【東京都内運輸支局等のご案内】
東京運輸支局
（品川・世田谷）

〒140-0011

東京都品川区東大井1丁目12 番17号

管轄区域

千代田区、中央区、港区、品川区、大田区、目黒区、世田谷区、渋谷区、
大島支庁、三宅支庁、八丈支庁、小笠原支庁

足立自動車検査
登録事務所

〒121-0062

東京都足立区南花畑5丁目12番1号

管轄区域

台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区

練馬自動車検査
登録事務所（杉並）

〒179-0081

東京都練馬区北町2丁目8番6号

管轄区域

新宿区、文京区、杉並区、中野区、豊島区、練馬区、板橋区、北区

〒186-0001

東京都国立市北3丁目30番3号

管轄区域

立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、
東村山市、国分寺市、国立市、西東京市、東大和市、狛江市、東久留米市、清瀬市、
武蔵村山市、多摩市、稲城市

〒192-0011

東京都八王子市滝山町1丁目270番地の2

管轄区域

八王子市、青梅市、日野市、福生市、あきる野市、羽村市、西多摩郡

多摩自動車検査
登録事務所
八王子自動車検査
登録事務所

050(5540)2030

050-5540-2031

050-5540-2032

050-5540-2033

050-5540-2034
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事務所の所在地

事務所℡

後藤 政雄

101-0044 東京都千代田区鍛冶町２－１０－１０秋山ﾋﾞﾙ4F

03-3252-4453

郷原 美和

101-0047 東京都千代田区内神田３－１３－４東陽ﾋﾞﾙ5階P･R･O行政書士法人 東京事務所

03-6840-4873

岩田 建吾

101-0063 東京都千代田区神田淡路町１－１９白須ﾋﾞﾙ3階KIｴｽﾃｰﾄ･行政書士事務所

03-5298-2243

荒木 孝信

100-0013

東京都千代田区霞が関１－４－１日土地ﾋﾞﾙ1階荒木孝壬法律事務所内荒木孝信行政書士事務所

03-6550-8105

青木 正裕

101-0062

東京都千代田区神田駿河台４－３新お茶の水ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ17F日本ﾊﾟｰﾄﾅｰ行政書士法人 東京事務所

03-5283-3023

天野 肇

103-0014 東京都中央区日本橋蠣殻町１－１８－１増山ビル２Ｆ

03-3668-5141

八木 美苑

103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町１３－７日本橋BCﾉｰｽﾎﾟｲﾝﾄB223藤のうさぎ行政書士事務所

03-6403-3752

田代 健悟

104-0061

03-5579-9431

林田 浩志

108-0073 東京都港区三田４－１－３０慶通ﾋﾞﾙ2階行政書士事務所代行.net登録ｾﾝﾀｰ

03-6722-6639

舩田 麻理

108-0073 東京都港区三田４－８－２８－３０２舩田行政書士法務事務所

03-3457-0528

大澤 明光

108-0075 東京都港区港南３－７－１０ﾗｸｼｱ品川ﾎﾟﾙﾄﾁｯﾀ203ﾐﾅﾄ行政書士事務所

03-6677-5978

成田 新一

108-0074 東京都港区高輪２－１３－１高輪2131ﾋﾞﾙ成田新一法務特定行政書士事務所

03-3280-4110

井幡 義隆

108-0075 東京都港区港南３－３－１０行政書士法人登録ｻﾎﾟｰﾄ 品川軽事務所

03-5460-6005

井上 聡

105-0004 東京都港区新橋４－５－１ｱｰﾊﾞﾝ新橋ﾋﾞﾙ9階行政書士法人芝ﾄﾗｽﾄ

03-3433-3780

大貫 弘嗣

140-0011 東京都品川区東大井１－７－９行政書士大貫事務所

03-3471-0686

鈴木 宏伸

140-0011 東京都品川区東大井１－１７－２０

03-3474-7526

髙橋 日朗史

141-0032 東京都品川区大崎４－６－８ﾌｧﾐﾈｽﾊｲﾂ海老澤1階行政書士法人髙橋事務所東京営業所

03-5719-1226

前田 紳壱

140-0011 東京都品川区東大井１－１６－１－３０１MAETA行政書士事務所

03-6712-8155

千田 光史

140-0011 東京都品川区東大井２－１８－８ﾘﾊﾞﾄﾝⅡ201号行政書士ちだ事務所

090-7114-5808

安齋 美子

142-0043 東京都品川区二葉３－１５－５ｸﾞﾛﾜｰﾙ西大井201安齋美子行政書士事務所

03-6426-4375

難波 勝己

140-0011 東京都品川区東大井１－２０－６行政書士法人きずな東京

03-5769-0737

森本 克幸

140-0011 東京都品川区東大井１－２０－６行政書士法人きずな東京

03-5769-0737

矢部 信敏

140-0011 東京都品川区東大井１－１２－１４行政書士法人登録ｻﾎﾟｰﾄ品川事務所

03-3474-2371

山下 廣司

140-0011 東京都品川区東大井１－１２－１４行政書士法人登録ｻﾎﾟｰﾄ

03-6433-1130

前島 実

140-0013 東京都品川区南大井１－１１－９ｱｲｻｰﾁ行政書士ﾘｰｶﾞﾙｵﾌｨｽ

050-3748-5868

吹田 滋

140-0011 東京都品川区東大井５－２４－１６－８０３号見晴らし坂行政書士事務所

03-6433-1201

山内 亘

140-0014 東京都品川区大井４－１２－２２行政書士法人山内法務事務所

03-6429-8441

川上 裕樹

142-0062 東京都品川区小山２－５－１１沙羅ｶﾞｰﾃﾞﾝ303わだち行政書士事務所

03-6676-8938

星野 誠

140-0014 東京都品川区大井１－１１－１大井西銀座ﾋﾞﾙA棟3階ｱｸｼｱ行政書士事務所

03-3778-5450

小島 和則

141-0031 東京都品川区西五反田１－４－８秀和五反田駅前ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ508号室こじま行政書士事務所

03-4405-4426

児玉 敬之

140-0011 東京都品川区東大井１－７－１５KｱﾝﾄﾞF行政書士法人 本店

03-5796-2310

東京都中央区銀座３－８－１２銀座ﾔﾏﾄﾋﾞﾙ5階弁護士法人ｴｸｾﾙ国際法律事務所内ｴｸｾﾙ国際行政書士事務所
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144-0052 東京都大田区蒲田５－２１－１３ﾍﾟｶﾞｻｽｽﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ蒲田512

03-6424-9182

石田 るみ

146-0094 東京都大田区東矢口２－６－８INA・Saison202号室行政書士・石田事務所

03-3757-5710

畠山 暁

143-0016 東京都大田区大森北３－２－４－５０２ｴｽﾃｰﾄ大森行政書士畠山暁事務所

03-6404-9168
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144-0033 東京都大田区東糀谷１－５－１５行政書士よしの法務事務所

03-6423-6683

舘 素子

153-0051 東京都目黒区上目黒３－１４－９－２０６号たち行政書士事務所

080-3553-7830

手塚 雅之

156-0055 東京都世田谷区船橋５－１７－２－２０６手塚雅之行政書士事務所

03-5317-2642

鈴木 利香

158-0082 東京都世田谷区等々力６－３６－１２－４０４鈴木行政書士事務所

03-3705-5530

鈴木 忠男

157-0066 東京都世田谷区成城２－３３－１３ﾊﾟｰﾙﾊｳｽ服部202号行政書士鈴木忠男事務所

03-3415-0705

荒山 慎一郎

158-0093 東京都世田谷区上野毛２－２３－３０－１０６行政書士荒山慎一郎事務所

03-4283-0978

髙橋 俊裕

156-0045 東京都世田谷区桜上水１－１１－１４行政書士ｷｬﾌﾟﾙｽｴｰｼﾞｪﾝｼｰ

03-3329-6778

安川 政

156-0053 東京都世田谷区桜２－２１－２３－７やすかわ行政書士事務所

03-6413-5704

長尾 文弘

155-0031 東京都世田谷区北沢１－８－７行政書士ﾅｶﾞｵ事務所

03-6407-8289

山本 孝行

158-0081 東京都世田谷区深沢６－９－９－３０６ｱｸﾄ行政書士法務事務所

090-3139-0023

鈴切 貴史

150-6141 東京都渋谷区渋谷２－２４－１２渋谷ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｽｸｴｱ41階行政書士法人ｶｯﾄﾍﾞﾙ国際法務事務所

03-6416-4990

石井 健一

151-0073 東京都渋谷区笹塚１－３５－３行政書士石井事務所

03-3460-2988

上總 淳

150-0031 東京都渋谷区桜丘町２９－３１清桜ﾊｲﾂ401行政書士 上總事務所

050-5805-9440

鈴木 達也

150-6141 東京都渋谷区渋谷２－２４－１２渋谷ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｽｸｴｱ41階行政書士法人ｶｯﾄﾍﾞﾙ国際法務事務所

03-6416-4990

清水 康子

150-0013 東京都渋谷区恵比寿３－３９－７白金Ⅱ-301桜丘行政書士事務所

03-3444-5251

星 明快

111-0022 東京都台東区清川１－１９－１３星行政書士事務所

080-3547-5740

内田 高志

111-0055 東京都台東区三筋１－９－４中央ｸﾚｾﾝﾄﾋﾞﾙアリア行政書士事務所

03-6327-2090

佐藤 元治

131-0041 東京都墨田区八広４－４０－１６日本事務代行･東京車庫証明ｾﾝﾀｰ

03-5630-3068

大平 誠一郎

130-0021 東京都墨田区緑３－７－１９早川ﾋﾞﾙ1階ｶﾅｴﾙ行政書士事務所

03-5600-1133

高橋 妹里

130-0026 東京都墨田区両国４－１９－６－１０１行政書士ｱﾙﾌｧ法務事務所

03-6657-5975

滝波 瑛子

131-0045 東京都墨田区押上２－２－１－５０３ﾗｯｺ行政書士事務所

080-7331-6555

隅野 長志

131-0032 東京都墨田区東向島６－３７－４－７０４行政書士隅野事務所

03-6231-9615

細井 幸彦

136-0072 東京都江東区大島３－７－８VIVIENDA瀧澤201行政書士つばめ事務所

03-6802-9416

加納 康孝

136-0071 東京都江東区亀戸５－６－２１UIW9BLDG 2F-10加納行政書士事務所

03-3682-6033

倉田 直也

135-0016 東京都江東区東陽４－６－１１ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ｻｸﾗ405号室行政書士江東法務事務所

03-5875-1923

齊藤 敦子

135-0016 東京都江東区東陽３－２３－２６東陽町ｺｰﾎﾟﾗｽ3階31号室斎藤行政書士事務所

03-5875-1361

藤田 賢司

136-0071 東京都江東区亀戸７－４－９八重ﾏﾝｼｮﾝ13号室行政書士藤田賢司事務所

03-5875-1197

川島 大仁

116-0002 東京都荒川区荒川２－４２－６川島行政書士事務所

03-5604-9421

唐沢 博幸

116-0012 東京都荒川区東尾久６－８－３東京法務相談ｾﾝﾀｰ行政書士事務所

03-3894-2400

霜越 宣幸

121-0062 東京都足立区南花畑４－２６－１

03-3884-2819

馬場 昭吉

121-0062 東京都足立区南花畑４－１４－１

03-3884-1548

内山 勝

123-0871 東京都足立区椿２－１３－１２内山総合事務所

03-5839-5857

奈良井 達

120-0013 東京都足立区弘道１－３０－３行政書士ﾅﾗｲ事務所

03-5681-3562

渡辺 暁子

120-0015 東京都足立区足立３－２２－７行政書士ｵﾌｨｽまﾅﾋﾞ

03-6807-2244

石田 成陽

121-0063 東京都足立区東保木間１－７－３－２０５石田行政書士事務所

080-6639-4722

福本 浩己

121-0823 東京都足立区伊興１－１３－８福本浩己行政書士事務所

080-4403-8891

大場 扶美子

121-0055 東京都足立区加平３－４－７－５０２号行政書士大場事務所

070-3990-0587

甲斐 将吾

121-0062 東京都足立区南花畑４－１４－５行政書士筒井哲夫事務所

03-3884-0329

菅原 彬

120-0015 東京都足立区足立２－２８－１１行政書士菅原彬事務所

03-3889-9895

足

松﨑 基城

125-0035 東京都葛飾区南水元１－８－１７－４０１松﨑行政書士事務所

03-5699-1955

野村 耕嗣

124-0025 東京都葛飾区西新小岩４－８－２０あるかんしぇる行政書士事務所

090-6524-6346

安達 昌弘

125-0053 東京都葛飾区鎌倉３－１２－１－７０６ｻﾝｸﾞﾗﾝﾃﾞｾﾚｽﾃｰｼﾞあだち行政書士事務所

03-5668-5530

石井 良昌

125-0053 東京都葛飾区鎌倉２－１５－２０行政書士石井良昌行政法務事務所

050-5318-2332

査

村上 敏夫

134-0088 東京都江戸川区西葛西５－１－１１ｳｨﾝｸﾞｽ中川6ﾋﾞﾙ901行政書士やまと総合法務事務所

03-3878-3202

登

髙

132-0014 東京都江戸川区東瑞江１－４２－５ｱｰﾙｴﾑ行政書士事務所

03-3679-8004

関口 大和

134-0084 東京都江戸川区東葛西８－２７－１５関口大和行政書士事務所

03-6808-4646

上田 雄也

134-0088 東京都江戸川区西葛西４－３－５－２０７ｵｰｸﾊｲﾂ行政書士上田事務所

050-5436-9832

秋山 玉季

132-0025 東京都江戸川区松江７－１９－１４玉藻行政書士事務所

03-5662-8216

加藤 信和

160-0023 東京都新宿区西新宿７－１７－１４新宿ｴｲｺｰﾋﾞﾙ101号加藤行政書士事務所

03-5937-5966

古井 悠稀

160-0022 東京都新宿区新宿1－３６－２新宿第七葉山ﾋﾞﾙ3階行政書士古井法務事務所

080-6688-6845

上田 友和

169-0075 東京都新宿区高田馬場１－１０－１８諏訪町ﾏﾝｼｮﾝ103行政書士 上田法務事務所

090-7631-1100

小西 信雄

162-0055 東京都新宿区余丁町６－２９ﾗｲﾝﾊｳｽ402永誠行政書士事務所

03-4500-7527

二見 隆介

160-0023 東京都新宿区西新宿４－４１－７－９０５行政書士事務所DRIVE

03-6276-5723

井川 水史

113-0033 東京都文京区本郷１－５－１７三洋ﾋﾞﾙ21号井川行政書士事務所

03-5800-0522

河野 基史

167-0042 東京都杉並区西荻北２－３－９ｸﾞﾗﾝﾋﾟｱ西荻窪401号

03-6915-0403

小原 幹晶

168-0064 東京都杉並区永福４－２６－２４行政書士小原法務事務所

03-6379-0020

中島 理

166-0002 東京都杉並区高円寺北３－２９－８行政書士中島法務事務所

03-3337-3970

中田 正幸

167-0034 東京都杉並区桃井１－３４－２５行政書士中田正幸事務所

03-5310-5910

東郷 良英

167-0035 東京都杉並区今川３－１８－１１東郷行政書士事務所

03-6913-5772

廣瀬 忠嗣

166-0015 東京都杉並区成田東１－８－１２ﾀﾞﾌﾞﾙｱｰﾙ行政書士事務所

03-6454-6366

窪田 夏目

168-0065 東京都杉並区浜田山４－２８－１－２０７ﾅﾂﾒ行政書士事務所

03-3316-0200

竹田 佳保利

167-0051 東京都杉並区荻窪２－３１－１３－７０１号たけだかほり行政書士事務所

03-3220-2259

髙木 章男

167-0051 東京都杉並区荻窪２－３１－１３－７０１髙木章男行政書士事務所

080-2205-1652

吉信 真理子

167-0051 東京都杉並区荻窪５－１６－７ｽｶｲｺｰﾄｴｸｾﾚﾝﾄ荻窪203ｸﾛｰﾊﾞｰ行政書士事務所

03-6915-1225

宮川 勝

168-0063 東京都杉並区和泉４－４７－６和泉多田ﾏﾝｼｮﾝ304宮川勝行政書士事務所

03-6909-0282

益子 和富

168-0073 東京都杉並区下高井戸４－３４－６益子行政書士事務所

03-5930-7051

梶田 佐登志

167-0054 東京都杉並区松庵１－１１－８ASK行政書士事務所

03-5930-8628

永田 久雄

166-0001 東京都杉並区阿佐谷北３－３４－２０行政書士 ﾊﾟｰｸRMCｵﾌｨｽ

03-6336-7141

堀 哲一

164-0014 東京都中野区南台５－１７－２８－４０４

03-3382-8156

村田 主計

165-0025 東京都中野区沼袋４－１０－１２

03-3319-8511

武林 郁二

165-0031 東京都中野区上鷺宮２－１８－１０武林行政書士事務所

03-3577-4646

松原 久

165-0027 東京都中野区野方１－９－１２行政書士ﾐｭｰｽﾞ・ﾘｰｶﾞﾙ・ｱｼｽﾄ

03-5942-4877
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164-0001 東京都中野区中野４－２０－２行政書士 関根法務事務所

03-5380-5027

湯川 まさゆき 164-0012 東京都中野区本町４－４４－１３西京城西ﾋﾞﾙ2F-9行政書士ゆかわ事務所

03-3382-0606

大門 則亮
165-0031 東京都中野区上鷺宮２－４－１－１３０３大門行政書士事務所
三上陽三ｹﾞｵﾙ
179-0081 東京都練馬区北町５－１０－１７ノースタウン１階Ｄきたまち綜合事務所
ｸ
寺田 昭一
179-0074 東京都練馬区春日町２－２８－２１寺田昭一行政書士事務所

03-5933-9525

今井 崇雄

178-0061 東京都練馬区大泉学園町７－１４－３６－３０１今井行政書士事務所

03-3867-6801

倉本 辰也

176-0002 東京都練馬区桜台１－２４－１３倉本行政書士事務所

03-6763-9870

品川 真樹

179-0081 東京都練馬区北町５－１０－２１ﾌｼﾞﾊｲﾂ101号行政書士品川真樹事務所

03-6339-5176

山田 保

179-0081 東京都練馬区北町５－１０－１７

03-3931-2768

早上 卓也

177-0044 東京都練馬区上石神井１－６－１２－２０２号早急法務行政書士事務所

03-5903-9851

森 泰隆

176-0002 東京都練馬区桜台１－６－３大丸ﾋﾞﾙ2F行政書士ｼﾋﾞｯｸ森事務所

03-5946-6735

篠﨑 明

179-0081 東京都練馬区北町３－１－１行政書士法人登録ｻﾎﾟｰﾄ練馬事務所

03-3933-9606

03-6766-6276
03-3926-3106
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上村 英男

174-0072 東京都板橋区南常盤台２－９－８－４０５かみむら行政書士事務所

03-3554-5101

鈴村 俊介

175-0045 東京都板橋区西台２－３８－７三高ﾂｨﾝ･ﾀﾜｰ･ﾉｰｽ303ｼﾞﾝｸﾞﾙ総合行政書士事務所

03-6869-6475

古木 亮

174-0041 東京都板橋区舟渡２－２９－３行政書士ふるき法務事務所

03-6325-0968

倉富 亮太

173-0011 東京都板橋区双葉町５－７ｱｰﾊﾞﾝ双葉102行政書士倉富亮太事務所

03-3963-4033

落合 永嗣

174-0041 東京都板橋区舟渡１－１９－９落合行政書士事務所

03-5918-7210

青木 佐織

173-0015 東京都板橋区栄町２－３青木行政書士事務所

03-3962-3132
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$

府
中

173-0004 東京都板橋区板橋２－６４－１３Y&Iﾋﾞﾙ501号室はなや行政書士事務所

03-6905-6423

常住 豊

115-0055 東京都北区赤羽西１－５－１－６０６号赤羽ｱﾎﾞｰﾄﾞⅠ行政書士法人常住事務所

03-3905-6981

前田 浩利

114-0014 東京都北区田端２－１１－４行政書士前田浩利事務所

03-3822-8239

木地谷 耕平

114-0034 東京都北区上十条５－４８－１９KK行政書士事務所

090-7660-6332

丹治 紀昭

183-0015 東京都府中市清水が丘１－３－６小林ﾋﾞﾙ4階407-A丹治行政書士事務所

042-365-9077

藤後 淳一

206-0802 東京都稲城市東長沼５６８－１１HPﾋﾞﾙ2Fあかね雲行政書士事務所

042-202-8104

山田 茂

206-0032 東京都多摩市南野３－７－２６行政書士山田経営法務事務所

042-338-4355

清水 春美

183-0045 東京都府中市美好町３－２１－１９ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ503清水春美行政書士事務所

042-330-0141

藤間 利明

183-0031 東京都府中市西府町４－２３－３７藤間行政書士事務所

042-571-3321

仁井田 学

206-0002 東京都多摩市一ノ宮４－１－２１みずほﾋﾞﾙ803行政書士仁井田事務所

042-401-9953

187-0004 東京都小平市天神町４－１５－１１加藤史郎行政書士事務所

050-5837-7593

187-0001 東京都小平市大沼町３－１－２大木行政書士事務所

042-201-6461
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184-0001 東京都小金井市関野町２－７－５ｸｰﾘﾝｸﾞｵﾌ行政書士事務所

042-381-1779

江端 郁世

189-0024 東京都東村山市富士見町２－９－１６ﾊﾟｲﾛｯﾄﾊｳｽ東村山106江端行政書士事務所

042-306-0010

尾作 宣成

203-0042 東京都東久留米市八幡町２－１１－６０ﾍﾞﾙｿﾞｰﾈ清水102号おさく法務行政書士事務所

042-420-6286

倉内 幸雄

189-0026 東京都東村山市多摩湖町２－１１－８０倉内行政書士事務所

090-4717-0048

玉川 慶二

203-0023 東京都東久留米市南沢４－１－４０行政書士玉川慶二事務所

042-452-6769

田村 雄

202-0023 東京都西東京市新町４－１２－２７－２０２行政書士田村雄事務所

042-250-9618

横谷 薫

203-0014 東京都東久留米市東本町１６－５貫井ﾋﾞﾙ101号横谷行政書士事務所

042-420-1079

大石 益雄

195-0055 東京都町田市三輪緑山４－１６－６大石益雄安心行政書士事務所

044-989-4166

小松 由宜

194-0013 東京都町田市原町田６－２９－８ｴﾑｹｰﾋﾞﾙ205小松行政書士法務事務所

042-866-6510

上田 和彦

194-0013 東京都町田市原町田５－４－４大塚ﾋﾞﾙ201ICEBERG行政書士事務所

042-866-7068

馬場 敦

194-0004 東京都町田市鶴間７－１８－１１つるま行政書士事務所

042-813-0182

宮﨑 晋樹

182-0024 東京都調布市布田２－１７－１ｶﾞｰﾃﾞﾝｶﾗｰ丸井304みやざき法務行政書士事務所

080-1382-2293

元島 善嶺

186-0001 東京都国立市北３－２９－１６

042-527-7342

堀

186-0001 東京都国立市北３－２９－８行政書士早坂隆行事務所

042-540-6789

山口 幹夫

行

186-0001 東京都国立市北３－２９－２０行政書士法人山口事務所

042-524-6789

若山 秀夫

186-0001 東京都国立市北３－２９－２０行政書士法人登録ｻﾎﾟｰﾄ多摩事務所

042-527-2798

設樂 義成

186-0002 東京都国立市東１－９－３５行政書士設樂事務所

090-4172-7280

西村 勲

190-0012 東京都立川市曙町２－２８－１５ｻﾝﾗｲｽﾞ立川303号行政書士西村事務所

042-507-5755

池森 公雄

190-0023 東京都立川市柴崎町２－５－３－３０５池森行政書士事務所

042-595-6071

早坂 隆行

186-0001 東京都国立市北３－２９－８

042-540-6789

田中 健一

186-0001 東京都国立市北３－２９－１

042-522-2563

大内 靖子

186-0001 東京都国立市北３－２８－５行政書士法人きずな東京 多摩ｵﾌｨｽ

042-519-3526

加藤 瞬

186-0001 東京都国立市北３－２８－３行政書士加藤事務所

042-506-1250

川嶋 弘

186-0001 東京都国立市北３－２９－１行政書士川嶋弘事務所

042-523-1495

平松 智実

190-0022 東京都立川市錦町１－４－２０TSCﾋﾞﾙ6FS-08行政書士平松智実法務事務所

090-4006-8231

松丘 晃

180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町２－３－９ﾊﾟ-ｸﾊｳｽ吉祥寺北町ｸﾞﾛ-ｳﾞⅣ-203吉祥寺行政書士事務所 0422-21-7523

西 雅人

180-0011 東京都武蔵野市八幡町３－３－１８行政書士西総合法務事務所

0422-38-6400

田嶋 諒一

181-0012 東京都三鷹市上連雀７－８－２９みたか中央行政書士事務所

050-5832-5397
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和田 健次

193-0823 東京都八王子市横川町５１５－１０行政書士和田健次事務所

042-623-6781

金塚 洋通

192-0011 東京都八王子市滝山町１－２６７－７金塚洋通行政書士事務所

042-691-1661

中島 信太郎

193-0826 東京都八王子市元八王子町２－３３０５－１１中島行政書士事務所

042-673-2155

小林 みつみ

192-0011 東京都八王子市滝山町１－２６７－６みつみ行政書士事務所

042-691-4678

阿川 裕史

192-0907 東京都八王子市長沼町１３０－４阿川行政書士事務所

042-635-9002

村上 勝則

192-0011 東京都八王子市滝山町１－２７０－４行政書士法人登録ｻﾎﾟｰﾄ八王子事務所

042-692-3101

唐澤 勝之

192-0011 東京都八王子市滝山町１－２６７－７唐澤勝之行政書士事務所

042-691-3348

宮川 忠

198-0032 東京都青梅市野上町４－６－１１

0428-24-2121

梅田 善彦

197-0823 東京都あきる野市野辺１１３８－６行政書士梅田善彦事務所

042-533-2601

勝野 昭雄

198-0024 東京都青梅市新町６－１８－５行政書士法人登録ｻﾎﾟｰﾄ八王子軽事務所

0428-78-0308

青木 茂樹

198-0042 東京都青梅市東青梅１－９－１７ﾒｿﾞﾝﾄﾞｩﾎﾞﾅｰﾙ601青木行政書士事務所

0428-27-0840

神谷 昌宏

197-0823 東京都あきる野市野辺５７５－１５神谷行政書士事務所

042-511-7887

能城 覺

205-0021 東京都羽村市川崎２－３－２４

042-554-5698

久保 和俊

198-0052 東京都青梅市長淵２－５０２行政書士久保和俊事務所

0428-27-3990

