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ふりがな 電話番号

氏  名 ＦＡＸ番号

登録年月日 ｅ－ｍａｉｌ

さとう　　ゆたか
243-0423 090-2439-3219

・成年後見支援

佐藤　裕 海老名市今里1-17-10 046-206-4634 ・相続・遺言

2017.10.15 佐藤ゆたか行政書士事務所 mogu-28623@xb4.so-net.ne.jp
・車庫証明
・ほか暮らしの相談各種

たかせ　なりひろ
243-0431 046-232-5147 ・相続・遺言関係

・交通事故関係

高瀬　有弘 海老名市上今泉2-8-13 046-235-0713
・自動車関係(車庫証明・登録他)
・内容証明

2003.06.20 行政書士高瀬行政法務事務所 n_takase@jcom.home.ne.jp
・各種許認可申請

こざか　　ひでゆき
243-0431 046-233-9325 ・建設許可

小坂　英之 海老名市上今泉2-9-24-3 046-233-9325 ・会計記帳・会社設立

2018.04.15 小坂英之行政書士事務所 smile-seizetheday@ae.auone-net.jp ・相続手続

ほその　　ゆみこ
243-0401 046-234-6563

・相続・遺言

細野　由美子 海老名市東柏ケ谷2-17-15 046-236-1427 ・会社設立・会計記帳

1998.08.11 　　　　　　　　　　　　　　　　 yumiko@hosono.com
・ＮＰＯ法人設立・運営サポート

いしぐろ　ゆうこう
243-0401 046-240-7681

・相続や遺言についてのご相談および手続支援
・遺産分割協議書の作成

石黒　祐功
海老名市東柏ケ谷3-4-6
さがみ野MTMﾏﾝｼｮﾝ203号

046-240-7681
・法定相続情報証明制度利用支援
・外国人の方の在留資格取得/更新、VISA取得手続きなどのご支
援

2018.10.2 さがみの行政書士事務所 al_sagamino@zoho.com
・車庫証明取得支援
・その他、各種許認可申請のご支援

みかた　まさのり
243-0401 046-283-5761 ・遺言書、遺産分割協議書作成代行

・交通事故紛争処理センター提出資料作成代行

見方　雅教 海老名市東柏ケ谷6-19-46 046-283-5762
　(弁護士基準による損害賠償額計算）
・NPO法人、社会福祉法人等の設立、介護保険事業者の指定申請

2005.10.15 みやび行政書士事務所 miyabi-fp@bridge.ocn.ne.jp
・建設業、産業廃棄物収集運搬業等各種許認可申請書作成代行
・株式会社設立及び資金調達に伴う書類作成

まのめ　しんいちろう
243-0422 046-231-6979

・相続や遺言についてのご相談および手続き
・遺産分割協議書の作成・相続人の調査・遺言書作成のお手伝い

馬目　慎一郎 海老名市中新田1-5-25-510 046-231-5455
・建設業許可等の許認可に関するご相談および手続き
・法人設立・役員変更等に関するご相談および書類の作成

2002.12.13 manomejimusho@gmail.com
・会社に関する諸規程の作成および経営労務に関するご相談
・各種契約書に関するご相談および書類の作成

なかじま　ひろし
243-0419 046-231-6197

・産廃処理業許可申請

中島　宏 海老名市大谷北2-8-1 046-231-6268
・マンション管理規約の作成
・相続・遺言

1989.05.01 中島行政書士事務所 ebinakaj@sea.plala.or.jp
・著作権登録申請

いけがめ　たかお
243-0417 046-238-2937 ・相続（遺言書・遺産分割協議書等の作成）

・会社設立（定款作成・役員変更等）

池亀　隆雄 海老名市本郷4109-2 046-238-2937
・交通事故（調査示談書作成・保険金請求）
・離婚（協議書作成・財産分与の相談等）

2007.05.15 池亀隆雄行政書士事務所 ikegame_office@tbz.t-com.ne.jp
・借地借家（契約・解除買取請求等）
・その他、内容証明書作成・農地転用許可等

あいざわ　ひでのぶ 243-0426 046-239-0600

相澤　英伸 海老名市門沢橋3-11-9 046-239-0600

2019.6.1 vechili@ybb.ne.jp

事務所所在地
事務所の名称

主　た　る　業　務
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こばやし　むつみ
243-0432 090-2252-7461

小林　睦美 海老名市中央1-2-6-1908 046-231-5227

2018.11.1 kobayashi2017k@gmail.com

たかはし　まさと
243-0432 046-233-8946

・相続関係（遺言書作成支援、相続情報証明申請支援）
・家族信託

高橋　真人 海老名市中央2-4-45 046-233-5920 ・法人設立、役員変更、組織再編

2013.03.15 行政書士えびな法務総合事務所 ebinahoumu@mx5.alpha-web.ne.jp
・各種許認可（建設業、宅建業、 古物商等）

とみさわ　やすゆき
243-0432 046-200-9123 ・帰化、VISA、永住権取得手続

・遺言作成、相続手続

富澤　泰之
海老名市中央2-5-28
宝来ビル1階

046-205-1723
・法人設立、各種許認可（建設業 風俗営業 産業廃棄物 古物商）
・事業者サポート（契約書 助成金申請 知的財産権 等）

2014.02.01 行政書士法人富澤事務所 tomi@10330.jp
（中国語、韓国語の通訳・翻訳完全対応）
併せて、こちらもご覧ください  http://10330.jp/

さとう　　　みゆき
243-0432 046-210-4312

・結婚契約　　・内容証明書作成

佐藤　みゆき
海老名市中央2-9-50 レンブラ
ントホテル海老名1階

046-210-4313 ・離婚相談　　・離婚協議書作成

2009.04.15 スワンズ行政書士事務所 info@swans-bridal.com

しむら　かずや 243-0432 046-240-9849
許認可申請

志村　和也 海老名市中央3-3-13-310
労務管理

2018.12.15 行政書士志村事務所 sharoushi4864shimura@gmail.com

とみなが　ひろむ
243-0413 090-1804-0660 ・遺言・相続・相続放棄、農地譲渡／転用

・成年後見、民事信託、事業承継・経営改善支援、助成金申請

富永　弘 海老名市国分寺台5-3-11 046-233-4438 ・ＶＩＳＡ、帰化、会社・ＮＰＯ設立、議事録・契約書、会計記帳

2018.01.15 akebian.villa6495@gmail.com
・営業許可（建設業、クリニック開設、風俗営業、飲食、酒類販売.な
ど）

たかはし　まみ 243-0406 046-234-9918

高橋　麻海 海老名市国分北1-7-27 046-232-2411

2019.4.2

わだ      ひであき
243-0405 046-235-8752

和田　英昭
海老名市国分南1-2-16
チサンマンション203

046-235-8752

1991.03.07 info@wlci.net

ぬま　　　のぶしげ
243-0405 046-235-1035

・事業者サポート（契約書作成、法人 設立、知的財産権関連等）

奴間　伸茂 海老名市国分南2-34-9 046-235-1035
・中小企業向け公的支援制度活用サポート：申請書、報告書の作
成

2015.07.15 奴間行政書士事務所 numa_nobushige@ybb.ne.jp・成年後見、任意後見　　・相続、遺言に関する相談及び手続業務

たかぎ　まこと
243-0405 046-231-7741

・相続手続き、遺産分割協議書作成、遺言関係

髙木　信 海老名市国分南4-6-13 046-231-8878
・成年後見
・会社設立、各種法人設立

2005.03.15 行政書士髙木法務事務所 tak-on@khf.biglobe.ne.jp
・建設業、産廃収集運搬、各種許認可申請

・建設業許可申請等関連書類作成
・産業廃棄物処理業許可

・【日本人・外国人を接点とするよろずビジネスに特化集中】
・遺言・相続ご相談及び手続き　　・外国人行政手続き代行サービス
・外国文認証から法廷通訳まで
・東京入国管理局申請届出者
・ウェブサイト http://wlci.net 携帯０９０-３５０２-７３１６
いつでもお気軽にご連絡下さい。

事務所所在地
事務所の名称

主　た　る　業　務

・成年後見制度利用の支援
・相続・遺言に関する相談および手続
・会社設立
・外国人の入国、在留に関する相談および手続
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