
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　水野事務所 〒244-0801 横浜市戸塚区品濃町544-6

ﾐｽﾞﾉ ﾊﾙｵ 045-443-9211 ｻﾝﾊｲﾂ品濃101号

水野　晴夫 045-443-9212 mizunoha@cf.mbn.or.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
〒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
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
〒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

〒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
〒252-0001 座間市相模が丘2丁目29番2号

ｼﾌﾞﾔ ﾄｼﾛｳ 042-741-5890 ｸﾞﾚｲｽﾒｿﾞﾝ城所206号室

渋谷　利郎 042-741-5890 spey3gq9@waltz.ocn.ne.jp
〒231-0023 横浜市中区山下町2番地

ﾅﾔ ﾂｸﾞﾋﾛ 045-641-0739 産業貿易センタービル7階
納谷　次弘 045-664-5027 naya@kana-gyosei.or.jp

行政書士竹中オフィス 〒210-0845 川崎市川崎区渡田山王町17番12号

ﾀｹﾅｶ ﾖｼﾋｻ 044-280-6510 丸越ﾋﾞﾙ4階

竹中　義久 044-280-6511 well_being2325@ybb.ne.jp
〒214-0006 川崎市多摩区菅仙谷

ｴﾊﾞﾀ ﾄｼｱｷ 044-946-2786 ３－１－２５－５０２

江端　俊昭 044-949-3923 tebata@k8.dion.ne.jp
行政書士中山事務所 〒211-0041 川崎市中原区下小田中3丁目13番16号

ﾅｶﾔﾏ ﾄｵﾙ 044-777-3980
中山　享 020-4669-0296 toru@q08.itscom.net

〒221-0052 横浜市神奈川区栄町２番１号

ﾎﾝﾏ ﾀｶﾔｽ 045-440-0850 キコー横浜３０５

本間　孝保 020-4622-2653 htac@da.mbn.or.jp
〒224-0053 横浜市都筑区池辺町３６６６番地２

ﾀﾞﾃ ﾖｼﾋﾛ 045-932-3107
伊達　佳弘 045-932-3238 dateoffice@aol.com

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

理事
鶴見・
神港

理事 緑

理事
横浜
中央

理事 川崎南

理事 川崎北

副会長
横浜
中央

理事 川崎北

副会長
海老名・

座間

常務理事 事務局

副会長 湘南

副会長 相模原

副会長 川崎南

副会長
横浜
中央

副会長
鶴見・
神港

会長 戸塚

役員名簿
平成２９年６月１日現在

役職
事務所所在地

Ｅメールアドレス
所　属
支　部
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行政書士横浜中央合同ほんま事務所 〒231-0023 横浜市中区山下町1番地

ﾎﾝﾏ ｼﾞｭﾝｺ 045-264-6556 ｼﾙｸｾﾝﾀ-国際貿易観光会館324

本間　潤子 045-263-9882 j.homma21@gmail.com
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

〒232-0045 横浜市南区東蒔田町１－２

ｺﾆｼ ﾐﾉﾙ 045-742-6634 ダイアパレス蒔田第２－１０５号

小西　實 045-742-6551
行政書士大菊明事務所 〒236-0052 横浜市金沢区富岡西七丁目3番12号

ｵｵｷﾞｸ ｱｷﾗ 045-772-2047
大菊　明 045-772-2047 ooaki@jcom.zaq.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

〒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

はなのくに行政書士事務所 〒239-0831 横須賀市久里浜3-25-5

ｸﾎﾞ ｱｷﾗ 046-874-6449
久保　晃 046-874-6449 sfmqn435@ybb.ne.jp

行政書士廣瀬国際法務事務所 〒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

〒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
行政書士山本法務事務所 〒253-0105 高座郡寒川町岡田3丁目23番23号

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 0467-40-5352
山本　毅 0467-40-5362 chomin@nifty.com

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

〒243-0032 厚木市恩名４丁目４番２３号

ｻｶｼﾀ ﾐﾁｵ 046-222-3191
坂下　美智夫 046-222-3191 tomeko@ai.ayu.ne.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
行政書士越水一雄事務所 〒259-1133 伊勢原市東大竹1001番地の4

ｺｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｵ 0463-94-3567
越水　一雄 0463-94-3567 koshisanl21@friend.ocn.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

〒242-0021 大和市中央五丁目6番1号

ｻｻﾓﾘ ﾋﾛｼ 046-262-9353 ﾌﾟﾘﾝｽﾏﾝｼｮﾝ207号

笹森　浩史 046-262-9333 sasamori@nethome.ne.jp

理事 湘南

理事 小田原

理事
大和・
綾瀬

理事 湘南

理事 相模原

理事 戸塚

理事 鎌倉

理事
横須賀・

三浦

理事
横須賀・

三浦

理事 平塚

理事 厚木

理事
秦野・
伊勢原

理事
横浜
中央

理事 旭

理事
磯子・
金沢

理事 南・港南
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〒252-0005 座間市さがみ野1丁目1番35-101号

ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳｺ 046-255-9972 ﾈｵｱｰｼﾞｭさがみ野

山村　優子 046-255-9972 yy-office@citrus.ocn.ne.jp
〒239-0820 横賀市光風３４－１２ 

ｲﾉｳｴ　ﾀｶｼ 046-842-2961
井上　昂 046-842-2961 spy45ap9@bell.ocn.ne.jp 

〒259-0102 中郡大磯町生沢３８３番地１．

ｱｵｷ ﾋﾛｺ 0463-72-3354 １棟１２３号

青木　弘子 0463-72-3547 xp62nv@bma.biglobe.ne.jp

監事
横須賀・

三浦

監事 平塚

理事
海老名・

座間


