認定会員名簿
氏名

郵便番号

事務所 住所

宮房 正志

東京都千代田区神田神保町３－１９
101-0051
ダイナミック・アート九段下ビル７F

大坪 泰輔

101-0061

秋澤 直樹

東京都千代田区九段南二丁目6番6号
102-0074
オーナメントビル１階

森川 英太

103-0014

大野 静香

103-0022 東京都中央区日本橋室町１－５－１５ 昇賢ビル５F

安井 正登

103-0028

吉田 崇子

東京都中央区新富1-10-5
104-0041
ディ・レジデンセス銀座東502

市川 俊介

105-0001

角野 響

東京都千代田区三崎町三丁目6番2号
原島三崎町ビル２階

東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目28番9号
ヤマナシビル1階

東京都中央区八重洲１－４－１８
八重洲ヒロセビル２F

東京都港区虎ノ門１丁目15番7号
ＴＧ115ビル4Ｆ

105-0022 東京都港区海岸1丁目14番17号 ベイサイド竹芝1409
東京都港区三田三丁目５番２７号
ラ・トゥール三田３２０４

事務所名称

電話

ＦＡＸ

Ｍａｉｌ

宮房司法書士事務所

03-3222-6086

03-3222-6087

司法書士大坪法務事務所

03-5210-9500

03-5210-9511

ひなあい合同事務所

03-6272-3113

03-5213-4833

n.akizawa-office@artisanworks.jp

司法書士森川英太事務所

03-5623-3939

03-5623-3938

nzkyo@morikawa-office.net

司法書士法人大野事務所

03-3548-1221

03-3548-1222

info@oonojimusho.jp

司法書士安井正登事務所

03-6225-2580

03-6225-2581

sinnyaesuyasui@yahoo.co.jp

03-6280-5070

03-6280-5076

whale-song@nifty.com

イントリム司法書士事務所

03-6205-7718

03-6205-7776

shunsuke.ichikawa@intrim.jp

PEAKS TOKYO OFFICE

03-6435-8420

03-6435-8421

kadono@peaks-tokyo.jp

福田総合事務所

03-6809-5614

03-6809-5644

fwnp6574@mb.infoweb.ne.jp

03-3837-1977

03-3837-1988

福田 守弘

108-0073

細井 孝治

東京都台東区上野１－１２－６
110-0005
黒門ミヤマビル４Ｆ

山田 美穂

113-0033 東京都文京区本郷1丁目5番17号 三洋ビル3階36号

司法書士・行政書士ながふち事務所 03-3813-6124

03-6745-8656

yamada@nagafuchi.net

鶴見 英司

115-0045 東京都北区赤羽1丁目42番7号 セレスト赤羽401

鶴見司法書士事務所

03-6903-8329

03-6903-8397

info@tsurumi-js.com

川村 泰介

120-0034

千寿司法書士事務所

03-5284-4077

03-5284-4078

legal_kawamura@yahoo.co.jp

武田 太郎

133-0054 東京都江戸川区上篠崎4-30-17

司法書士・行政書士 篠崎駅前事務所 03-5664-2223

03-5664-2224

tarotak0212@gmail.com

目﨑 新也

135-0016

めざき司法書士事務所

03-5677-3162

03-5677-3163

info@mezaki.net

渡辺 潤一

142-0041 東京都品川区戸越1-29-2-402

奏リーガル司法書士事務所

03-6431-9307

03-6431-9308

info@kanadelegal.com

山口 満寿美

150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目5番25-514号

司法書士山口満寿美事務所

03-3445-8510

03-3449-8594

masumiyamaguchi@spa.nifty.com

櫻井 かおり

東京都目黒区自由が丘1丁目24番6号
152-0035
ｗｉｔｓｔｚｏｎ102

さくらい司法書士事務所

03-6421-4240

03-6421-4244

info@sakurai-legal.com

村本司法書士事務所

03-6413-1257

三谷司法書士事務所

03-3460-3480

03-3460-3481

soudan@mitani-office.org

東京都足立区千住1丁目4番1号
東京芸術センター10階

東京都江東区東陽３－２８－９
山屋東陽ハイツ５階５０１

東京都世田谷区桜新町1-40-10
東武ハイライン202

村本 卓也

154-0015

三谷 耕三

東京都世田谷区北沢2丁目10番15号
155-0031
下北沢ハイタウン412

大塚 基久

156-0043

大塚司法書士事務所

03-5300-8611

03-5300-8616

otsuka@osslo.jp

宮﨑 辰也

東京都世田谷区玉川3丁目13番8号
158-0094
七のはなビル3階

フロンティア司法書士事務所

03-6805-6475

03-6369-4722

info@frontier-office.net

植松 真司

158-0097 東京都世田谷区用賀4-12-5 Y&Gビル201

司法書士事務所クラフトライフ

03-6411-7103

03-6411-7141

uematsu@youga-shihou.com

及川 孝明

160-0022 東京都新宿区新宿２－５－１ アルテビル新宿４F

御苑総合司法書士事務所

03-3356-3750

03-6273-1890

soudan@gyoen-legal.com

清澤司法書士事務所

03-6300-9577

03-6300-9578

info@ak-houmu.com

武藤司法書士事務所

03-6908-8174

03-3360-2520

mutoh@mutoh-office.jp

奥村司法書士事務所

03-3513-0925

03-3513-0926
03-6302-0989

清澤 晃

160-0023

東京都世田谷区松原１－３８－２８
松原片桐屋ビル３０２

東京都新宿区西新宿五丁目3番2号
宝栄西新宿ビル2階

武藤 竜太

東京都新宿区西新宿7丁目19番22号
160-0023
新宿ダイカンプラザシティ506

奥村 達也

162-0825

伊佐 政廣

163-0208 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル８階

伊佐政廣司法書士事務所

03-6302-0979

雪松 雅士

164-0003 東京都中野区東中野4丁目3番1号 ヤナセビル203

ゆき松司法書士事務所

03-5332-3808

内藤 弘幸

東京都中野区東中野4丁目6番5号
164-0003
山手ビル301号

内藤合同事務所

03-3367-0961

03-3364-6995

hnaitou@naitou-jimusho.com

司法書士法人尾神事務所

070-1049-8402

03-5956-8032

phatrouj@icloud.com

03-5992-4848

03-5992-4627

aine-55@wmail.plala.or.jp

赤坂 卓
藍田 浩子
佐々木 大助

170-0013

東京都新宿区神楽坂２－１２－１
ラインビルド神楽坂２０８

東京都豊島区東池袋1丁目17番11号
パークハイツ池袋902

171-0022 東京都豊島区南池袋1丁目16番4号 ＮＫビル102

isa-jimusho@xrh.biglobe.ne.jp
Yukimatsu@matsu-office.net

179-0074 東京都練馬区春日町６－４－３０

司法書士佐々木事務所

03-3999-6594

03-3926-0099

d_sasaki@mvb.biglobe.ne.jp

成田 浩之

179-0074 東京都練馬区春日町4丁目5番15号

いろは法務司法書士事務所

03-3926-6777

03-5848-9711

iroha@ga3.so-net.ne.jp

小櫃 正人

181-0001 東京都三鷹市井の頭２－２－１１

おびつ司法書士事務所

0422-42-8287

0422-42-8289

obitsujimusho@kje.biglobe.ne.jp

國松 偉公子

185-0021 東京都国分寺市南町３－２２－２

司法書士國松偉公子事務所

042-300-0255

042-300-0256

office@kunimatu.jp

190-0022 東京都立川市錦町２－６－２０ 円理ビル３０２

佐藤崇司法書士事務所

佐藤 崇

042-523-1686

042-523-1624

羽生 明彦

東京都立川市錦町２－１－２１
190-0022
ヴレッヂ林３０１

042-529-7735

042-529-7746

habu@tokyo.interq.or.jp

渡邉 繁俊

190-0023 東京都立川市柴崎町３－５－２１ 井上ビル２－Ａ

042-521-3645

042-521-3646

totashiw@lemon.plala.or.jp

氏名
立花 探

郵便番号

事務所 住所

事務所名称

電話

ＦＡＸ

Ｍａｉｌ

192-0051 東京都八王子市元本郷町2-6-14

司法書士森田立花合同事務所

042-624-6611

042-627-0486

tachibana.tan@gray.plala.or.jp

佐伯 知哉

東京都町田市原町田二丁目2番1号
194-0013
ライオンズマンション町田第6-403

司法書士さえき事務所

042-851-7403

042-851-7404

info@sss-office.jp

宮本 眞次

194-0021

宮本眞次司法書士事務所

042-709-3981

042-709-3982

栗原 庸介

194-0041 東京都町田市玉川学園5-24-10

042-851-8297

042-851-8297

kuririn1228@hotmail.co.jp

鈴木 敏起

196-0014 東京都昭島市田中町1-24-16

042-519-7338

042-519-7339

yes@sanlegal.jp

042-357-5775

042-357-5776

soulhappyhour@nifty.com

阿部 賢

東京都町田市中町1丁目3番1号
小田桐ビル406号室

東京都多摩市落合1丁目5番地の1
206-0033
グリムコートビル603

燦リーガル司法書士事務所

