神奈川県行政書士会海老名・座間支部会員名簿【座間地区】 地区順、裏面も掲載しています 2016.7.30 現在
ふりがな

氏 名
登録年月日

252-0024

電話番号

主 た る 業 務

ＦＡＸ番号
ｅ－ｍａｉｌ

・医療機器製造、化粧品輸入販売等の薬機関係コンサルタント業務
・著作権、その他知的財産コンサルタント業務
座間市入谷 5-21-1
浩
・法人設立（株式会社、公益社団法人、一般社団法人等）
046-256-2515
・遺産分割協議書作成
ウエストポイント．Ｔビル 2 Ｆ
ebina_gyosei@y2.dion.ne.jp ・外国人在留資格、VISA、帰化申請、国籍取得
詳細は事務所サイトへ http://www.admin-lawyer.com
2007.04.02 EBiNA 行政書士事務所

よしの ひろし

吉野

事務所所在地
事務所の名称

よこた かなめ

252-0024

横田 要

座間市入谷 5-2344-48

1996.08.01
たけうち みやこ

252-0023

竹内 美也子

座間市立野台 2-23-29
竹内行政書士事務所

2013.07.15
あんどう きみとも

252-0021

安藤 公友

座間市緑ケ丘 3-49-27
行政書士事務所 オフィス安藤

2009.03.15
つのだ ひでお

252-0021

角田 英夫

座間市緑ケ丘 5-4-24

・建設業許可
・入札参加資格審査
・風俗営業許可
・宅建業免許
・古物営業許可
・産業廃棄物処理業許可（収集運搬・中間処理・最終処分）
―
・運送業許可
・在留資格取得
k-yokota@gb3.so-net.ne.jp ・法人設立 ( 株式会社･ NPO 法人･宗教法人･医療法人･協同組合 )
・相続・遺言

046-255-1120

046-258-2012
046-258-2012
morimiya281225@live.jp

046-204-4066
046-204-4066

さくらい あきひこ

252-0001

櫻井 昭彦

座間市相模が丘 1-13-14
櫻井行政書士事務所

2010.05.15

252-0001

・相続関係（遺言書作成支援、遺産分割協議書作成等）
・成年後見制度利用の相談及び支援
・外国人の入国、在留関係の手続き
・法人設立
・相続・遺言・遺産分割の手続業務
・交通事故損害賠償請求の手続業務

office-andou@ace.biglobe.ne.jp

046-252-1662
046-252-1620
―

1986.02.14

090-9826-1473
046-254-8734
sakurai-a@kje.biglobe.ne.jp

・会計記帳
・会社設立
・相続・遺言

・相続・遺言

・成年後見

・建設業・宅建業許可
・風俗営業許可
・車両登録

・相続手続（遺産分割協議書作成等）
・遺言書作成支援
・成年後見
座間市相模が丘 1-36-55
孝司
・外国人の入国・在留手続（VISA） ・難民認定申請
046-298-5360
・永住許可申請
・帰化許可申請
クリオ小田急相模原弐番館 109 号室
・その他各種許認可申請
takashi@shimokawara-office.com ・法人設立
詳細は事務所サイトへ http://www.shimokawara-office.com/
2005.04.02 下川原行政書士事務所

しもかわら たかし

下川原

046-256-2525

しぶや としろう

252-0001

渋谷 利郎

座間市相模が丘 2-29-2 グ
レイスメゾン城所 206

1990.03.22

行政書士 渋谷利郎 事務所

くにしま よしゆき

252-0001

国島 義之

座間市相模が丘 4-16-7
国島行政書士事務所

2013.11.01

046-298-5350

・相続・遺言の相談と手続
・会社設立（役員変更・組織変更等）
・外国人の入国・在留の相談・手続（国籍・帰化・在特・難民認定）
・外国人の雇用（コック・通訳等） ・国際結婚手続（離婚、
認知、
養子）
042-741-5890
・”
新在留管理制度”
のコンサルテイング（出張講演可）及び手続・届出。
spey3gq9@waltz.ocn.ne.jp
特に永住者の在留カード及び特別永住者証明書の交付申請取次可。

042-741-5890

0120-444-458
046-255-2438
y.k-35@nifty.com

・相続・遺言に関する相談、手続業務 遺産分割協議書作成
・成年後見制度の利用及び支援
・公正証書遺言、自筆証書遺言作成の相談、支援
・就業規則の作成、変更
・会社に関する社会保険、労働保険および経営労務に関するご相談

神奈川県行政書士会海老名・座間支部会員名簿【座間地区】 地区順、裏面も掲載しています 2016.7.30 現在
ふりがな

氏 名
登録年月日

事務所所在地
事務所の名称

やまぐち あつし

252-0001

山口 淳

座間市相模が丘 5-17-9

ほそや ひかる

252-0002

細谷 輝

座間市小松原 2-23-17-201 号
レクセルマンション南林間第 3

2013.05.01 細谷行政書士事務所
やまむら ゆうこ

252-0005

山村 優子

座間市さがみ野 1-1-35-101 号
ネオアージュさがみ野

にしやま よしひで

252-0014

西山 昌秀

座間市栗原中央 3-26-12
座間ひまわり行政書士事務所

すずき むつこ

252-0014

鈴木 睦子

座間市栗原中央 5-15-28
行政書士鈴木睦子事務所

おおさわ たかえ

252-0014

大澤 孝江

座間市栗原中央 5-19-16
大澤行政書士事務所

252-0015
座間市南栗原 5-25-3
佐藤行政書士事務所

にしざと ゆうた

252-0016

西里 裕太

座間市西栗原 2-6-37
にしざと行政書士事務所

・遺産分割協議書作成に関する相談、支援
・公正証書遺言に関する相談、支援

・相続・遺言

hosoya-planning@luck.ocn.ne.jp
046-255-9972
046-255-9972

046-283-5172

・相続・遺言に関する手続業務
・成年後見
・法人設立
・就業規則作成
・建設業許可申請等関連書類作成
・産業廃棄物処理業許可
・相続・遺言に関する相談、手続業務 遺産分割協議書作成
・会社経営に関する相談と書類作成（契約書、社内書式、資金調達支援）

046-283-5173

046-255-8024
―

046-251-3617
046-251-3617

046-253-9125
046-253-9125
yukio_s@f8.dion.ne.jp

2000.05.01

2014.09.15

046-257-8258

km050039-2624@tbt.t-com.ne.jp

2010.05.15

・成年後見制度関係

046-257-8258

mutsuko171219@jcom.home.ne.jp

2009.06.15

佐藤 幸雄

042-746-1341

mi-sin@jcom.home.ne.jp

2015.01.01

ゆきお

042-746-1341

yy-office@citrus.ocn.ne.jp

2001.02.09

主 た る 業 務

ｅ－ｍａｉｌ

ugi99194@nifty.com

2004.07.01

さとう

電話番号
ＦＡＸ番号

・外国人の入国・在留手続（VISA）
・帰化許可申請

・成年後見
・相続・遺言
・女性労働関係

・遺言関係、相続手続、遺産分割協議書作成
・成年後見制度支援
・会社設立
・会社設立
・相続手続
・遺言書の起案・作成支援
・建設業許可、宅建業免許、産業廃棄物処理業許可、自動車解体業許可等各
種営業許可の申請手続
・自動車登録申請
・成年後見制度利用の相談及び支援
・内容証明郵便・各種契約書・各種議事録の作成

046-252-8770
・相続・遺言に関する相談と手続き

―
s_nao.2011x@jcom.home.ne.jp

・永住許可申請

・成年後見制度関係

