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賀茂 杉山　忠一 ｽｷﾞﾔﾏ ﾁﾕｳｲﾁ ○ 413-0512 賀茂郡河津町笹原２９９番地４ 0558-37-0123 0558-34-1136

賀茂 野口　弘宣 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾌﾞ ○ 415-0023 下田市三丁目4番18号 0558-27-1446 0558-27-1447

賀茂 深澤　力 ﾌｶｻﾜ ﾂﾄﾑ ○ ○ ○ 415-0017 下田市東中３番地５ 0558-22-1336 0558-22-1336

伊豆 神木　俊典 ｶﾐｷ ﾄｼﾉﾘ ○ 行政書士神木俊典事務所 413-0014 熱海市渚町２１番１３号 0557-82-2500 0557-82-2550

伊豆 田畑　浩 ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ ○ 行政書士田畑浩事務所 413-0021 熱海市清水町１５番地１５号 ニューヤマダビル３F 0557-83-5593 0557-83-5594

伊豆 進士　和典 ｼﾝｼﾞ ｶｽﾞﾉﾘ ○ 414-0006 伊東市松原７７１番地の５ 0557-37-5647 0557-37-5684

伊豆 鈴木　亨 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ ○ 行政書士事務所東海労務 413-0101 熱海市上多賀１０４６番地３ 0557-67-3532 0557-67-7506

伊豆 石井　康一 ｲｼｲ ｺｳｲﾁ ○ 行政書士石井事務所 413-0231 伊東市富戸1317番地の3160 大室高原4-112 0557-33-6061 0557-33-6062

伊豆 岩本　信幸 ｲﾜﾓﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ ○ 岩本信幸行政書士事務所 413-0039 熱海市相の原町10番９号 0557-81-7011 0557-81-7011

伊豆 金厚　祐一 ｶﾈｺ ﾕｳｲﾁ ○ かねこ行政書士事務所 413-0234 伊東市池628番地の62 0557-55-7802 0557-55-7812

伊豆 髙木　仁 ﾀｶｷﾞ ｼﾞﾝ ○ ○ 行政書士髙木仁事務所 410-2407 伊豆市柏久保1288番地 0558-72-0369

三島 浅田　昌義 ｱｻﾀﾞ ﾏｻﾖｼ ○ 411-0018 三島市初音台１４番地の５ 055-972-0930 055-972-0930

三島 中嶋　茂武 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｹﾞﾀｹ ○ ○ ○ 411-0023 三島市加茂４３番地の８ 055-973-0025 055-973-0025

三島 宮崎　知宏 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ ○ 行政書士大地綜合法務事務所 419-0123 田方郡函南町間宮882番地の1　103号 055-948-9225 055-948-9308

三島 佐藤　紀之 ｻﾄｳ ﾉﾘﾕｷ ○ 行政書士佐藤紀之事務所 411-0816 三島市梅名364番地の9 055-977-5227 055-977-5227

三島 眞野　一志 ﾏﾉ ﾋﾄｼ ○ 行政書士眞野一志事務所 411-0943 駿東郡長泉町下土狩1092番地の51 055-988-5777 055-988-5777

三島 今井　明 ｲﾏｲ ｱｷﾗ ○ 今井行政書士事務所 411-0933 駿東郡長泉町納米里90番地の1　ｴｸｾﾙｺｰﾄA302号 055-939-7139 054-333-5482

三島 石井　裕基 ｲｼｲ ﾋﾛﾓﾄ ○ 石井行政書士事務所 411-0037 三島市泉町6番11号 055-960-9332 055-960-8616

沼津 中村　由美 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐ ○ ○ 410-0822 沼津市下香貫汐入２２１７番地の１ 055-932-6331 055-932-6331

沼津 米原　透 ﾖﾈﾊﾗ ﾄｵﾙ ○ ○ ○ 米原行政書士事務所 410-0022 沼津市大岡１７８６番地の７ 055-928-5780 055-928-5781

沼津 内田　政幸 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾕｷ ○ ○ ○ 行政書士内田政幸事務所 410-0058 沼津市沼北町二丁目14番5号 ﾌﾟﾁｳﾞｪｰﾙすずき201号室 055-956-3234 054-333-5328

沼津 今泉　太助 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀｽｹ ○ ○ 行政書士藩屋事務所 410-0822 沼津市下香貫大久保2401番地の１ ｳﾞｨﾗﾒｿﾞﾝNORIKA203 050-3577-2077 055-934-2370

御殿場 勝間田　晴史 ｶﾂﾏﾀ ﾊﾙｼ ○ 412-0026 御殿場市東田中６７７番地の１８ 0550-84-3939 0550-82-4410

御殿場 前田　達見 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾂﾐ ○ 行政書士前田達見事務所 412-0033 御殿場市神山89番地の1 ﾌｫﾚｽﾄﾋﾙｽﾞ205 0550-86-0088 0550-87-5222

御殿場 山本　眞美 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐ ○ 山本眞美行政書士事務所 410-1327 駿東郡小山町棚頭429番地の４ 0550-76-3420 0550-76-3420

御殿場 三澤　五朗 ﾐｻﾜ ｺﾞﾛｳ ○ 行政書士駿河事務所 412-0045 御殿場市川島田329番地の4　菊水第二ビル1階 0550-83-8683 0550-83-8663

富士宮 仲野　博 ﾅｶﾉ ﾋﾛｼ ○ ○ ○ 418-0001 富士宮市万野原新田 3977番地の4 0544-23-2269 0544-23-7094

富士宮 佐野　一憲 ｻﾉ ｶｽﾞﾉﾘ ○ ○ ○ 418-0022 富士宮市小泉1127番地の1 サニーコート佐野B-202 0544-24-1052 0544-24-1100

富士宮 齊藤　祐基 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ ○ ○ 行政書士斉藤事務所 418-0022 富士宮市小泉1302番地の2 0544-68-2464 0544-68-2502

富士 髙本　良一 ﾀｶﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ ○ ○ ○ 行政書士髙本良一事務所 419-0202 富士市久沢577番地の3 0545-71-4313 0545-71-4317

富士 丸山　政人 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾄ ○ ○ ヤマト行政書士事務所 416-0901 富士市岩本５３７番地の１２０ 0545-67-6332 0545-61-8393

富士 土屋　順 ﾂﾁﾔ ｼﾞｭﾝ ○ ○ 行政書士つちや法務事務所 417-0061 富士市伝法3035番地 0545-52-1869 020-4668-3432

富士 柴田　肖子 ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳｺ ○ 行政書士柴田事務所 417-0061 富士市伝法2854番地の19 0545-32-6973 0545-32-6983

富士 兵藤　光江 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾐﾂｴ ○ ひかりえ行政書士事務所 417-0809 富士市中野490番地の70 0545-35-0878 0545-35-1273

富士 渡邉　好一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｲﾁ ○ ○ 行政書士渡邉好一事務所 419-0201 富士市厚原1932番地の3 0545-73-0281 0545-73-0286

富士 山﨑　順子 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ ○ ○ 行政書士あゆむ法務事務所 417-0001 富士市今泉6丁目4番13号 0545-53-0386 0545-52-7057

富士 鈴木　史孝 ｽｽﾞｷ ﾌﾐﾀｶ ○ 鈴木史孝行政書士事務所 417-0801 富士市大淵2971番地の7 090-3550-1195 0545-77-6349

清水 齊藤　せつ ｻｲﾄｳ ｾﾂ ○ ○ ○ 行政書士齊藤せつ事務所 424-0873 静岡市清水区有東坂１８番２３号 0543-45-5938 0543-45-5938

事務所所在地
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清水 平子　幸成 ﾋﾗｺ ﾕｷﾅﾘ ○ ○ ○ 行政書士平子幸成事務所 424-0901 静岡市清水区三保1848番地の2 054-334-9355 054-374-3318

清水 足立　裕明 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛｱｷ ○ 足立行政書士事務所 424-0023 静岡市清水区八坂北一丁目７番１９号 054-340-1122 054-364-7675

清水 福井　勇 ﾌｸｲ ｲｻﾑ ○ 行政書士福井勇事務所 424-0056 静岡市清水区半左衛門新田44番地の1 グランド清水806号 054-340-7690 054-340-7690

清水 山﨑　聡 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄﾙ ○ 行政書士ＬＩＫＥ法務事務所 424-0044 静岡市清水区江尻台町13番17号 054-376-6190 054-376-6191

清水 斉藤　英和 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ○ 行政書士斉藤英和事務所 424-0873 静岡市清水区有東坂18番23号 054-388-9695 054-388-9695

清水 見機　和人 ﾐｷ ｶｽﾞﾄ ○ 見機和人行政書士事務所 424-0885 静岡市清水区草薙杉道三丁目6番6号 054-374-0100 054-374-7100

静岡 成竹　賢治 ﾅﾘﾀｹ ｹﾝｼﾞ ○ ○ ○ 行政書士成竹賢治事務所 420-0882 静岡市葵区安東三丁目２番２７号 054-249-0661 054-249-0684

静岡 西野　啓子 ﾆｼﾉ ｹｲｺ ○ ○ ○ 422-8021 静岡市駿河区小鹿1丁目3番15号 054-286-5736 054-287-1880

静岡 山田　雅弘 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ○ 421-0113 静岡市駿河区下川原６丁目２番２０ １０１号 054-257-4104 054-257-4108

静岡 諸田　薫 ﾓﾛﾀ ｶｵﾙ ○ ○ ○ 行政書士諸田法務事務所 420-0941 静岡市葵区松富四丁目3番1号 054-266-9155 054-266-9010

静岡 望月　俊幸 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼﾕｷ ○ 行政書士もちづき事務所 421-0115 静岡市駿河区みずほ二丁目１２番地の８ 054-258-6834 054-258-6889

静岡 山内　孝 ﾔﾏｳﾁ ﾀｶｼ ○ ○ ○ 422-8036 静岡市駿河区敷地二丁目13番22号 054-237-0107 054-237-0107

静岡 倉野　英梨佳 ｸﾗﾉ ｴﾘｶ ○ Ｐｏｃｏ行政書士事務所 420-0847 静岡市葵区西千代田町27番1号 054-207-7170 054-207-7022

静岡 石津　勇夫 ｲｼﾂﾞ ｲｻｵ ○ 石津行政書士事務所 422-8021 静岡市駿河区小鹿１５９４番地の１８ 054-283-8992 054-689-0439

静岡 納本　昭五 ｵｸﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ ○ 納本行政書士事務所 420-0841 静岡市葵区上足洗四丁目6番20-10号 054-247-8004 054-247-8004

静岡 花田　博伸 ﾊﾅﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ ○ 花田行政書士事務所 422-8006 静岡市駿河区曲金五丁目2番36号 054-269-4348 054-269-4348

静岡 坪内　伸太郎 ﾂﾎﾞｳﾁ ｼﾝﾀﾛｳ ○ 行政書士よつば綜合事務所 422-8066 静岡市駿河区泉町3番19号　2階 054-260-4593 054-260-4594

静岡 服部　篤 ﾊｯﾄﾘ ｱﾂｼ ○ 行政書士服部篤事務所 420-0061 静岡市葵区新富町二丁目24番地の4 054-252-0509 054-252-0509

静岡 長谷川　広明 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ ○ ○ 行政書士はせがわ葵法務事務所 420-0961 静岡市葵区北三丁目10番１号 054-374-5460

静岡 小林　有 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾓﾂ ○ 行政書士小林有事務所 420-0882 静岡市葵区安東三丁目20番31号 Kind安東204号室 054-395-5005 054-395-5006

志太 後藤　恵子 ｺﾞﾄｳ ｹｲｺ ○ オフィスごとう行政書士後藤事務所 421-0206 焼津市上新田８５８番地の１ 054-622-0550 054-622-6607

志太 松橋　真司 ﾏﾂﾊｼ ｼﾝｼﾞ ○ 松橋行政書士事務所 425-0027 焼津市栄町6丁目17番地の7 1階 101号室 054-628-2500 054-631-4697

志太 曽根　賢 ｿﾈ ﾖｼｵ ○ ○ 行政書士よつば事務所 426-0061 藤枝市田沼3丁目26番1号 054-636-1603 054-631-9109

志太 牧野　賢努 ﾏｷﾉ ｹﾝﾄ ○ 行政書士牧野賢努事務所 426-0033 藤枝市小石川町一丁目8番19号 054-631-9120 054-631-9121

志太 前島　一介 ﾏｴｼﾞﾏ ｶｽﾞﾕｷ ○ 行政書士さくら事務所 426-0006 藤枝市藤岡2丁目24番18号 054-908-8047 054-908-8047

志太 安喰　満範 ｱｼﾞｷ ﾐﾂﾉﾘ ○ ○ 安喰行政書士事務所 425-0077 焼津市五ヶ堀之内656番地の3 054-626-3874 054-626-3874

志太 古川　智之 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾕｷ ○ ○ 行政書士こはく事務所 426-0037 藤枝市青木２丁目28番４号 054-689-2660 054-333-5587

島田 五條　義人 ｺﾞｼﾞｮｳ ﾖｼﾄ ○ 427-0017 島田市南２丁目１４番１２号 0547-36-4085 0547-37-0773

島田 望月　靖子 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾔｽｺ ○ 行政書士望月靖子事務所 428-0012 島田市金谷代官町3375番地の2 0547-45-5882 0547-46-2089

島田 岡村　節雄 ｵｶﾑﾗ ｾﾂｵ ○ 行政書士岡村節雄事務所 427-0034 島田市伊太1172番地の7 0547-74-1283 0547-74-1283

榛原 増田　敏子 ﾏｽﾀﾞ ﾄｼｺ ○ ○ 行政書士あやめ事務所 421-0301 榛原郡吉田町住吉529番地の7 0548-23-9903 054-903-8402

掛川 中山　正道 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾐﾁ ○ 436-0022 掛川市上張５１３番地の１ 0537-23-4635 0537-54-0696

掛川 加藤　秀明 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ ○ 行政書士加藤秀明事務所 437-1304 掛川市西大渕８１５番地 0537-48-4627 0537-48-2723

掛川 掛川　澄夫 ｶｹｶﾞﾜ ｽﾐｵ ○ 行政書士掛川事務所 436-0042 掛川市二瀬川13番26号 0537-23-3174

掛川 西澤　健太 ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾝﾀ ○ ○ にし行政書士事務所 436-0086 掛川市宮脇942番地の1　 ｵｷﾞﾉﾋﾞﾙ102号室 090-4403-9386

掛川 榛葉　太一 ｼﾝﾊﾞ ﾀｲﾁ ○ 行政書士榛葉事務所 436-0073 掛川市金城1番地の4 0537-23-9380 0537-22-8637

中遠 村松　貴史 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶﾌﾐ ○ 村松貴史行政書士事務所 437-0123 袋井市下山梨１７１３番地 0538-48-5981 0538-48-5037

中遠 永井　剛 ﾅｶﾞｲ ﾂﾖｼ ○ 永井行政書士事務所 438-0805 磐田市池田１３５０番地１ 0538-34-0798 0538-84-7340
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中遠 一柳　貴昭 ｲﾁﾔﾅｷﾞ ﾀｶｱｷ ○ 一柳行政書士事務所 437-0031 袋井市愛野東一丁目6番地の13 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊｲﾂ愛野A　203号室 0538-44-7013 0538-44-7013

中遠 桜井　武史 ｻｸﾗｲ ﾀｹｼ ○ 桜井武史行政書士事務所 438-0814 磐田市気子島221番地1 0538-74-2131 0538-35-0685

中遠 鈴木　市代 ｽｽﾞｷ ｲﾁﾖ ○ ○ ○ 行政書士法人アイ総合事務所 437-1105 袋井市梅山４５番地 0538-23-5755 0538-23-8707

中遠 武田　琢磨 ﾀｹﾀﾞ ﾀｸﾏ ○ 行政書士三井一雄事務所 438-0086 磐田市見付1945番地1 0538-32-2440 0538-32-0002

西遠 松野　光博 ﾏﾂﾉ ﾐﾂﾋﾛ ○ ○ 432-8061 浜松市西区入野町１６４４６番地の７ 053-448-7751 053-448-7751

西遠 平岡　康弘 ﾋﾗｵｶ ﾔｽﾋﾛ ○ 431-0201 浜松市西区篠原町22478番地 053-449-2310 053-449-2318

西遠 橋爪　信夫 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾉﾌﾞｵ ○ ○ ○ 430-0928 浜松市中区板屋町１０１番地の１０ 053-401-7000 053-401-7000

西遠 服部　清宏 ﾊｯﾄﾘ ｷﾖﾋﾛ ○ 行政書士ライフ法経事務所 435-0016 浜松市東区和田町７４７番地の９ 053-465-3391 053-465-3462

西遠 成瀬　記言 ﾅﾙｾ ﾉﾘｺﾄ ○ ○ 行政書士成瀬記言事務所 433-8118 浜松市中区高丘西一丁目28番33号 MKﾋﾞﾙ　B2階 053-420-0210 053-420-0448

西遠 渥美　みさ子 ｱﾂﾐ ﾐｻｺ ○ さなるこ行政書士事務所 432-8002 浜松市中区富塚町１２２２番地の２５４ 090-8866-4330 053-472-2006

西遠 藤田　薫 ﾌｼﾞﾀ ｶｵﾙ ○ ○ ○ 行政書士ふじた事務所 431-0203 浜松市西区馬郡町2234番地の103 053-592-3316 053-592-3283

西遠 菅沼　悦次 ｽｶﾞﾇﾏ ｴﾂｼﾞ ○ ○ ○ 菅沼行政書士事務所 435-0028 浜松市南区飯田町７７０番地の１ 053-463-3638 053-463-3638

西遠 神村　秀和 ｶﾐﾑﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ○ 神村秀和行政書士事務所 430-0852 浜松市中区領家二丁目11番12号 T-Build 2階 053-545-5966 053-545-5967

西遠 河合　晶介 ｶﾜｲ ｼｮｳｽｹ ○ 河合晶介行政書士事務所 431-3102 浜松市東区豊西町１８２５番地の２ 053-443-7011 053-443-7011

西遠 中村　哲也 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ ○ 行政書士中村事務所 430-0923 浜松市中区北寺島町208番地の8 053-488-4930 053-488-4931

西遠 伊藤　芳典 ｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ ○ ○ ○ 伊藤芳典行政書士事務所 435-0006 浜松市東区下石田町1781番地の１ 053-422-7378 053-424-8308

西遠 内山　直英 ｳﾁﾔﾏ ﾅｵﾋﾃﾞ ○ 内山直英行政書士事務所 431-1304 浜松市北区細江町中川7172番地1236 053-523-6057 053-523-0967

西遠 市川　祐介 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｽｹ ○ ○ 行政書士市川事務所 434-0016 浜松市浜北区根堅7番地の5 053-583-0900 053-533-3212

西遠 遠山　智弘 ﾄｵﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ ○ ○ 行政書士遠山法務事務所 431-0214 浜松市西区舞阪町弁天島2658番地の134 053-522-9601 053-522-9602

西遠 福代　善彦 ﾌｸﾖ ﾖｼﾋｺ ○ ○ ひくま行政書士事務所 430-0901 浜松市中区曳馬三丁目5番12号 053-581-9399 053-581-9399

西遠 江崎　妙子 ｴｻﾞｷ ﾀｴｺ ○ 江崎行政書士事務所 433-8112 浜松市北区初生町1048番地の18 053-438-8227 053-438-8227

西遠 加藤　智成 ｶﾄｳ ﾄﾓﾅﾘ ○ ○ 行政書士加藤智成事務所 433-8121 浜松市中区萩丘四丁目20番13号 ﾊﾟﾚｽ道102号 053-412-2677 053-412-2678

西遠 平井　理喜 ﾋﾗｲ ﾏｻｷ ○ ○ ○ FreeStyle行政書士事務所 434-0043 浜松市浜北区中条683番地の1 053-585-6508 053-570-5030

西遠 門奈　一德 ﾓﾝﾅ ｶｽﾞﾉﾘ ○ ○ 行政書士門奈一德事務所 430-0805 浜松市中区相生町14番20-403号　ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾑｰﾙ相生 053-461-5733 053-582-8722

西遠 宮下　隆史 ﾐﾔｼﾀ ﾀｶｼ ○ ○ 行政書士宮下隆史事務所 432-8023 浜松市中区鴨江２丁目57-1　 ｽｰｻﾞﾝﾋﾞﾙ203 050-3707-3641 053-401-3173

西遠 中泉　和之 ﾅｶｲｽﾞﾐ ｶｽﾞﾕｷ ○ 行政書士中泉事務所 432-8011 浜松市中区城北一丁目３番16号 野沢ﾏﾝｼｮﾝ306 053-476-5211 050-6868-2807

西遠 宮﨑　裕一 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｲﾁ ○ 行政書士宮﨑裕一事務所 432-8051 浜松市南区若林町2655番地 053-571-0926 053-571-1948

西遠 中安　誠 ﾅｶﾔｽ ﾏｺﾄ ○ 中安行政書士事務所 434-0035 浜松市浜北区寺島945‐3 053-587-1041 053-568-0185

西遠 寺田　正靖 ﾃﾗﾀﾞ ﾏｻﾔｽ ○ ○ ○ 行政書士法人アイ総合事務所 浜松事務所 435-0007 浜松市東区流通元町１１番６号 053-423-2477 053-423-2475

西遠 米倉　紀男 ﾖﾈｸﾗ ﾉﾘｵ ○ ○ ○ 浜松国際行政書士法人 432-8061 浜松市西区入野町6303番地　ﾏﾙｼｮｳ15ﾋﾞﾙ7号 053-528-7120 053-528-7121

西遠 小林　照司 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙｼﾞ ○ 行政書士法人アイ総合事務所　浜松事務所 435-0007 浜松市東区流通元町11番6号 053-423-2477 053-423-2475

西遠 酒井　雅洋 ｻｶｲ ﾏｻﾋﾛ ○ 行政書士法人アサヒ総合事務所　浜松事務所 433-8125 浜松市中区和合町２７番地の５５ Ｔ－ＢＯＸ２階　Ｂ号室 053-543-9685 053-543-9775
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