
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

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

〒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
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
菊池健吾行政書士法務事務所 〒230-0061 横浜市鶴見区佃野町1番7号

ｷｸﾁ ｹﾝｺﾞ 045-642-8652 深谷ﾋﾞﾙ302号

菊池　健吾 045-642-8683 kengo.gyousei@seagreen.ocn.ne.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
四季の森行政書士事務所 〒241-0004 横浜市旭区中白根三丁目18番4号

ﾂｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋｻ 045-953-0260
塚田　和久 045-953-0269 info@office-tsukada.net

行政書士オフィス森 〒236-0052 横浜市金沢区富岡西七丁目3番30号

ﾓﾘ ﾕｶｺ 090-2424-3856
森　由香子 045-350-6407 yubornyuborn@outlook.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

総務部

部　員
秦野・伊

勢原

部　員 緑

部　員 旭

部　員
磯子・金

沢

副部長
海老名・

座間

副部長 緑

部　員
鶴見・神

港

各部・ＡＤＲセンター
平成30年7月26日現在

役職
事務所所在地

Ｅメールアドレス
所　属
支　部

部　長 旭



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

〒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

材木座行政書士事務所 〒248-0013 鎌倉市材木座三丁目10番15号

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾁﾖ 0467-67-3772 NO.8

小林　三千世 0467-67-9063 mermaidoffice@ocean.zaq.jp
渚行政書士事務所 〒249-0004 逗子市沼間2丁目3番3-538号

ﾀﾅｶ ﾖﾘｺ 046-872-5509
田中　頼子 046-872-5509 legaloffice-nagisa-@nifty.com

〒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

経理部

役職
事務所所在地

Ｅメールアドレス
所　属
支　部

部　員 鎌倉

部　員 鎌倉

部　員 厚木

部　長 小田原

副部長 南・港南

部　員
磯子・金

沢



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
〒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　松嶋事務所 〒248-0007 鎌倉市大町6丁目8番24-1号

ﾏﾂｼﾏ ﾁｴｺ 0467-38-6037
松嶋　千恵子 0467-38-6038 office.matsushima@ozzio.jp

行政書士森重竜一事務所 〒238-0014 横須賀市三春町3丁目20番地3

ﾓﾘｼｹﾞ ﾘｭｳｲﾁ 046-876-5620 ﾌｫﾙﾃ21-205号

森重　竜一 046-876-5621
桜行政書士事務所 〒243-0812 厚木市妻田北4丁目2番17号

ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔ 046-259-6274
山田　沙耶 046-259-6274 sakura_gyosei@kiu.biglobe.ne.jp

行政書士浜岡事務所 〒254-0911 平塚市山下760番地の1

ﾊﾏｵｶ ﾀﾞｲｽｹ 050-5864-3903 若宮ﾊｲﾂ12-101

濵岡　大介 050-5864-3903 hamaocadaisuke@gmail.com

法規監察部

部　員 厚木

部　員 平塚

副部長 緑

部　員 鎌倉

部　員
横須賀・

三浦

役職
所　属
支　部

部　長 平塚

事務所所在地
Ｅメールアドレス



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

行政書士横浜中央合同ほん 〒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
庄司行政書士事務所 〒236-0012 横浜市金沢区柴町368番地

ｼｮｳｼﾞ ｼﾞｭﾝｺ 045-786-3127 ｸﾞﾗﾝﾏｰﾚ横浜･八景島　C301号

庄司　旬子 045-786-3127 shoji@ak.wakwak.com
行政書士もんりつ事務所 〒231-0013 横浜市中区住吉町2丁目21番地

ﾆｼﾀﾞ ｱｷｺ 045-662-4111 ﾌﾟﾗｳﾄﾞ横濱関内302号室

西田　亜紀子 045-662-4111 akinosuke0328@gmail.com
行政書士　大橋事務所 〒241-0021 横浜市旭区鶴ヶ峰本町一丁目35番地2

ｵｵﾊｼ ﾏｻﾕｷ 045-955-5603 旭ﾏﾝｼｮﾝ3階303号室

大橋　真行 045-955-5603 oohashi.m.office@gmail.com
旭　行政書士事務所 〒251-0871 藤沢市善行7丁目5番2号

ｿﾝ ﾁｬﾝﾇ 0466-82-9085
成　燦旭 0466-82-9016 chanuk7ri@yahoo.co.jp

〒252-0239 相模原市中央区中央4-5-6

ﾐﾜ ｶﾎﾙ 042-730-5546 ｸﾞﾛ-ﾊﾞﾙﾋﾞﾙ

三輪 かほる 042-730-5547 juju@joy.ocn.ne.jp
斎藤行政書士事務所 〒242-0001 大和市下鶴間1450番地

ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 046-275-0340
齋藤　雄一 046-275-0340 y-saito@xmail.plala.or.jp

部　員 相模原

部　員
大和・綾

瀬

部　員
横浜中

央

部　員 旭

部　員 湘南

役職
所　属
支　部

部　長
横浜中

央

副部長
磯子・金

沢

事務所所在地
Ｅメールアドレス

広報部



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

FREE&ORDER行政書士江端 〒216-0006 川崎市宮前区宮前平1丁目10-11

ｴﾊﾞﾀ ﾄｼｱｷ 044-573-3311 ｱｵｷﾋﾞﾙ204

江端　俊昭 044-573-3311 tebata@freeandorder.pro
松田行政書士事務所 〒239-0835 横須賀市佐原５丁目４番６-４０３号

ﾏﾂﾀﾞ ﾋｻｵ 046-854-5845
松田　久夫 020-4622-3511 hmoffice@matsu-gyo.info

〒212-0027 川崎市幸区新塚越201番地

ｵﾉ ｶｵﾘ 050-3470-7830 ﾙﾘｴ新川崎1304

小野　香織 kaori@gyousyo.jp
行政書士梅本誠事務所 〒210-0818 川崎市川崎区中瀬2丁目14番1-320号

ｳﾒﾓﾄ ﾏｺﾄ 044-277-8176
梅本　誠 044-589-2300 plum.tree417@gmail.com

FREE&ORDER行政書士　権丈事務所 〒216-0006 川崎市宮前区宮前平1丁目10-11

ｹﾝｼﾞｮｳ ﾀｹｼ 045-567-8882 ｱｵｷﾋﾞﾙ204号

権丈　武志 045-567-8882 wagyouseisyosi@sj9.so-net.ne.jp
行政書士まえだ事務所 〒222-0001 横浜市港北区樽町一丁目6番8号

ﾏｴﾀﾞ ﾕﾐｺ 050-3355-8552
前田　由美子 045-542-0733 yumira0412@bell.ocn.ne.jp

〒225-0021 横浜市青葉区すすき野２丁目５番地

ﾋｸﾞﾁ ｺｳｻｸ 045-902-9710 すすき野第２団地２棟１０１号

樋口　浩作 045-902-9710 high@rf7.so-net.ne.jp
〒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
部　員

大和・綾
瀬

部　員
鶴見・神

港

部　員
鶴見・神

港

部　員 緑

副部長
横須賀・

三浦

部　員 川崎南

部　員 川崎南

企画部

役職
事務所所在地

Ｅメールアドレス
所　属
支　部

部　長 川崎北



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

行政書士法人ひるかわ事務 〒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

行政書士大野佐由理事務所 〒220-0061 横浜市西区久保町6番25

ｵｵﾉ ｻﾕﾘ 045-242-2585 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ西横浜第2-203号

大野　佐由理 045-242-7285 ono-jimusyo@nifty.com
トライスター法務事務所特定行政書士大神和己 〒231-0002 横浜市中区海岸通四丁目23番地

ｵｵｶﾞﾐ ｶｽﾞﾐ 045-222-8563 ﾏﾘﾝﾋﾞﾙ802

大神　和己 045-222-8566 k.ogami@tri-star.jp
行政書士法人中川・平総合事務所　戸塚オフィス 〒244-0002 横浜市戸塚区矢部町638番地

ﾀｲﾗ ｴﾂｺ 045-867-0757 ﾌﾟﾚｼﾞｵM101号室

平　悦子 045-330-6040 e-taira@jcom.zaq.ne.jp
沖田行政書士事務所 〒248-0001 鎌倉市十二所911番地

ｵｷﾀ ﾃﾙﾖｼ 0467-91-7077
沖田　輝義 0467-91-7710 okita@sta.nir.jp

行政書士べっちゃく事務所 〒238-0006 横須賀市日の出町一丁目3番地31

ﾍﾞｯﾁｬｸ ﾘｮｳ 046-874-9594
別役　良 046-874-9595 brj711@minos.ocn.ne.jp

行政書士村田恵事務所 〒259-1216 平塚市入野447番地4

ﾑﾗﾀ ｹｲ 0463-71-6230
村田　恵 0463-71-6230 murata-kei-office@js3.so-net.ne.jp

部　員 平塚

部　員 戸塚

部　員 鎌倉

部　員
横須賀・

三浦

部　長 戸塚

副部長
横浜中

央

部　員
横浜中

央

研修部

役職
事務所所在地

Ｅメールアドレス
所　属
支　部



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

行政書士向川潔事務所 〒231-0013 横浜市中区住吉町2丁目21番地1

ﾑｺｳｶﾞﾜ ｷﾖｼ 045-650-1741
向川　潔 045-650-1742 mkgw1963@gmail.com

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

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

行政書士みらい綜合法務事務所 〒223-0065 横浜市港北区高田東2-28-2-202

ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾌﾐ 045-542-7812
村上　崇文 045-777-4835 murakami@office-mirai.jp

行政書士　木村健人事務所 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3丁目30番地1

ｷﾑﾗ ｹﾝﾄ 045-312-7377 農機会館ﾋﾞﾙ　3-1A

木村　健人 045-314-2982 k.kimura@kimura-legal.com
平川行政書士事務所 〒225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町1160番地5

ﾋﾗｶﾜ ｱﾔ 080-3472-3703 ｻﾞ･ﾊﾟｰｸﾊｳｽ市ヶ尾ｲｰｽﾄ415号

平川　綾 045-974-0317 a.hirakawa12@gmail.com
行政書士三輪良介事務所 〒231-0007 横浜市中区弁天通二丁目28番地1

ﾐﾜ ﾘｮｳｽｹ 045-661-0235 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ関内309

三輪　良介 045-661-0410
行政書士伊藤事務所 〒242-0002 大和市つきみ野六丁目5番地14

ｲﾄｳ ｴﾂｺ 046-293-7257
伊藤　悦子 046-293-7257 cocopalms_41@jcom.home.ne.jp

部　員
横浜中

央

部　員
大和・綾

瀬

部　員
鶴見・神

港

部　員
鶴見・神

港

部　員 緑

部　長
横浜中

央

副部長 相模原

副部長 川崎北

相談部

役職
事務所所在地

Ｅメールアドレス
所　属
支　部



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

〒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

〒230-0072 横浜市鶴見区梶山１丁目２番１６号

ﾀｶﾉ ﾏｻﾖｼ 045-571-2727
高野 正芳 045-581-1823 takano@33.netyou.jp

石田行政法務事務所行政書士 〒231-0011 横浜市中区太田町四丁目49番地

ｻｻｷ ｱﾂｺ 045-225-9988
佐々木　淳子 020-4666-1565 sasa-gs@cityfujisawa.ne.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
〒252-0804 藤沢市湘南台2丁目10番地の10

ｶﾝｻﾞｷ ﾅｵｺ 0466-43-1178 ﾉｰﾌﾞﾙﾊｲﾂ401号

神﨑　尚子 0466-43-1776 shoshi_kanzaki@ybb.ne.jp
行政書士のぞみ合同事務所 〒252-0303 相模原市南区相模大野8-2-6

ﾋﾉ ｺｳｼﾞﾛｳ 042-701-3010 第一島ﾋﾞﾙ403

日野　孝次朗 042-701-3011 hino@cozylaw.com
原邦功行政書士事務所 〒243-0303 愛甲郡愛川町中津4075

ﾊﾗ ｸﾆﾖｼ 046-285-3600
原　邦功 046-286-7703

部　員 厚木

部　員
横浜中

央

部　員 湘南

部　員 相模原

部　長 緑

副部長
鶴見・神

港

部　員
横浜中

央

運輸警察部

役職
事務所所在地

Ｅメールアドレス
所　属
支　部



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

行政書士こばやし法務事務所 〒231-0014 横浜市中区常盤町3丁目27番地3

ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｴﾐ 045-263-9825 ﾗﾊﾟﾝﾋﾞﾙ302

小林　千恵美 045-263-9826 chiemi.olive@orange.zero.jp
行政書士法人望月事務所 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町三丁目29番地9

ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷﾋﾃﾞ 045-313-6188 ﾀｸｴｰ横浜西口第6ﾋﾞﾙ6階

望月　亮秀 045-313-6177 info@o-mochizuki.jp
行政書士駒井事務所 〒224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央8番7-311号

ｺﾏｲ ﾀﾂｵ 045-949-0406
駒井　達雄 045-949-0408 tkomai@hk-ast.jp

行政書士藤田事務所 〒231-0023 横浜市中区山下町1番地

ﾌｼﾞﾀ ﾏｲｺ 045-232-4025 ｼﾙｸｾﾝﾀ-国際貿易観光会館319

藤田　麻衣子 045-232-4026 info@office-fujita.jp
〒238-0024 横須賀市大矢部3丁目16番3号

ｱﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ 046-833-6282 浅葉ﾋﾞﾙ2階

阿部　敏博 046-833-6281 abe1628@kjf.biglobe.ne.jp
〒252-0804 藤沢市湘南台7丁目49番地の3

ｸﾆｲ ｶｽﾞｵ 0466-45-8489
國井　和夫 0466-45-8489 kazuo.kunii@nifty.com

部　員 湘南

部　員 緑

部　員
横浜中

央

部　員
横須賀・

三浦

部　長 湘南

副部長
横浜中

央

部　員
鶴見・神

港

建設環境部

役職
事務所所在地

Ｅメールアドレス
所　属
支　部



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

〒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-office@cronos.ocn.ne.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

行政書士事務所クオーレ法務 〒221-0002 横浜市神奈川区大口通137番地の9

ﾀﾑﾗ ｱﾕﾐ 045-633-1133 第一山内ﾋﾞﾙ403号室

田村　亜弓 045-330-7610 ayutamtam@gmail.com
あおばサポート行政書士事務所 〒227-0062 横浜市青葉区青葉台一丁目11番地1　3-502

ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｼ 045-511-7193
中山　浩志 045-330-6341 nakayama@aoba-support.com

ＡＴＳＵ行政書士事務所 〒231-0023 横浜市中区山下町256番地

ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ 045-227-4127 ｳﾞｨﾙﾇｰﾌﾞﾀﾜｰ横浜・関内102

中村　篤 045-227-4128 info@office-atsu.com
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

あづま行政書士事務所ねこのて 〒251-0047 藤沢市辻堂1丁目4-10

ｱﾂﾞﾏ ｱﾂｼ 0466-53-7835 ｷｰｳｴｽﾄ湘南401

我妻　敦 0466-53-7836 a-nekonote@tbz.t-com.ne.jp
小杉行政書士事務所 〒253-0013 茅ヶ崎市赤松町13番23-512号

ｺｽｷﾞ ﾐﾂﾖ 0467-52-1740
小杉　みつよ 050-6865-3666 mkosugi.gs@gmail.com

部　員 湘南

部　員 湘南

部　員 緑

部　員
横浜中

央

部　員
磯子・金

沢

部　長 湘南

副部長 川崎南

部　員
鶴見・神

港

民事法務部

役職
事務所所在地

Ｅメールアドレス
所　属
支　部



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

〒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
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
下川原行政書士事務所 〒252-0001 座間市相模が丘１丁目３６番５５号

ｼﾓｶﾜﾗ ﾀｶｼ 046-298-5350 ｸﾘｵ小田急相模原弐番館109号室

下川原　孝司 046-298-5360 takashi@shimokawara-office.com
行政書士かさまゆみこ事務所 〒211-0004 川崎市中原区新丸子東1-830-12

ｶｻﾏ ﾕﾐｺ 044-920-9521 藤原ﾋﾞﾙ2階　新丸子総合法律事務所内

笠間　由美子 044-920-9522 yumikokasama@gmail.com
行政書士事務所アカザワ 〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目5番地3

ｱｶｻﾞﾜ ｶｽﾞｱｷ 045-883-8065 松本会計ﾋﾞﾙ301

赤澤　師明 akazawakazuaki@gmail.com
行政書士　宋事務所 〒231-0032 横浜市中区不老町1-2-1

ｿｳ ﾒｲｼｭﾝ 045-228-9325 中央第六関内ﾋﾞﾙ3階302

宋　明舜 myonchoon@icloud.com
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
部　員

横浜中
央

部　員 川崎北

部　員
鶴見・神

港

部　員
横浜中

央

部　長
鶴見・神

港

副部長 川崎南

副部長
海老名・

座間

国際部

役職
事務所所在地

Ｅメールアドレス
所　属
支　部



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

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

田中靖啓事務所 〒226-0005 横浜市緑区竹山３丁目２番地２

ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 045-530-2017 竹山団地３２１２-１２２７

田中　靖啓 045-934-5092 t-yasuhiro-1944@mbk.nifty.com
〒215-0005 川崎市麻生区千代ヶ丘６－８－２６

ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾙ 044-982-6747
鈴木　稔 044-982-6748 ja1kp@trust.ocn.ne.jp

山口行政書士事務所 〒226-0021 横浜市緑区北八朔町1417番地7

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 045-479-8305
山口　貴之 045-933-8697 takayuki-gyofp@tbz.t-com.ne.jp

アミカル行政書士･翻訳事務所 〒230-0077 横浜市鶴見区東寺尾五丁目13番1-103号

ｲｼﾀﾞ ｺｽﾞｴ 090-8119-8423
石田　こずえ 045-585-4034 kishida@saturn.dti.ne.jp

運営委員 緑

運営委員
鶴見・神

港

センター長
横須賀・

三浦

副センター長 緑

運営委員 川崎北

ADRセンター神奈川

役職
事務所所在地

Ｅメールアドレス
所　属
支　部



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

〒225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町４１－２

ｻﾔﾏ ﾖﾘﾀｶ 045-971-0293
佐山　順孝 045-512-9354 sayama-hina@kta.biglobe.ne.jp

〒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

浦﨑行政書士事務所 〒214-0001 川崎市多摩区菅２丁目１５番２３号

ｳﾗｻｷ ｶｽﾞﾔ 044-945-7233
浦﨑　一也 044-945-7233 yamazakurakazuya13@yahoo.co.jp

澁谷行政書士事務所 〒231-0848 横浜市中区鷺山47番地

ｼﾌﾞﾔ ﾄﾓｺ 090-4077-5115
澁谷　智子 045-520-6550 tomo.shibuya@nifty.com

委員
磯子・金

沢

委員 川崎北

委員
横浜中

央

役職
所　属
支　部

ADRセンター神奈川　評価委員

事務所所在地
Ｅメールアドレス

委員長 緑


