
神奈川県行政書士会

事務所の名称 郵 便 番 号

ﾌﾘｶﾞﾅ 電 話 番 号

氏　　名 Ｆ Ａ Ｘ 番 号

〒236-0015 横浜市金沢区金沢町２１番地

ｲｼｶﾜ ﾌｻｼﾞ 045-701-6807
石川　房治 045-701-6899 f-ishikawa-21@mva.biglobe.ne.jp

行政書士加藤綜合法務事務所 〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町１８番地１

ｶﾄｳ ﾐｷｵ 044-221-6806 M・Sビル５０３号

加藤　幹夫 044-221-6807 kato-m-gyosei@mug.biglobe.ne.jp
行政書士城山法務事務所 〒250-0045 小田原市城山1丁目6番66号

ﾐﾅﾐ ｲｻｵ 0465-34-2284
南　勲 0465-34-3639 belleplan373@msn.com

〒225-0003 横浜市青葉区新石川１－３－４

ﾀｹﾑﾗ ｶﾂﾕｷ 045-902-3786
竹村　勝之 045-902-3550 k-bamboo@mub.biglobe.ne.jp

〒225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町1153-3

ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ 045-979-0120 第2カブラギビル606

齋藤　光宏 045-979-0121 info@aobajim.com
行政書士法人横浜行政手続事務所　本部横浜事務所 〒240-0006 横浜市保土ヶ谷区星川二丁目14番27号

ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 045-342-0292
吉田　茂 045-342-0293 bulegill@muj.biglobe.ne.jp

行政書士　米山洋子事務所 〒232-0016 横浜市南区宮元町３－５９

ﾖﾈﾔﾏ ﾖｳｺ 045-714-2445
米山　洋子 045-742-3545

〒245-0053 横浜市戸塚区上矢部町１７４１－２２

ｲﾜｲ ｴｲｲﾁ 045-814-2955
岩井　英一 045-814-2955 iwai@herb.ocn.ne.jp

〒243-0806 厚木市下依知3丁目21-27

ｷﾄﾞｺﾛ ｶﾂｵ 046-245-6022
城所　勝男 046-245-6022 kido_kkbb@ybb.ne.jp

〒259-1106 伊勢原市善波３５６

ｲｲﾂﾞｶ ｻﾄﾙ 0463-95-1009
飯塚　悟 0463-92-6028

〒252-0015 座間市南栗原5丁目25番3号

ｻﾄｳ ﾕｷｵ 046-253-9125
佐藤　幸雄 046-253-9125 yukio_s@f8.dion.ne.jp

委員会
平成２９年６月２０日現在

苦情処理委員会

役職
事務所所在地

Ｅメールアドレス
所　属
支　部

委　員 緑

委　員 緑

委　員
横浜
中央

委員長
磯子・
金沢

副委員長 川崎南

副委員長 小田原

委　員 南・港南

委　員 戸塚

委　員 厚木

委　員
秦野・
伊勢原

委　員
海老名・

座間



神奈川県行政書士会

事務所の名称 郵 便 番 号

ﾌﾘｶﾞﾅ 電 話 番 号

氏　　名 Ｆ Ａ Ｘ 番 号

〒223-0065 横浜市港北区高田東２丁目２８番２号

ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾀｶ 045-543-2710
村上　敬隆 045-543-2710

行政書士　やまぎし事務所 〒231-0015 横浜市中区尾上町四丁目57番地

ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｶﾋﾛ 045-285-1570 横浜尾上町ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ8階

山岸　孝浩 045-285-1501 info@y-visa.jp
行政書士原達芳事務所 〒210-0844 川崎市川崎区渡田新町一丁目2番1号

ﾊﾗ ﾀﾂﾖｼ 044-201-4830
原　達芳 044-201-4831 tatsuyoshi.h@nifty.com

大田行政書士事務所 〒227-0052 横浜市青葉区梅が丘21番地12

ｵｵﾀ ﾋﾛﾐ 045-568-5746 ｱﾍﾞﾆｭｰ21　303号室

大田　泰巳 045-330-6715 h-ohta-x@jb3.so-net.ne.jp
磯﨑行政書士事務所 〒231-0006 横浜市中区南仲通4-46-1

ｲｿｻﾞｷ ｼｹﾞｱｷ 045-228-0671 ラパンビルⅡ301

磯﨑　成昭 045-228-0672 s-isozaki@wave.plala.or.jp
原野行政書士総合企画事務所 〒232-0018 横浜市南区花之木町2丁目26番地1

ﾊﾗﾉ ﾏｻﾉﾘ 045-341-0075 横浜花之木分譲共同ﾋﾞﾙ801

原野　正憲 045-341-0075
〒247-0022 横浜市栄区庄戸２丁目１番２４号

ｽｷﾞﾀﾆ ｹｲｽｹ 045-892-7182
杉谷 計輔 045-892-7182 k-sgtn311@kzh.biglobe.ne.jp

〒248-0033 鎌倉市腰越１５８８番地６０

ﾊﾞﾝｻﾞｲ ｲﾁﾛｳ 0467-31-4247
坂西　一郎 0467-31-4247

行政書士増子俊雄事務所 〒249-0001 逗子市久木2丁目7番15号

ﾏｽｺ ﾄｼｵ 046-873-7869
増子　俊雄 046-873-7869 kanagawa.masuko@kki.biglobe.ne.jp

〒252-0816 藤沢市遠藤８６８番地の５

ｻｶｲ ﾀｹﾁﾖ 0466-88-6788 湘南滝ノ沢３－３－１

酒井　武千代 0466-88-6789 sp546nf9@bridge.ocn.ne.jp
行政書士ふじみ共同法務事務所 〒252-0236 相模原市中央区富士見1丁目5番2号

ｲｼｸﾞﾁ ﾖｼｺ 042-755-9269 三愛ﾋﾞﾙ相模原2階

石口　美子 042-755-9282 info@ishiguchi-office.com

役職
所　属
支　部

事務所所在地
Ｅメールアドレス

綱紀委員会

委　員 川崎南

委　員 相模原

委　員 南・港南

委員長
鶴見・
神港

委　員 鎌倉

委　員 湘南

委　員 戸塚

委　員 鎌倉

委　員 緑

委　員
横浜
中央

副委員長
横浜
中央



神奈川県行政書士会

事務所の名称 郵 便 番 号

ﾌﾘｶﾞﾅ 電 話 番 号

氏　　名 Ｆ Ａ Ｘ 番 号

〒252-0143 相模原市緑区橋本5丁目15番12-703号

ｻﾄｳ ﾂﾖｼ 042-774-6657
佐藤　彊 042-774-6657 kotyou26@smile.ocn.ne.jp

荒木克成行政書士事務所 〒241-0801 横浜市旭区若葉台三丁目10番1101号

ｱﾗｷ ｶﾂﾅﾘ 045-489-9069
荒木　克成 045-489-9069 alucky491112@yahoo.co.jp

さかにし貴子行政書士事務所 〒252-0253 相模原市中央区南橋本1丁目22番15-203号

ｻｶﾆｼ ﾀｶｺ 042-703-3795
阪西　貴子 042-703-3796 s_takako@office-g.p001.jp

行政書士よこお事務所 〒224-0053 横浜市都筑区池辺町3666番地1

ﾖｺｵ ﾖｼｺ 045-515-1810
横尾　佳子 045-330-6025 office-sumire@n08.itscom.net

草嶋芳　行政書士事務所 〒235-0016 横浜市磯子区磯子七丁目15番2-120号

ｸｻｼﾞﾏ ｶｵﾘ 045-353-5200
草島　芳 045-758-7747 kaorikusajima@gmail.com

表彰委員会

委員長 相模原

副委員長 旭

委　員
磯子・
金沢

役職
事務所所在地

Ｅメールアドレス
所　属
支　部

委　員 緑

委　員 相模原



神奈川県行政書士会

事務所の名称 郵 便 番 号

ﾌﾘｶﾞﾅ 電 話 番 号

氏　　名 Ｆ Ａ Ｘ 番 号

行政書士小松原励事務所 〒210-0808 川崎市川崎区旭町2丁目4番24号

ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾚｲ 044-245-0466
小松原　励 044-244-5901 rayoffice@w3.dion.ne.jp

一光行政書士事務所 〒251-0011 藤沢市渡内4丁目16番13号

ｽﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 0466-22-4791
須田　一行 0466-22-4791 ikkoh_sd@khh.biglobe.ne.jp

行政書士なぎさ法務事務所 〒259-0311 足柄下郡湯河原町福浦315番地の7

ｺｲｽﾞﾐ ｼﾝ 0465-46-9222 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ湯河原町福浦608

小泉　伸 0465-46-9223 nagisa@zb4.so-net.ne.jp
モトコン行政書士事務所 〒231-0007 横浜市中区弁天通2-29

ｺﾝ ﾄﾓﾋﾛ 070-5075-3279 ｶﾂﾔﾋﾞﾙ604

今　智弘 045-330-5566
希望が丘法務行政書士事務所 〒241-0826 横浜市旭区東希望が丘44番地21

ﾔﾊｷﾞ ﾋﾛｼ 090-8017-0345
矢作　浩 045-364-3331 cosmo@yahoo.plala-mail.jp

いしわた行政書士事務所 〒245-0061 横浜市戸塚区汲沢八丁目2番14号

ｲｼﾜﾀ ﾀﾞｲｽｹ 045-514-5790
石渡　大介 045-514-3599 info@visa-japan.net

古瀬行政書士事務所 〒252-0217 相模原市中央区小町通1丁目5番35号

ﾌﾙｾ ﾏﾘｺ 042-856-0516
古瀬　麻理子 furuse1116@jcom.home.ne.jp

事務所の名称 郵 便 番 号

ﾌﾘｶﾞﾅ 電 話 番 号

氏　　名 Ｆ Ａ Ｘ 番 号

〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川1-6-1

ﾔｽﾄﾓ ﾁﾊﾙ 045-317-0902 サクラピアビル９０９号室

安友　千治 045-317-0903 ghg00730@nifty.com
行政書士小出事務所 〒231-0023 横浜市中区山下町73番

ｺｲﾃﾞ ﾋﾃﾞﾄ 045-664-5835 山下ﾎﾟ-ﾄﾊｲﾂ701号

小出　秀人 045-664-6876 koide@koide-office.com
〒231-0024 横浜市中区吉浜町１番地９

ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾁｺ 045-222-4567 エトｱｰﾙ吉浜704

長谷川　幸子 045-222-4568 hasegawa@shj.jp
シュタット行政書士法務事務所 〒226-0016 横浜市緑区霧が丘三丁目6番地31

ﾌｼﾞｼﾛ ｼｭｳｲﾁ 050-3736-8823
藤代　秀一 045-330-5573 s.fujishiro@stadt.jp

那住行政書士事務所 〒225-0024 横浜市青葉区市ケ尾町1050番地1

ﾅｽﾞﾐ ｼﾛｳ 045-900-4435 ｴﾙ･ﾄﾞﾏｰﾆ20 701

那住　史郎 045-330-4093 nazumi@nazumi-office.com

選挙管理委員会

事務所所在地
Ｅメールアドレス

委　員 相模原

副委員長 小田原

委　員 旭

戸塚

副委員長 湘南

委　員 緑

委　員 緑

所　属
支　部

委　員
横浜
中央

委員長 川崎南

役職

委　員

委　員
横浜
中央

特定行政書士特別委員会

事務所所在地
Ｅメールアドレス

委員長
鶴見・
神港

役職
所　属
支　部

委　員
横浜
中央

福利厚生検討特別委員会



神奈川県行政書士会

事務所の名称 郵 便 番 号

ﾌﾘｶﾞﾅ 電 話 番 号

氏　　名 Ｆ Ａ Ｘ 番 号

神本行政書士事務所 〒253-0041 茅ヶ崎市茅ヶ崎1丁目2番43号

ｶﾐﾓﾄ ｾﾝｺﾞｸ 0467-67-3633 ｻ-ﾊﾟｽ茅ヶ崎第2-404号

神本　千石 0467-58-7080 office-kamimoto@jcom.home.ne.jp
向川行政書士事務所 〒231-0013 横浜市中区住吉町1丁目6番地

ﾑｺｳｶﾞﾜ ｷﾖｼ 045-650-1741
向川　潔 045-650-1742 mukogawa@m2.gyao.ne.jp

ひるかわ行政書士事務所 〒245-0063 横浜市戸塚区原宿三丁目14番14-A号

ﾋﾙｶﾜ ﾅﾐ 045-852-8527
蛭川　奈美 045-852-8536 hirukawa.office@gmail.com

〒253-0052 茅ヶ崎市幸町22番6

ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｹｱｷ 0467-86-5629 ｼﾞｮｲ茅ヶ崎ﾊﾟ-ﾄ2　201号

杉本　剛昭 0467-86-6012 t-sugimoto@akane.waseda.jp
行政書士飯田法務事務所 〒254-0807 平塚市代官町4番3号

ｲｲﾀﾞ ﾋﾛｷ 0463-68-7346 亀井ﾋﾞﾙ202号

飯田　弘樹 0463-68-7346 iida-houmu@mb.scn-net.ne.jp
行政書士岡本ゆうき事務所 〒227-0043 横浜市青葉区藤が丘2丁目3番地12

ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 045-532-8630 ｱﾓ-藤が丘302号

岡本　祐樹 045-532-8631 y.okamoto-gyousei@nifty.com

事務所所在地
Ｅメールアドレス

役職
所　属
支　部

委員長 湘南

委　員 戸塚

委　員 緑

委　員 湘南

委　員 平塚

委　員
横浜
中央



神奈川県行政書士会

事務所の名称 郵 便 番 号

ﾌﾘｶﾞﾅ 電 話 番 号

氏　　名 Ｆ Ａ Ｘ 番 号

行政書士廣瀬国際法務事務 〒238-0026 横須賀市小矢部２丁目２２番６号

ﾋﾛｾ ｷﾖｼ 046-887-0718
廣瀬　聖 046-852-4538 hirose.legal.office@energy.ocn.ne.jp

〒236-0051 横浜市金沢区富岡東六丁目30番

ﾐｳﾗ ｹﾝｼﾞ 050-1493-3938 N－414号（冨岡ｼｰｻｲﾄﾞｺｰﾎﾟ）

三浦　健治 050-1493-3938 kenz_bo@ybb.ne.jp
〒240-0113 三浦郡葉山町長柄１４６１番地の４０７

ｲｹﾀﾞ ｽﾐｵ 046-876-2163
池田　純夫 046-876-2163 ikeda91sny@ybb.ne.jp

行政書士山下法務 〒224-0007 横浜市都筑区荏田南五丁目20番12-501号

ﾔﾏｼﾀ ｹｲｶ 090-7946-1941
山下　慶華 045-511-7399 info@gyosei.kanagawa.jp

行政書士横浜中央合同田中満広事務所 〒231-0023 横浜市中区山下町1番地

ﾀﾅｶ ﾐﾂﾋﾛ 045-283-0383 ｼﾙｸｾﾝﾀｰ国際貿易観光会館324室

田中　満広 045-263-9882 hoffice.tanaka@gmail.com
委　員

横浜
中央

委　員 緑

事務所所在地
Ｅメールアドレス

委　員 鎌倉

副委員長
磯子・
金沢

役職
所　属
支　部

委員長
横須賀・

三浦

申請取次行政書士管理委員会


