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北海道 株式会社小鍛冶組 安全品質部 建設業 北海道札幌市東区 − 011-791-3031 https://www.kokaji.co.jp/

北海道 あかり行政書士法人 ⾧谷川 征輝 行政書士 札幌市中央区南4条西6丁目8番地 晴ばれビル hase@akari4.com 011-281-7722 −

青森県 菊谷行政書士事務所 菊谷 美保 行政書士 青森県弘前市末広 hikkoshi@infoaomori.ne.jp 0172-29-2262 http://nttbj.itp.ne.jp/0172292262

青森県 一般社団法人青森県建設業協会 大柳 雅一 団体 青森県青森市安方2丁目9-13 ooyanagi@aokenkyo.or.jp −

青森県 あい行政書士事務所 寺田 和平 行政書士 青森県青森市⾧島1-3-21⾧和ビルB棟1F ai-gyou@i3.gmobb.jp 0177-35-1480 −

岩手県 横山勝行政書士事務所 横山  勝 行政書士 岩手県盛岡市西下台町 massy335@nifty.com − −

岩手県 南建設株式会社 営業総務部 山崎 拓音 建設業 岩手県九戸郡軽米町大字晴山27-12-2 info@minami-kensetsu.jp − https://www.minami-kensetsu.jp/

岩手県 中屋敷裕行政書士事務所 赤坂 恵 行政書士 岩手県盛岡市月が丘1-17-7 y-nakayashiki@msd.biglobe.ne.jp 0196-45-0370 −

岩手県 行政書士シャイン法務事務所 代表 舘洞 明 行政書士 岩手県盛岡市 akira2860shine@outlook.jp 0196-18-8432 https://shine-law-drone.com

秋田県 相場忠義行政書士事務所 相場 忠義 行政書士 秋田県秋田市大町 taiba@rose.ocn.ne.jp 018-864-7259 http://aiba-office.com/index.html

宮城県 中本奈美行政書士事務所・宮城県行政書士会 行政書士 宮城県大崎市古川新堀字南 nami@jp.bigplanet.com − −

宮城県 皆成建設株式会社 管理部管理課 及川 浩一 建設業 宮城県仙台市若林区六丁の目元町2-11 oikawa@kaiseikensetsu.com 022-286-4821 http://www.kaiseikensetsu.com/

宮城県 行政書士法人 杜人 代表社員 宿利龍徳 行政書士 宮城県仙台市青葉区鷺ヶ森２丁目18-14 shukuri@g-morito.com 022-341-5410 −

宮城県 行政書士事務所BACKS 藤原 大 行政書士 宮城県仙台市青葉区 gyousei.backs2020@gmail.com 080-3328-1267 −

山形県 新庄砕石工業所 管理部 建設業 山形県新庄市十日町 takeshi@onyx.ocn.ne.jp − https://www.shinjo-saiseki.com/

福島県 行政書士近藤事務所 所⾧ 近藤 博 行政書士 福島県福島市方木田字 info@kensetsu-fukushima.com 024-529-7571 http://kensetsu-fukushima.com/

福島県 滝谷建設工業株式会社 総務部 北村 歩夢 建設業 福島県会津若松市大町一丁目2番8号 ayumu-k@takiya.co.jp 0242-24-3511 https://www.takiya.co.jp

福島県 行政書士法人新田事務所 新田 孔一 行政書士 福島県郡山市八山田五丁目372番地 nt51@cherry.ne.jp 024-935-2925 http://www.cherry.ne.jp

茨城県 茨城県行政書士会 建設部 行政書士 茨城県水戸市笠原町 − 029-305-3731 −

茨城県 紫桜行政書士事務所 下条 威之 行政書士 茨城県桜川市富士見台1-43 イワセシルバービル2F office-sj@mbn.nifty.com 029-676-5162 −

茨城県 本城・今関・冨田行政書士事務所 本城 裕樹 行政書士 茨城県水戸市笠原町1750-9 info@web-sora.jp 029-303-5155 −

栃木県 東武建設株式会社 企画営業部 砂川 満義 建設業 栃木県日光市 − − https://www.tobukensetsu.co.jp/

群馬県 武田特定行政書士事務所 群馬県行政書士会 建設業グループ 武田 行政書士 群馬県高崎市足門町 linktsunagu81@gmail.com 027-372-1817 http://gyosei.online/

群馬県 小板橋建設株式会社 建設業 群馬県安中市 recruit@koitabashi-kensetsu.co.jp − https://www.koitabashi-kensetsu.co.jp

埼玉県 日本設備工業株式会社 管理部管理課 阿部 麻紀 管工事業 埼玉県さいたま市大宮区 − − https://www.nihonsetsubi.co.jp/

埼玉県 CLA川﨑行政書士事務所 CCUS担当 川﨑 雅彦 行政書士 埼玉県さいたま市大宮区 masahikokawasaki@kih.biglobe.ne.jp 048-662-9083 https://cla-kawasaki.com/

埼玉県 株式会社FIRST CCUS運用サポート業 埼玉県 kazuha-t@first-corporation.co.jp 048-731-8881 https://first-corporation.co.jp/ccus-03/

埼玉県 株式会社サン設備 管理部 柚木 佳世 管工事業 埼玉県川口市上青木西3-6-34 yuuki@sung.co.jp 048-269-1594 http://sung.co.jp

千葉県 きむら行政書士事務所 木村 亮一 行政書士 千葉県柏市東柏二丁目１番17号 苅込ハイツ B棟102号室 − 04-7189-7601 https://office-kimura1.com/service/ccus

千葉県 一般社団法人建設業サポート室 飯島 孝 行政書士 千葉県柏市大津ケ丘1-30-11 A-101 e-jima@jimusho.me 047-170-4780 https://kgsupport.jp/

千葉県 行政書士イデアル法務事務所 鳥羽 政臣 行政書士 千葉県野田市山崎貝塚町14番地の9 047-128-7755 https://kensetsu-kyoka-support.com/page-2007/

千葉県 アイズ法務事務所 代表 藤原 大輔 行政書士 佐倉市染井野5-12-2 mail@is-office.jp 043-308-5167 http://is-office.jp

東京都 株式会社アンドパッド ITサービス業 東京都千代田区神田練塀町 andpad-ccus@andpad.co.jp − https://andpad.co.jp/

東京都 株式会社ジャパンフロンティア システムソリューション部 建設サービス業 東京都千代田区九段北 info@japanfrontier.com − https://japanfrontier.com

東京都 首都圏建設産業ユニオン CCUS推進室 室⾧ 清水 ゆき子 労働団体 東京都渋谷区神南 shimizu@kensetu-union.com 03-3462-5331 http://www.kensetu-union.jp

東京都 （一社）全国コンクリート圧送事業団体連合会 事務局 業界団体 東京都千代田区神田須田町 info@zenatsuren.com − https://www.zenatsuren.com/

東京都 一般社団法人日本基礎建設協会 事務局 安波 奈津子 業界団体 東京都中央区日本橋 hongo@kisokyo.or.jp 03-6661-0128 http://www.kisokyo.or.jp/

東京都 東急建設株式会社 建築事業本部事業統括部 細見 智子 建設業 東京都渋谷区渋谷 ccus.109@tokyu-cnst.co.jp − https://www.tokyu-cnst.co.jp/

東京都 大成ロテック株式会社 建設事業本部 工事部 清水 和代 建設業 東京都新宿区西新宿 − − http://www.taiseirotec.co.jp/

東京都 ショーボンド建設株式会社 営業本部工事部 井川 貴裕 建設業 東京都中央区日本橋 ccus@sho-bond.co.jp − https://www.sho-bond.co.jp/
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東京都 三同建設株式会社 東京支店 平山 由貴 建設業 東京都中央区京橋 − − −

東京都 新日本空調株式会社 建設業 東京都中央区日本橋浜町 kushidam@snk.co.jp − https://www.snk.co.jp/

東京都 りんかい日産建設株式会社 土木本部 企画部 田中 千景 建設業 東京都港区芝 − 03-5476-1705 −

東京都 田中行政法務事務所 田中 啓介 特定行政書士 東京都江戸川区西葛西 tanaka@tanaka-office.jp − https://tanaka-office.jp/

東京都 平野行政法務事務所 平野 大志 行政書士 東京都三鷹市下連雀 d-hirano@jcom.zaq.ne.jp 042-270-5366 −

東京都 株式会社大本組 土木本部 相澤 慎二 建設業 東京都 aizawa@gw.ohmoto.co.jp 090-7028-2534 https://www.ohmoto.co.jp/

東京都 東京土建一般労働組合江戸川支部 金澤 勝將 建設労働組合 東京都江戸川区大杉2-12-10 k-kanazawa@tokyodoken-edogawa.jp 03-3655-6448 −

東京都 東京土建一般労働組合墨田支部 小池 青磁 建設労働組合 東京都墨田区東向島2-11-13 koike@doken-sumida.org 03-3614-3806 http://www.doken-sumida.org

東京都 株式会社石井組 東京第一工事部 田村 景子 建設業 東京都江戸川区宇喜田町207-2 tamura@ishii-co.jp 080-7009-2756 https://www.ishii-co.jp/

東京都 ショーボンド建設株式会社 首都圏北陸支社工務部 村木 淳平 建設業 東京都 muraki-j@sho-bond.co.jp 03-3649-2126 http://www.sho-bond.co.jp/

東京都 株式会社イーリバースドットコム 営業部 吉田 存 情報通信業 東京都 t.yoshida@e-reverse.com 03-3532-5863 https://www.e-reverse.com/service/buildee/

東京都 青池行政事務所 所⾧ 青池 典人 行政書士 中央区日本橋室町1-8-2末廣ビル6階 capls@aoike.jp 090-8801-8433 −

東京都 ファストコムプラス行政書士法人 石橋 俊之 行政書士 東京都渋谷区代々木2-5-1羽田ビル705 info@fastcom-plus.or.jp 03-5990-6508 https://fastcom-plus.or.jp/

東京都 行政書士法人建設ブレイン CCUS担当行政書士 田中 秀人 行政書士 東京都三鷹市下連雀3-38-4三鷹産業プラザ409 info@kensetsubrain.com 0422-76-7000 http://www.kensetsubrain.com

神奈川県
（一社）全国クレーン建設業協会神奈川支部
（神奈川建設重機協同組合）

事務局 戸田 和吾 業界団体 神奈川県川崎市川崎区 kana-jk@oboe.ocn.ne.jp − −

神奈川県 志村労働安全コンサルタント事務所 社会保険労務士 神奈川県川崎市麻生区 ksimura@jcom.home.ne.jp 090ｰ8119ｰ0187 −

神奈川県 行政書士こばやし法務事務所 小林 千恵美 行政書士 神奈川県横浜市中区 2639825@gmail.com 045-263-9825 −

神奈川県 行政書士法人ブリジアス 行政書士 神奈川県横浜市中区山下町 info@bridgeus.or.jp − https://of-kensetsu.com/

神奈川県 行政書士山本法務事務所 CCUS担当 山本 毅 行政書士 神奈川県高座郡寒川町 info@moto-office.net 0467-40-5352 https://www.moto-office.net/

神奈川県 神奈川県中小建設業協会 茂木 仙文 業界団体 神奈川県横浜市中区尾上町 info@chushoken.gr.jp 045-633-5123 http://chushoken.gr.jp/kyokai/

神奈川県 石田 知行 行政書士／業界団体 神奈川県横浜氏中区太田町4-49 i0452223808+ccus@gmail.com 045-222-3808 http://www.ishida-tomoyuki.com

神奈川県 行政書士小出事務所 小出 秀人 行政書士 神奈川県横浜市中区山下町73番地山下ポートハイツ701号 koide@koide-office.com 045-664-5835 http://koide-office.com

神奈川県 行政書士法人望月事務所 代表 望月 亮秀 行政書士 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-29-9タクエー横浜西口第6ビル6階 info@o-mochizuki.jp 045-313-6188 http://www.o-mochizuki.jp/

神奈川県 よこやま行政書士事務所 横山 沙紀 行政書士 神奈川県大和市上草柳1-5-8-2 sakipo39@yahoo.co.jp 090-7832-6953 https://yokoyamaoffice.com/

新潟県 岩佐行政書士事務所 行政書士 新潟県新潟市東区 anluchi@sirius.ocn.ne.jp − https://www.niigata-iwasa.com/

新潟県 内外商工株式会社 総務部 田村 莉香子 建設業 新潟県 naigai21@io.ocn.ne.jp 025-284-0248 https://ngs.sunnylive.jp

新潟県 齋藤行政書士事務所 所⾧ 齋藤  聡 行政書士 新潟県胎内市中条3360番地6 saito-akira@msj.biglobe.ne.jp 025-420-7986 http://3110kensetsu.com/lp/

富山県 株式会社北越工業 越前 容子 建設業 富山県魚津市青柳 − − hokuetsu-kogyo.jp

富山県 行政書士山本和博事務所 代表 山本 和博 行政書士 富山県富山市開763番地2 secretary@gyosei-yamamoto.com 090-7743-1982 −

石川県 行政書士法人茅野事務所 行政書士 石川県金沢市西念 kayano@gyosei.or.jp − −

石川県 行政書士法人ＰＡＣ 代表 寺田  隆 行政書士 石川県金沢市諸江町中丁171番地1梅信ビル6F pac@car.ocn.ne.jp 0762-65-5433 −

福井県 合同経営行政書士法人 行政書士 福井県福井市西開発1丁目2503番地1 kimura@godokk.co.jp 0776-57-2379 https://www.big-advance.site/s/163/1427

福井県 鈴木竜弥行政書士事務所 鈴木 竜弥 行政書士 福井県福井市城東 ryuya-s@asahinet.jp − −

山梨県 北口事務サポートセンター 行政書士 山梨県甲府市北口 − 055-251-4424 https://kensetsu-supportcenter.jp/

山梨県 浅沼行政書士事務所 浅沼 伸司 特定行政書士 山梨県甲斐市名取200-1 asanuma@mx2.nns.ne.jp 055-276-8067 −

山梨県 行政書士菅沼事務所 菅沼 和也 行政書士 山梨県甲府市宝1-39-8 ssj@poem.ocn.ne.jp 055-233-1261 −

山梨県 （行）建設事務代行みしな事務所 行政書士 山梨県甲府市丸の内1-14-3 mishinatao@k-jm.co.jp − −

山梨県 行政書士法人シンク・ディライト 代表 渡辺  浩 行政書士 山梨県富士吉田市松山1562番地1 info@gyosei-fuji.jp 055-524-4485 https://gyosei-fuji.jp/

⾧野県 株式会社ビジネスブレーン 川島 早苗 派遣業 ⾧野県松本市城西2-5-12 sanae.kawashima@toda.co.jp 026-746-8280 https://www.nagano-bb.co.jp/

⾧野県 金澤工業株式会社 工事技術本部 建設業 ⾧野県⾧野市大字中御所岡田町157番地1 info@kanazawa-kk.co.jp 026-226-5222 http://www.kanazawa-kk.co.jp/

行政書士法人石田事務所／神奈川建設業退職金共済事務組合

事業推進本部安全品質センター工事業務推進課

2 / 4 



CCUS認定アドバイザー一覧 2022年3月18日現在公表分

所在地 名  称 担当部署 ・ 役職 認定アドバイザー名 職  種 住  所 メールアドレス 電 話 番 号 ホームページアドレス

⾧野県 茂住行政書士事務所 茂住 いずみ 行政書士 松本市横田1丁目30番35号 rjh-mozumi@office-mozumi.com 026-388-2655 https://r.goope.jp/mozumi-office

岐阜県 行政書士亀井保事務所 亀井 保 行政書士 岐阜県美濃加茂市蜂屋町 t-kamei@biglobe.jp − −

岐阜県 行政書士草野保之事務所 代表 草野 保之 行政書士 岐阜県大垣市上石津町 kusano@hsnt.or.jp 0584-45-2368 −

静岡県 行政書士福田美奈子事務所 代表 福田 美奈子 行政書士 静岡県榛原郡吉田町 minako-0375@ka.tnc.ne.jp 0548-33-2225 −

静岡県 行政書士法人みそら 塩﨑 宏晃 行政書士 静岡県浜松市東区 − − https://www.misora.or.jp/

愛知県 トータルマネジメント 行政書士部門 行政書士 愛知県春日井市勝川町 − 0568-27-7555 −

愛知県 ヤマダインフラテクノス株式会社 土木事業部担当 喜多 かおり 建設業 愛知県東海市名和町 info@eco-yamadapeint.co.jp 052-604-1017 https://eco-yamadapeint.co.jp

愛知県 行政書士事務所かけはし 内川 近保 行政書士 愛知県名古屋市西区 kakehashi@office.email.ne.jp 052-508-9766 http://www.aichikensetsugyokyoka.com

愛知県 行政書士法人小川事務所 小川 一斗志 行政書士 豊田市田中町4-13 workrill@hm10.aitai.ne.jp 056--529-1530 https://ogawa-g.jp/

三重県 水谷建設株式会社 企画・経営室 建設業 三重県桑名市大字蛎塚新田 mizutani2386@mizuken.co.jp 059-421-8111 https://mizuken.ne.jp/

滋賀県 行政書士小寺美季事務所 行政書士 滋賀県東近江市南清水町 − − −

京都府 行政書士梅原正明事務所 代表 梅原 正明 行政書士 京都府綾部市大島町 aoko7412@car.ocn.ne.jp 0773-42-6945 −

京都府 株式会社東邦開発 伊井田 誠貴 建設業 京都府京都市伏見区竹田桶ノ井町18 toho-1110@tohokaihatsu.com 075-644-1110 https://tohokaihatsu.com

京都府 金丸社会保険労務士・行政書士事務所 行政書士 kyoko--k@kyoto.zaq.ne.jp − −

大阪府 大和ハウス工業株式会社 ヘルプデスク 建設業 大阪府大阪市北区梅田3丁目3番5号 − 06-7635-8947 −

大阪府 秦行政書士事務所 所⾧ 秦 寛宜 行政書士 大阪府堺市堺区 hatajimusho303@hatajimusho.jp 072-257-6033 −

大阪府 株式会社ワット・コンサルティング 大阪第二営業所 派遣業 大阪府大阪市西区 mukoyama@jp-wat.com 080-3729-6931 https://www.jp-wat.com/haken/

大阪府 村本建設 株式会社 パートナーシップ推進室 建設業 大阪府大阪市天王寺区 mc60962iha@muramoto.co.jp 06-6772-8245 http://www.muramoto.co.jp

大阪府 大和リース株式会社 施工推進部 建設業 大阪府大阪市農人橋 − 06-6942-8011 https://www.daiwalease.co.jp

大阪府 グローリー・トータルブレイン行政書士法人 中井 英樹 行政書士 大阪府摂津市東一津屋 info@total-brain.jp 06-6340-2177 http://total-brain.jp/

大阪府 株式会社三晃空調 大阪本店 工事部 脇 寿美 建設業 大阪府大阪市北区西天満 waki@sanko-air.co.jp 06-6363-1377 https://www.sanko-air.co.jp/

大阪府 加藤 幹隆
社会保険労務士
 特定行政書士

大阪市淀川区西中島6-7-3-905 kecc@katosr.com 06-4862-7749 https://www.ccus-support.com/

大阪府 ホクシン建設株式会社 川嶋 洋子 建設業 大阪府河内⾧野市 kawashima@hokushin-jp.com 0721-62-5735 http://www.hokushinkensetsu.com/

大阪府 株式会社ヤマシタ 総務部 杉田 佳世 建設業 大阪市北区天神橋5丁目8番14号 sugita@yamashita1921.com 06-4800-4771 −

大阪府 株式会社バイセップス 管理部 安全衛生担当 竹谷 崇之 建設業 大阪市北区西天満5-2-18 anzen.eisei.biceps@gmail.com − https://www.biceps.co.jp/company/

大阪府 株式会社 北梅組 安全環境部 森 正己 建設業 大阪府大阪市城東区野江1-3-1 mori@kitaume.co.jp 06-6932-3561 http://kitaume.co.jp/company.html?link=company-content

大阪府 井畑行政書士事務所 井畑 幸子 行政書士 大阪市東住吉区桑津1-6-18 fwkg3040@nifty.com 06-6719-7897 −

兵庫県 行政書士法人三佐藤事務所 光森 司 行政書士 兵庫県神戸市中央区北⾧狭通4丁目3番8号 − − http://misato-j.com/index.html

兵庫県 株式会社島田工作所 阿部 晋 建設業 兵庫県神戸市兵庫区塚本通 − − −

兵庫県 行政書士村山共同法務事務所 村山 暢将 行政書士 姫路市東山625 kmurayama@krd.biglobe.ne.jp 0792-45-4475 −

奈良県 ダイコー建設株式会社 総務部 大西 雅美 建設業 奈良県橿原市寺田町113-1 m.onishi@daiko-kensetsu.jp 0744-35-1336 https://daiko-kensetsu.amebaownd.com/

鳥取県 福生行政書士事務所 杉原 裕幸 行政書士 鳥取県米子市上福原 fhs3389102@sea.chukai.ne.jp 090-1040-3824 −

鳥取県 前田浩行政書士事務所 前田 浩 行政書士 鳥取県米子市日下148番地2 h-maeta_250@sea.chukai.ne.jp 090-4805-9231 −

島根県 土江 行政書士・社会保険労務士事務所 代表 土江 一水 行政書士 島根県松江市末次町45-1 t-kazu@hyper.ocn.ne.jp 0852-22-2377 https://tkm-office.com/

島根県 園山行政書士事務所 園山 優樹 行政書士 島根県出雲市渡橋町995番地3 snymyk123@gmail.com 090-4575-9458 −

岡山県 株式会社グローバルアイ 岡山営業所 石川 修作 職業紹介業 岡山県岡山市北区 info@globali.asia − https://globali.asia/

広島県 頼本行政書士事務所 行政書士 広島県広島市中区 ryota.capls@gmail.com 080-6263-3820 −

広島県 一般社団法人広島県建築センター協会 拝志 正樹 業界団体 広島県広島市西区横川新町8-12 ccus@hiro-ken.com 082-232-6286 −

広島県 池永経営行政書士法人 佐々本 孝 行政書士 広島県福山市王子町1-2-24 aikenaga@bronze.ocn.ne.jp 084-931-1428 https://1ikenaga.jp/

山口県 山根良夫行政書士事務所 代表 山根 良夫 行政書士 山口県山口市折本 b2b5tu@bma.biglobe.ne.jp 080-5231-7662 https://www.yamaney.com/

KATO社会保険労務士事務所・行政書士事務所
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山口県 吉津和美行政書士事務所 代表 吉津和美 行政書士 山口県山口市 yoshizu@yk-office.main.jp 083-902-5255 −

徳島県 行政書士事務所セルヴァンダ 行政書士 徳島県徳島市南矢三町 − − −

香川県 新日本建工株式会社 総務部 肥田 奈々美 建設業 香川県高松市林町6番地15 okakiyo@mail2.netwave.or.jp 087-865-3511 https://shinnihonkenko.com/

愛媛県 行政書士法人えひめサポート総合法務事務所 行政書士 愛媛県松山市勝山町 − − http://www.kensetsukyoka-ehime.com/

高知県 曽根寧之行政書士事務所 代表 曽根 寧之 行政書士 高知県四万十市具同4745番地1 sone7891934@gmail.com − −

福岡県 行政書士法人アドバンス 山田 章裕 行政書士 福岡県福岡市中央区舞鶴 van-gyousei@van.gr.jp 092-713-8488 https://van.gr.jp

福岡県 行政書士法人アドバンス 紫垣 大輔 行政書士 福岡市中央区舞鶴2-2-11富士ビル赤坂8階 − −

佐賀県 豊福行政書士事務所 行政書士 佐賀県三養基郡基山町 tkstoyofuku@gmail.com − −

佐賀県 飯田行政書士事務所 飯田隆人 行政書士 佐賀県唐津市新興町52番地305号 iida-zeirishi@nifty.com 095-572-7010 −

熊本県 高木総合法務事務所 所⾧ 高木  昇
特定社会保険労務士

 特定行政書士
熊本県熊本市中央区大江6-20-6 T-area501 takaki@takaki-office.com 096-221-4151 https://www.takaki-office.com/

宮崎県 株式会社岡崎組 管理部業務課 甲斐 徹 建設業 宮崎県宮崎市大字恒久 kai@okazakigumi.co.jp − https://okazakigumi-gr.jp/

宮崎県 佐藤行政書士事務所 行政書士 宮崎県延岡市恒富町 − − −

宮崎県 株式会社松澤組 総務部 松木 俊之 建設業 宮崎県東臼杵郡門川町上町4丁目33番地 t.matsuki@matsuzawagumi.co.jp 0982-63-3300 https://matsuzawagumi.co.jp/

鹿児島県 福地建設株式会社 建設業 鹿児島県霧島市牧園町 − − −

鹿児島県 前屋行政書士法務事務所 前屋 寿寛 特定行政書士 鹿児島県いちき串木野市浜ケ城 maeya.gks.office@gmail.com 0996-47-3777 −

鹿児島県 鶴田行政書士事務所 代表 鶴田 健作 行政書士 鹿児島県鹿児島市東開町 tsuruda@msj.biglobe.ne.jp 099-260-7101 −

沖縄県 行政書士オフィスウエハラ
上原 重已

（嵩原 務仁）
行政書士 沖縄県那覇市泉崎 info@office-uehara.okinawa 098-860-6125 http://office-uehara.okinawa/

沖縄県 行政書士池根事務所 池根 均 行政書士 沖縄県うるま市字宮里868-8 ikene.gs@soleil.ocn.ne.jp 098-989-9522 ikenegs.com

沖縄県 沖縄県行政書士会 副会⾧ 髙良 陽子 行政書士 沖縄県那覇市金城5丁目11番地8 y-takara@outlook.jp 098-858-7062 −
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