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Answer!
兵藤　貴夫
ひょう どう 　 　  たか 　お

県 南 支 部

①他人の役に立つ仕事をしたい。

②建設業許認可、遺言書作成中小企業資金融資 

③写真、自転車

Answer!
齊藤　公基
さい とう　　  ひろ のり

水 戸 支 部

①行政書士の幅広い業務内容に魅力を感じたため。

②建設業許可、法人設立、自動車登録関係業務。

③料理、読書、釣り。

Answer!
水野　剛志
みず　の　 　 　 つよ 　し

県 西 支 部

①

②

③

Answer!
岸本　幸司
きし  もと 　 　 　こう 　じ

県 南 支 部

①龍ヶ崎市民の生活向上と繁栄に貢献する為          

②民事と入管業務

③趣味、車と旅行。特技、特になし。

Answer!
髙橋　　仁
たか はし　 　 　 　  ひとし

県 西 支 部

①事業承継のため。

②建設業、運送業、産業廃棄物処理業、相続に関する業務 

③ジョギング、マラソン、映画鑑賞 

Answer!
小松﨑　輝雄
こ　まつ ざき　　  てる　お

県 南 支 部

①行政経験を地域の方に貢献したい。

②土地利用に関する許可申請遺言や相続に関する手続等 

③ゴルフ

Answer!
竹田　桂介
たけ  だ 　 　 　 けい すけ

県 南 支 部

①仕事の幅を広げたいと思い登録しました。          

②相続関係を中心にやりたいと思っております。

③子供と一緒に野球を見に行ったり、したりすることです。

Answer!
村田　真一
むら　た　 　　 しん いち

県 西 支 部

①これまでの経験を生かして社会貢献したいと思い。

②風俗営業等公安委員会への許認可業務を中心にやり
たいと思います。

③釣り

Answer!
古川　俊呼
こ　がわ　　  とし よぶ

県 南 支 部

①諸法令実務に自信があり、地域貢献を考えました。

②申請取次、パスポート取得、遺言、任意後見など。

③筑波山の山歩き、海釣り、和凧と紙飛行機作り。

Question!
①行政書士になった動機はなんですか？
②開業したらどんな業務を中心にやっていきますか？
③趣味・特技はなんですか？ 

会　員

新入会員の紹介新入会員の紹介新入会員の紹介

会　

員
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会　

員

会　員

会員番号
入会年月日

登録番号
登録年月日 氏　名 事務所住所

電話番号
ホームページ
E-メールアドレス
事務所名

備考

3031
H26年2月15日

14110256
H26年2月15日 兵

ひょう

藤
どう

　貴
たか

夫
お 〒300-1153

稲敷郡阿見町実穀1674番地82
tel.029-834-2186  fax.029-834-2186

t-hyodo@iagentg.com
アイエージェント行政書士事務所

3032
H26年2月15日

14110257
H26年2月15日 齊

さいとう

藤　公
ひろのり

基
〒312-0062
ひたちなか市高場1608番地2セルペント102号 
tel.029-275-0282

gyouseishosi.saito@gmail.com
サイトウ行政書士事務所

3033
H26年2月15日

14110258
H26年2月15日 水

みず

野
の

　剛
つよ

志
し 〒300-2742

常総市向石下829番地68 
tel.0297-42-6199  fax.029-855-1861

水野剛志行政書士事務所

3034
H26年2月15日

14110259
H26年2月15日 岸

きしもと

本　幸
こう

司
じ 〒301-0033

龍ケ崎市佐貫町632番地11
tel.0297-66-1099  fax.0297-66-1099

岸本行政書士事務所

3035
H26年3月1日

14110320
H26年3月1日 髙

たかはし

橋　　仁
ひとし 〒306-0023

古河市長谷町33番１7号 
tel.0280-22-1008  fax.0280-22-1009

h-tmc@takahashi-gyousei.com
高橋行政書士法人

3036
H26年3月1日

14110321
H26年3月1日 小

こ

松
まつ

﨑
ざき

　輝
てる

雄
お 〒300-0331

稲敷郡阿見町大字阿見4666番地2181 
tel.029-887-3766

行政書士小松﨑輝雄事務所

3037
H26年3月15日

14110399
H26年3月15日 竹

たけ

田
だ

　桂
けいすけ

介
〒305-0817
つくば市研究学園D15街区9画地
tel.029-863-3771  fax.029-863-3781

行政書士 JPコンサルタンツ 税

3038
H26年3月15日

14110400
H26年3月15日 村

むら

田
た

　真
しんいち

一
〒306-0205
古河市関戸861番地2 
tel.0280-98-5764  fax.0280-98-5764

村田行政書士事務所

3039
H26年3月15日

14110401
H26年3月15日 古

こ

川
がわ

　俊
としよぶ

呼
〒300-1525
取手市桜が丘三丁目31番2号 
tel.0297-75-1094  fax.0297-75-1094

kogawa-jimusho@outlook.jp
行政書士こがわ事務所

内容 日にち 会員名 主たる住所 従たる住所 社員

法人の設立 1月6日 行政書士法人登録サポート 東京都品川区南品川2-4-1

土浦市卸町2-1-5 金田　好夫

水戸市住吉町292-10 川上　光俊

土浦市卸町2-2-8 髙𣘺　　豊

東茨城郡茨城町若宮887-67 綿引　俊壽

従たる事務所
の設置 3月24日 乃木坂行政書士法人牛久神谷事務所 牛久市南4-3-7 牛久市神谷6-10-1 岡本　博人

従たる事務所
の廃止
社員の脱退
社員の加入

3月31日 髙橋行政書士法人 古河市長谷町33-17 廃止
渡辺和志（脱退）

髙橋　仁（加入）

新 入 会 員 （切り取って会員名簿に貼付してご利用下さい。）

個人会員

法人会員
【入会】

【変更】
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会　

員

抹消届受理年月日 会員名 事務所住所

平成26年3月6日 松本　　司 土浦市卸町二丁目1-39

平成26年3月17日 藤咲　満雄 水戸市見和2-285-4

平成26年3月17日 沼田　哲也 日立市末広町5-13-1-105号

受理年月日 会員名 事務所住所 電話番号 事務所名

平成26年2月19日 平野　紀雄
旧 〒312-0063　ひたちなか市大字田彦707-3 tel.029-272-0568

新 〒311-3123　東茨城郡茨城町大字若宮887-66 tel.029-293-8722

平成26年3月3日 水野　剛志
旧 tel.0297-42-3375

新 tel.0297-42-6199

平成26年3月5日 倉川　恭次
旧 〒310-0846　水戸市東野町284番地の2 tel.029-247-6785

新 〒310-0844　水戸市住吉町292-8 tel.029-246-0014

平成26年3月6日 綿引　俊壽
旧 〒311-0121　那珂市戸崎622番地2 tel.029-298-4764 綿引行政書士事務所

新 〒311-3123　東茨城郡茨城町若宮887-67 tel.029-291-8911 行政書士法人登録
サポート水戸軽事務所

平成26年3月6日 髙𣘺　　豊
旧 〒302-0124　守谷市美園三丁目11番地17 tel.0297-46-0227 髙𣘺豊行政書士事務所

新 〒300-0847　土浦市卸町2-2-8 tel.029-886-3201 行政書士法人登録
サポート土浦軽事務所

平成26年3月17日 長尾　紀子
旧 〒305-0821　つくば市春日4-14-31
　　　　　　関頭コーポ205号室 tel.029-855-5663 行政書士事務所ながお

新 〒300-3261　つくば市花畑1丁目16番地21
　　　　　　旭ルーミー花畑16-101 tel.029-864-1220 長尾紀子行政書士事務所

平成26年3月18日 瀬戸　安市
旧 「こまめな便利屋」

行政書士相談事務所

新 行政書士せと法務事務所

平成26年3月24日 岡本　博人
旧 〒300-1222　牛久市南4-3-7 tel.029-873-9520 乃木坂行政書士法人

新 〒300-1216　牛久市神谷6-10-1 tel.029-873-7454 乃木坂行政書士法人
牛久神谷事務所

平成26年3月31日 赤羽　禎久
旧 〒300-0334　稲敷郡阿見町大字鈴木字東鳳凰2番地153
　　　　　　鳳凰グリーンハイムE棟103

新 〒300-0332　稲敷郡阿見町中央五丁目21番7号

年月日 会員名 家族 事務所住所

平成26年2月 川上　佳弘 父 龍ケ崎市3516-14

平成26年2月 倉本　仁司 父 古河市仁連2063-12

平成26年2月 瀬尾　嘉明 母 つくば市天久保2-14-15

平成26年3月 小島　信一 母 筑西市下野殿801番地1

平成26年3月 増山　英和 父 水戸市千波町1258-2

個人会員 法人会員
水戸支部 263

7
県南支部 381
県西支部 268
県北支部 106
鹿行支部 86
合計 1,104 7

退会された会員
お疲れさまでした

変更届

家族のお悔やみ 現在会員数 平成26年3月31日
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会　

員

会　員

茨城県知事による処分
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