認定会員名簿
氏名

郵便番号

事務所 住所

事務所名称

淺原 友則

神奈川県川崎市川崎区砂子1丁目4番地7
210-0006
エスポアール砂子101

草野 浩行

210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町８－１８

草野司法書士事務所

小山 明子

210-0012 神奈川県川崎市川崎市宮前町８－１５

笠井 孝美

電話

ＦＡＸ

Ｍａｉｌ

044-201-6836

044-244-6406

asahara@kawasaki-legal.com

044-233-3221

050-3737-7660

kusano1512@mbn.nifty.com

司法書士小山稀世・小山明子事務所 044-211-2811

044-211-2881

info@koyamaoffice.com

211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町22-10

笠井司法書士事務所

044-572-2309

044-434-0384

kasai-office@da2.so-net.ne.jp

鷲澤 操

213-0011 神奈川県川崎市高津区久本1丁目5番28-201号

鷲澤司法書士事務所

044-863-9802

044-863-9803

細井 茂

213-0032 神奈川県川崎市高津区久地１－２９－６

細井茂司法書士事務所

044-813-7518

044-577-5975

s.hosoi-jimusyo@tbz.t-com.ne.jp

山田 晃久

神奈川県横浜市西区北幸１－１１－１５
220-0004
横浜STビル１８F

司法書士法人山田合同事務所

045-325-3911

045-313-3905

yamada@yamada-servicer.co.jp

大池 雅実

220-0004 神奈川県横浜市西区北幸１－４－１ 天理ビル９F

ヨコハマリーガルオフィス

045-313-3159

吉村 由紀

神奈川県横浜市西区北幸１－１１－１５
220-0004
横浜STビル１８F

司法書士法人山田合同事務所

045-325-3911

045-313-3905

yoshimura@yamada-servicer.co.jp

菅野 忠勝

220-0004 横浜市西区北幸1-4-1 横浜天理ビル21階

司法書士菅野事務所

045-324-8581

045-324-8583

office-k@kanno-shiho.com

小室 真樹

220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2丁目11番11号

小室真樹司法書士事務所

045-324-1641

045-324-1642

masaki-komuro@muros.co.jp

鯨井 康夫

220-0011

司法書士鯨井綜合法務事務所

045-461-0311

佐藤 明男

神奈川県横浜市西区高島２－１０－１３
220-0011
横浜東口ビル９０３

佐藤明男司法書士事務所

045-441-1745

八島 貴子

221-0822

平木 康嗣

神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目4番地7
221-0822
コーポ・タニ102

田島 誠
藤崎 朱美
木村 侃

221-0835

神奈川県横浜市西区高島２－５－４
フレンドシップビル２F

221-0835

045-441-1748

NQF24989@nifty.com

045-620-2373

045-620-2395

koji.hiraki@office-verum.jp

045-312-4002

045-312-4003

藤崎司法書士事務所

045-314-1357

045-314-1292

a.fujisaki@nifty.ne.jp

司法書士木村侃事務所

045-314-2211

045-314-2982

akira170811@yahoo.co.jp

竹内司法書士事務所

045-615-0035

045-315-0036

司法書士佐伯啓輔事務所

045-475-1279

045-470-5147

saeki@athla.jp

045-545-6341

045-545-6342

miya00@v001.vaio.ne.jp

045-542-4626

045-546-0898

ts1818@olive.ne.jp

045-910-6301

045-910-6302

神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１－６－１５
桜第一ビル６０５

045-317-6411
司法書士オフィスウェールム

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町２－９－４ 元木ビル５
F

221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町３－３０－１
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3丁目30番地1
農機会館ビル3階

kujirai@cronos.ocn.ne.jp

竹内 智子

221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3丁目-30-4

佐伯 啓輔

222-0033

宮原 和明

神奈川県横浜市港北区大倉山３－１５－３３
222-0037
フィットネス大倉山１０２

篠原 敬郎

223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西３－７－２２

嶋田 幸則

225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西２－２４－１４

田村 美香子

230-0025 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町5番26号

司法書士田村美香子事務所

045-642-8338

045-642-8358

shiho.m.tamura@sirius.ocn.ne.jp

佐藤 純通

231-0005 神奈川県横浜市中区本町五５－４９ 甲陽ビル１F

司法書士法人横浜中央法務事務所 045-212-1358

045-212-1375

jurist@isis.ocn.ne.jp

美谷 陽樹

231-0007

司法書士美谷法務事務所

045-641-2612

045-641-2610

mitani@bchx.ftbb.net

榊原 史人

231-0014 神奈川県横浜市中区常盤町3丁目24番地 サンビル4F

関内司法書士事務所

045-263-9653

045-263-9654

kannai.office@gmail.com

高橋 伸光

231-0021

神奈川県横浜市港北区新横浜2-14-4 シルバービル7
階

神奈川県横浜市中区弁天通2丁目25番地
関内キャピタルビル602号

神奈川県横浜市中区日本大通15番地
横浜朝日会館5階

篠原事務所

司法書士事務所あしたば総合法務

045-662-3381

045-345-5545

n.takahashi@ashitaba-legal.jp

中静 三枝子

神奈川県横浜市中区山下町２５６番地
231-0023
ヴィルヌーブタワー横浜関内１階

中静三枝子司法書士事務所

045-319-4005

045-319-4006

nakashizu.office@globe.ocn.ne.jp

古橋 壮一郎

231-0023 神奈川県横浜市中区山下町２５ 上田ビル６０５

司法書士古橋壮一郎事務所

045-212-9201

045-212-9206

sf1087@cameo.plala.or.jp

045-241-1544

045-241-1566

y-okoshi@nifty.com

司法書士金井恒二事務所

045-744-6119

045-744-6120

kanai-office@canvas.ocn.ne.jp

なみき通り司法書士事務所

046-244-4686

加藤司法書士法務事務所

046-236-5725

046-236-5726

ss-ryota-kato@nifty.com

小越 豊
金井 恒二
林 真吾

神奈川県横浜市中区長者町５丁目８５番
231-0033
三共横浜ビル１０Ｆ
241-0825

神奈川県横浜市旭区中希望が丘104番地
カラサワビル201

243-0401 神奈川県海老名市東柏ケ谷2-17-24-101
神奈川県海老名市扇町12番33-2C号
フィールズ三幸ビル2階

info@namiki-dori.com

加藤 良太

243-0436

植松 育子

247-0056 神奈川県鎌倉市大船２－２１－１１ Plaisir４F

うえまつ司法書士事務所

0467-84-7541

0467-84-7542

ikk.uematsu.ofc@canvas.ocn.ne.jp

251-0043 神奈川県藤沢市辻堂元町1丁目5番20号

司法書士吉村事務所

0466-47-8455

0466-47-8466

yoshimura1520@gmail.com

251-0052 神奈川県藤沢市藤沢６１７

0466-26-3753

0466-26-6130

officeshiho0520@yahoo.co.jp

252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本３－２５－１ 橋本MNビル7F

042-772-0305

042-772-0307

kogi1@kogi-office.com

吉村 健
川島 清憲
小儀 晃
山本 正司

神奈川県相模原市緑区橋本３丁目１９番２１号
252-0143
岩岡ビル５階

山本司法書士事務所

042-772-0540

042-772-6197

tyama@tbk.t-com.ne.jp

小林 正明

252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見６－１５－１－１０７

司法書士小林正明事務所

042-751-3331

042-751-3334

kmasaaki@isis.ocn.ne.jp

氏名

郵便番号

事務所 住所

事務所名称

電話

ＦＡＸ

Ｍａｉｌ

羽田 知寿

253-0051 神奈川県神奈川県茅ヶ崎市若松町５－２０

湘南なぎさ合同事務所

0467-84-2466

0467-33-4439

hata@shonan-nagisa.net

木村 光太朗

253-0056 神奈川県茅ヶ崎市共恵1丁目4番20-401号

木村光太朗司法書士事務所

0467-84-8945

0467-84-8944

kimura-office@kotaro-law.biz

司法書士青木一典事務所

0463-24-2688

0463-25-6485

info@aoki-office-cgsk.jp

神奈川県平塚市紅谷町3番5号
ﾌﾟﾗｲﾑｽｸｴｱｰ湘南平塚２階

青木 一典

254-0043

寺島 優子

259-0123 神奈川県中郡二宮町二宮1324－1 1階

寺島司法書士事務所

0463-79-8697

本橋 欣子

259-0312 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜994番地

ゆがわら司法書士事務所

0465-46-9220

