事務所 大西　秀一 札幌市東区 全国可 011-712-5032 info@gyosei-onishi.com https://gs-onishi.com/

行政書士川原学徳事務所 川原　学徳 札幌市東区 都道府県内 011-214-9591 yoshi@kawahara2020.com https://kawahara2020.com

齊藤行政書士事務所 齊藤　忠雄 札幌市中央区北1条西18丁目1番52-101号 ｷﾞｬﾗﾘｰ市田ﾊｲﾂ 全国可 090-6266-3688 saito-off@snow.plala.or.jp https://office-kyoninka.com

岩原行政書士事務所 岩原　宏明 札幌市中央区南一条東2丁目11番地1 ﾉｰｻﾞﾝﾋﾙｽﾞ大通東501号 近隣市区町村可 011-214-0632 gannosuke747@yahoo.co.jp https://iwahara.info/index.html

行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌 谷掛　力 札幌市中央区南1条東2丁目11-1ﾉｰｻﾞﾝﾋﾙｽﾞ大通東9階 全国可 011-600-2693 info@crimson-sapporo.com https://www.crimson-sapporo.com/

行政書士斎藤哲事務所 斎藤　哲 札幌市中央区大通西14丁目1-13 北日本南大通ﾋﾞﾙ9階 近隣市区町村可 011-281-6052 satoshi505@iaa.itkeeper.ne.jp

行政書士事務所オフィス・マサミ 佐藤　正己 札幌市中央区宮の森１条15丁目5番12-501号 全国可 011-826-6911 info@officemasami.com https://officemasami.com/

たかさか行政書士事務所 髙坂　克彦 札幌市中央区 都道府県内 080-6092-1389 info@takasaka-sapporo.com https://takasaka-sapporo.com

行政書士法人エニシア 八重樫　洋平 札幌市中央区 011-212-1895 info@syako-partner.com http://www.anyci-a.com/

行政書士事務所　会社の番頭さん 大戸　宜子 札幌市中央区 全国可 011-211-8553 admini@ban103.co.jp https://gyouseisyoshi-ban103.com/

船本ゆうこ行政書士事務所 船本　ゆうこ 札幌市西区発寒3条1丁目2番25号HIROGAMIﾋﾞﾙ2F 全国可 011-624-5760 u-gyosei@u.pla-pla.jp https://f-y-gyosei.com/

ＯＵＲ－Ａ大浦行政書士事務所 大浦　美由紀 札幌市西区西町北20丁目5-8ﾆｯｾ西町3F 011-667-0030 m.oura@oura-office.jp

長島靖子行政書士事務所 長島　靖子 札幌市西区 都道府県内 011-555-5656 y-nagashima@water.ocn.ne.jp

行政書士　伊藤昭弘事務所 伊藤　昭弘 札幌市清田区平岡8条3丁目8番7号 全国可 011-886-9500 info@akihiro-ito-gyosei.jp http://akihiro-ito-gyosei.jp

行政書士熊谷要治事務所 熊谷　要治 札幌市清田区清田五条1丁目5-16 全国可 011-807-5248 kumagai.gyi@gmail.com https://kensetsugyo-sapporo.com/

浅見和代行政書士事務所 浅見　和代 札幌市清田区 011-882-1160

札幌あんしん行政書士事務所 佐藤　朋子 札幌市清田区 全国可 011-807-9601 sato@sapporo-anshin.com

行政書士秤谷幸治事務所 秤谷　幸治 札幌市手稲区前田一条 近隣市区町村可 080-5585-0650 hakariya_kouji@yahoo.co.jp

行政書士大槻翼事務所 大槻　翼 札幌市手稲区 都道府県内 011-215-8394 info@otsuki-office.com https://otsuki-office.com

進藤行政書士事務所 進藤　洋次 札幌市厚別区厚別北3条5丁目3番3号 都道府県内 011-894-5217 shindo@shin-y.com https://www.shin-y.com/index.htm

行政書士西川事務所 西川　真王 011-695-7300 info@s-office-nishikawa.com https://www.s-office-nishikawa.com/

行政書士 繋-Ｔｓｕｎａｇｕ-サポートオフィス 藤原　徳喜雄 080-6261-1746 fujiwara@tsunagu-supports.com https://tsunagu-supports.com

葵あすか行政書士法人 蓑島　純一 函館市西桔梗町854番地9 全国可 0138-76-0769 chacha.qoo2@gmail.com https://chacha-qoo2.amebaownd.com/

わかば行政書士事務所 中村　拓哉 函館市 全国可 0138-27-2444 hello@ok-wakaba.com https://www.ok-wakaba.com/

京谷行政書士事務所 京谷　滋俊 小樽市張碓町505番地40 都道府県内 0134-62-6320 0134-68-9128 kyoya@gyosei-syoshi.me

行政書士中村健二事務所 中村　健二 旭川市豊岡3条8丁目4番17号 近隣市区町村可 0166-35-1826 gyoseinakamu@gmail.com

寺島行政書士事務所 寺島　仁 旭川市近文町25丁目999番地の83 080-1864-1665 hitoshi.413909@yahoo.co.jp

今村行政書士事務所 今村　誠 釧路市 近隣市区町村可 0154-91-4245

あおば行政書士事務所 小林　敦 近隣市区町村可 0154-37-7280 050-3737-4043

行政書士みょうしょう事務所 明正　誠 帯広市 全国可 0155-67-0612 gyosei@support-obihiro.com http://www.kensetsu-obihiro.com/

行政書士法人　佐藤綜合事務所 佐藤　隆也 帯広市

行政書士木下栄一事務所 木下　栄一 岩見沢市 都道府県内 0126-35-5626 e.kinoshita.office@gmail.com

ｙｕｕ行政書士事務所 成田　融治 江別市 近隣市区町村可 yuu-wabisabi@vesta.ocn.ne.jp https://yuu-office.jimdofree.com

行政書士宇野亨事務所 宇野　亨 江別市 近隣市区町村可 090-2811-7813 011-382-8096 sappo_2@nifty.com

行政書士菅原章二事務所 菅原　章二 滝川市新町1丁目11番10号 近隣市区町村可 0125-22-0379 sugasho.gyousei@gmail.com https://sugawara-jimusho.com/

行政書士藤田法務事務所 藤田　敦 恵庭市本町166 都道府県内のみ 090-3112-2374 0123-33-8283 gyosei.2222@gmail.com https://fujitaoffice2222.com/

　　※新規に名簿への掲載を希望される行政書士の方には、ＣＣＵＳ事業者登録（別添「ＣＣＵＳ登録行政書士について」https://www.ccus.jp/attachments/show/63fddd8a-d388-4d6f-8405-475ec0a8081b 参照）

　　　およびオンライン講習の受講（別添「オンライン講習の受付について」https://www.ccus.jp/attachments/show/63fddde8-4f0c-4799-a322-472bc0a8081b 参照）をお願いしております。
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北海道 長谷川行政書士事務所 長谷川　武好 北広島市 都道府県内 090-9432-1504 takebing@gmail.com http://takebing.com

行政書士　村上労働行政事務所 村上　三基夫 石狩市花川南1条2丁目295番地 全国可 0133-73-5153 hanakawa@murakamirousei.com https://www.gyoseisyoshi-murakami.com/

行政書士福地隆祐事務所 福地　隆祐 茅部郡森町 都道府県内 01374-2-6110 morifuku@plum.plala.or.jp

行政書士金子重雄事務所 金子　重雄 勇払郡むかわ町末広1丁目21-2 0145-42-2557 sigekane@sunny.ocn.ne.jp

行政書士　土内文行事務所 土内　文行 浦河郡浦河町西3丁目10番3号 都道府県内 0146-22-5748 tsuchiuchi_f@yahoo.co.jp

鶴見行政書士事務所 鶴見　茂生 中川郡幕別町 全国可 0155-29-1855 info@office-tsurumi.com https://office-tsurumi.com

青森県 あい行政書士事務所 寺田　和平 青森市長島1-3-22長和ﾋﾞﾙB棟1F 都道府県内 017-735-1480 ai-gyou@i3.gmobb.jp

行政書士すとう事務所 須藤　隆之 青森市 近隣市区町村可 https://sutojimusyo.com

行政書士永瀨めぐみ事務所 永瀬　めぐみ 青森市 全国可 017-711-8285 info@officenagase.jp https://officenagase.jp

行政書士齋藤晴彦事務所 齋藤　晴彦 青森市 017-765-1822 sight@carrot.ocn.ne.jp

ふたば行政書士事務所 二葉　容夫 弘前市 近隣市区町村可 0172-88-8781 office-futaba@view.ocn.ne.jp

あらい行政書士事務所 荒井　小百合 八戸市湊高台三丁目2番16号 全国可 0178-38-1174 info@arai-gyosei.com https://arai-gyosei.com/

赤松行政書士事務所 赤松　靖 むつ市新町8-22 2階 0175-34-0725 akagyo@outlook.jp https://akamatsu-gyouseifp.com/

岩手県 行政書士村上育美事務所 村上　育美 盛岡市厨川一丁目19番14号 近隣市区町村可 019-643-6026 ikumioffice1099@gmail.com http://ikumi-gyosei-office.hp.peraichi.com

高橋正弘行政書士事務所 高橋　正弘 盛岡市 都道府県内 090-2992-8481 masahiro.office667@gmail.com

行政書士久保田秀房事務所 久保田　秀房 宮古市 0193-63-4895 kubotaoffice@hb.tp1.jp http://gyousei-syoshi.biz/schedule.html

武田秀樹行政書士事務所 武田　秀樹 八幡平市 都道府県内 0195-68-7811 h-takeda@eagle.ocn.ne.jp https://kyoninka-senmon.com/iwate/12952

行政書士しずくいし法務事務所 徳田　靖 岩手郡雫石町 090-3369-9242

行政書士法人岩手許認可センター 米澤　剛 紫波郡矢巾町 019-697-8868 muramatsu-office@e-shinnsei.com http://e-shinnsei.com/

行政書士みずかみ事務所 水上　雅貴 九戸郡洋野町 都道府県内 0194-66-7645 masaki-m@mizukami-office.jp

宮城県 太白行政事務所 岩佐　芳正 仙台市太白区 022-304-2203 kscnm257@ybb.ne.jp https://www.taihaku-office.com/

行政書士百武事務所 百武　誠二 仙台市太白区 都道府県内 022-702-1986 https://www.office-momotake.com

小野恵子行政書士事務所 小野　恵子 仙台市泉区 都道府県内 onokmail@gmail.com

みずこし行政書士事務所 水越　恭平 仙台市青葉区木町通2-2-60 ﾙﾈｽｻﾏﾝ201 全国可 022-341-3712 mzks.gyo.sho@gmail.com https://mzks-office.com

行政書士法人ファーストグループ 塩谷　豪 仙台市青葉区二日町6-21 全国可 022-369-3153 022-369-3154 ccus@fstg.co.jp https://fstg.co.jp/

若竹行政書士事務所 熊谷　仁憲 仙台市青葉区国分町2-13-28 ﾆｭｰ若竹ﾋﾞﾙ 地下1階 022-263-4760 info@waka-take.jp

Ｗｉｔｈ.行政書士法人 伊藤　佳恵 仙台市青葉区 全国可 info@with-office.com https://with-office.com

行政書士佐々木秀敏事務所 佐々木　秀敏 仙台市青葉区 全国可 022-725-2280 mail-ccus@hide-gyousei.jp https://miyagi-ccus.com

行政書士山並修事務所 山並　修 仙台市青葉区 全国可 022-266-5460 a-tajiri@helen.ocn.ne.jp https://www.office-yamanami.com/

行政書士須藤愛美事務所 須藤　愛美 仙台市青葉区 080-1828-5569 manami.s.2022@gmail.com https://gyouseishosims.sakura.ne.jp/wp/

稔行政書士事務所 本多　歩 仙台市青葉区 全国可 info@minori-are.com https://minori-are.com/

行政書士てしろぎ事務所 手代木　秀樹 仙台市青葉区 全国可 022-713-6030 022-713-6031 info@teshirogi-office.com https://teshirogi-office.com/

阿部行政書士事務所 阿部　文雄 仙台市宮城野区福田町四丁目10-22 022-258-9570 https://www.setsuritsu-support.net/

宮城野行政書士事務所 藤田　大輔 仙台市宮城野区萩野町1丁目17番9号 全国可 080-1848-7376 esphorizonone@gmail.com
https://www.miyagino-gyo-

sei.com/%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%

B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0

佐藤敬行政書士事務所 佐藤　敬 全国可 022-343-7527 hosokawa_sr_office2@amail.plala.or.jp https://umicom.sakura.ne.jp/hosokawa-sr.com/sato/

竜胆行政書士事務所 阿部　雅俊 石巻市 都道府県内 0225-28-4410 m-abe@rindou-office.com

行政書士ごとう事務所 後藤　久美 石巻市 goto@go.go6784.com

オフィス・コスモス行政書士綜合事務所 藤澤　能子 名取市 全国可 022-796-8151 fujisawa@office-cosmos.com https://www.office-cosmos.com/

行政書士飛澤事務所 飛澤　陽介 大崎市 0229-87-4751 tobisawa@air.ocn.ne.jp https://tobisawa-office.com/

ｅｆｆｏｒｔ行政書士事務所 熊谷　浩幸 富谷市上桜木1-35-13 都道府県内 022-342-1470 info@office-effort.com

行政書士福島法務行政事務所 福島　知行 柴田郡大河原町字旭町54 0224-87-8137

行政書士新川たか子事務所 新川　たか子 柴田郡柴田町 0224-55-4376 sinkawa7@d1.dion.ne.jp https://shinkawa-takako-jimusho.jimdofree.com

行政書士佐々木敏雄事務所 佐々木　敏雄 遠田郡涌谷町 0229-43-3082 dom.0802.domdom@outlook.jp

秋田県 堀井行政書士事務所 堀井　潤 秋田市保戸野金砂町2-51 018-863-7300 018-863-7303 h-office@js3.so-net.ne.jp

グラント行政書士事務所 米光　有美 秋田市山王三丁目1-1 秋田県庁第二庁舎3F 090-7520-8908 info@grant-gyosei.com https://grant-gyosei.com/

行政書士上草事務所 上草　義樹 秋田市 全国可 018-807-2668 info@kamikusa-office.com https://kamikusa-office.com/

岡部行政書士事務所 岡部　享 秋田市 都道府県内 018-838-0710 mail@office-okabe.com https://office-okabe.com/
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秋田県 行政書士　大塚事務所 大塚　知行 大館市観音堂667-4 近隣市区町村可 0186-42-0385 http://office-otuka.com

山形県 今野行政書士事務所 今野　隆 鶴岡市 近隣市区町村可 090-4559-1930 tk428@sea.plala.or.jp

佐藤行政書士事務所 佐藤　智 鶴岡市 近隣市区町村可 0235-33-8868 sato-gyousei@kta.biglobe.ne.jp http://sozoku.sato-gyousei.net/

武口晃徳行政書士事務所 武口　晃徳 天童市駅西1-11-34 全国可 023-654-4479 takeguchiakinori@gmail.com

大類行政書士事務所 大類　慎也 東根市大字郡山43番地 0237-53-8820 orui-office@rose.plala.or.jp https://www.orui-gyosyo.com/

ひろ行政書士事務所 渡邉　裕人 東村山郡山辺町 近隣市区町村可 023-666-4424 w.h@hiro-gyosei.com https://hiro-gyosei.com

行政書士丹野知樹事務所 丹野　知樹 東村山郡中山町 023-674-6524 office.tanno@gmail.com

福島県 行政書士法人近藤事務所 近藤　博 福島市方木田字前白家5番地の1 024-529-7571 024-529-7583 info@kensetsu-fukushima.com http://kensetsu-fukushima.com/

行政書士法人ニア・コンサルティング 佐藤　巨人 福島市御山字田中22番地の7 全国可 024-525-0205 info@near-consulting.jp https://near-consulting.jp/

ますこ行政書士事務所 増子　吉彦 福島市 近隣市区町村可 024-529-5806 shien@masuko-visa.net

行政書士　かんの事務所 菅野　喜晴 福島市 近隣市区町村可 090-2793-3304 inquiry@office-kanno.com

行政書士法人南東北事務所 小田島　達也 福島市 024-573-0130 info@mankind-service.net https://mankind-service.net/

栗城春夫行政書士事務所 栗城　春夫 会津若松市東栄町1番60号幸和ﾋﾞﾙ1-2 0242-85-8436 haruo01@crux.ocn.ne.jp

行政書士　遠藤芳人事務所 遠藤　芳人 会津若松市 近隣市区町村可 090-2602-1585 eyoshito@lapis.plala.or.jp

ミナスム行政書士事務所 長岡　寛道 会津若松市 0242-23-4775

行政書士たかはし事務所 高橋　幸一郎 郡山市並木五丁目14番地20 080-9636-6162 gyoushokt@gmail.com https://gyoushokt.com/

行政書士法人新田事務所 新田　孔一 郡山市八山田五丁目372番地 024-935-2925 024-935-2935 nt51@cherry.ne.jp http://www.cherry.ne.jp

行政書士法人高宮・茅原事務所 茅原　三恵 郡山市 近隣市区町村可 024-951-9691 m-chi.takami.gy2523@sirius.ocn.ne.jp

み・らいと行政書士法人 石井　知行 郡山市 024-931-6987 https://mi-raito.jp/notary

プロップス行政書士事務所 佐藤　亮 いわき市 0246-27-1765 hikarilawfirm@gmail.com https://satogj.com/

蒼龍寺内行政書士事務所 田中　俊幸 相馬市 全国可 080-5553-6655 info@soryuji.com https://soryuji.com/gyouseisyoshi-info/

行政書士坂本法務事務所 坂本　友洋 南相馬市原町区二見町1-20-2 二見屋貸事務所2号室 全国可 0244-22-0280 0244-26-3466 saka.gyousei@live.jp https://sakatomo-office.com/

相双労務管理センター 根本　定子 南相馬市 近隣市区町村可 0244-24-0566 sousou@seagreen.ocn.ne.jp

こまきね行政書士事務所 駒木根　俊彦 岩瀬郡鏡石町高久田102番地1 都道府県内 070-4061-7237 gyosei.koma@gmail.com

フォーリーフ行政書士事務所 鈴木　俊一 河沼郡会津坂下町 全国可 0242-85-8196 suzuki@sr-four-leaf.jp http://sr-four-leaf.jp

行政書士セキネ事務所 関根　秀也 西白河郡矢吹町 都道府県内 0248-21-6911 info@gyosei-sekine.com https://www.gyosei-sekine.com/

茨城県 水戸赤塚行政書士事務所 宇野　雅彦 水戸市姫子二丁目1671番地10ツカサテナント2Ｆ 全国可 029-297-3066 029-297-3067 mitoakatsuka@outlook.jp

行政書士冨田事務所 冨田　まゆ子 水戸市笠原町1750-9 都道府県内 029-303-5155 029-303-5156 info@tomita-gyousei.com

行政書士　めぶき法務事務所 綿引　晴夫 水戸市2丁目8番2号 都道府県内 029-291-7127 info@mito-mebuki.jp https://mito-mebuki.jp

大岡行政書士事務所 大岡　淳一 水戸市

行政書士ライトハウス総合事務所 磯崎　賢 水戸市 029-246-6148 info@lighthouse-sogo.com https://lighthouse-sogo.com

特定行政書士　遠藤裕輝事務所 遠藤　裕輝 日立市 全国可 080-1344-5595 aomomoaodaidai@icloud.com https://endo-yuki-gyousei.com/

古市行政書士事務所 古市　人見 日立市 0294-52-3531 sy884237@jc4.so-net.ne.jp

行政書士三田寺大輔事務所 三田寺　大輔 土浦市 都道府県内 029-825-3633 https://www.office-mitadera.com/

若山行政書士事務所 若山　民雄 石岡市柿岡2323番地 0299-43-0536 050-3488-4483 gyosho-info@yasawaka.net

まつた行政書士事務所 松田　秀幸 龍ｹ崎市 0297-64-1850 info@matsuta-office.com https://www.matsuta-office.com/

行政書士戸塚事務所 戸塚　操 都道府県内 0297-23-5052 tutsuka.gyosei@hb.tp1.jp

古谷行政書士事務所 古谷　悦子 取手市 0297-78-7777 furuya-e@outlook.jp http://www7b.biglobe.ne.jp/~office-furuya/index.html

サイトウ行政書士事務所 齊藤　公基 ひたちなか市 都道府県内 090-4003-0075 gyouseishoshi.saito@gmail.com https://gyouseishoshi-saito.com/

ステップ行政書士法人 大庭　孝志 鹿嶋市宮中2010番地3ｶｼﾏ95ﾋﾞﾙ1F 近隣都道府県可 0299-82-8153 info@step-office.com https://step-gyosei.com/

行政書士神栖さとう事務所 佐藤　鉄也 神栖市 0299-95-6508 gyosei-sato@ae.auone-net.jp https://www.kamisu-sato.com/

関口行政書士事務所 関口　美紀子 行方市 0299-55-2888 sekiguchi.office@gmail.com

司法書士・行政書士海老沢事務所 海老澤　慶秀 鉾田市 近隣市区町村可 0291-32-2646 ebisawajimusho@docomonet.jp

行政書士柴森法務事務所 柴森　米光 結城郡八千代町大字塩本451-10 近隣市区町村可 0296-49-0002 0296-49-0002 yone4032@gmail.com

栃木県 みつば行政書士事務所 松本　充央 宇都宮市鶴田町1373-3 都道府県内のみ 090-3680-2076 028-648-5044 clover-2013@nifty.com https://mitsuba-office.com/

サイトウ行政書士事務所 齋藤　丈威 宇都宮市竹林町 全国可 090-6475-6251 https://saitou-office.jp/

ＳｋｙＳｅａ法務オフィス行政書士 稲見　正雄 宇都宮市西川田町 近隣市区町村可 028-678-2221 028-612-4442 inamimasao.sky@sea.plala.or.jp https://skysea-lawyer.jp
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栃木県 礒部行政書士事務所 礒部　誠一郎 宇都宮市 近隣市区町村可 028-645-2100 isobe2100@nifty.com

ごだい福祉法務行政書士事務所 髙山　伸人 宇都宮市 近隣都道府県可 028-612-3555 info@godaijimusyo.com http://godaijimusyo.com/

今井行政書士事務所 今井　敬史 宇都宮市 近隣都道府県可 028-678-9131 info@imai-office.com http://www.imai-office.com

本庄行政書士事務所 本庄　勉 栃木市 benkeicons@gmail.com

根岸行政書士事務所 根岸　愼治 栃木市 全国可 090-8777-5018 dwnrb636@ybb.ne.jp https://negishi-sharo.com

行政書士高橋実事務所 高橋　実 栃木市 近隣都道府県可 090-3134-7987 minoru.as.office@gmail.com https://minoru-as-office.amebaownd.com

こだち行政書士事務所 小太刀　庸恭 鹿沼市 都道府県内 0289-74-5623 info@k-gyousei.net https://www.k-gyousei.net/

行政書士あんしん法務事務所 荒川　崇 日光市瀬尾391-11 近隣都道府県可 0288-25-7691 t.anshin.office@gmail.com

礒行政書士事務所 礒　泰之 日光市瀬尾172-7 090-4728-6717 kh1109.an1209.i@docomo.ne.jp https://iso-office.jp

行政書士菊池江里香事務所 菊池　江里香 小山市 近隣都道府県可 050-5328-3958 050-3145-2892 mail@officekikuchi.com www.officekikuchi.com

植野労務行政事務所 植野　康則 小山市 近隣市区町村可 uenojimusyo@apost.plala.or.jp

行政書士作道事務所 作道　みゆき 0285-23-6172 https://www.sabg.jp

行政書士事務所　エスポケット 齊藤　和志 那須塩原市

長谷川行政書士事務所 長谷川　久夫 那須郡那珂川町 近隣市区町村可

群馬県 行政書士高橋法務事務所 高橋　憲一 前橋市上泉町3369 都道府県内 027-269-2328 mgstko@ybb.ne.jp

小田美幸行政書士事務所 小田　美幸 前橋市 全国可 027-288-0517 info@office-oda.com http://office-oda.com

行政書士春山法務事務所 春山　敦 前橋市 都道府県内 027-257-4170 info@haruyama-office.com https://kensetsu.shinsei-support.biz/

行政書士法人ｄａｙ１ 岩瀧　永 前橋市 027-289-8199 contact@day1.jp https://day1.jp/

今井行政書士事務所 今井　大輔 前橋市 027-289-0102 https://i-capls.com

行政書士ひかりオフィス 大橋　恵里 前橋市 全国可 https://www.hikari-office.info/

行政書士法人まるこ 塩野　有希 高崎市菅谷町62番地1 全国可 027-384-2451 027-384-2453 info@maruco-g.jp https://www.maruco-g.jp/

エフォール行政書士事務所 佐藤　美保子 高崎市 近隣都道府県可 090-5803-3994 effort.8735@gmail.com https://www.effort-office.com/

行政書士コヤマ事務所 小山　範之 高崎市 027-322-5313 biz@ofnon.com https://ofnon.info

髙橋行政書士事務所 髙橋　雅之 高崎市 090-3140-6094 tombox2358owl@gmail.com https://office-takahashi-gyousei-gunma.com

まつもと行政書士事務所 松本　直子 伊勢崎市 近隣市区町村可 0270-75-6293 info@ma-office.com https://www.ma-office.com/

行政書士楓法務事務所 井田　昇吾 伊勢崎市

行政書士法人トラスト 田代　峻久 太田市 0277-47-7465

行政書士田村事務所 紺谷　つね美 館林市 近隣市区町村可 0276-72-1229 tunemi-k@hyper.ocn.ne.jp http://tamura-jimusyo.jp/

埼玉県 安部行政書士事務所 安部　俊夫 さいたま市緑区 都道府県内 048-878-6310 kense2@abejimu.com http://www.abejimu.com/index.html

行政書士あべ法務事務所 阿部　嘉孝 さいたま市北区奈良町 全国可 050-3565-4341 info@abe-homu.com https://abe-homu.com

行政書士さとう事務所 佐藤　信一 さいたま市北区植竹町 近隣都道府県可 080-4354-8423 hozandes@gmail.com

服部俊明行政書士事務所 服部　俊明 さいたま市北区 080-8161-9520 office.t.hattori@gmail.com https://office-hattori.net

行政書士サム事務所 飛田　査武 さいたま市南区 近隣市区町村可 048-767-3699 https://www.sam-office.com

井川行政書士事務所 井川　圭子 さいたま市中央区 近隣都道府県可

くりはら行政書士事務所 栗原　崇 さいたま市中央区 info@takashi-kurihara.com https://takashi-kurihara.com/

おぎそ行政書士事務所 小木曽　和宏 さいたま市大宮区仲町2丁目71番地 ｿｼｵ大宮609 全国可 048-700-7016 ogiso@klothoss.com

行政書士法人CLA 川﨑　雅彦 さいたま市大宮区大成町2-357-8 全国可 048-662-9083 048-662-9093 masahikokawasaki@kih.biglobe.ne.jp https://cla-kawasaki.com

行政書士深澤英雄事務所 深澤　英雄 さいたま市大宮区下町2-51-8-502 近隣市区町村可 048-644-1813 hdofksw@yahoo.co.jp https://zi8am.hp.peraichi.com

行政書士田口正太郎事務所 田口　正太郎 さいたま市大宮区 近隣市区町村可 048-657-2375 showta-rise@jcom.home.ne.jp

かしのき総合法務事務所 柏原　昌之 さいたま市西区宮前町1086番地4 近隣都道府県可 048-727-2782 048-788-4292 kashi.noki.jimusho@gmail.com http://kashinokijimusho.com/

沖野政信行政書士事務所 沖野　政信 さいたま市見沼区 市区町村内のみ 048-795-6554 o.m_office0216@joy.ocn.ne.jp

行政書士高橋克則事務所 高橋　克則 さいたま市見沼区 048-687-7681 katsunori@tbb.t-com.ne.jp http://gyousei.fc2web.com/

行政書士　小山田裕史事務所 小山田　裕史 さいたま市見沼区 全国可 090-6347-7456 oyachan1953@gmail.com

坂東明美行政書士事務所 坂東　明美 さいたま市見沼区 048-682-3305 a-ban@juno.ocn.ne.jp http://www.bandou-office.com

行政書士阿部英紀事務所 阿部　英紀 さいたま市岩槻区 近隣市区町村可 048-793-4693 gys-abeh@jcom.zaq.ne.jp

杉山行政書士事務所 杉山　昌由子 さいたま市岩槻区 近隣市区町村可 050-7118-3425 https://sugiyama55-office.com/

小栗行政書士事務所 小栗　　重美 さいたま市浦和区 市区町村内のみ 048-833-1106
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埼玉県 行政書士さかいかよこ事務所 酒井　か余子 川口市 近隣市区町村可 090-3470-3131 ksakai@capls.biz

高橋よしのぶ特定行政書士事務所 高橋　快信 川口市 048-228-6555 takahashi@takayoshi-office.com http://www.takayoshi-office.com

崔林行政書士事務所 崔　林 川口市 全国可 080-3934-7060 cuilin1003@gmail.com https://www.sairingyouseisyosi.com/services

川端行政書士事務所 川端　實 所沢市くすのき台3丁目23番地の23 都道府県内のみ 04-2993-5841 04-2993-5844 kawbata@mvi.biglobe.ne.jp

西澤社会保険労務士・行政書士事務所 久保　貴則 飯能市仲町 070-3232-7013 kubo-tk@2430romu-office.com https://www.2430romu-office.com/

行政書士法人吉成法務行政管理事務所 井上　太郎 春日部市 全国可 048-793-4353 info@yoshinari-jimusyo.com

行政書士斎藤事務所 斎藤　義男 春日部市 全国可 048-738-3557 info@saito-y-office.com https://www.saito1-office.com

行政書士木村俊之事務所 木村　俊之 羽生市南5丁目23番地12 全国可 080-1330-8384 048-563-2288 kimura@toshiyuki-office.com https://www.toshiyuki-office.jp/

行政書士木村俊之事務所 木村　俊之 羽生市南5-23-12 近隣市区町村可 048-562-0698 kimura@toshiyuki-office.com https://www.toshiyuki-office.jp/

行政書士桃井事務所 桃井　亮三 上尾市原市2381-21 都道府県内のみ 090-1250-8809 048-723-0400 momonoi@ac.auone-net.jp

行政書士塚越民夫事務所 塚越　民夫 上尾市 近隣都道府県可 048-871-7595 contact@office-tsukagoshi.com https://office-tsukagoshi.com

後藤行政書士事務所 後藤　君代 越谷市 近隣市区町村可 048-964-7412 hikimiyo@olive.ocn.ne.jp http://www.gotoh-gyoseishoshi.jp

行政書士　中村まさひこ事務所 中村　雅彦 戸田市 全国可 048-242-3158 info@kensetsugyokyoka-n.com https://kensetsugyokyoka-n.com/

でぐち行政書士事務所 出口　勉 入間市上藤沢429-160 近隣市区町村可 04-2968-3174 04-2968-3174 deguchi_gyosei@icloud.com https://deguchi-gyosei.com/

行政書士浜田佳孝事務所 浜田　佳孝 志木市 全国可 050-8880-9888 info@shiki-yushi.com https://shiki-yushi.com

行政書士タナカ事務所 田中　智子 志木市 048-485-8456 info@g-tana.com http://g-tana.com/

かとう行政書士事務所 加藤　雅隆 桶川市 katou-gyousei.2018@jcom.zaq.ne.jp

荒岡行政書士法務事務所 荒岡　克巳 048-776-5581 amipapa.9613@gmail.com

行政書士西村良平事務所 西村　良平 久喜市久喜東5丁目31番10号 0480-25-5567 0480-25-5568 cda22540@hkg.odn.ne.jp

行政書士事務所松尾 松尾　好 八潮市 近隣都道府県可 https://matsuoffice.net/

行政書士やまもと経営法務事務所 山本　悠基 富士見市 全国可 info@yamamoto-office.biz https://www.yamamoto-office.biz/

ほんむら行政書士事務所 本村　昭平 近隣都道府県可 048-951-1194 a.hommura.v@gmail.com

奥冨行政書士事務所 奥冨　孝夫 蓮田市西城2丁目51番地 近隣都道府県可 048-768-7541 takaoaofu@gmail.com

行政書士福嶋事務所 福嶋　輝幸 日高市 都道府県内 042-989-9909 t.fukushi@nifty.com

行政書士山田真一事務所 山田　真一 入間郡毛呂山町 都道府県内 049-277-4992 contact@caplsoffice-yamada.com https://caplsoffice-yamada.com

アールスタイル行政書士事務所 浅井　良太 比企郡滑川町 0493-59-9114 info@r-style-office.jp https://kensetsu-r-style.com/ccus/

行政書士折茂事務所 折茂　和好 児玉郡神川町 近隣市区町村可 0495-77-0546 orimok@car.ocn.ne.jp https://www.office-orimo.com

千葉県 金子英隆行政書士事務所 金子　英隆 千葉市中央区問屋町13番1号 ｼｬﾘｴ千葉みなと公園205号 全国可 050-3551-0066 043-332-9391 kaneko-gyosei@outlook.jp https://kaneko-office.com/

行政書士法人スリーコンパス 山﨑　友康 千葉市中央区本町1丁目6番6号　小川第5ビル1階 043-307-6741 reception@3compass.or.jp

行政書士まつがみ事務所 松上　隆良 千葉市中央区新千葉1-7-2 ﾍﾟﾘｴ+Plusﾋﾞﾙ1F-3F 全国可 043-400-3124 info@mtgm-office.com https://mtgm-office.com/

はたや行政書士事務所 畑谷　浩治 千葉市中央区院内一丁目12番9号ｸﾞﾚｲｽ院内101号 全国可 043-307-4360 043-307-1005 koji@hataya-office.jp https://www.hataya-office.jp/service/ccus/

行政書士法人最首総合事務所 最首　猛 千葉市中央区 都道府県内 043-290-7887 gyousei@s-s-j.co.jp https://www.s-s-j.co.jp/

ユアサイド行政書士法務事務所 八巻　章 千葉市中央区 contact@yourside-ghj.com https://www.yourside-ghj.com/

ハル行政書士事務所 斉藤　大輔 千葉市中央区 043-400-3020 info@halu-gyosei.com https://halu-gyosei.com

行政書士法人畠山事務所 竹内　和仁 千葉市若葉区千城台西1-34-10 全国可 043-237-7078 043-236-3521 toiawase@hatakeyama-office.co.jp http://www.hatakeyama-office.co.jp

行政書士三浦友之事務所 三浦　友之 千葉市若葉区桜木6丁目15番21号 桜木ﾋﾞﾙ2階202号 都道府県内 043-307-3621 043-307-3622 info@miura-legal.com https://miura-legal.com/

行政書士ちぐさ経営法務事務所 日野　千草 千葉市若葉区 043-308-7258 office-chigusa@ae.auone-net.jp http://www.office-chigusa.jp

横山和男行政書士事務所 横山　和男 千葉市花見川区幕張本郷 都道府県内 043-271-3343 yokoyamakazuosyarousizimusyo@yahoo.co.jp http://park5.wakwak.com/~yokoyamakazuo/

はし本行政書士事務所 橋本　康夫 千葉市花見川区幕張町5丁目 近隣都道府県可 090-6472-0913 yh.bayoffice@gmail.com https://www.yh-gyosei.com/

市原行政書士事務所 市原　一宏 千葉市花見川区1-7693-40 近隣都道府県可 043-274-6659 ichiharakazuhiro.gyousei@gmail.com https://sites.google.com/view/ichiharakazuhiro-gyousei

行政書士山本事務所 山本　晃 千葉市稲毛区稲毛台町10番9号 全国可 043-441-5408 043-331-6822 info@gyousei-y.com https://gyousei-y.com

行政書士法人スリーコンパス 銚子事務所 神子　修一 銚子市 都道府県内 0479-25-2141

フローラ行政書士事務所 今田　喜信 市川市欠真間1-3-6-1 近隣都道府県可 047-314-5510 050-3588-2904 flora@maihama-group.co.jp https://www.flora-gyosei.com/

行政書士きくちオフィス 菊地　淳一 市川市 近隣都道府県可 047-374-3987 everything@gyoseik-office.com

デベロップ企業商事法務行政書士事務所 菅原　淳 市川市 sugawara@field-pro.jp

行政書士秀澤事務所 秀澤　秀之 市川市 047-326-2161 hidesawa-office@ae.auone-net.jp

窪田史穂行政書士事務所 窪田　史穂 船橋市湊町2-12-24湊町日本橋ﾋﾞﾙ6階 全国可 info@shiho-kubota-office.com
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千葉県 つだぬま行政書士事務所 石澤　隆行 船橋市前原西2-14-1 ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ津田沼416号 全国可 047-409-2362 047-409-2363 info@office-ishizawa.com https://kensetu-support.net/

梅原行政書士事務所 梅原　弘子 船橋市三山5-50-7 近隣都道府県可 047-475-7183 047-457-5011 umehara@flute.ocn.ne.jp

行政書士　大野事務所 大野　月也司 船橋市丸山 全国可 toiawase@ono-office.co.jp http://www.ono-office.co.jp/

金子行政書士事務所 金子　秀之 船橋市 047-401-6880 kgo@kaneko-gyouseisyoshi-funabashi.com https://kaneko-gyouseisyoshi-funabashi.com/

行政書士豊浦事務所 豊浦　和重 船橋市 近隣都道府県可 047-404-3861 toyoura.office@gmail.com https://toyoura-office.com

葛生行政書士事務所 葛生　雅子 都道府県内のみ 090-7826-3659

東日本法務行政書士事務所 柴﨑　英雄 木更津市 0438-38-3727

おかもと行政書士事務所 岡本　鷹幸 松戸市稔台1-15-19 シャルム川上101 全国可 047-718-4107 info@okamoto-office.jp https://kensetsu.okamoto-office.jp

大原行政書士事務所 大原　哲也 松戸市本町14-1 松戸本町ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ6階 近隣都道府県可 047-363-1350 047-364-6270 oohara@ooharakanri.jp https://www.oohara-romukanri.com/

堀口行政書士事務所 堀口　浩昭 松戸市五香2丁目32番地の12 全国可 047-702-3885 hmc_horiguchi1@yahoo.co.jp https://horiguchigyouseisyosijimusyo.jimdosite.com

わたべ行政書士事務所 渡部　康行 松戸市五香4丁目55-3 全国可 047-710-9257 047-710-9258 watabe-office@rk2.so-net.ne.jp https://watabe-office.com

もりみち行政書士事務所 守道　正光 松戸市 近隣都道府県可 047-710-6754 morimichigyoseishoshi@gmail.com https://morimichi-g.website/

行政書士　わたなべひろし事務所 渡邉　博 野田市大殿井584-3 04-7123-6960 h-nabe07250924@y8.dion.ne.jp

根本行政書士事務所 根本　健 佐倉市 043-375-2027 nemoto-office@dream.jp http://nemoto-office.net/

みなみ行政書士事務所 南　洋美 全国可 info@minamihiromi.com https://hiro373.com/

髙田行政書士事務所 髙田　俊二 習志野市花咲 都道府県内 047-767-1652 officeshunjitakada@gmail.com http://www.officetakada.net

きむら行政書士事務所 木村　亮一 柏市東柏二丁目1番17号苅込ﾊｲﾂB棟102号室 全国可 04-7189-7601 https://office-kimura1.com/service/ccus

行政書士西中法務事務所 西中　慶一 柏市 全国可 04-7128-9674 info@nishinaka-houmu.com https://gyosei-nishinaka.com/

行政書士中村利雄事務所 中村　利雄 市原市 都道府県内 0436-22-5929 daina@mvh.biglobe.ne.jp

紺野行政書士事務所 紺野　義聖 八千代市大和田新田453-138 近隣都道府県可 047-459-6007 047-459-4367

中村たかし行政書士事務所 中村　宗 八千代市勝田台北1-19-40 2階 全国可 070-4484-6396 nakamura@japasia.jp http://japasia.jp/

行政書士　羽場事務所 羽場　英光 八千代市 都道府県内 070-2658-6863 paper-works@spa.nifty.com http://try.haba-office.net/

行政書士事務所プロミネンス 安部　雄紀浩 八千代市 全国可 047-427-9976 info@prominence-office.com http://prominence-office.com

行政書士永木良一事務所 永木　良一 我孫子市 全国可 04-7168-0486 nagakigyoseisyosi@gmail.com

行政書士髙桒稔事務所 高桑　稔 君津市人見3丁目11番39号 近隣都道府県可 090-8641-8452 hida7834@outlook.com

行政書士髙桒稔事務所 髙桒　稔 君津市人見3丁目11番39号 近隣都道府県可 090-8641-8452 0439-57-2913 hida7834@outlook.com hida7834@outlook.com

行政書士こめいまみ事務所 米井　真美 白井市 全国可 047-401-9044 mamikomei270@gmail.com https://mamikomeioffice.com/

行政書士イタル事務所 宮岡　到 長生郡長柄町 都道府県内 090-6465-9597 itarurx78@gmail.com

東京都 行政書士長瀬事務所 長瀨　功 千代田区九段北4-1-16氷川ｻﾆｰﾋﾞﾙ4階 03-6382-8870 info@nagase-office.jp https://nagase-office.jp

行政書士ともに事務所 天春　太何男 千代田区 近隣都道府県可 03-3293-2393 amagasu@tomoni-office.com https://kensetsu.tomoni-office.com/

三須国際総合法務事務所 三須　健次 千代田区 全国可 03-3294-5089 kenji-misu@mub.biglobe.ne.jp

行政書士東貴子さくら事務所 東　貴子 千代田区 03-5825-4303 info@sakura-gs.com http://sakura-gs.com/kense2/

玉木行政書士事務所 玉木　尚 千代田区 tamaki-office@sr-tamaki.com

たかえす行政書士事務所 高江洲　かおり 千代田区 近隣都道府県可 info@office-takaesu.com https://office-takaesu.com/

行政書士法人中央行政事務所 平賀　猛 千代田区 全国可 03-5829-6277 https://www.chuogyosei.com

行政書士本田事務所 本田　穣 千代田区 info-taku@honda-j.com http://honda-j.com/

行政書士法人みらいリレーション 山口　里美 中央区八重洲2-6-21 0120-338-631 etsuko.morita@mirairelation.jp https://mirairelation.jp

行政書士事務所Ｓｋｙｅ 本間　美也子 中央区 全国可 03-5657-0900 info@skye.jp https://skye.jp

行政書士塚本秀寿事務所 塚本　秀寿 全国可 https://office-tsukamoto.jp/

谷島行政書士事務所 谷島　亮士 港区六本木2-4-9ｱｿﾙﾃｨ六本木一丁目1階 全国可 03-5575-5583 info@tanishima.biz https://tanishima.net/%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%a5%ad%e8%a8%b1%e5%8f%af/

行政書士法人ｏｎｅ 中川　孝太郎 港区元赤坂1-4-21 赤坂ﾊﾟﾚｽﾋﾞﾙ3階 近隣都道府県可 03-6459-2743 nakagawa@ags-build.co.jp

ソリューション行政書士事務所 深津　重人 港区2丁目16番2号 太陽生命品川ﾋﾞﾙ28階 全国可 03-6555-5297 solution@bridge2n.jp http://www.bridge2n.jp

行政書士木村みちる事務所 木村　みちる 港区

大熊行政書士事務所 大熊　博 新宿区西新宿7-5-6-402ﾀﾞｲｶﾝﾌﾟﾗｻﾞ756館 03-5330-3147 fwkf145@nifty.com http://www.officeokuma-gyosei.jp/

行政書士もでき事務所 茂出木　勉 新宿区 近隣都道府県可 03-6279-1044 modeki.office@gmail.com https://www.modeki-office.com/

特定行政書士小田島光子 小田島　光子 新宿区 03-3367-1920

事務センター行政書士鈴木一也事務所 鈴木　一也 新宿区 都道府県内
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東京都 はしだて行政書士事務所 外立　勝也 文京区 近隣都道府県可 03-6875-5143 hashidate@84gyo.com https://www.84gyo.com

インター行政書士事務所 川口　雄次 文京区 090-5896-4430

行政書士事務所ダイモン 丸山　直樹 台東区上野 03-3831-1155 http://www.daimon-gyousei.jp/

くるみ行政書士事務所 黛　くるみ 台東区松が谷4-3-7 ｻﾄｳﾋﾞﾙ 全国可 080-7705-2855 mayuzumi@kurumi-office.com

行政書士木村事務所 木村　敦 台東区松が谷 03-5828-3500 sougou@kimuraoffice.net https://kimuraoffice.net/

みずほ国際行政書士事務所 明神　亜由美 台東区 全国可 03-4405-4910 info@officemizuho.com https://curvo.online/officemizuho/

行政書士アルファ法務事務所 高橋　妹里 墨田区両国4-19-6-101 03-6657-5975 office.alfa.147@gmail.com https://www.officealfa.com

行政書士野木総合コンサルティング事務所 野木　克巳 江東区大島4-1-4-802 03-5875-2665 nogikatsumi@piano.ocn.ne.jp

行政書士法人　ＳＴパートナーズ 笹口　哲也 江東区亀戸2-25-12 宝ﾋﾞﾙ4F 近隣都道府県可 03-5875-1291 info@stp.tokyo https://stp.tokyo/

行政書士吉崎龍之事務所 吉崎　龍之 品川区大井五丁目13番5-301号ﾌﾞﾙｰﾊｲﾈｽ 近隣都道府県可 d-yossy@bc5.so-net.ne.jp

行政書士亀井晃事務所 亀井　晃 品川区 090-3917-5823 kamei@kame-neko.com https://www.kame-neko.com/

見晴らし坂行政書士事務所 吹田　滋 品川区 近隣都道府県可 03-6433-1201 ooimachi@miharashizaka.jp https://www.miharashizaka.jp

ＢＡＧＵＳ Ｍ 行政書士事務所 一海　三世次 大田区山王2-42-22-601 全国可 03-3773-4501 03-3773-4501 miyojisan0721@yahoo.co.jp

行政書士つよみ法務事務所 神庭　謙一 大田区5丁目4番25号 03-6339-0340 info@tsuyomi-office.com https://www.tsuyomi-office.com

岡高志行政書士事務所 岡　高志 大田区 全国可 03-6315-6209 oka@okatakashi.net https://okatakashi.net/

行政書士法人榊原・箭内事務所 榊原　三根 大田区 03-3739-1916 shosi@blue.ocn.ne.jp

行政書士大薗労務経営事務所 大薗　州弘 大田区 全国可 03-6715-6093 info@ork-office.jp https://ork-office.jp/

行政書士事務所ラ・ルーチェ 栗山　ひかる 世田谷区南烏山4-2-6 ｽﾘｰｴｽﾋﾞﾙ1F 全国可 03-6382-9891 info@portalshigyou.com https://portalshigyou.com

伊藤直也行政書士事務所 伊藤　直也 世田谷区若林1-15-10世田谷電設会館2階 近隣都道府県可 03-5433-0018 03-5433-0019 itonaoyags@gmail.com https://itoroumu.jp/

行政書士みやけ法務事務所 三宅　久美子 世田谷区鎌田2-10-8-302 03-3708-9056 futakotamagawa-@kumikomiyake.com

おかひろ行政書士事務所 岡本　浩一 世田谷区 都道府県内 090-3136-5456 hirokazu19620324@gmail.com https://www.okahiro-gyosei.com/

和泉行政書士事務所 小林　大祐 世田谷区 03-6413-5083 https://su-miyoi.com

國井行政書士法務事務所 國井　美樹 渋谷区代々木2-23-1ﾆｭｰｽﾃｲﾄﾒﾅｰ607 03-5351-8908 kunii@kunii-office.com http://www.kunii-office.com/

行政書士法人Ｃｏ－Ｌａｂｏ 小林　裕門 渋谷区代々木1-38-2ﾐﾔﾀﾋﾞﾙ2階 03-6276-4053 info@gscolabo.co.jp https://gscolabo.co.jp/

藤田行政書士事務所 藤田　美佐 渋谷区1-57-10 笹塚駅前ﾋﾞﾙ911 misa-@mui.biglobe.ne.jp

みんなの行政書士事務所 壽村　智之 渋谷区 03-6892-2950 sumura@minjim.tokyo https://minjim.tokyo

下羽行政書士事務所 下羽　浩二郎 杉並区桃井1-5-4 ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽｴｸｾﾚﾝﾄ荻窪104 市区町村内のみ 03-6915-0705 hello@shimoha-office.com https://shimoha-office.com/

森田晃仁行政書士事務所 森田　晃仁 杉並区 03-6913-6292 https://ma-cosmos.com/

行政書士やまが国際法務事務所 山賀　恵子 豊島区 03-3984-8769 https://yamaga-office.com

行政書士たいぞう事務所 小堀　大藏 豊島区 近隣都道府県可 080-5064-4512 taizooffice1@gmail.com https://f-consultant.taizo-office.com/

リライアンス東京行政書士事務所 井﨑　忠弘 izaki-t@ikebukuro-gyouseisyoshi.com https://ikebukuro-gyouseisyoshi.com/

行政書士まつもと事務所 松本　啓明 北区 03-6903-9361 info@matsumoto-office.jp https://ccus.matsumoto-office.jp/

行政書士やなぎさわ事務所 柳沢　裕治 北区 03-5948-9904 info@g-yanagisawa-office.com http://www.kensetu-kyoka.jp/

すずめ行政書士事務所 塗木　薫 北区 03-5944-6551 info@suzume-gyosei.com

坂本佳菜子行政書士事務所 坂本　佳菜子 https://www.kanako-gyousei.com

行政書士事務所アイズオフィス 石橋　賢一 https://isoffice.jp

坂本倫朗行政書士事務所 坂本　倫朗 info@sakamoto316.tokyo https://sakamoto316.tokyo/

ブロッサム東京行政書士事務所 鈴木　正子 練馬区豊玉北6-14-8-602 近隣都道府県可 03-6821-1736 g.office176@gmail.com https://www.blossom-tokyo.jp/

パロマ行政書士法人 荒岡　捷枝 練馬区 070-5452-2607 palomavisa@kvp.biglobe.ne.jp https://www.visapaloma.com/saludos-1

行政書士瀬川事務所 瀨川　耕平 練馬区 03-5848-2760 info@segawa-office.com https://segawa-office.com

行政書士大出克己事務所 大出　克己 練馬区 03-5935-4561 katsumi.ohide@kensetu-kyoninnka.com https://kensetu-kyoninnka.com/

クマダ行政書士事務所 熊田　尚隆 練馬区 全国可 03-3995-6789 info@kuma-office.com https://www.kuma-office.com

行政書士赤津忠彦事務所 赤津　忠彦 足立区谷中5-3-8-101 近隣市区町村可 090-4542-9636 akatsu@kikubari-plan.com https://adachi-akatsu-office.com

行政書士外尾謙二事務所 外尾　謙二 足立区 近隣都道府県可 03-5851-9973 info@hokao.jp https://www.hokao.jp/

さいとう社会保険労務士行政書士事務所 齋藤　大洋 足立区 全国可 090-3138-8545 jutoku@yahoo.co.jp

行政書士事務所こころみ 塚田　悟司 都道府県内 03-6161-6302 kaigo-gyosei@kokoromi.online https://kokoromi.online/

行政書士二ツ森法務事務所 二ツ森　隆尚 葛飾区4-28-18 ﾊﾟﾚｽ細田ｱｽﾞﾏ203 03-5876-8303 homu.futatsumori@gmail.com http://homu-futatsumori.jimdo.com
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東京都 大塚法務行政書士事務所 大塚　博幸 葛飾区 近隣市区町村可 03-3607-2357 mizu@ootuka-g.com https://main.ootuka-g.com/

行政書士川原美穂子事務所 川原　美穂子 葛飾区 全国可 03-6314-5333 mkvg315@gmail.com https://egaokawa-office.com

あだち行政書士事務所 安達　昌弘 葛飾区 03-5668-5530 office-adachi@dream.jp http://www.maroon.dti.ne.jp/adachi-gyoseishoshi/

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所 糠信　一善 葛飾区 070-3892-7581 k.nukanobu@gyosei.email https://gyosei-katuedo.com/

廣瀬行政書士事務所 廣瀬　由香 江戸川区北小岩2-4-3-508 090-3527-3201 hirose-office@yuka-home.jp https://yuka12338.wixsite.com/my-site

アールエム行政書士事務所 高橋　直樹 江戸川区東瑞江1-42-5 03-3679-8004

リゾナコンサルティング行政書士事務所 伊藤　裕子 江戸川区船堀2-16-17 近隣都道府県可 070-9048-1470 03-6874-2308 resonaconsulting.07@gmail.com resonaconsulting.studio.site

行政書士やまと総合法務事務所 村上　敏夫 江戸川区西葛西5-1-11ｳｲﾝｸﾞｽ中川6ﾋﾞﾙ9F 近隣都道府県可 03-3878-3202 yamato-gyosei33@gmail.com https://www.yamato-gyosei.com/

行政書士だるま綜合事務所 丹治　稔 江戸川区篠崎町2-3-5ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ篠崎駅前403 03-5879-8911 daruma-sogo@asahinet.jp https://www.daruma-sogo.jp/

藤本順一行政書士事務所 藤本　順一 江戸川区 03-5674-9230 fjmt.jun@visaget-tokyo.com https://www.visaget-tokyo.com

行政書士山本慶一事務所 山本　慶一 八王子市 080-2018-7892 yamamoto-g@az.em-net.ne.jp https://kei-y.net

行政書士オリーブの樹事務所 鋸本　吉弘 八王子市 042-673-2548 info@olivetree-office.jp https://olivetree-office.jp

行政書士阿部郁子事務所 阿部　郁子 幸町3丁目33番地の8 全国可 042-321-8238 042-321-8238 sbe@123.zaq.jp https://www.abe123.biz/

倉永行政書士事務所 倉永　義人 全国可 042-595-8583 https://kuranaga-office.com/

行政書士正木実事務所 正木　実 武蔵野市 都道府県内 0422-76-8081 c.a.p.l.s.masakioffice@gmail.com https://gyousei-masakioffice.jp

行政書士法人建設ブレイン 田中　秀人 三鷹市下連雀3-38-4三鷹産業ﾌﾟﾗｻﾞ409号 都道府県内 0422-76-7000 0422-76-7001 info@kensetsubrain.com http://www.kensetsubrain.com

ポー行政書士事務所 山浦　賢一 青梅市 全国可 070-8901-4063 pohgyousei123@gmail.com

行政書士　飯島事務所 飯島　太一 府中市八幡町3-5-9-301 近隣市区町村可 042-362-1120 iijima-jimusho@gyosei.or.jp https://iijima-jimusho.gyosei.or.jp

行政書士あだち事務所 足立　聖人 府中市西府町3-20-22 全国可 042-306-9915 info@adachioffice.com https://adachioffice.com

柴野行政書士事務所 柴野　和夫 府中市 042-368-8893 shibanojm@gmail.com http://www.soudan1.jp

三協社労士行政書士事務所 佐藤　紗里奈 調布市 042-364-8781 info@sankyo-sr.com https://www.sankyo-sr.com/

吉田行政書士事務所 吉田　理記 町田市 全国可 090-2459-7469 yoshida.gsoffice@gmail.com https://yoshida-gs-riki.com/

行政書士　しょうじサポート事務所 河崎　昭二 町田市 近隣都道府県可 042-735-6518 shosuppo-gyosei@outlook.jp https://www.shosuppo-gyosei.com

尾畑行政書士事務所 尾畑　尚実 町田市 近隣都道府県可 042-700-4402 obata-n@gyosei.or.jp

加藤行政書士事務所 加藤　健司 町田市 全国可 042-709-3881 info@officekato-k.com https://officekato-k.com

坂手行政書士事務所 坂手　武 小平市 090-1824-1747 ts-gyousei@ab.auone-net.jp

行政書士おかもとふみ事務所 岡本　ふみ 日野市 全国可 042-506-7140 fumiokamoto.gyousei@gmail.com

行政書士馬場孝宗事務所 馬場　孝宗 全国可 https://baba-office.com

行政書士令和佐伯事務所 佐伯　美子 国立市泉5-23-45 近隣都道府県可 042-505-8814 gyouseireiwasaeki@gmail.com

くにたち行政書士事務所 髙橋　真吾 国立市 info@kunitachi2020.com https://www.kunitachi2020.com

片岡行政書士事務所 片岡　節子 国立市 042-505-9038 kataoka-office@pienka-n.com

行政書士松嶋寿延事務所 松嶋　寿延 国立市 matsushima@key.ocn.ne.jp http://www.matsushima.jimusho.jp/

佐藤亜矢子法務事務所 佐藤　亜矢子 福生市南田園1-3-22 近隣市区町村可 042-530-6621 ayarika@spice.ocn.ne.jp

行政書士岩田雅紀事務所 岩田　雅紀 東大和市 042-507-9904 office-iwata@crown-kensetsusanpai.jp https://crown-kensetsusanpai.jp/

新田行政書士事務所 新田　斉 清瀬市 近隣市区町村可 042-455-2796 hnittaoffice@jcom.zaq.ne.jp http://www.nittagyousei.jp/

行政書士仁井田事務所 仁井田　学 多摩市 042-401-9953 mail@gyouseiniida.com https://niida-kensetsu.com/

よしかわ行政書士事務所 吉川　真人 西多摩郡瑞穂町 042-511-5402 info@yoshikawa-as-office.com

神奈川県 行政書士林繁宏事務所 林　繁宏 横浜市保土ｹ谷区西久保町188-10 近隣都道府県可 090-9567-9864 hayashi.capls@gmail.com

行政書士とりうみ法務事務所 鳥海　啓治 横浜市保土ｹ谷区 全国可 045-383-0035 keiji@toriumi-office.com https://toriumi-office.com

行政書士おおこうち事務所 大川内　浩幸 横浜市南区白金町1-4-1ｴｽﾃｰﾄAM201号 045-325-7550 hirohko@tune.ocn.ne.jp http://www.ohkouchi.jimusho.jp/

いせやま行政書士事務所 階堂　泰弘 横浜市鶴見区鶴見中央5丁目7番2-210号 近隣市区町村可 045-717-9728 iseyama-gyosei@mbr.nifty.com https://iseyama-gyosei.com/

ファシオ行政書士法人 林　良浩 横浜市中区常盤町3-21ｱﾗｲｱﾝｽ関内ﾋﾞﾙ402 045-228-7017 gyousei@fasio.yokohama https://fasio.net/

行政書士法人ブリジアス 藤田　麻衣子 横浜市中区山下町1番地 ｼﾙｸｾﾝﾀｰ国際貿易観光会館319 全国可 045-232-4025 045-232-4026 info@bridgeus.or.jp https://of-kensetsu.com/

飯塚行政書士事務所 飯塚　武郎 横浜市中区羽衣町3丁目55番地1 VORT横浜関内BLD4F 近隣市区町村可 045-231-8023 045-330-6426 t.iizuka@himawarioffice.net https://www2.himawari-office.com/

行政書士小出事務所 小出　秀人 横浜市中区 全国可 045-664-5835 koide@koide-office.com http://koide-office.com

平沢行政書士事務所 平沢　禎一 横浜市西区 045-313-2877

行政書士大野佐由理事務所 大野　佐由理 横浜市西区 045-242-2585 ono-jimusyo@nifty.com
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神奈川県 行政書士木村健人事務所 木村　健人 横浜市神奈川区鶴屋町3-30-1　農機会館ビル３階 全国可 045-312-7377 k.kimura@kimura-legal.com

行政書士法人望月事務所 望月　亮秀 横浜市神奈川区鶴屋町3-29-9ﾀｸｴｰ横浜西口第6ﾋﾞﾙ6階 045-313-6188 045-313-6177 info@o-mochizuki.jp http://www.o-mochizuki.jp/

行政書士法人中川・平総合事務所 平　悦子 横浜市戸塚区矢部町 045-867-0757 http://taira-office.com

東戸塚合同行政書士岩下事務所 岩下　文 横浜市戸塚区品濃町 全国可 045-443-5253 https://gs-iwashita.com/

川越行政書士事務所 川越　勝 横浜市戸塚区川上町361番地 都道府県内 045-827-3701 office-kawagoe@gyosei.or.jp https://office-kawagoe.gyosei.or.jp/

かまりや行政書士事務所 下山　聡 横浜市金沢区釜利谷南2-52-13 全国可 045-374-3944 http://www.office-kamariya.com/

オアシス国際行政書士事務所 椎野　麗花 横浜市中区花咲町1丁目18番地805号 近隣都道府県可 080-9820-4824 oasislegaloffice@gmail.com

行政書士中嶋法務事務所 中嶋　英二 近隣都道府県可 080-5430-0887 e.nakajima.office@gmail.com

大沢明久行政書士事務所 大沢　明久 川崎市麻生区 044-712-3556 osawa@osawa-o.com https://osawa-o.com/

行政書士佐藤勝己事務所 佐藤　勝己 相模原市緑区 近隣都道府県可 042-703-7146 s.testament@katsumi-sato.biz https://katsumi-sato.com/

井上武志行政書士事務所 井上　武志 相模原市緑区

行政書士さがみ総合事務所 丸山　静世 相模原市中央区

ふちのべ行政書士事務所 関根　賢治 相模原市中央区 近隣都道府県可 ccus@scaso.jp https://scaso.jp

岩本学行政書士事務所 岩本　学 平塚市中里23-3-2 0463-30-3222

小田行政書士事務所 小田　靖 平塚市黒部丘5-33 パレス平塚102 全国可 0463-34-9008 0463-34-9009 info@oda-gyouseisyoshi.com http://www.oda-gyouseisyoshi.com/index.html

行政書士岩松秀寿事務所 岩松　秀寿 平塚市 近隣市区町村可 0463-59-3164 http://iwamatsujimusyo.o.oo7.jp/index.html

下田行政書士事務所 下田　益子 平塚市 全国可 0463-34-3241 support@shimoda-office.jp http://www.shimoda-office.jp

行政書士村田恵事務所 村田　恵 平塚市 0463-71-6230 murata-kei-office@js3.so-net.ne.jp

こまや行政書士事務所 二宮　佑介 090-8434-3526 y.ninomiya@komaya-law.com https://www.komaya-law.com/

行政書士法人佐藤事務所 佐藤　義雄 藤沢市鵠沼松が岡 都道府県内 0466-27-3599 0466-28-4499 satojimusyo@aqua.ocn.ne.jp https://satohjimusyo.com/

中村行政書士事務所 中村　一夫 藤沢市花の木 都道府県内のみ 0466-81-3463 0466-81-7514 naka-sr@jcom.home.ne.jp

行政書士黒河明広事務所 黒河　明広 藤沢市 全国可 0466-77-8106 info@office-akurokawa.com https://www.office-akurokawa.com/

行政書士法人小関事務所 小関　康一 小田原市 0465-34-5995

そうま行政書士事務所 相馬　義裕 厚木市 090-1262-4705 info@office-soma.com https://office-soma.com/

よこやま行政書士事務所 横山　沙紀 大和市上草柳1-5-8-2 全国可 sakipo39@yahoo.co.jp https://yokoyamaoffice.com/

タイエイ行政書士事務所 堤　健次 近隣都道府県可 080-1254-1305 kenji.1983@icloud.com

小坂英之行政書士事務所 小坂　英之 海老名市上今泉二丁目9番24-3号 近隣都道府県可 046-233-9325 046-233-9325 kozaka.gyosei@gmail.com

渡辺春美行政書士事務所 渡辺　春美 綾瀬市深谷中5-17-1綾瀬市商工会館D号室 全国可 0467-77-1574 0467-55-8409 jyyqx228@ybb.ne.jp

濱田行政書士事務所 濱田　正直 高座郡寒川町倉見1740-12 090-2679-1134 yobi-rikuji@tbz.t-com.ne.jp

新潟県 岩佐行政書士事務所 岩佐　直樹 新潟市東区松園2丁目7番82号 025-278-7416 025-278-7496 anluchi@sirius.ocn.ne.jp https://www.niigata-iwasa.com/

行政書士小菅茂雄事務所 小菅　茂雄 新潟市中央区 近隣市区町村可 025-250-1092 info@kensetu-niigata.com https://kensetu-niigata.com/

行政書士ＡＴ事務所 坂田　健 新潟市西区寺地530-5 近隣市区町村可 025-378-3225 info@aiterasu.com https://neoaiterasu.net/n-construction/

行政書士後藤博之事務所 後藤　博之 新潟市秋葉区 近隣市区町村可 090-5318-7642

行政書士高野事務所 高野　洋子 柏崎市宮場町11-11 市区町村内のみ 0257-41-5906 ta-ka-no@amber.plala.or.jp

金子行政書士事務所 金子　昇 柏崎市 0257-24-7001 info@kaneko-office.sakura.ne.jp https://www.kaneko-ashisuto.com/

よしだ行政書士事務所 吉田　正義 燕市吉田法花堂1421 都道府県内 0256-93-3438 office@y-masayoshi.com https://y-masayoshi.com/

桜町行政書士事務所 久保田　将人 近隣市区町村可 0256-62-2823 m-kubota@outlook.jp

富山県 行政書士山本和博事務所 山本　和博 富山市開763番地2 090-7743-1982 syoshi-kai@gyosei-yamamoto.com

あいおい法務行政書士事務所 茶谷　昌宏 富山市 近隣都道府県可 076-411-7005 aioihoumu-122@outlook.jp https://www.aioihoumu-kyoninka.com

吉田行政書士ＬＡＢ. 吉田　剛 富山市 全国可 050-3592-1618 mail@officeyoshida.jp https://officeyoshida.jp

行政書士　林美貴子事務所 林　美貴子 高岡市戸出伊勢領282番地 全国可 0766-63-0468 hayashijimusyo@outlook.jp https://www.hayashijimusyo.com

行政書士金山義一事務所 金山　義一 氷見市鞍川372番地 都道府県内 0766-73-9368 spx347s9@tempo.ocn.ne.jp http://knym.info/

石川県 行政書士小山内合同事務所 小山内　俊平 金沢市 076-263-2120 info@osajimu.com https://www.godojimu.com/

行政書士法人ＬＥＡＤ 濱田　隆弘 金沢市 076-220-6570 info@lead-kanazawa.com

行政書士多賀事務所 多賀　聖道 七尾市 全国可 0767-58-3286 info@taga-gyousei.com https://taga-gyousei.com

行政書士寺口典彦事務所 寺口　典彦 加賀市庄町ﾙ69番地 近隣都道府県可 0761-74-3358 officenorihiko@gmail.com

吉岡大輔行政書士事務所 吉岡　大輔 野々市市 近隣市区町村可 076-294-5704 yoshiokadr@m3.spacelan.ne.jp
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福井県 合同経営行政書士法人 木村　英治 福井市西開発1-2503-1 都道府県内 0776-57-2379 0776-50-2826 kimura@godokk.co.jp https://www.big-advance.site/s/163/1427

髙野ますみ行政書士事務所 髙野　ますみ 福井市 0776-55-1687 drnqm941@ybb.ne.jp

行政書士おくだ事務所 奥田　康太 敦賀市山泉39-6-17 近隣市区町村可 0770-36-1675 okudakoutags@gmail.com https://gyousei-2019.sakura.ne.jp/

山梨県 北口事務サポートセンター 矢崎　健吾 甲府市北口3-1-4 https://kensetsu-supportcenter.jp/

行政書士菅沼事務所 菅沼　和也 甲府市宝1-39-8 都道府県内 055-233-1261 055-233-1262 ssj@poem.ocn.ne.jp

（行）建設事務代行みしな事務所 三科　博 甲府市 055-237-5355

新谷淳一行政書士事務所 新谷　淳一 甲府市 近隣都道府県可 090-4457-2845 shinya-j@office-shinya.com

行政書士法人シンク・ディライト 渡辺　浩 富士吉田市松山1562番地1 五樹ﾋﾞﾙ3階 都道府県内 0555-24-4485 info@gyosei-fuji.jp https://gyosei-fuji.jp/

Ａｓａｈｉ行政書士事務所 山本　功 韮崎市旭町上條南割887-5 近隣市区町村可 0551-30-4233 0551-30-4244 yamamoto@asahi-office.biz https://asahi-office.biz

浅沼行政書士事務所 浅沼　伸司 甲斐市名取200-1 都道府県内 055-276-8067 055-279-4080 asanuma@mx2.nns.ne.jp

長野県 大工原行政書士事務所 大工原　遼太 長野市 全国可 026-285-0477 daikuhara.gyosei.shoshi@gmil.com https://daikuhara-gyosei-shoshi.com/

行政書士友渕事務所 友渕　大 松本市寿南1-13-16 都道府県内 0263-88-3371 0263-88-5326 office-tomobuchi@p-kan.biz https://p-kan.biz

茂住行政書士事務所 茂住　いずみ 松本市横田1丁目30番35号 0263-88-2655 0263-88-7463 rjh-mozumi@office-mozumi.com https://r.goope.jp/mozumi-office

ディアパートナー行政書士事務所 瀧澤　重人 松本市 都道府県内 0263-34-6163 info@dp01.co.jp https://dp01.co.jp

赤穂行政書士事務所 赤穂　大樹 https://www.kensetsu-onestop.net/about-office/

結い行政書士事務所 内ヶ島　友章 飯田市鼎一色380番地　よだビル 近隣都道府県可 080-4928-8880 0265-48-6256 yui-gyosei@ymail.ne.jp

細田事務所 細田　卓爾 駒ヶ根市16-17興進ﾋﾞﾙ3F 全国可 0265-98-5105 t.hosoda9001@gmail.com

行政書士あさくら事務所 朝倉　祐作 茅野市 全国可 0266-78-3026 0266-78-3076 info@asakura-office.com https://www.asakura-office.com/

Ｋａｎａ行政書士事務所 佐藤　佳苗 佐久市 全国可 080-6938-0272 office-kana@bessmama.jp https://r.goope.jp/office-kana

ひがしら行政書士事務所 東良　義文 安曇野市豊科高家6738番地4 全国可 0263-73-6039 info@higashira-office.com https://administrative-attorney-2019.business.site/?m=true

田口社会保険労務行政事務所 田口　高貴 安曇野市 090-3876-7258 gen-mai7@anc-tv.ne.jp https://taguchi-sr.jp/

行政書士ひらばやし事務所 平林　節子 安曇野市 近隣市区町村可 0263-77-4964 gyouseis.hirabayashi@gmail.com https://office-hirabayashi.jimdo.free.com

中山行政書士事務所 中山　伊知郎 北佐久郡軽井沢町 都道府県内 0267-42-6133 http://nakayama-legal.com/

岐阜県 行政書士田中洋旭事務所 田中　洋旭 岐阜市入舟町 058-240-3808 tanaka.hiroaki@orion.ocn.ne.jp

あさひ行政書士事務所 服部　健 岐阜市大菅南9-20 058-253-8651 https://www.kensetsu.info/

行政書士奥田順康事務所 奥田　順康 岐阜市 058-242-1453 office-okuda@deckdg-tomct.xsrv.jp https://peraichi.com/landing_pages/view/1nyukan

さざんか行政書士事務所 神原　京子 岐阜市 都道府県内 090-6611-4798

行政書士川上事務所 川上　真広 岐阜市 近隣都道府県可 058-374-8042 info@office-kwkm.com https://adsk-office.wixsite.com/main

行政書士まつもと事務所 松本　三千代 多治見市 090-5102-0262

行政書士山内晴彦事務所 山内　晴彦 羽島市小熊町島新道92番地4 近隣都道府県可 090-9661-1974 office-yamauchi_ghas@crest.ocn.ne.jp

いけや行政書士事務所 池谷　誠太郎 各務原市 近隣市区町村可 090-6579-8210 si2007@xj.commufa.jp https://www.s-ikeya.com/

行政書士ひらぐち事務所 平口　隆文 羽島郡笠松町 近隣都道府県可 058-387-0643 info@hiraguchi-office.com https://hiraguchi-office.com/

けやきパートナーズ行政書士法人 横山　正樹 揖斐郡揖斐川町三輪87-1 都道府県内のみ 0585-22-5660 0585-23-1150 gyousei@keyakiibi.com https://keyakiibi.com/

加藤行政書士事務所 加藤　義人 揖斐郡揖斐川町 近隣都道府県可 0585-22-4752 kathmandu8114@gmail.com

静岡県 おおかわ行政書士事務所 大川　めぐみ 静岡市清水区船越南町791-4新棟104号 近隣市区町村可 054-340-1464 info@ookawa-gyouseisyosi.com https://ookawa-gyouseisyosi.com

アライン行政書士事務所 八木　辰男 静岡市清水区下野中1-13 全国可 0120-105-444 https://office-align.com

行政書士はぎわら事務所 萩原　りつこ 静岡市駿河区 近隣都道府県可 090-5030-2534 ritsu-ha.1164@outlook.jp https://hagiwara-karugamo.com

行政書士田中事務所 田中　延融 静岡市葵区 都道府県内 054-266-7031 417tanaka@asahinet.jp https://tanaka-jimusho.com

なかぐち行政書士事務所 中口　亜未 静岡市葵区 054-296-2123 nakaguchi@navy.plala.or.jp

行政書士たけした事務所 竹下　寛 静岡市葵区 054-295-5332 info@take-gyosei.com https://take-gyosei.com

杉浦悦雄行政書士事務所 杉浦　悦雄 市区町村内のみ 054-278-1862 sugiura-e@sugiura-office.jp

行政書士堀田剛弘事務所 堀田　剛弘 https://hottaoffice.com/wp/

行政書士おかもと事務所 岡本　千絵美 浜松市南区西島町1010番地の2 053-571-7547 info@okamochi-office.com https://okamochi-office.com

行政書士小野崎一綱事務所 小野崎　一綱 浜松市東区小池町1363番地の1 小池ﾋﾞﾙ2階 053-544-9330 info@kazutsuna.jp https://www.kazutsuna.jp/

行政書士法人みそら 塩崎　宏晃 浜松市東区篠ｹ瀬町1324 全国可 053-545-9171 https://www.misora.or.jp/

行政書士相曾益彦事務所 相曾　益彦 浜松市中区新津610 090-4867-8029 aiso-m@ma.tnc.ne.jp

さなるこ行政書士事務所 渥美　みさ子 浜松市中区 近隣市区町村可 090-8866-4330 cbf24667@nifty.com https://sanaruko-gyouseisyosi.jimdofree.com/
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静岡県 平岡行政書士事務所 平岡　康弘 浜松市西区 全国可 053-449-2310 hrok@nifty.com

行政書士法人笑夢 市原　誠 沼津市 近隣市区町村可 055-933-2773 gyosei@m-ichihara.jp http://www.m-ichihara.jp/

行政書士事務所東海労務 鈴木　亨 熱海市上多賀1046-3 近隣市区町村可 0557-67-7505 info@tokai-lm.jp http://tokai-lm.jp

行政書士山本俊夫事務所 山本　俊夫 三島市梅名608 近隣市区町村可 055-977-2306 055-977-2306

しおかわ行政書士事務所 塩川　治 富士宮市 近隣市区町村可 0544-21-3733 shiokawa-gyousei@nifty.com https://shio-gyousei.com

行政書士勝又奨太事務所 勝又　奨太 富士宮市 0544-66-6050 mail@gyosei-shota.com https://gyosei-shota.com/

行政書士石井事務所 石井　康一 伊東市富戸1317番地の3160 大室高原4-112 近隣市区町村可 0557-33-6061 info@i-gyousei.com https://www.i-gyousei.com/

行政書士岡村節雄事務所 岡村　節雄 島田市 都道府県内 0547-74-1283 seven_41_tsubasa@yk.commufa.jp

ローカス静岡行政書士事務所 伊藤　僚 島田市 054-631-9999 info@maftys.com http://www.afranshia.com/

行政書士花田知和事務所 花田　知和 富士市 都道府県内 capls.hanada@gmail.com

髙橋なつき行政書士事務所 髙橋　奈津紀 富士市 0545-32-7980 office-takahashi@asahinet.jp https://office-takahashich.com

行政書士神尾智子事務所 神尾　智子 富士市 都道府県内 0545-38-9010 https://office-sk.sakura.ne.jp/

シライ行政書士事務所 白井　正則 磐田市 近隣市区町村可 0538-37-9699 m-shirai@tokai.or.jp https://shirai-office.jimdofree.com/

行政書士榛葉事務所 榛葉　太一 掛川市 近隣市区町村可 0537-23-9380 https://office-shimba.wixsite.com/official

行政書士白石香織事務所 白石　香織 藤枝市藤岡5丁目12番9号 都道府県内 090-3426-4949 cynoskk@gmail.com

行政書士油井邦秀事務所 油井　邦秀 藤枝市 090-2186-6620 yuijimusho21@gmail.com

行政書士すずらん事務所 松本　聡子 御殿場市中山630番地の1 ｱヴｧﾝﾃﾞﾝｽJUN2ｰ101 全国可 0550-70-5024 0550-70-4330 message@suzuranoffice.com https://suzuranoffice.com

行政書士本崎肇事務所 本崎　肇 御殿場市神山1114-9 近隣市区町村可 0550-87-3247 motozakikeiei@hw.tnc.ne.jp

武川翔行政書士事務所 武川　翔 御前崎市御前崎市池新田4826-1 0537-85-8041 bukawa.2021@gmail.com

行政書士増田隆宏事務所 増田　隆宏 御前崎市 近隣市区町村可 0537-85-7233

行政書士澤山一宏事務所 澤山　一宏 駿東郡清水町 055-983-6122 kazu.s@soleil.ocn.ne.jp https://numazu.to/sawayama/

行政書士福田美奈子事務所 福田　美奈子 榛原郡吉田町住吉46番地の2 全国可 0548-33-2225 0548-33-2245 minako-0375@ka.tnc.ne.jp

行政書士あやめ事務所 増田　敏子 榛原郡吉田町 0548-23-4691 ayame.fax@gmail.com https://www.ayame-jimusho.com/

愛知県 鳴丘行政書士事務所 鈴木　堅太 名古屋市緑区 全国可 https://s-a-office.com

行政書士オフィス・シダーグリーン 杉本　としふみ 名古屋市緑区 office-sugimoto@rx.tnc.ne.jp

行政書士法人　ＴＳＵＢＯＩ　Ａ．Ｐ． 坪井　秀文 名古屋市北区 都道府県内 052-982-6877 info@tsuboi-office.jp http://www.tsuboi-office.jp/

畠山行政書士事務所 畠山　和也 名古屋市熱田区2-16-9 hatakeyama.office@gmail.com

行政書士牟田美智代事務所 牟田　美智代 名古屋市熱田区 全国可 052-681-6006 m.muta@nifty.com https://www.mutajimusyo.com

荒川俊男税理士・行政書士事務所 荒川　俊男 名古屋市南区笠寺町迫間15 052-821-3155 info@arakawatoshio.com

近藤法政事務所 近藤　法政 名古屋市東区3-4-1 052-508-5196

ＡＳＫ行政書士事務所 小竹　一魅 名古屋市東区 都道府県内 090-9127-2277 k-kotake@aishoren.or.jp

アレグリア行政書士法人 森本　雄一 名古屋市天白区 全国可 0120-678-675 info@morimotokaikei.com https://kensetsugyou-nagoya.jp/

行政書士法人名南経営 原田　裕 名古屋市中村区 全国可 052-589-2362 m-gyousei@meinan.net https://gyousei-meinan-kensetsu.com/

かなで行政書士法人 落合　健太郎 名古屋市中区丸の内 052-212-8770 ochiai@kanade.or.jp https://ochiai-office.com/kensetu/

東海マネジメント 山本　昌幸 名古屋市中区栄3-28-21建設業会館7階 全国可 052-269-3630 my@aoi-tokai.com https://aoi-tokai.com

南博人行政書士事務所 南　博人 名古屋市中区 0120-284-373 info@kensetsu-aichi.nagoya https://kensetsu-aichi.nagoya/

飛鳥行政書士法務事務所 古家　秀樹 名古屋市西区那古野2-13-14（名古屋駅徒歩約6分） 全国可 052-581-0888 052-581-9888 info@office-asuka.com https://office-asuka.com/

行政書士ＧＬＯＢＡＬ 脇田　幸雄 名古屋市西区那古野1-14-18 那古野ﾋﾞﾙ北館210 全国可 052-938-9396 wakita@office-global.jp https://office-global.jp/

行政書士安立啓事務所 安立　啓 名古屋市西区 全国可 052-508-6370 adachi@169office.com https://ccus-japan.com/carrier-up/index.html

にじいろ行政書士事務所 鈴木　千帆 名古屋市西区 都道府県内 080-4292-0096 chiho.suzuki@nijiiro-sr.jp

行政書士亀井事務所 三ツ口　美惠子 名古屋市昭和区川原通5丁目6番地 都道府県内 052-763-3111 gyousei@kamei-roumu.net https://kamei-roumu.net/

かわな行政書士事務所 渡邉　とみ子 名古屋市昭和区 tatiiri@adagio.ocn.ne.jp

益田俊信行政書士事務所 益田　俊信 名古屋市昭和区 近隣市区町村可 052-851-5229

行政書士佐々木健一事務所 佐々木　健一 名古屋市港区入場1-1104-2 ﾌﾟﾗｲﾑ入場Ⅱ302号 全国可 080-1587-3790 zhebuchan@gyouseishoshi.nagoya http://gyouseishoshi.nagoya/

みなと行政書士法人 森田　英樹 名古屋市港区土古町2-5 全国可 052-746-7877 info@nagoya-morita.com https://minato-gyosei.or.jp/

長良行政書士事務所 岡田　友幸 全国可 052-990-2803 okada@nagara-gyousei.com

行政書士事務所たかはし 高橋　久美 豊橋市 080-6379-1713 takahashigyouseijim@gmail.com https://www.takahashigyouseijim.com
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愛知県 マエダ行政書士事務所 前田　晋作 岡崎市 全国可 0564-47-8067 zippo19850201@gmail.com http://maeda-gyouseisyoshi.com/

たつみ行政書士事務所 内山　洋平 岡崎市 rotkjgks7hkt@yahoo.co.jp

行政書士法人ネクサス　浅野オフィス 深川　範江 一宮市浅野字大島 0586-75-7771 fukagawa@nexus-as.com

行政書士オフィスアイビー 立松　智美 一宮市栄2丁目2番5号 ｽｸｴｱ栄201 全国可 0586-55-1022 ivy.tatematsu@gmail.com https://office-ivy.net/

行政書士事務所トータルマネジメント 共田　容脩 春日井市勝川町6-140 王子不動産勝川ビル2階 全国可 0568-27-7555 0568-27-7556 info@tmgt.co.jp https://www.kyokasugu.com/

稲葉行政書士事務所 稲葉　貴文 春日井市高蔵寺町北4-1-12 ﾏﾂﾓﾄ第一ﾋﾞﾙ401 0568-54-8140

きやま行政書士事務所 樹山　幸司 春日井市 近隣都道府県可 info@kiyama-gyosei.com

行政書士佐野事務所 佐野　潤 豊川市 090-7684-1391 jays.gyousei@gmail.com

行政書士法人小川事務所 小川　一斗志 豊田市田中町4丁目13番地 0565-29-1530 0565-29-1533 workrill@hm10.aitai.ne.jp https://ogawa-g.jp/

行政書士法人　岩崎事務所 東福　宏恵 豊田市 0565-77-3212 iwa-18@hm8.aitai.ne.jp http://iwasaki-toyota.com

都行政書士事務所 藤﨑　都子 豊田市 080-3645-7437

行政書士宮崎事務所 宮崎　佑一 西尾市一色町一色亥新田87番地5 0563-73-6525 miya3838@mbn.nifty.com

行政書士　林総合事務所 林　優児 西尾市 0563-77-2275 mail@hayashi-sogo-jimusho.com https://hayashi-sogo-jimusho.com/ccus-daikou/

行政書士石川裕樹事務所 石川　裕樹 蒲郡市 全国可 0533-56-2516 ishikawagyousei@i.gmobb.jp https://kensetsugyoukyoka-office.com/

行政書士中山法務事務所 中山　健嗣 近隣都道府県可 0587-50-5317 https://nakayama-gss.jp/

行政書士杉浦譲事務所 杉浦　譲 近隣都道府県可 0568-90-8088 052-308-3336 sugiura@nagoya-gyousei.jp https://nagoya-gyousei.jp/

カジタ行政書士事務所 梶田　徹 稲沢市 近隣都道府県可 090-4794-7909 kaji0104@outlook.jp https://sites.google.com/view/kajita/

クオーレ行政書士事務所 長野　伸太郎 北名古屋市 0568-48-6781 contact@cuore-legal.jp https://cuore-legal.jp/

北村行政書士事務所 北村　明美 近隣市区町村可 https://www.k-office.jp

まさや行政書士事務所 佐藤　雅也 弥富市 全国可 080-6367-2171 masaya.sato_fp@zm.commufa.jp http://www.masaya-gyosei.site/

グラーティア行政書士法人　みよしオフィス 小林　照幸 みよし市三好町大坪23番地 久野ﾋﾞﾙ2-D 都道府県内 0561-59-3951 mi4.t.k.man@gmail.com https://www.gratia-as.com/

行政書士　路サポート事務所 榊田　聖也 あま市 近隣都道府県可 052-886-3891 michi@office-sakakida.com https://ccus.office-sakakida.com/

三重県 米田行政書士法務事務所 米田　智彦 津市 都道府県内 059-254-4415 info@yone.org https://www.yone.org/

加藤行政書士事務所 加藤　春美 津市 059-227-0133 https://katou-gyouseishoshi.com/

行政書士あかねじゅん事務所 赤根　潤 津市 近隣市区町村可 059-261-7337 akane@akaneoffice-mie.com https://blog.akaneoffice-mie.com/

行政書士法人わかば 若林　三知 四日市市大字西阿倉川1682番地1 近隣市区町村可 059-333-7335 059-333-7340 office@wakaba84.com

服部行政書士事務所 服部　佐知子 四日市市三栄町5-21 都道府県内 059-350-0300 https://hattori-sachiko.com/

ひるなみ行政書士事務所 蛭波　敬 四日市市 都道府県内 090-8474-4027 info@hirunami-office.com https://hirunami-office.com

アシストブレイン行政書士事務所 水谷　雄也 伊勢市一志町 0596-24-1550 https://assist-brain.jp

行政書士事務所ホウプフル 久保田　剛司 鈴鹿市下大久保町749番地 近隣都道府県可 059-324-6784 kubota244@office-hopeful.com http://www.hopeful-business-contents.com

とくなが行政書士事務所 德永　未菜 鈴鹿市 全国可 059-392-6960 tokiyo@mecha.ne.jp

行政書士佐藤光英事務所 佐藤　光英

行政書士みえみらい法務事務所 中道　登子 伊賀市 0595-51-9805 miraigyousei@gmail.com http://miemirai-gyosei.com/

行政書士法人　特化エキスパートナー 神宮司　道宏 三重郡菰野町下村1004番地12 近隣都道府県可 059-324-5044 iofo@gyosei-tokkaexpartner.com http://gyosei-tokkaexpartner.com/

滋賀県 ことの葉行政書士事務所 田中　良男 大津市真野六丁目24番1号 全国可 077-574-2364 kotonoha@zc.ztv.ne.jp http://www.kotonoha-office.com/

あおい行政書士事務所 廣瀬　美和子 大津市 都道府県内 077-599-4555 gyosei.aoi.h@zeus.eonet.ne.jp https://www.office-hirose-aoi.jp/

いちほ行政書士事務所 大石橋　靖三 大津市 全国可 077-572-7424 oishibashi@office-ichiho.com https://office-ichiho.com

やまぐち行政書士事務所 山口　功 長浜市小堀町196-1 近隣都道府県可 0749-50-9865 0749-50-9866 office.yamaguchi@iris.eonet.ne.jp https://office-yamaguchi.info/

林秀樹行政書士事務所 林　秀樹 草津市 近隣都道府県可 077-563-2957 hhideki8@gmail.com http://www.otasuke24.com/

行政書士市川法務総合事務所 市川　元気 守山市1332-48 090-9832-8220 gyoseisyoshiichikawahoumusogo@gmail.com

ＫＯＢＡ行政書士事務所 小林　義幸 湖南市 近隣市区町村可 0748-60-4793 koba25@ares.eonet.ne.jp http://www.eonet.ne.jp/~koba25/

京都府 葵行政書士事務所 鯵坂　周 京都市北区 市区町村内のみ 075-706-8241

藤田一裕税理士・行政書士事務所 藤田　一裕 京都市北区 都道府県内 075-366-6230 fujita@fujitax.biz https://fujitax.biz/

井上和久行政書士事務所 井上　和久 京都市西京区牛ｹ瀬青柳町4番地 三木ﾏﾝｼｮﾝ301 075-286-4207 inouekazuhisa1101@gmail.com https://administrative-attorney-819.business.site/

行政書士　宗本一博事務所 宗本　一博 京都市下京区 近隣都道府県可 075-353-4411 http://www.munemotojimusho.jp/

行政書士菊田学美事務所 菊田　学美 福知山市 0773-23-6979

行政書士藤澤永事務所 藤澤　永 舞鶴市 0773-76-0745 h-fujisawa@treo.co.jp
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京都府 行政書士梅原正明事務所 梅原　正明 綾部市大島町沓田24-3 近隣市区町村可 0773-42-6945 0773-42-3057 aoko7412@car.ocn.ne.jp

行政書士　吉田事務所 吉田　裕和 亀岡市西町14番地1 都道府県内 0771-56-9210 0771-56-9213 yoshida-capls@gaea.ocn.ne.jp https://yoshida-capls.com/

行政書士三木常照事務所 瀬戸口　悠 長岡京市 075-951-2833 http://www.miki-office.com

櫻井行政書士事務所 櫻井　隆司 京田辺市 全国可 090-5669-9072 sakutaka1125@gmail.com https://lifeprosakura.com

よしおか行政書士事務所 吉岡　早映子 与謝郡与謝野町 090-6202-3891 s.yoshioka9212@gmail.com

大阪府 総和行政書士法人 成清　貴一 大阪市浪速区元町二丁目8番1 ﾗﾎﾟｰﾙ難波 近隣都道府県可 06-6631-3630 06-6649-5615 ksfg.narikiyo@gmail.com

とよなが行政書士事務所 豊永　美由紀 大阪市浪速区 070-8414-3749 mail@toyonaga-office.com

松井行政書士事務所 松井　文男 大阪市淀川区西中島3-8-2 KGﾋﾞﾙ10F（淀川労務協会内） 06-6838-1711 06-6838-1789 info@matsui-gyosei.jp https://www.matsui-gyosei.jp

ＫＡＴＯ行政書士事務所 加藤　幹隆 大阪市淀川区 全国可 06-4862-7749 https://www.ccus-support.com/

行政書士事務所リネスト 水竹　弘樹 大阪市淀川区 全国可 06-6335-7412 mail@relaxing-nest.com https://kensetsushinsei.com/

行政書士大阪中央法務事務所 首藤　麻由子 大阪市淀川区 06-6829-6196 shuto@chuohoumu.jp http://www.osaka-kensetsu.com/

行政書士スズキコンサルティング 鈴木　剛 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号八千代ﾋﾞﾙ東館8階 06-4792-8330 suzuki@suzuki-consulting.com https://suzuki@suzuki-consulting.com

イーアルファ行政書士事務所 塩見　美恵 大阪市北区 近隣市区町村可 06-6131-9030

伊地知行政総合事務所 伊地知　大輔 大阪市北区 近隣都道府県可 06-6355-2081 dijdi.di@gmail.com

まゆハ行政書士事務所 麥生田　勇 大阪市北区 090-8125-9390 06-6314-3990 fanvankai@gmail.com https://www.mayuha.net/

上村行政書士事務所 上村　宗久 大阪市北区 06-6766-4478 info@gs-sr.com https://www.gs-sr.com/

スピカ行政書士事務所 杉本留花 大阪市福島区 近隣都道府県可 sugimoto9z@spicaagent.co.jp

行政書士大倉事務所 大倉　亮太 大阪市東淀川区下新庄3-10-13-1113 06-7165-5624 info@osaka-office-okura.com https://www.osaka-kyoninka-daiko.com/

新大阪前川行政書士事務所 前川　安 大阪市東淀川区 全国可 06-4862-5486 y.maegawa2014xxyasu7@gmail.com https://shin-osaka-maegawa.localinfo.jp/

ふぁみりーサポート行政書士事務所 山下　睦夫 大阪市東淀川区 06-6829-6526 info@fs-gyosei.com http://www.fs-gyosei.com

行政書士ちさと法務事務所 今田　千里 大阪市東住吉区 近隣都道府県可 06-6606-0303 imada@chisato-office.com https://chisato-office.com/

ＭＳＣ行政書士法人 籔下　昌生 大阪市中央区北浜2丁目2番22号  北浜中央ﾋﾞﾙ5F 近隣都道府県可 06-6229-7551 06-6229-7576 info@yab-c8.com https://yab-c8.com/

アイム行政書士法人 伊藤　幸子 大阪市中央区 近隣都道府県可 06-4708-6662 s.ito@aim-office.or.jp

松田史男行政書士事務所 松田　史男 大阪市中央区 全国可 06-7777-3534 office@matsuda-fumio.site https://matsudafumio.site/

宮崎行政書士事務所 宮崎　美智子 大阪市中央区

行政書士さかもと京法務事務所 坂本　京子 大阪市中央区 都道府県内 06-4256-3889 kyos.office@gmail.com

行政書士クレール法務事務所 稲盛　武 大阪市中央区 06-6777-5149 info@clair-adm.com

キヨス行政書士事務所 清洲　拓也 大阪市西区 近隣都道府県可 06-6443-8624 skytotaloffice@gmail.com

大阪四ツ橋行政書士事務所 國塩　学 大阪市西区 06-4391-1700 sunworld1026@gmail.com https://osaka-yotsubashi.info/

福井経営綜合事務所 福井　秀樹 大阪市西区 都道府県内 06-6443-7225 tfukui@mvb.biglobe.ne.jp

髙尾行政書士事務所 島　和寛 大阪市生野区巽南五丁目17番2号 近隣都道府県可 06-6793-1500 takaogsj@triton.ocn.ne.jp https://itp.ne.jp/info/520000063440300001/

行政書士星沢法務事務所 星沢　敏美 大阪市城東区成育５−９−14  301号 06-4400-4038 hoshizawa444@icloud.com https://osaka-hoshizawa-office.amebaownd.com

ＯＬＷＣ飯塚事務所 飯塚　友紀 大阪市城東区4-4-5 高尾ﾋﾞﾙ3階 近隣都道府県可 06-4792-8282 shibasaki@olwc.jp

ＴＯＲＵＳ行政書士事務所 堤　正和 大阪市住之江区新北島3-1-30 全国可 06-6681-4036 tmarchin6@torus0423.com
https://sites.google.com/torus0423.com/torusgyoseishoshi/%E3%83%9B%E3%

83%BC%E3%83%A0

岡田枝里行政書士事務所 岡田　枝里 大阪市此花区 06-6136-6861 okaeri@office1017.com https://office1017.com/other/

竹瀬行政書士事務所 竹瀬　浩次 大阪市旭区新森1丁目1番38ｰ304号 06-6955-7682 infinity2010@ares.eonet.ne.jp

井畑行政書士事務所 井畑　幸子 大阪市東住吉区桑津1-6-18 都道府県内 06-6719-7897 06-6719-7898 fwkg3040@nifty.com https://www.office-ibata.com/

行政書士アジアノア法務事務所 村上　学 06-6941-5135 kencare@asianoah.jp https://capls.asianoah.jp

行政書士やまだ事務所 山田　和宏 https://kyoka-ok.com/

かなみ行政書士事務所 塩谷　巳佳 全国可 mika.shiotani@outlook.jp https://kanamioffice.jp/

行政書士くすき事務所 楠木　康貴 近隣都道府県可 https://kukki-office.com

藤川行政書士事務所 藤川　照史 堺市南区 072-234-3560 fujikawa@gyosei.or.jp

行政書士法人ケイティオフィス 田中　健太 堺市東区 全国可 072-360-4727 info@kt-office.or.jp https://kt-office.or.jp

はつしば行政書士事務所 伊藤　達也 堺市東区 072-341-4095 gyosei.ito@gmail.com https://hatsushiba-gyosei.jp/

辻井法務行政書士事務所 辻井　博之 堺市堺区三国ｹ丘御幸通1-2 ｹﾝｽｲﾋﾞﾙ4階 072-275-7406 solicitor.tsujii@gmail.com

秦行政書士事務所 秦　寛宜 堺市堺区向陵中町4丁5-27 中谷ﾋﾞﾙ303 全国可 072-257-6033 072-344-5602 hatajimusho303@hatajimusho.jp

行政書士アモンド法務事務所 岡田　洋一郎 堺市堺区 近隣都道府県可 072-282-7760 072-282-7761 info@amondo.jp https://amondo.jp/
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大阪府 行政書士かわさき事務所 川崎　一礼 岸和田市 全国可 072-430-6772 https://gyosho-kawasaki.com/

行政書士山中竹千代事務所 山中　竹千代 池田市 全国可 072-786-8815 info@gyoseisyoshi-takechiyo.jp https://gyoseisyoshi-takechiyo.jp

ゆめたす行政書士事務所 岩田　眞 吹田市 近隣市区町村可 iwata001@yumetas.bona.jp https://yumetas-office.com/

レパード行政書士事務所 西山　奈緒 吹田市 全国可 080-9758-9604 leopardosaka@outlook.com https://www.leopardosaka.net/

西村行政書士事務所 西村　誠 吹田市 06-6368-2060 info@nishimura.to https://nishimura.to

行政書士浜田温平事務所 濵田　温平 高槻市真上町1丁目3番1号 072-682-4489 kenpai@hamada-gyosei.com http://www.hamada-gyosei.com/

たがわ行政書士事務所 田川　隆章 高槻市 近隣都道府県可 072-628-8823

行政書士　オフィスわかほ 細川　哲志 高槻市 全国可 072-668-4609 info@office-wakaho.jp https://office-wakaho.jp

行政書士安田コンサルティング 安田　勝也 貝塚市 都道府県内のみ 072-437-6266 072-437-6266 yasucon@ea.main.jp https://yasucon.jp

アミアカルヴァ行政書士法人 竹原　庸起子 守口市 全国可 06-6991-8869 info@amiacalva.co.jp http://www.himawari-houmufp.com/

行政書士　今本聖明法務事務所 今本　聖明 枚方市 近隣都道府県可 072-396-4328 office@imamoto.biz https://imamoto.biz

リリーフ行政書士事務所 松浪　正治 枚方市 072-807-5450 info@relief-office.com https://relief-office.com

行政書士しんぽ事務所 新保　吉宣 枚方市 072-894-8633 https://g-shimpo.com/

熊倉行政書士事務所 熊倉　健志 枚方市 info@kumakura-office.com https://kumakura-office.com/

行政書士おおむら法務事務所 大村　憲悟 枚方市 072-896-5088 oomura@hojo-web.com https://hojo-web.com/

行政書士寺田法務事務所 寺田　優作 茨木市 全国可 072-697-9680 info@terada-office.jp http://terada-office.jp/

行政書士事務所フル 奥田　聡 八尾市 都道府県内 072-928-7750

野村行政書士事務所 野村　俊隆 八尾市 072-999-3650 https://www.office-nomura.com

行政書士りんくう法務事務所 中谷　伸夫 泉佐野市 近隣市区町村可 072-458-1055 https://rinku-support.com

桜木行政書士事務所 国本　成漢 寝屋川市桜木町4-4 全国可 072-813-3859 info@sakuragi-gyousei.com https://www.sakuragi-gyousei.com/

Ｏｆｆｉｃｅ ＴＡＫＡＨＩＲＡ／行政書士たかひら事務所 高平　豊 寝屋川市 全国可 072-812-5182 mail@office-takahira.com https://office-takahira.com

行政書士スミレ事務所 澁谷　浩二 寝屋川市 全国可 072-814-9920 info@office-sumire.com https://office-sumire.com

なごみ行政書士事務所 力野　太郎 大東市 072-879-6055 https://nagomijimusho.com/

行政書士伊藤友規事務所 伊藤　友規 箕面市桜井2-15-12 津賀ﾋﾞﾙ2階2号室 近隣都道府県可 072-734-8555 072-734-8544 mail@itoyuki-office.com https://itoyuki-office.com/

田島明生行政書士事務所 田島　明生 門真市 06-6901-8885 jmxwb913@yahoo.co.jp https://tashima-caps.com/

行政書士なかじま事務所 中島　翔吾 東大阪市森河内東2-7-25 近隣都道府県可 06-6781-4728 nakajima-gs@outlook.com https://nyusatsu-supportpro.com

行政書士西岡事務所 西岡　章 東大阪市今米1-2-48松栄ﾋﾞﾙ204号室 近隣市区町村可 072-920-4220 a-n.office@lily.ocn.ne.jp https://www.a-nisioka.com

スタート行政書士法人 松本　由喜彦 東大阪市 全国可 06-6618-5755 info@office-start.jp https://office-start.jp/

細川行政書士事務所 細川　政信 東大阪市 072-988-4686 info@office-hosokawa.com

上田行政書士事務所 上田　剛司 東大阪市 06-6789-1040 ueda.office@ace.ocn.ne.jp

山口秀樹行政書士事務所 山口　秀樹 交野市倉治2丁目8番9号 都道府県内 072-395-4594 ymgt331109@gmail.com

行政書士秋月法務事務所 秋月　貴彦 泉北郡忠岡町 0725-30-5177 akizuki_legal@sensyu.ne.jp

仙田行政書士事務所 仙田　久敦 泉南郡熊取町 全国可 072-496-2588 office-senda@rinku.zaq.ne.jp

兵庫県 出井行政書士事務所 出井　啓次郎 神戸市北区 近隣都道府県可 078-223-8615 kobe@dei-gyosei.com https://www.dei-gyosei.com/

アチーブ行政書士事務所 田中　偉之 神戸市北区 全国可 078-592-2259 achi-ve@kobe.nifty.jp https://kensetukyoka-kobekita.com/

行政書士わしお事務所 鷲尾　剛治 神戸市兵庫区 近隣市区町村可 078-862-6771 info@g-washio.com http://www.kensetugyo.com

ＣＬＥＡＲ行政書士事務所 木村　正敏 神戸市東灘区住吉東町2丁目3-20 ﾌｫﾙｻﾞ住吉M22 近隣都道府県可 078-841-0253 clearkobe8410253@gmail.com https://clear-kobe.com

橋本行政書士事務所 橋本　涼平 神戸市東灘区甲南町3-7-19 近隣都道府県可 078-855-4585 050-3488-9003 info@hashimoto-capls.com https://hashimoto-capls.com/

エヌラルゴ行政書士事務所 藤井　直子 神戸市東灘区 近隣都道府県可 nlargogyosei@gmail.com https://www.nlargogyoseiweb.com/

行政書士ハッピーパンダ法務サポート 河口　範夫 神戸市中央区八雲通6-1-13-6 090-6265-5921 info@hapipan.com

野田みさこ行政書士事務所 野田　美紗子 神戸市中央区東川崎町1丁目 全国可 078-600-2273 info@nodamisako-web.com https://nodamisako-web.com/

福永友子行政書士法人 福永　友子 神戸市中央区中町通2丁目3-2 三共神戸ﾂｲﾝﾋﾞﾙ5階 全国可 078-945-7540 078-945-7541 info@fukunagaoffice.com https://www.fukunaga-tomoko.com

畠田孝子行政書士事務所 畠田　孝子 神戸市中央区6-1-15 御幸ﾋﾞﾙ707 全国可 078-221-6615 takako.hatakeda@gmail.com https://kensetsugyo-kobe.com/

行政書士伊賀順平事務所 伊賀　順平 神戸市中央区 https://www.kyoninka-kobe.com/

行政書士田中浩二事務所 田中　浩二 神戸市中央区 全国可 078-393-0286 t-koji@portnet.ne.jp

松尾行政書士事務所 松尾　重紀 神戸市中央区 078-381-6220 s.matsuo.office@gmail.com

池田綜合事務所 池田　尚人 神戸市西区 078-939-7772



ＣＣＵＳ登録行政書士名簿 2023年5月12日現在

所在地 事務所・法人名 登録行政書士名 住  所 対応エリア 電話番号 ＦＡＸ番号 連絡先メールアドレス ホームページURL

　　※新規に名簿への掲載を希望される行政書士の方には、ＣＣＵＳ事業者登録（別添「ＣＣＵＳ登録行政書士について」https://www.ccus.jp/attachments/show/63fddd8a-d388-4d6f-8405-475ec0a8081b 参照）

　　　およびオンライン講習の受講（別添「オンライン講習の受付について」https://www.ccus.jp/attachments/show/63fddde8-4f0c-4799-a322-472bc0a8081b 参照）をお願いしております。

兵庫県 行政書士池田浩之事務所 池田　浩之 神戸市垂水区高丸3-2-9 全国可 078-742-7125 toshiki.ikeda@khc.biglobe.ne.jp http://www5f.biglobe.ne.jp/~h-ikeda/

馬瀬行政書士事務所 馬瀬　裕之 神戸市須磨区 078-732-7782 info@umase-web.com

行政書士ＩＮＧ綜合事務所 稲垣　順一 osakagorgeous@gmail.com https://ingsogo.com

かわぐち行政書士事務所 川口　紘平 姫路市 近隣市区町村可 079-229-3752 info@rhands.net http://www.kg-office.com/

行政書士熊野立樹事務所 熊野　立樹 姫路市 都道府県内 050-3551-1110 kumano@tatsuki-gyousei.com https://tatsuki-gyousei.com

山口麻衣子行政書士事務所 山口　麻衣子 姫路市 079-297-6590

行政書士・立花駅前法務事務所 大庭　義理 尼崎市 06-7164-4606 tachibana-ekimae@bcc.bai.ne.jp

行政書士事務所グッドサン 山口　和秋 尼崎市 全国可 050-3718-0039 info@goodsun-son.com https://www.goodsun-son.com/

チャレンジ行政書士法人 中廣　琢二 尼崎市 近隣都道府県可 06-4950-0301 info@mimitoku.com https://mimitoku.com/

フィールドアロー行政書士総合事務所 矢野　学 明石市東野町1882番地の4 全国可 078-912-9139 info@field-arrow-g-office.com https://field-arrow-g-office.com

井筒行政書士事務所 井筒　義典 明石市硯町3丁目6番38号 全国可 078-920-8951 info@office-izutsu.com http://office-izutsu.com

行政書士ふくい事務所 福井　律雄 明石市魚住町西岡2190-13 近隣市区町村可 078-201-7763 ansin@zeus.eonet.ne.jp

行政書士事務所アクロパートナーズ 小林　克昇 西宮市段上町2丁目1-31 近隣都道府県可 0798-52-3300 info@acro-partners.com https://acro-partners.com/

よしもと行政書士事務所 由本　拓 西宮市千歳町ﾊﾟｰｸﾊｲﾑ夙川千歳町508号 都道府県内 0798-39-8185 yournavi.net@gmail.com https://yournavi.net/

行政書士栗山事務所 栗山　由布子 西宮市産所町1-8-302 近隣市区町村可 0798-78-3451 kuriyama-office@kuriyamayuko.com https://kuriyamayuko.com/

行政書士 吉田事務所 吉田　高章 西宮市甲東園3-1-4-207 近隣都道府県可 0798-85-7390 0798-85-7390 info@yoshida-kobe.com https://yoshida-kobe.com

山本光子行政書士事務所 山本　光子 西宮市 近隣都道府県可 0798-77-0449 m_yamamoto.hikari@ab.auone-net.jp

行政書士法人牧江＆パートナーズ 工藤　奈保子 西宮市 全国可 0798-36-5125 hp_gyousei@makie-office.com https://kensetsu-carrier-up.com/

行政書士　西内佳彦事務所 西内　佳彦 西宮市 近隣都道府県可 0798-61-2935 yariho2401@star.ocn.ne.jp https://nishiuchi-office.com

行政書士赤司法務事務所 赤司　勝 芦屋市三条町 近隣都道府県可

行政書士エムズオフィス 玉垣　雅史 加古川市尾上町養田110-6 全国可 079-441-9599 079-490-5597 asmo_tamagaki@cube-wks.com

行政書士　早瀬裕事務所 早瀬　裕 赤穂市

きだ行政書士事務所 来田　広丈 宝塚市雲雀丘1-9-1-504 全国可 070-3288-1058 kidaxoffice@gmail.com

行政書士北上事務所 北上　雅弘 宝塚市安倉北3丁目5-18 近隣市区町村可 0797-84-1340 info@pki.co.jp https://www.pki.co.jp/

行政書士木下由美子事務所 木下　由美子 丹波市 0795-77-0126 morado@movie.ocn.ne.jp

行政書士秋穂法務事務所 三木　秋穂 南あわじ市 都道府県内 050-5235-9002 aki-houmu@e-mail.jp https://aki-houmu.com/

福田龍哉行政書士事務所 福田　龍哉 淡路市 市区町村内のみ s_access.fukuda@iris.eonet.ne.jp

大砂行政労務事務所 大砂　彰 宍粟市 0790-62-1772

倉橋行政書士事務所 倉橋　博之 揖保郡太子町 079-277-6356 kurahasi@alto.ocn.ne.jp

奈良県 行政書士たにざわ事務所 谷澤　祐樹 奈良市

行政書士法人葛城総研パートナーズ 木田　晶子 橿原市石川町2-2 ﾊｲﾑ橿原2F 近隣都道府県可 0744-35-9001 https://gyousei-nara.com/

行政書士法人田中経営 田中　聡 橿原市 都道府県内 0744-47-3807 tanaka@tanaka.nara.jp http://www.tanaka.nara.jp

池田行政書士事務所 池田　圭三 生駒市 全国可 0743-85-6068 https://office-ikeda.jp/

行政書士平櫛法務事務所 平櫛　惠美子 宇陀市 都道府県内 0745-82-5897 0745-82-0988 hira@mahoroba.ne.jp

行政書士事務所アート・ビジネスブレイン 前田　勝徳 生駒郡三郷町立野南1-22-14 近隣都道府県可 0745-72-9160 https://www.art-b-b.biz/

和歌山県 つまのもり行政書士事務所 松山　泰久 橋本市妻1-3-1 近隣都道府県可 090-1714-6101 availablelight@hey.com https://www.tsumanomori-office.com/

西田行政書士事務所 西田　光作 御坊市 市区町村内のみ 0738-24-0380 nishikoh@jasmine.ocn.ne.jp

鳥取県 西口行政書士事務所 西口　隆宏 鳥取市新108-9 近隣都道府県可 0857-24-5162

福竹社会保険労務士・行政書士事務所 福竹　智彦 鳥取市上砂見3-2 近隣都道府県可 090-6736-5667 fsgo@inabapyonpyon.net

高田誠行政書士事務所 高田　誠 鳥取市鹿野町岡木80 近隣都道府県可 090-5691-3798 m.takata@outlook.jp

行政書士ことのは法務事務所 山本　美穂 鳥取市 近隣都道府県可 0857-32-9441 miho.gyousei@gmail.com

行政書士　後藤事務所 後藤　秀一 米子市 近隣都道府県可 0859-32-1478 https://gs-office.jp

島根県 土江行政書士・社会保険労務士事務所 土江　一水 松江市末次町45番地1 近隣都道府県可 0852-22-2377 0852-22-2816 t-kazu@hyper.ocn.ne.jp https://tkm-office.com/

園山行政書士事務所 園山　優樹 出雲市 090-4575-9458 y-snym@mbr.nifty.com

リチュアル行政書士事務所 松浦　旭寛 雲南市 全国可 https://onritual.com

ひがし行政書士事務所 東　明久 邑智郡川本町大字南佐木506-1 近隣都道府県可 0855-74-0518 0855-74-0518 higashi.gyosei@gmail.com

岡山県 行政書士法人　石井事務所 石井　誠 岡山市北区万成東町6-36 都道府県内 086-252-4313 info@office-ishii.com http://www.office-ishii.com/
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岡山県 行政書士法人山室事務所 山室　光弘 岡山市北区東古松南町5-3 近隣都道府県可 090-1337-6329 info@yamamuro2020.com

ふるかわ行政書士事務所 古川　仁史 岡山市北区東古松3-3-28 都道府県内 086-221-6802 gyosei@furukawa.jimusho.jp

あおなみ行政書士事務所 谷岡　久美子 岡山市北区西古松 近隣市区町村可

野上行政書士事務所 野上　卓児 岡山市北区久米267番地26 全国可 090-8242-3193 takujinogami@gmail.com https://nogamitakuji.jimdofree.com/

坪井和眞行政書士事務所 坪井　和眞 岡山市北区 都道府県内 086-256-6087 086-256-6083 tsuboi@office-tsuboi.jp https://www.office-tsuboi.jp

行政書士小川真理事務所 小川　真理 倉敷市連島町 近隣市区町村可 renkonbatake.1031@gmail.com

幸子行政書士事務所 木村　幸子 倉敷市福江512番地6 近隣都道府県可 090-8607-3991 info@sachi-office.net

藤井行政書士事務所 藤井　昭佐 倉敷市 全国可 086-477-4340 fujiis40@gmail.com https://officefujii.amebaownd.com/

はらだ行政書士事務所 原田　敬三 倉敷市 090-9316-2179 keizoh1970@gmail.com https://gyoseisamurai.amebaownd.com/

行政書士Gフォース近藤事務所 杉原　武仁 津山市高野山西855-9 0868-26-1192 0868-32-9292 tatsutosugihara.0701@gmail.com http://www5e.biglobe.ne.jp/~nekohan/

行政書士深谷康雄事務所 深谷　康雄 玉野市 都道府県内 090-7591-4927 fukayayasuo@gmail.com

広島県 行政書士法人あゆみ 松本　亜由美 広島市南区比治山本町 全国可 082-258-4780 info@ayumijimusyo.com https://ayumijimusyo.com

ゆずりは行政書士事務所 楪　佳子 広島市南区段原南1-8-3 082-261-6378 http://yuzuriha-gyousei.com

吉本朋子行政書士事務所 吉本朋子 広島市南区仁保南2-13-19 都道府県内のみ 0822884662 0825103493 tomoko.yoshimoto@orange.megaegg.ne.jp

行政書士法人Ａｓｕｍｉａ 須山　恵太 広島市東区 近隣都道府県可 082-569-5320 houmu@e-jimusho.com https://e-jimusho.com/

あまね行政書士事務所 金本　周治 広島市東区 090-4697-8632 amanegyousei-careerup@yahoo.co.jp

Ｓｅｎ行政書士事務所 荒谷　祐規 広島市中区立町1-24 有信ﾋﾞﾙ8階 0120-111-270

行政書士平田つねひさ事務所 平田　恒久 広島市中区上八丁堀５－２５　中国無電ビル５０１ 全国可 090-3746-8327 info@office-hirata.net https://office-hirata.net/

あしたば行政書士事務所 岡本　典親 広島市中区上八丁堀3-6 第2ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ10階B号 全国可 082-228-5517 082-836-4300 info@kensetsugyo-sc.com https://kensetsugyo-sc.com/

こぶし行政書士事務所 山岡　剛 広島市中区光南二丁目3番23号 全国可 082-569-5644 info@kobushi-g.com https://kobushi-g.com/

ハカセ行政書士事務所 石丸　博士 広島市中区 全国可 0120-140-894 info@140hakase.com https://140hakase.com

塩田睦大行政書士事務所 塩田　睦大 広島市中区 082-577-9556 https://shioda-office.jp/

行政書士ススキダ法務事務所 薄田　貴士 広島市中区 082-215-6672 info@susukida-office.com https://susukida-office.com

行政書士檀上智彦事務所 檀上　智彦 広島市西区中広町三丁目6番3-502号西本ﾋﾞﾙ 082-293-1342 officedanjotomohiko@gmail.com https://kyoka-shutoku.com/

西広島司法事務所 下村　繁昌 広島市西区一丁目23番15号 209号室 近隣都道府県可 082-507-0382 shimomura-s@mars.dti.ne.jp https://www.nhiro-shihou.com/

ＭＩＪ光宗行政書士事務所 光宗　五十六 呉市宮原8丁目9番39号 近隣市区町村可 0823-23-0329 0823-23-0362 mij@lemon.plala.or.jp https://goldbat8.sakura.ne.jp

すいせい行政書士事務所 服部　信男 呉市 全国可 0823-31-4976 ccus@suisei-office.com https://suisei-office.net/ccus/

行政書士北嵐事務所 北嵐　浩 竹原市塩町 都道府県内 0846-24-6760 https://arashi-office.net/

福島智之　行政書士事務所 福島　智之 三原市館町2丁目8番2号 近隣市区町村可 080-6121-5653 jmwcc027@yahoo.co.jp https://t-fukushima027.com

行政書士坂法務事務所 坂　啓央 尾道市2116番地 全国可 0848-37-0506 hirohisasaka@gmail.com https://gyouseishoshi-saka.jimdosite.com/

行政書士おち事務所 越智　浩之 福山市西町2丁目3ｰ12ｰ1F 近隣市区町村可 084-982-6544 084-982-6564 ochijimusyo@outlook.jp https://ochi-office.com/ccus-top/

行政書士法人リスナッツ 岩﨑　福実 福山市王子町 近隣市区町村可 084-924-0440 support-desk@resnut.com https://resnut.com/

南波孝治行政書士事務所 坂本　啓成 福山市 近隣市区町村可 084-957-5119 takezei@nifty.com https://takemura-zeirishi.com/outline/

岡俊江行政書士事務所 岡　俊江 福山市 都道府県内 084-926-6525

山口県 中村行政書士事務所 中村　謙一 下関市 083-233-9515 k-nakamura0629@outlook.jp http://nakamura-gyosei.webnode.jp

村中行政書士事務所 村中　力 下関市 近隣市区町村可 083-294-2216 t.m.office@jcom.home.ne.jp

あきえだ綜合事務所 穐枝　將彦 下関市 近隣市区町村可 080-2911-5601 akieda_ma-sogo@yahoo.co.jp https://akieda-complex-gm.business.site/

河野行政書士事務所 河野　茂男 宇部市北琴芝一丁目6番10号 近隣都道府県可 0836-33-6717 http://www.ubc-net.com

行政書士法人ＯＮＥ　宇部庁舎前オフィス 渡邊　康成 宇部市琴芝町1丁目2-46-A103 都道府県内 0836-38-6030 0836-38-6031 info@gyosei-one.com https://gyosei-one.com/ccus/

行政書士ＦＵＴＡＧＯ事務所 八木　敬大 宇部市 近隣都道府県可 0836-52-7602 gyagi@office-futago.com https://yagi-jimusyo.com/

山根良夫行政書士事務所 山根　良夫 山口市折本2丁目11-1 全国可 080-5231-7662 083-924-7226 b2b5tu@bma.biglobe.ne.jp https://www.yamaney.com/

すえつぐ行政書士事務所 末次　康裕 山口市 083-929-3965 info@suetsugu-office.com https://suetsugu-office.com/

行政書士藤本啓志事務所 藤本　啓志 防府市 全国可 0835-36-1038 info@fujimoto-gyoseishoshi.com https://www.fujimoto-gyoseishoshi.com/

行政書士事務所しあわせテラス 大村　照幸 防府市 近隣市区町村可 0835-28-9433 mail@shiawaseterasu.com https://shiawaseterasu.com/

行政書士土肥勝則事務所 土肥　勝則 岩国市 　 0827-32-4958 naz.yuz.nns.kjd@ab.auone-net.jp

浦井弘子行政書士事務所 浦井　弘子 岩国市 近隣市区町村可 0827-21-2667 https://www.uraioffice.com/

徳島県 行政書士武内良行事務所 武内　良行 徳島市上八万町上中筋557番地の20 都道府県内 090-7575-7907 yosisoudan123@gmail.com https://yosi29.jimdofree.com/
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徳島県 さなだ行政書士事務所 真田　元 阿南市 0884-22-3511 sanada-gyousyo@outlook.jp https://building.sanada-gyousyo.com/

行政書士法人きずな徳島 吉田　嘉光 板野郡藍住町 都道府県内 088-679-1444 https://www.gyousei-naruto.net/

井河行政書士事務所 井河　明子 三好郡東みよし町 0883-87-7540

香川県 よしだ行政書士事務所 吉田　豊 高松市東山崎町448番地3 ｶﾝｶﾞﾙｰﾋﾞﾙ2階 近隣市区町村可 087-802-6666 087-802-6667

行政書士オフィスこころ 越智 正枝 高松市中央町1-5 MBSﾋﾞﾙ4階 都道府県内のみ 050-3154-1111 masae1104@gmail.com https://sgofficekokoro.com/

行政書士法人合同経営 松井　健太郎 高松市 都道府県内 087-812-5074 gyousei@godo-k.co.jp http://www.godo-k.co.jp/

中川行政書士事務所 中川　繁和 丸亀市金倉町1432番地3 近隣市区町村可 0877-35-8100 0877-35-8180 s-nakagawa@nakagawa-jsoffice.jp https://www.nakagawa-jsoffice.jp/

愛媛県 行政書士法人えひめサポート総合法務事務所 深見　豪 松山市勝山町二丁目3番地1 089-946-3745 089-986-8338 info@office-legal.org http://office-legal.org/

行政書士久永大事務所 久永　大 松山市 都道府県内 090-9559-2704 hisanagahiroshi@gmail.com https://hisanaga-office.com/

松根行政書士事務所 松根　憲章 松山市 089-968-1355

行政書士石川正一事務所 石川　正一 新居浜市 0897-41-7959 ishi-offi@mtd.biglobe.ne.jp

青野泰介行政書士事務所 青野　泰介 新居浜市 0897-47-4980 gyouseisyosi-taitai@themis.ocn.ne.jp http://www.aono-gyousei.com/

植兵行政書士事務所 兵頭　智彦 大洲市 090-7780-2943 s11rhm9d34@gmail.com

行政書士進藤妙子事務所 進藤　妙子 四国中央市 0896-24-5618 shin.kawa.5618@gmail.com

高知県 オフィスながやま 長山　裕美 高知市役知町2番12号 都道府県内 090-8283-7836 ynagayama07@gmail.com http://wwwe.pikara.ne.jp/office-nagayama/

行政書士法人アネクト法務事務所 百田　将和 高知市北本町3丁目10番26号 都道府県内 088-856-7327 mail@anect-houmu.com https://www.anect-houmu.com/

行政書士　真山事務所 山口　真美 高知市 近隣都道府県可 088-879-6791 088-879-6792 mayama@mg.pikara.ne.jp http://kochi-seturitsu.com/

行政書士てらむら事務所 寺村　昭 土佐市 090-9771-8733 kaz-trm.3104@outlook.jp

行政書士マカセロ 松田　剛雄 須崎市 都道府県内 0889-43-9561 https://kensetugyou-kochi.com/

福岡県 吉永行政書士事務所 吉永　将隆 北九州市門司区 近隣市区町村可 093-372-2239 yoshinaga-office@lime.ocn.ne.jp

宇都行政書士事務所 宇都　貴浩 北九州市八幡西区熊西1-4-25 ﾘﾋﾞｵﾝ熊西306号 近隣都道府県可 093-482-7501 093-482-7502 utogyoseishoshi@gmail.com https://www.uto-gyosei.com/

行政書士東山和正事務所 東山　和正 北九州市八幡西区 093-644-7896 kazu550628@yahoo.co.jp

村田行政書士事務所 村田　恵子 北九州市八幡西区 都道府県内 093-883-7355 093-883-7357 info@muratagyosei.jp https://muratagyosei.jp/

行政書士 藤井 剛 事務所 藤井　剛 北九州市小倉北区1-1-1小倉駅前ひびきﾋﾞﾙ6階 全国可 093-285-3953 info@gofujii-office.com http://gofujii-office.com

かくどう行政書士事務所 角銅　靖人 北九州市小倉北区 近隣市区町村可 http://www.ykakudou.com

きずし行政書士事務所 木通　和洋 北九州市小倉北区 093-235-3322 kizushi.0082@gmail.com

宗行政書士事務所 宗　知光 北九州市戸畑区千防二丁目12番3-302号 093-861-3500 sou-gyousei@office.mints.ne.jp

ＳＰ行政書士事務所 宮田　進 北九州市戸畑区 093-881-8556 fujiijimusyo.kensetugyou@tkz.bbiq.jp https://sp-gyousei.jp/

かわうち行政書士事務所 河内　賢治郎 北九州市戸畑区 093-616-2626 kawauchi@caps-kawauchi.net https://www.caps-kwauchi.net

アシスト行政書士事務所 宮本　恭平 福岡市博多区比恵町4番17号 日高ﾋﾞﾙ1階 092-292-9779

行政書士エム・ツー事務所 吉岡　由香子 福岡市博多区比恵町1-18 東ｶﾝ第2ｷｬｽﾃｰﾙ917 全国可 090-9577-9811 mtwo.yoshioka358@gmail.com https://ameblo.jp/y-yoshi31

尾上拓郎行政書士事務所 尾上　拓郎 福岡市博多区 近隣市区町村可 092-292-8800 onayami-mail@onoue-gyousei.com http://www.onoue-soudan.com

御供所町国際法務事務所 來島　圭介 福岡市博多区 近隣都道府県可 092-409-5518 https://kijima-marine.com/

行政書士マツダ事務所 松田　知樹 福岡市博多区 全国可 092-287-5701 matsudajimusho@gmail.com

福岡南行政書士合同事務所 田村　公隆 福岡市南区塩原三丁目8番28号 ｹｲｴｽﾋﾞﾙ2階 092-512-1410

那珂川行政法務事務所 田中　憲治 福岡市南区 都道府県内 092-400-9500 https://www.naka-j.com/

行政書士　ＭＫリズム　オフィス 西田　薫 福岡市南区 都道府県内 092-403-0208 nishi24.k@mkr-ism.com htpps://mkr-ism.com/

行政書士　喜成法務事務所 松隈　喜成 福岡市東区和白5丁目 092-600-4938

河野行政書士事務所 河野　錠二 福岡市東区千早4丁目15番12-301号 近隣都道府県可 092-663-5512 https://office-kawano.jp

行政書士ウチダ事務所 内田　竜彦 福岡市東区 近隣都道府県可 050-1807-0062 tatsuhiko447.uchida@gmail.com https://www.big-advance.site/s/160/2102

行政書士モチドメ事務所 持留　仁志 福岡市中央区薬院四丁目6番22-1001号 092-776-1250 mochidome-office@ab.auone-net.jp

岩本行政書士事務所 岩本　明子 福岡市中央区 全国可 092-407-7845 http://www.office-iwamoto.net/

行政書士たのなか事務所 田野中　豊 福岡市中央区 近隣市区町村可 092-713-7182 tano@tano-office.com http://www.kensetsu1.com/

田崎行政書士事務所 田崎　真一 福岡市中央区 ama@tas-as.com https://tas-as.com/

行政書士福岡法務 中原　大樹 福岡市中央区 全国可 0120-565-629 info@gyosei365.com https://gyosei365.com/

じょうの行政書士事務所 城野　圭史 福岡市早良区 近隣市区町村可 070-8905-3965 hello@jonogyousei.com https://www.jonogyousei.com/

吉村行政書士事務所 吉村　純子 福岡市早良区 都道府県内 080-2158-1575 yosiyosi1892@outlook.jp
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福岡県 行政書士ステア法務労務オフィス 藤高　昌子 福岡市西区 092-981-6081 https://kensetsu.stea-gr.com/

行政書士今村功事務所 今村　功 福岡市城南区 全国可 080-8589-3914 imamura.iao@gmail.com

みつはし行政書士事務所 三ツ橋　涼子 福岡市城南区 092-407-1927 r.mitsuhashi5@gmail.com

行政書士吉村総合法務事務所 吉村　友志 福岡市城南区 092-986-2239 yoshimurashj@live.jp https://yoshimurashj.jimdofree.com/

たかだ行政書士事務所 高田　富士男 久留米市北野町鳥巣1173-1 都道府県内のみ 09079847744 0942-78-6099 fk-takada@1as1sw.com

たばた行政書士事務所 田端　浩一 久留米市諏訪野町1617－5 近隣都道府県可 0942-65-4550 0942-65-4553 info@tabata-gyosei.com http://tabata-gyosei.com/

行政書士さかい法務事務所 堺　太一郎 久留米市城南町 050-3171-3291 info@sakai-law.jp https://sakai-law.jp/

行政書士福間一市事務所 福間　一市 飯塚市 0948-52-3451

佐竹行政書士事務所 佐竹　哉迪 田川市 0947-45-2198 t-satake.g@cap.ocn.ne.jp http://www.satake-gyousei.jp/

佐竹行政書士事務所 佐竹　陽一 田川市 0947-45-2198 stk-g@abeam.ocn.ne.jp http://www.satake-gyousei.jp/

リエゾン行政書士事務所 景山　康幸 行橋市 093-600-2884 y.kageyama@liaison-gyoseishoshi.com https://www.liaison-gyoseishoshi.com/

行政書士　矢野事務所 矢野　克巳 筑紫野市 近隣市区町村可 092-928-1928 gyosei@csf.ne.jp https://www.gyosei1928.com

アプロス行政書士・社会保険労務士事務所 段下　季一郎 筑紫野市 092-403-2133 apros.danshita@gmail.com https://office-apros.com

清水行政書士事務所 清水　三木男 筑紫野市 近隣都道府県可 090-2516-2634 mmikio.shimizu999@hotmail.co.jp https://shimizu-mikio.com

行政書士あい経営法務事務所 松本　愛 大野城市 近隣都道府県可 080-9505-3099 info@ai-keieihoumu.com https://www.ai-keieihoumu.com/

行政書士鈴木こずえ事務所 鈴木　梢 大野城市 080-6454-3749 gyousei155244@gmail.com

野中行政書士事務所 野中　伸一 太宰府市 全国可 092-929-0354 https://nonaka-office.p-kit.com/

ハル行政書士事務所 田中　智久 古賀市花見東5丁目10番23号 全国可 092-944-3825 info@harugyousei.com https://harugyousei.com

行政書士ながしま事務所 永嶋　恵美 古賀市 092-980-1202 gyosei_nagashima@ari.bbiq.jp

釜堀行政書士事務所 釜堀　里奈 朝倉市 近隣市区町村可 0946-21-2139 mail@kamahori-office.jp

行政書士　松本法務事務所 松本　美保 遠賀郡遠賀町大字広渡2116-2 近隣市区町村可 093-701-6068 g.s.m34m@gmail.com

佐賀県 行政書士天山恵理子事務所 天山　恵理子 佐賀市 080-9142-2822 https://kensetugyou.saga.jp/

塚本行政書士事務所 塚本　大助 唐津市和多田海士町5-16 近隣市区町村可 0955-73-4181 0955-74-5030 daisuke@tsukamoto-office.com

ＯＭＵＳＵＢＩ行政書士事務所 熊本　郁夫 唐津市養母田鬼塚1-10 近隣市区町村可 0955-74-5754 kuma@star.saganet.ne.jp http://kumamoto.x0.com

志佐暁美行政書士事務所 志佐　暁美 都道府県内 0955-62-2336

長崎県 柘植行政書士事務所 柘植　涼太 長崎市 都道府県内 095-801-6475 info@rt-gyosei.com https://rt-gyosei.com

行政書士　渡邊真純事務所 渡邊　真純 長崎市 095-843-1181 watanabe.g.m.office@gmail.com https://www.administrative-attorney-567.business.site

あおば行政書士法人 赤坂　行広 長崎市 近隣都道府県可 095-895-7324 https://gyousei-office.net/

行政書士法人シトラス 松岡　いずみ 長崎市 近隣都道府県可 095-894-5175 mazzoka01@gmail.com mazzoka.com

行政書士井手法務事務所 井手　誠博 佐世保市木場田町8-10谷山ﾋﾞﾙ2階 全国可 0956-56-4002 info@ide-office.net http://www.ide-office.net

ウィズラン行政書士事務所 木竹　広賢 佐世保市8-6 0956-23-8338 info@withrun.co.jp https://withrun.co.jp/

行政書士むらいけいいちオフィス 村井　啓一 大村市上諏訪町 070-4368-0888 murakeioffice@gmail.com https://murakeioffice.amebaownd.com

行政書士事務所ガマダス 飯田　彰吾 雲仙市 0957-78-3884 gamadas.since79@icloud.com

熊本県 行政書士岩本事務所 岩本　和也 熊本市南区 全国可 0964-42-5120 info@iwamoto-kb-office.com http://iwamoto-kb-office.com

行政書士そのだ事務所 園田　孝昭 熊本市東区 都道府県内 096-201-3756 https://gyousei.sonoda.jp

行政書士真重法務事務所 真重　正仁 熊本市中央区北千反畑町1-7 M･SⅡﾋﾞﾙ402 都道府県内 096-245-7626 096-245-7627 info@mashige-houmu.com https://www.mashige-houmu.org

大谷行政書士事務所 大谷　豪 熊本市中央区大江6丁目28番13号ﾋﾞﾗ天神ﾊﾟﾙ102号 近隣都道府県可 096-371-3616 info@e-dokuritsu.com http://kensetsugyou-kumamoto.biz

高木総合法務事務所 高木　昇 熊本市中央区大江6-20-6 都道府県内 096-221-4151 096-297-8987 takaki@takaki-office.com https://www.takaki-office.com/

行政書士廣田慎一郎事務所 廣田　慎一郎 熊本市中央区 都道府県内 096-342-4718 mail333@gyousei-hirota.com https://gyousei-hirota.com/

吉田泰夫行政書士事務所 吉田　泰夫 熊本市中央区 096-342-5827 hqj06026@nifty.ne.jp

とやま行政書士事務所 外山　慎輔 熊本市中央区 都道府県内 096-381-5273 https://toyamagyosei.jimdofree.com/

行政書士飛永真由美事務所 飛永　真由美 八代市旭中央通16-12 全国可 0965-34-5101 0965-51-4114 officetobinaga@gmail.com https://tobinaga.info/

行政書士いちみ法務事務所 一美　慎也 八代市 0965-62-8301 628301@itimi-jimusyo.com https://www.itimi-jimusyo.com/

行政書士うどう綜合事務所 有働　綾 山鹿市山鹿1045-1 全国可 090-3953-3038 info@e-gyousei.com https://e-gyousei.com/

行政書士黒木事務所 黒木　哲也 八代郡氷川町 全国可 0965-88-0655 kuroki@kurokioffice.com https://www.kurokioffice.com

しらかわ行政書士事務所 白川　昌栄 球磨郡相良村 0966-35-1600

大分県 柳原行政書士事務所 柳原　佐奈江 大分市豊町2丁目3番4号 都道府県内 097-594-1042 yana.gyousei@gmail.com
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大分県 GRIT行政書士事務所 川邉　公昭 大分市東春日町17番20号 大分第2ｿﾌｨｱﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ5階 全国可 050-3092-5655 050-3092-5650 kawabe@grit-office.com

純行政書士事務所 渡邉　純 大分市 全国可 050-3558-7800 contact@jun-gyosho.com https://ccus.jun-gyosho.com

きずな行政書士事務所 阿部　貢 大分市 都道府県内 097-535-8814 gyosei-abe.m-office@shore.ocn.ne.jp http://www.kensetsusanpai.com/

行政書士松本迅勢事務所 松本　迅勢 大分市 097-595-1337

行政書士池田事務所 池田　浩 大分市 090-9388-2140 ikedaoffice@gol.com

池田行政書士事務所 池田圭一 別府市竹の内6-1-3 090-6425-7730 0977-51-5515 ikeda09064257730@ctb.ne.jp

美之行政書士事務所 山田　美之 佐伯市 近隣都道府県可 0972-28-6685 miyuki@gyosei.or.jp

宮崎県 はらだ行政書士事務所 原田　勇三 宮崎市大字糸原2605番地ﾛ号 0985-71-0683 miyazaki007337@har.bbiq.jp

行政書士法人　杉山総合法務 杉山　晃浩 宮崎市佐土原町下田島20034番地 全国可 0985-36-1418 contact@office-sugiyama.jp https://sites.google.com/view/ccus

かのん行政書士事務所 福田　朋美 宮崎市 全国可 070-2616-1045 info@canon-gyousei.com https://www.canon-gyousei.com/

井戸泰雄行政書士事務所 井戸　泰雄 宮崎市 都道府県内 0985-50-2021 idoido@poem.ocn.ne.jp

行政書士わだ事務所 和田　直之 宮崎市 都道府県内 0985-69-1917 info@office-wada.net https://office-wada.net

川﨑光一行政書士事務所 川﨑　光一 宮崎市 0985-29-5881 kawasaki@sr-k.co.jp

甲斐博行政書士事務所 甲斐　博 延岡市 近隣市区町村可 0982-40-4088 info@kai-syaroushi.com https://kai-syaroushi.com/

鹿児島県 社会保険労務士・行政書士鹿島事務所 鹿島　良 鹿児島市下荒田4丁目14番33号 近隣都道府県可 099-257-7500 099-257-7503 kashimaji@po.synapse.ne.jp http://kashimaji.com

しもじま行政書士事務所 下島　夢 鹿児島市宇宿1-53-10 全国可 099-251-5121 shimojima.adm@rose.plala.or.jp

行政書士法人ヒューマンサポート 福元　憲史 鹿児島市 全国可 099-256-6166 info@humansupport.biz http://www.humansupport.biz/

社会保険労務士・行政書士事務所オフィスたいわ 福留　太和 鹿児島市 全国可 099-296-1302 office.taiwa@gmail.com http://www.taiwa.info/sroffice/

鶴田行政書士事務所 鶴田　健作 鹿児島市 099-260-7101

行政書士小林久倫事務所 小林　久倫 鹿児島市 近隣都道府県可 099-281-3858 info@support-office-kobayashi.com https://kensetsu-office-kobayashi.com/

小川千尋行政書士事務所 小川　千尋 鹿児島市 099-807-2865 c.ogawa@officeogawa.com https://officeogawa.jimdofree.com/

行政書士坂本智洋事務所 坂本　智洋 鹿児島市 099-204-7698 sakamotojimusyo73110@outlook.jp

吉崎社会保険労務士・行政書士事務所 吉崎　修 指宿市 090-7452-6056 yoshiomkkt5@gmail.com http://www.yoshizaki-office.com

行政書士加治屋智事務所 加治屋　智 薩摩川内市永利町 都道府県内 0996-24-0118 gys.kajiya@gmail.com

前屋行政書士法務事務所 前屋　寿寬 いちき串木野市浜ｹ城12287番地16 都道府県内 0996-47-3777 050-3488-0341 maeya.gks.office@gmail.com

沖縄県 行政書士オフィスウエハラ 上原　重已 那覇市泉崎1丁目17−14大城ﾋﾞﾙ 1F 全国可 098-963-6351 098-860-6126 info@office-uehara.okinawa https://office-uehara.okinawa/

長虹行政書士事務所 上里　朝也 那覇市 都道府県内 098-975-5820 shanglichaoye@gmail.com

行政書士法人なか 平良　あき子 那覇市 098-855-7003 http://gonaka.jp/

行政書士與儀清和事務所 與儀　清和 那覇市 098-963-9263 gyoffice809@yahoo.co.jp

上原道子行政書士事務所 上原　道子 098-858-6806

行政書士法人イクソラ 石原　桃子 宜野湾市大謝名二丁目1番7号 全国可 098-897-6363 kensetsu@ixora.jp https://www.ixora.jp/

のぞみ法務行政書士事務所 上地　望巳 石垣市新川2373番地24ﾏﾘﾝｻｲﾄﾞ1-B 0980-87-7386 office@u-nozomi.com

Ｓａｎｒｉ　行政書士事務所 金城　準 糸満市 都道府県内 090-1873-2786 sanri20180131@gmail.com

行政書士與座事務所 與座　忠 沖縄市美里5丁目24番18号202号室 098-989-5975 yozalawoffice@gmail.com https://www.yozajimusho.com/

行政書士真境名健二事務所 真境名　健二 沖縄市 098-930-3633 majikina@orange.ocn.ne.jp https://www.majikina.okinawa/

行政書士池根事務所 池根　均 うるま市字宮里868-8 都道府県内 098-989-9522 098-989-9533 ikene.gs@ace.ocn.ne.jp ikenegs.com

アイノン行政書士事務所 石川　知隆 うるま市安慶名1-8-55 安慶名店舗10号 都道府県内 098-979-0241 https://www.of-ishikawa.com/

行政書士しろまらく事務所 城間　楽 南城市 都道府県内 090-9781-8490 siroraku@us.au-hikari.ne.jp https://shiromaraku.jimdofree.com/


