
風俗営業　取扱者名簿
令和　２　年　２　月　２８　日現在

支部 氏　　名 郵便番号 事務所住所
電話番号

Ｆａｘ番号

ﾋﾄﾐ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 212-0016 川崎市幸区南幸町２丁目１０番地 044-533-2919

人見　順一 ティーフラワータナベ６０１ 044-511-5945

ｲｲﾂﾞｶ ｴｲｼﾞ 210-0816 川崎市川崎区大師町15番13号 044-266-4966

飯塚　家司 044-266-4966

ﾀｹｼﾀ ﾄｼｺ 213-0001 川崎市高津区溝口5丁目9番35号 044-811-2436

竹下　とし子 044-814-2202

ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾕｳﾀ 213-0001 川崎市高津区溝口2-14-2 044-819-7056

山寺　雄太 5Ｆ 044-328-9153

ｶﾏﾀ ｼｭﾝｲﾁ 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央1-23-26-607 045-479-6454

鎌田　俊一 045-717-9687

ｶﾄﾘ ﾐｴｺ 222-0033 横浜市港北区新横浜2-5-14-701 045-470-0833

香取　美栄子 045-473-7868

ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央2-5-3-301 045-716-9500

佐藤　浩史 045-716-9501

ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ 223-0051 横浜市港北区箕輪町二丁目10番25-203号 045-628-9747

柴田　宏之 045-628-9747

ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾊﾙ 230-0018 横浜市鶴見区東寺尾東台8番1 045-633-7475

髙橋　秀治 ﾆｯｸﾊｲﾑ東寺尾第5-104号 045-633-7475

ｻﾖ ﾋﾛｱｷ 221-0802 横浜市神奈川区六角橋二丁目14番27-405号 045-565-9251

小夜　弘明

ｻｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 222-0033 横浜市港北区新横浜3-17-20 045-594-8202

斉藤　祐二 ﾋｭｰﾏﾝﾊｲﾑ新横浜701 045-594-8203

ｺﾀﾞｶ ﾖｳｲﾁ 226-0013 横浜市緑区寺山町147番地16 045-934-8709

小髙　洋一 045-934-8709

ﾅｶﾞｻｷ ﾊｼﾞﾒ 226-0025 横浜市緑区十日市場町1258番地 045-983-2209

長崎　元 十日市場ﾋﾙﾀｳﾝ7-2号棟501号 045-983-2209

ﾖｼﾀﾞ ｷｲﾁ 225-0012 横浜市青葉区あざみ野南二丁目5番地27 045-912-7551

吉田　喜一

ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾁｺ 231-0024 横浜市中区吉浜町１番地９ 045-222-4567

長谷川　幸子 エトｱｰﾙ吉浜704 045-222-4568

ｲｼﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 231-0011 横浜市中区太田町四丁目49番地 045-222-3818

石田 知行 020-4669-3462

ｶｻｲ ﾏｻｷ 231-0052 横浜市中区英町５番地１３ 045-241-7007

笠井　政記 グランシティ桜木町３０２ 045-241-7007

ｲｿｻﾞｷ ｼｹﾞｱｷ 231-0006 横浜市中区南仲通4-46-1 045-228-0671

磯﨑　成昭 ラパンビルⅡ301 045-228-0672

ｺﾝ ﾄﾓﾋﾛ 231-0007 横浜市中区弁天通2-29 070-5075-3279

今　智弘 ｶﾂﾔﾋﾞﾙ604 045-330-5566

ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾓﾄｷ 231-0014 横浜市中区常盤町2-20 045-663-1050

小松原　素樹 ｳﾞｪﾗﾊｲﾂ関内306号室

ﾄﾓﾓﾄ ｺｳｼﾞ 231-0021 横浜市中区日本大通52番地 045-227-5710

友本　晃二 ﾛｲﾔｰｽﾞﾋﾞﾙ7階 045-662-6907

鶴見・神港

緑

横浜中央

川崎北

川崎南

1 ページ



風俗営業　取扱者名簿
令和　２　年　２　月　２８　日現在

ﾃﾗｵｶ ﾋﾃﾞｷﾁ 232-0031 横浜市南区永楽町２－２６ 045-252-3917

寺岡　英吉 045-231-9121

ｵｵｺｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 232-0005 横浜市南区白金町1丁目4番地1 045-325-7550

大川内　浩幸 ｴｽﾃｰﾄAM201号 045-325-7551

ｺﾞﾄｳ ｸﾆﾋﾛ 235-0041 横浜市磯子区栗木一丁目30番12-103号 070-5595-2734

後藤　国博 045-771-2104

ｸﾏｻｶ ﾋﾄｼ 236-0051 横浜市金沢区富岡東6丁目27番地2号 045-775-1108

熊坂　均

ﾐｽﾞﾉ ﾊﾙｵ 244-0801 横浜市戸塚区品濃町544-6 045-443-9211

水野　晴夫 ｻﾝﾊｲﾂ品濃101号 045-443-9212

ｻﾄｳ ﾂｶｻ 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町４８８７番地 045-864-3746

佐藤　史 戸塚グランデⅢ４階 020-4669-9396

ﾋﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 245-0023 横浜市泉区和泉中央南五丁目1番14号2階 045-806-2166

日野　秀明 045-806-2167

ﾀｶﾀﾞ ｽﾐﾕｷ 245-0017 横浜市泉区下飯田町８９７番地の３ 045-806-0717

髙田　純行 045-806-0713

ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾕｷ 244-0815 横浜市戸塚区下倉田町1738番地 045-861-5011

竹内　奉幸 045-861-5011

ｻﾔﾏ ｶｽﾞｵ 245-0062 横浜市戸塚区汲沢町1177-1 045-881-5606

佐山　和雄 戸塚第二ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ106号 045-881-5681

ﾂﾎﾞｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 245-0023 横浜市泉区和泉中央南四丁目11番3号 045-801-3622

坪井　純一 ﾊﾋﾟﾈｽﾊｲﾑA202号

ﾀﾅｶ ﾐﾂﾋﾛ 247-0066 鎌倉市山崎303-9 045-843-0383

田中　満広 KAMAKURA TERRACE B棟101号 045-263-9882

ｼﾐｽﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 249-0007 逗子市新宿2丁目3番13-305号 046-897-5633

清水　信行 046-897-5633

ﾋﾛｾ ｷﾖｼ 238-0026 横須賀市小矢部２丁目２２番６号 046-887-0718

廣瀬　聖 046-852-4538

ｺﾔﾅｷﾞ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 239-0844 横須賀市岩戸4丁目21番1号 046-849-4751

小柳　大二郎 046-849-4751

ﾁﾊﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 240-0101 横須賀市長坂3丁目25番20号 046-895-2049

千葉　哲平 050-3730-1274

ｵｸﾞｼ ｼｹﾞﾋｺ 238-0006 横須賀市日の出町1丁目3番地 046-890-5520

小串　滋彦 046-804-1822

ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾀｶ 238-0034 横須賀市金谷3丁目1番14号 046-851-1103

山本　豊

ﾄﾊﾗ ｷﾖｼ 238-0031 横須賀市衣笠栄町1丁目57番地 046-897-0733

都原　聖 山十コーポ103 046-897-0733

横須賀・三浦

南・港南

磯子・金沢

戸塚

鎌倉
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ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 253-0105 高座郡寒川町岡田3丁目23番23号 0467-40-5352

山本　毅 0467-40-5362

ｸﾛｶﾜ ｱｷﾋﾛ 251-0001 藤沢市西富487番地の7 0466-77-8106

黒河　明広 045-345-0967

ｺﾐﾈ ﾉｿﾞﾑ 252-0303 相模原市南区相模大野8-2-6 042-701-3010

小峰　望 第一島ﾋﾞﾙ403 042-701-3011

ﾋﾉ ｺｳｼﾞﾛｳ 252-0303 相模原市南区相模大野8-2-6 042-701-3010

日野　孝次朗 第一島ﾋﾞﾙ403 042-701-3011

ｻﾄｳ ﾂﾖｼ 252-0143 相模原市緑区橋本5丁目15番12-703号 042-774-6657

佐藤　彊 042-774-6657

ｳﾒﾑﾗ ｸﾆｺ 252-0231 相模原市中央区相模原4丁目3番15号 042-750-2407

梅村　邦子 ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾏﾝｼｮﾝ相模原参番館201号 042-750-2407

ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛｷ 252-0314 相模原市南区南台3丁目8番46号 042-705-1755

安達　弘樹 GPﾋﾞﾙ301

ｷﾐｼﾞﾏ ｱｷﾗ 243-0122 厚木市森の里4丁目12番63号 046-247-9439

君島　昭 046-247-9439

ｱﾝｻﾞｲ ﾉﾘｺ 243-0012 厚木市幸町2-9 046-281-9147

安齋　紀子 井上ﾋﾞﾙ207 050-3588-2606

ｱｻﾉ ｱｷﾗ 254-0063 平塚市諏訪町２３番３号 0463-35-4800

浅野　明 0463-35-4324

ｵﾄﾍﾞ ﾃﾂﾛｳ 254-0823 平塚市虹ヶ浜１０番３０号 0463-32-2056

乙部　徹郎 0463-36-4442

ｻｻｷ ｼﾝｲﾁ 254-0042 平塚市明石町24番25-904号 0463-79-6130

佐々木　新一 0463-79-6139

ﾎﾘｳﾁ ﾁｶｺ 259-1145 伊勢原市板戸７９７番地 0463-94-9845

堀内　智賀子 0463-94-9845

ﾊｼﾂﾞ ﾏｻｱｷ 259-1117 伊勢原市東成瀬46番地の2 0463-94-7217

橋津　正晶 15-502 0463-94-7217

ｵｵｻﾜ ﾀｶｱｷ 259-1314 秦野市若松町1番21号 0463-73-6918

大澤　孝明 045-330-6828

ﾔｸﾞﾁ ﾉﾘﾖｼ 250-0002 小田原市寿町2丁目1番14号 0465-44-4411

矢口　矩義 0465-44-4465

ｵｾﾞｷ ｺｳｲﾁ 250-0003 小田原市東町５丁目８番７号 0465-34-5995

小関　康一 0465-35-2224

ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ 242-0028 大和市桜森２丁目４番１５-７０３号 046-260-9311

齋藤　雄 046-244-4111

ｱｲﾊﾗ ｼｹﾞﾙ 243-0432 海老名市中央１丁目１８番２７号 046-232-5781

相原　繁 士業ビル６階 046-232-5042

ﾀｶｾ ﾅﾘﾋﾛ 243-0431 海老名市上今泉２丁目８番１３号 046-232-5147

高瀬　有弘 046-235-0713

秦野・伊勢原

小田原

大和・綾瀬

海老名・座間

厚木

湘南

相模原

平塚
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