
◆八潮市内の会員

(氏名) (住所)
(電話番号)
市外局番048

(主な取扱業務)
(メールアドレス)

（ホームページアドレス）

秋山　幸夫 八潮市八潮1-2-8 997-7325

飯田　房義　 八潮市中央1-7-14 995-2339 税務・会計業務

大山　栄治 八潮市八潮3-19-3 996-1651 e-ohyama@syd.odn.ne.jp

川島　淳一 八潮市伊草350-307 935-9560 建設業 kawashima@fia-tokyo.com

木全　秀司 八潮市緑町5-1-27 090-4718-7271 許認可業務全般 h.kimata@db4.so-net.ne.jp

渋谷　敏男　 八潮市八潮2-19-10 951-4531 seiwae@mint.ocn.ne.jp

島根　三英 八潮市垳106-2 995-2706

清水　昭禎　　 八潮市中央2-20-1 996-3722

菅野　雅勝 八潮市二丁目1181-5 997-0147 建設業の許可申請、会社設立関係、会計記帳 masaka_s2016@jcom.zaq.ne.jp

鈴木　幸成 八潮市八潮6-24-6 996-5959

武之内　清久 八潮市緑町4-26-9 996-1033 相続・遺言手続、会社設立、各種許認可申請代理等

花嶋　穣
八潮市茜町1-11-2 ひびき
事務所

998-2700 相続・遺言手続関係 yutaka0328@gmail.com

matsuoffice@ninus.ocn.ne.jp

https://matsuoffice.net/

村川　大志 八潮市大瀬5-16-6 997-6275 相続・遺言手続、税務・会計業務 zei_murakawa@yahoo.co.jp

松尾　好 八潮市大瀬295-3 995-5813 会社設立、建設業許可申請、著作権登録申請
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◆谷塚駅付近の会員

(氏名) (住所)
(電話番号)
市外局番048

(主な取扱業務)
(メールアドレス)

（ホームページアドレス）

阿部　政康 草加市谷塚上町471-16 921-6767

石井　悠太郎 草加市谷塚上町172-4 080-3541-6393 内容証明、請願書、陳情書、告訴状、告発状等の作成及び相談

井手　大喜 草加市谷塚上町466-21 050-3650-0329 行政書士業務一般

梅﨑　史絵 草加市瀬崎4-10-1-705 927-7774 許認可業務全般 fumi223fullhouse@gmail.com

大月　和久 草加市谷塚1-28-7 922-0562 飲食店営業、風俗営業、運送業、会社設立、ＩＳＯコンサルタント caty@moon.email.ne.jp

大山　太樹 草加市瀬崎2-24-19 951-5470 産業廃棄物処分業

木村　高昭 草加市谷塚町915-3 925-2033

国澤　直樹 草加市谷塚1-21-1-814 922-3158 建設業許可、経営事項審査、宅建業免許、風俗営業許可 UII39031@nifty.com

桑原　信人 草加市谷塚町894-24 080-6599-4449 行政書士業務一般 nobutokuwabara@gmail.com

甲地　鳳媛　 草加市谷塚仲町78-8 926-8220 建設業、外国人関係 gyousei.sk@gmail.com

contact@officekono.com

http://officekono.com

新坂　東綱 草加市瀬崎3-27-7 925-0326 行政書士業務一般

924-4709

090-1042-6358

田中　孝知 草加市谷塚1-2-45-808 924-1761
入管業務、遺言書作成、建設業、宅建業、産業廃棄物
風俗営業その他各種許認可手続

塚田　美幸 草加市瀬崎3-36-26-306 948-8143 ペット法務、行政書士業務一般 miyu-1@msf.biglobe.ne.jp

鶴巻　孝司 草加市柳島町39-11 928-9453

七海　覚 草加市谷塚2-5-17-402 925-0758 建設業関係（許可、経営事項審査、入札参加）、産業廃棄物処理関係 satoru71024@yahoo.co.jp

officenarita@nifty.com

http://narita-jimusho.com/

風俗営業関係

香野　剛治 草加市谷塚1-2-43-601 911-7235 各種許認可（特殊車両通行許可、建設業、運送業など）

成田　茂 草加市谷塚町1220-4 924-3540
入札参加（電子申請）、起業・異業種進出相談、運送業、建設業
産廃その他各種許認可手続

鈴木　健之介 草加市新里町1187-6

mailto:fumi223fullhouse@gmail.com
mailto:caty@moon.email.ne.jp
mailto:UII39031@nifty.com
mailto:nobutokuwabara@gmail.com
mailto:gyousei.sk@gmail.com
mailto:contact@officekono.com
http://www.gg.e-mansion.com/%7Ekohno/
mailto:miyu-1@msf.biglobe.ne.jp
mailto:satoru71024@yahoo.co.jp
mailto:officenarita@nifty.com
http://narita-jimusho.com/


◆草加駅付近の会員

（氏名） (住所)
(電話番号)
市外局番048

(主な取扱業務)
(メールアドレス)

（ホームページアドレス）

岩山　昭 草加市西町418-5 924-9292 車庫証明、自動車登録、パスポート申請

大久保　竜平 草加市高砂１-9-10-309 951-0733 建設業

北村　聡 草加市神明2-7-14-Ｂ102 969-4844

粂　英樹 草加市氷川町2136-2 925-4859 建設業、相続 kume-sr@kyp.biglobe.ne.jp

黒田　泰 草加市中央1-3-20 922-4119 著作権 atty.kuroda@gmail.com

近藤　慎 草加市高砂1-7-7 924-2651

mail@office-saitoh.com
https://office-saitoh.com/

齊藤　吉信 草加市住吉2-11-37 934-5820 相続、建設業 saitou.yoshinobu@tkcnf.or.jp

島﨑　崇 草加市氷川町2163-1 927-0489 行政書士業務一般

竹村　美保 草加市高砂2-20-3 920-5415 相続、会社法務、許認可関係 chantea@xpost.plala.or.jp

名波　努 草加市中央1-4-17 927-4681 相続、建設業、会社設立 nanami@tkcnf.or.jp

早崎　裕 草加市住吉2-10-44-6 928-5277 建設業、産廃処理業、入国管理業務 y-hayasaki@v003.vaio.ne.jp

舩渡　政道 草加市氷川町654-1 951-7350

山村　武義 草加市手代3-1-14 918-2183 遺言書・相続、外国人関係、建設業その他の各種許認可手続 caps-yamamura@jcom.zaq.ne.jp

渡辺　将宏 草加市手代2-16-19 928-2229 各種許認可、法人設立、遺言、相続
masahiro.gyosei@watanabe-
offices.jp

齊藤　潔 草加市高砂2-21-37　3Ｆ 948-6916 相続
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◆獨協大学前駅付近の会員

(メールアドレス)
(ホームページアドレス）

浅野　典久 草加市松原4-1-18 942-3690 建設業許可

大越　隆司 草加市草加3-9-45 946-5152

荻原　寿一 草加市栄町3-10-27 931-6661

http://www.sakota-tax.com

進藤　敬司 草加市小山2-29-3 967-5682

冨岡　綾子 草加市北谷3-29-29 941-3984 外国人関係、運送業許可、特殊車両通行許可・回送運行許可、遺言、相続 ayako-tomioka@kpa.biglobe.ne.jp

冨岡　一男 草加市北谷3-29-29 941-3984 建設業許可、自動車関係全般 kazuo-tomioka@xrh.biglobe.ne.jp

冨岡　恵 草加市北谷3-29-29 941-3984 産業廃棄物処理業、運送業、古物許可 megumi-tomioka@xrj.biglobe.ne.jp

taishi-tomioka@kkh.biglobe.ne.jp 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~office-tomioka/

草加市花栗3-19-1

※草加警察署トナリ

草加市花栗3-19-1

※草加警察署トナリ

檜山　貴志 草加市北谷2-32-50 090-1469-6982

三和　博 草加市草加3-9-45 946-5152 相続、会社設立、入管業務 yoteijimu002@yahoo.co.jp

大越行政法務
事務所
（行政書士法人）

草加市草加3-9-45 946-5152

根岸　臣一郎

(氏名) (住所)
(電話番号)

市外局番048
(主な取扱業務)

941-3984

根岸　宏臣 941-6204 風俗営業許可、車庫証明、運転免許証関係、内容証明、相続

冨岡　大志 草加市北谷3-29-29

941-6204

外国人関係、会社設立、古物許可、回送運行許可

風俗営業許可、車庫証明、運転免許証関係、内容証明、相続

office_aikawa@mail.goo.ne.jp相川　公一
草加市栄町3-7-10-2-209
      ※草加郵便局そば

935-7670 遺言・相続、各種許認可申請

迫田　修 草加市栄町3-4-24-1009 969-4017 外国人の出入国管理業務



◆新田駅付近の会員

(氏名) (住所)
(電話番号)
市外局番048

(主な取扱業務)
(メールアドレス)

（ホームページアドレス）

伊藤　英樹 草加市金明町277-6 936-2900 会社設立、ＮＰＯ設立、相続・遺言、契約書作成

板倉　征志 草加市旭町6-14-25-407 949-6654 m@itakura.in

大石　滋郎 草加市新栄1-19-7 948-7908

ogasawara_accounting@mbr.nifty.com

https://ogasawara-accounting.com/info/legal/

喜多　俊介 草加市八幡町809-1 936-0707 許認可業務

小林　渉 草加市旭町3-3-13-105 935-2650

鴫村　実 草加市新善町29-4 941-3839 相続・遺言・会計 sigimura@apricot.ocn.ne.jp

高木　恒子 草加市金明町1014-14 953-9113 成年後見、相続、遺言書相談

高橋　賢二 草加市旭町5-6-18-102 944-2801 行政書士業務全般

高橋　寿彦 草加市八幡町877-7 080-1006-0900 古物商、風俗営業、車庫証明 takahashi2003.tt@gmail.com

武田　康成 草加市旭町6-2-20 942-5480 相続

土田　将司 草加市清門2-23-4 945-9515 相続関係

丸山　昭三 草加市八幡町733-6 936-2848 開発手続、農地転用

三科　愛子 草加市清門2-1-5 942-0855 建設業許可、経審指名参加願、宅建業等許認可手続 1@347.jp

森　和雄 草加市清門3-24-9 942-3639 行政書士業務一般 teratera_2006@yahoo.co.jp

山田　隆一 草加市清門2-1-5 942-0855 建設業許可、経審指名参加願、宅建業等許認可手続 1@347.jp

若山新二郎 草加市青柳5-7-11 940-5511 wakayama.sh@gmail.com

小笠原　薫子 草加市金明町446-8 944-1061 税務・会計、相続、創業融資支援、各種許認可等
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