
　

社員 96 名
法人 7 名

一般社団法人静岡県公共嘱託登記司法書士協会

〒422-8062　 静岡市駿河区稲川１丁目１番１号
電 話 ０５４－２８９－３７００（代）
ＦＡＸ　０５４－２８９－３７０２

Ｅ メ ー ル syosikai@mail.chabashira.co.jp

社　員　名　簿
平成２８年９月１４日現在



一般社団法人静岡県公共嘱託登記司法書士協会

静岡支部 13名

静岡本局管内

登録
番号

郵便番号 事 務 所 ＴＥＬ

242 鈴木 隆一郎 420-0943 静岡市葵区上伝馬28番8号 054-272-1751

245 三岡 賢吉 420-0072 静岡市葵区ニ番町1番地の9 054-251-2681

249 田嶋 規由 422-8074
静岡市駿河区南八幡町5番15号
田嶋・さくら司法書士事務所

054-283-4750

449 鈴木 礼子 422-8002 静岡市駿河区谷田41番30号 054-262-9037

493 水野 裕之 420-0804
静岡市葵区竜南三丁目12番3号
コアパレス竜南3階

054-248-5414

500 飯田 達也 422-8042 静岡市駿河区石田一丁目4番30号 054-203-7170

508 伴    信彦 420-0847 静岡市葵区西千代田町1番2号 054-246-3007

551 杉山 美代次 420-0911 静岡市葵区瀬名三丁目3番50号 054-265-1244

561 下田代 博之 420-0881 静岡市葵区北安東二丁目2番8号 054‐200‐3077

587 大竹 友妃子 420-0853
静岡市葵区追手町1番13号
アゴラ静岡ビル

054-250-8700

637 小林 久晃 420-0858 静岡市葵区伝馬町21番地の11 054-266-4438

661 澤本 裕貴 420-0881 静岡市葵区北安東一丁目３６番８号 054-246-1750

889 海野 知子 421-0115
静岡市駿河区みずほ四丁目3番地の3
ロゼ2000　1階

054-258-5377

氏　　名



一般社団法人静岡県公共嘱託登記司法書士協会

下田支部 1名
下田支局管内　
登録
番号

郵便番号 事務所 ＴＥＬ

821 川端 満秋 410-3514 賀茂郡西伊豆町仁科389番地の3 0558-52-1710

氏　　名



一般社団法人静岡県公共嘱託登記司法書士協会

沼津支部 22名

沼津支局管内 18名

登録
番号

郵便番号 事務所 ＴＥＬ

110 山﨑 恭夫 412-0042 御殿場市萩原576番地 0550-82-1600

290 八木 幸夫 410-1113 裾野市稲荷6番地の3 055-992-1055

310 遠藤 隆 411-0816 三島市梅名607番地の7 055-977-4853

312 田村 雄一 410-0306 沼津市大塚383番地の1 055-966-1091

359 増田 泰司 412-0042 御殿場市萩原150番地の1 0550-84-2208

371 山田 真 410-0048 沼津市新宿町7番地の1 055-922-3449

437 飯田 省司 411-0816 三島市梅名611番地の2 055-977-7755

438 髙橋 覚 410-0046 沼津市米山町11番10号 055-941-6633

478 小林 靖幸 410-1113 裾野市稲荷21番地 055-992-0310

480 今関 智子 412-0042 御殿場市萩原596番地の6 0550-82-7003

518 柴原 靖 411-0813 三島市鶴喰12番地の6 055-971-3315

530 三輪 美明 410-0831 沼津市市場町8番15号 055-933-0283

544 梅田 久実 410-0802 沼津市上土町100番地の1-601号 055-952-0783

562 山田 茂樹 410-2325 伊豆の国市神島111番地の3 0558-76-0505

721 伊藤 隆 411-0039 三島市寿町2番23号 055-981-7801

738 宮内 裕光 410-0881 沼津市八幡町91番地 055-919-4809

765 谷村 伸之 411-0846 三島市栄町4番22号 055-981-1200

794 加藤 昭二 410-2322 伊豆の国市吉田139番地 0558-76-2391

熱海出張所管内 4名

登録
番号

郵便番号 事務所 ＴＥＬ

415 山本 昌輝 414-0024 伊東市和田一丁目4番13号 0557-37-4766

494 中村 秀雄 413-0015 熱海市中央町18番5号 0557-83-7246

556 鬼頭 幸一 414-0038 伊東市広野一丁目3番3号 0557-37-1188

639 大舘 裕司 413-0013 熱海市銀座町10番21号 0557-81-2336

氏　　名

氏　　名



一般社団法人静岡県公共嘱託登記司法書士協会

富士支部 5名

富士支局管内

登録
番号

郵便番号 事務所 ＴＥＬ

380 宇佐美 守英 417-0049 富士市緑町1番4号 0545-52-7370

504 仲澤 千尋 417-0052 富士市中央町一丁目9番1-19号 0545-55-3737

585 野添 賢一 418-0077 富士宮市東町9番2号 0544-27-6099

597 植松 秀行 416-0914 富士市本町11番2号 0545-63-1735

614 眞野 豊 417-0049 富士市緑町1番4号 0545-52-7370

氏　　名



一般社団法人静岡県公共嘱託登記司法書士協会

清水支部 5名

清水出張所管内

登録
番号

郵便番号 事 務 所 ＴＥＬ

335 山梨 喜久治 424-0046 静岡市清水区西大曲町7番41号 054-376-4518

339 堀池 永康 424-0827 静岡市清水区上一丁目5番10号 054-351-2132

458 岩本 功 424-0872 静岡市清水区平川地4番8号 054-347-0175

704 小倉 実 424-0851
静岡市清水区堂林二丁目16番16号
堂林司法書士事務所

054-355-2828

869 宇佐美 正和 421-3212 静岡市清水区蒲原小金208番地の18-2Ｆ 054-376-5461

氏　　名



一般社団法人静岡県公共嘱託登記司法書士協会

志太･榛原支部 7名

藤枝支局管内

登録
番号

郵便番号 事務所 ＴＥＬ

250 下村 隆 425-0026 焼津市焼津五丁目13番27号 054-627-5033

342 佐藤 寛 421-0421 牧之原市細江3203番地2 0548-22-0063

400 早川 清人 426-0026 藤枝市岡出山一丁目7番1号 054-644-5128

511 西川 浩之 425-0043 焼津市石津中町22番地の11 054-623-9513

548 増田 真也 421-0301 榛原郡吉田町住吉572番地の2 0548-34-1211

575 山竹 葉子 425-0071
焼津市三ヶ名269番地
ライフポジションJ105

054-621-3585

830 金子 伸也 421-1121 藤枝市岡部町岡部28番地の7 054-631-4880

氏　　名



一般社団法人静岡県公共嘱託登記司法書士協会

掛川支部 5名

掛川支局管内 3名

登録
番号

郵便番号 事務所 ＴＥＬ

404 沢瀬 隆 437-1612 御前崎市池新田5671番地の1 0537-86-8555

560 桑原 淑浩 436-0028 掛川市亀の甲一丁目14番7号 0537‐21‐7770

611 花田 眞吾 436-0027 掛川市久保一丁目2番6号 0537-62-4330

袋井支局管内 2名

登録
番号

郵便番号 事務所 ＴＥＬ

208 竹田 誠 437-1304 掛川市西大渕51番地の9 0537-48-2788

696 齋田 昌治 437-0029 袋井市掛之上5番地の25 0538-44-2611

氏　　名

氏　　名



一般社団法人静岡県公共嘱託登記司法書士協会

浜松支部 38名

浜松支局管内 36名

登録
番号

郵便番号 事務所 ＴＥＬ

214 加藤 英夫 431-1414 浜松市北区三ケ日町三ケ日669番地の17 053-525-0112

255 田中 博行 431-2212 浜松市北区引佐町井伊谷1024番地の1 053-542-1010

270 松井 勝 431-3314 浜松市天竜区二俣町二俣78番地の2 053-926-3651

275 鈴木 敬二 430-0924 浜松市中区龍禅寺町231番地の3 053-455-3309

283 山下 義博 431-0201 浜松市西区篠原町1154番地 053-447-5391

295 小嶋 孝久 431-0303 湖西市新居町浜名560番地の1 053-594-1661

316 渥美 邦夫 432-8023 浜松市中区鴨江二丁目14番16号 053-453-0577

361 杉山 陽一 430-0901 浜松市中区曳馬五丁目2番41号 053-473-4741

366 天野 英世 435-0053 浜松市東区上新屋町248番地の13 053-464-8162

481 白井 聖記 431-0442 湖西市古見1041番地の2 053-576-2222

521 大澄 正人 430-0856 浜松市中区中島二丁目29番18号 053-460-1414

523 藤田 勝男 431-1208 浜松市西区庄内町11番地の1 053-487-2215

559 伊藤 寿明 433-8105 浜松市北区三方原町250番地 053‐430‐5031

584 髙林 利次 434-0042
浜松市浜北区小松341番地
メゾン・ＴＡＫＥＵＣＨＩ・Ⅱ

053-587-1722

603 柴田 達也 435-0045 浜松市中区細島町6番地の5 053-468-1311

630 村松 泰成 434-0031 浜松市浜北区小林1478番地の4 053-586-7433

645 山本 幸則 432-8012 浜松市中区布橋二丁目4番3号 053-473-2360

668 武田 伸二 430-0903 浜松市中区助信町43番21号 053-488-5131

684 齋藤 毅 435-0042
浜松市東区篠ヶ瀬町415番地
ビラ・モデルナ1階104号室

053-545-7000

689 鈴木 啓介 432-8021
浜松市中区佐鳴台一丁目1番14号
柳川ビル2階

053-482-9679

692 磯部 昭次 434-0042 浜松市浜北区小松846番地の2 053-586-2722

710 尾﨑 久保 431-0302 湖西市新居町新居114番地の9 053-595-0087

723 水野 和夫 433-8108 浜松市北区根洗町414番地の1 053-489-3066

727 佐藤 和真 431-1209 浜松市西区舘山寺町2465番地の1 053-487-1048

740 袴田 益男 432-8033 浜松市中区海老塚一丁目17番18号 053-450-7020

746 池谷 大介 434-0038 浜松市浜北区貴布祢508番地の1 053-581-8681

752 鈴木 虎男 432-8023 浜松市中区鴨江四丁目23番8号 053-456-1970

807 佐原 大介 431-0302 湖西市新居町新居114番地の3 053-594-6888

817 倉田 和宏 430-0939 浜松市中区連尺町217番地12小島屋ビル1F 053-456-3077

氏　　名



一般社団法人静岡県公共嘱託登記司法書士協会

818 東内 信吾 433-8123 浜松市中区幸五丁目6番18号 053-412-4611

822 後藤 克教 434-0004
浜松市浜北区宮口2880番地の1
あらたま司法書士事務所

053-582-1710

834 伊藤 達也 435-0013 浜松市東区天龍川町967番地の21 053-571-8759

850 藤原 俊三 435-0046 浜松市東区丸塚町506番地の9 053-466-7056

851 白井 淑美 433-8103 浜松市北区豊岡町２３３番地の２ 053-522-7316

863 戸田 真一 431-0424
湖西市新所原三丁目5番2号
ユースビル2Ｆ－Ｄ

053-596-9322

900 小倉 健彦 433-8125 浜松市中区和合町315番地の1055 080-5112-6950

磐田出張所管内 2名

登録
番号

郵便番号 事務所 ＴＥＬ

670 古田 康隆 438-0086 磐田市見付4859番地1 0538-35-3800

687 山本 洋 438-0086 磐田市見付2753番地2 0538-24-7373

氏　　名



一般社団法人静岡県公共嘱託登記司法書士協会

法　人　番　号 設立年月日 平成15年4月10日

法　人　名　称 　司法書士法人　浜松総合事務所

事務所所在地 〒431-3125

第108042号 平成15年7月28日

司法書士法第3条第2項第2号の認定

第208010号 平成16年3月1日

法　人　番　号 設立年月日 平成16年1月5日

法　人　名　称 　司法書士法人　浜松中央事務所

事務所所在地 432-8023 浜松市中区鴨江四丁目11番26号

司法書士法第3条第2項第2号の認定

第1001407号 平成23年9月1日

法　人　番　号 設立年月日 平成22年1月4日

法　人　名　称 　あおば司法書士法人

事務所所在地 420-0032

第601703号 平成19年9月3日

司法書士法第3条第2項第2号の認定

法　人　番　号 設立年月日 平成19年4月3日

法　人　名　称 　司法書士法人　小澤事務所

事務所所在地 422-8062 静岡市駿河区稲川三丁目3番10号

司法書士法第3条第2項第2号の認定

第108007号 平成15年7月28日

司法書士法第3条第2項第2号の認定

第501714号 平成18年9月1日

代表社員
特定社員

渡 辺 正 臣 登録番号

特定社員

司法書士法第3条第2項第2号の認定

社　　員 渡 辺 久 夫 登録番号 静岡第　460　号

静岡第　667　号

静岡第　553　号

静岡第　148　号

静岡第　796　号登録番号

　ＴＥＬ　054-653-8011
静岡市葵区両替町二丁目4番地の
15

18－00012

　ＴＥＬ　053-454-6568

司法書士法第3条第2項第2号の認定

登録番号

山 﨑 久 紀

社　　員 大 場 文 彦 登録番号

特定社員 中 里　理 江

18－00003

司法書士法人名簿

　ＴＥＬ　053-432-4525

司法書士法第3条第2項第2号の認定
特定社員

18-00001

中 里 　　功

浜松市東区半田山五丁目39番24号

登録番号 静岡第　538　号

18－00006

　ＴＥＬ　054-282-6505

社　　員 小 澤    裕 登録番号 静岡第　193　号
司法書士法第3条第2項第2号の認定

代表社員
特定社員

小 澤 吉 徳 登録番号 静岡第　464　号

特定社員 小澤 さゆり 登録番号 静岡第　675　号



一般社団法人静岡県公共嘱託登記司法書士協会

法　人　番　号 設立年月日 平成23年5月2日

法　人　名　称 　司法書士法人　ひまわり

事務所所在地 424-0884 静岡市清水区草薙一里山6番20号

司法書士法第3条第2項第2号の認定

第801371号 平成21年9月1日

司法書士法第3条第2項第2号の認定

第1201353号 平成25年9月2日

法　人　番　号 設立年月日 平成25年1月4日

法　人　名　称 　司法書士法人　みらいふ

事務所所在地 427-0111 島田市阪本1323番地の14

司法書士法第3条第2項第2号の認定

第108055号 平成15年7月28日

司法書士法第3条第2項第2号の認定

第1001408号 平成23年9月1日

法　人　番　号 設立年月日 平成27年1月5日

法　人　名　称 　司法書士法人貝原事務所

事務所所在地 410-0851

第108015号 平成15年7月28日

法　人　番　号 設立年月日 平成27年1月5日

法　人　名　称 　司法書士法人貝原事務所

従たる事務所
事務所所在地

410-0059

第1301337号 平成26年9月1日

特定社員 酒 井 壱 幸 登録番号 静岡第　799　号

18－00021

　ＴＥＬ　0547-30-4010

代表社員
特定社員

小 寺 敬 二 登録番号 静岡第　557　号

山 田 晃 一 登録番号 静岡第　751　号

18－00014

特定社員 杉 山 淳 一 登録番号 静岡第　853　号

特定社員

　ＴＥＬ　054-349-6620

18－00027-18-00028

沼津市若葉町17番28号

18－00027

沼津市本字宮町441番地の22 　ＴＥＬ　055-963-3537

代表社員
特定社員

貝 原 敏 哉 登録番号 静岡第　513　号
司法書士法第3条第2項第2号の認定

　ＴＥＬ　055-921-5000

特定社員 築 地 徹 弥 登録番号 静岡第　883　号
司法書士法第3条第2項第2号の認定
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