
甲府支部

司法書士登録番号    氏　　名            事務所       電話番号

49 新海 照男 甲府市中央２丁目５－３２ ０５５－２３３－４５３６

93 竹野　  満 甲府市武田１丁目６－９ ０５５－２５３－４５５２

94 三井 貴廣 中央市布施３３１８ ０５５－２７３－２８２９

96 小野 竹雄 甲府市朝日２丁目１２－２ ０５５－２５２－３９００

105 竹野トキ子 甲府市武田１丁目６－９ ０５５－２５３－４５５２

108 斉藤 正逸 甲府市北口１丁目６－７ ０５５－２５１－６１００

119 中込 佳紀 南アルプス市飯野２８４８ ０５５－２８３－４６２０

129 岡　   　伸 甲府市大里町２３３０－１ ０５５－２４４－５２１２

145 宮澤 伯夫 甲府市北口１丁目１－４ ０５５－２５１－６１５０

152 小谷 行雄 甲府市国母２丁目１０－１２ ０５５－２２７－２３１２

172 三神 一浩 甲府市長松寺町７－６ ０５５－２２２－００２８

176 大柴　  勝 甲府市富竹１丁目５－１ ０５５－２２４－６５２５

182 小野 洋一 甲府市下飯田３丁目１－３５ ０５５－２２８－９０５８

186 中込 元博 甲府市北口１丁目９－２１ ０５５－２５３－７４６８

194 竜澤 光朗 甲府市丸の内３丁目１９－１ ０５５－２２６－８３３８

195 原田　  元 甲府市朝日４丁目２－２１ ０５５－２５２－６３１０

204 有賀 一雄 甲府市朝日２丁目６－６ ０５５－２５４－４１５８

205 早川たか子 甲府市北口１丁目６－２ ０５５－２５２－４６７４

231 伊藤 一男 甲斐市西八幡８６２ ０５５－２７６－２４８８

232 渡辺 守利 甲府市貢川本町７－２０ ０５５－２２８－６６６２

237 小林　  恵 甲府市富竹２丁目５－１５ ０５５－２２４－４７３３

243 嶋崎 勝彦 甲府市相生１丁目２－１ ０５５－２２４－４８１９

244 操木  　巧 甲府市砂田町９－４ ０５５－２３３－８０２４

246 飯沼 美直 甲斐市吉沢２１７ ０５５－２７７－３９０３

263 秋山 弘次 甲府市朝日４丁目１－４ ０５５－２５２－３１６０

264 佐野　  崇 甲府市青葉町１７－１３ ０５５－２３２－１６４０

280 半田 武彦 甲府市善光寺１丁目２６－８ ０５５－２６８－２０１６

283 村松 弘一 甲斐市西八幡６１２ ０５５－２７９－８６２６

287 平野  　浩 甲府市西田町３－８２ ０５５－２８８－０６３５

一般社団法人山梨県公共嘱託登記司法書士協会社員名簿



295 若尾恭一郎 南アルプス市桃園１６９９－５ ０５５－２８４－２９４８

296 横内 勇一 甲府市丸の内２丁目１２－１５ ０５５－２８７－８６５１

305 杉本　  修 中巨摩郡昭和町押越２２６１－１ ０５５－２２５－６４０７

307 住吉 寿夫 甲府市丸の内３丁目３２－１５ ０５５－２９８－６１６０

309 後藤 勇樹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲府市上今井町６６６ ０５５－２４２－９２２２

310 小関 祐美 甲府市塩部３丁目３－８ ０５５－２５１－３４８１

311 永淵　　智 甲府市丸の内２丁目３－３ ０５５－２８７－６０７３

322 荻原 弘通 甲斐市篠原７８０ ０５５－２７８－２２５８

325 粕谷 勇一 甲府市朝日１丁目１１－１ ０５５－２５５－１１３１

司法書士法人こうの事務所

　（河埜裕子）

司法書士法人清水総合事務所

　（清水健雄）

峡北支部

司法書士登録番号    氏　　名            事務所       電話番号

196 小田切 茂 韮崎市本町３丁目３－２６ ０５５１－２２－４０８２

司法書士法人清水総合事務所

　（遠藤　大）

峡南支部

司法書士登録番号    氏　　名            事務所       電話番号

113 渡邉 正弘 西八代郡市川三郷町市川大門１８６ ０５５－２７２－０４２８

122 市川 政秀 南巨摩郡南部町南部８５３３ ０５５６－６４－３６００

168 芦澤 俊樹 南巨摩郡富士川町天神中条１１２２ ０５５６－２２－３３６３

185 岸本 文康 南巨摩郡富士川町最勝寺１２２４－１６ ０５５６－２２－６０８８

253 望月 計士 南巨摩郡身延町飯富１８７２－１ ０５５６－４２－２７０６

258 芦澤 初美 南巨摩郡富士川町青柳町３０４－１ ０５５６－２２－８６６３

315 小川 貴晃 西八代郡市川三郷町上野２５８９ ０５５－２８８－０６００

峡東支部

司法書士登録番号    氏　　名            事務所       電話番号

78 網倉 義久 笛吹市石和町市部６７８－１ ０５５－２６３－１５１１

88 中山 健夫 甲州市塩山上於曽９２４－４ ０５５３－３３－６０６４

161 石丸 寛秋 甲州市勝沼町勝沼８２４－４ ０５５３－４４－０８４０

00004

00003 韮崎市本町４丁目２－６ ０５５１－２２－２６２８

甲府市富士見１丁目２－２５ ０５５－２２０－３６１１

00005 甲府市北口１丁目６－１ ０５５－２５３－６９１１



167 大森 直美 甲州市塩山上於曽４２１－５ ０５５３－３３－２４７１

170 矢﨑 欣一 山梨市小原西１０４６－２ ０５５３－２２－２４０２

208 河島 右文 山梨市下石森６８８ ０５５３－２２－９２５５

214 久保田幸司 山梨市小原西９８２－８ ０５５３－２２－６９７０

261 古屋 富夫 笛吹市石和町市部１０３８ ０５５－２６２－２３０１

256 武藤 哲朗 山梨市小原東６８０ ０５５３－２２－３４７９

291 渡邉 一郎 笛吹市境川町寺尾２８４－２ ０５５－２６９－５８１６

300 小林 大祐 笛吹市御坂町成田６３９－２ ０５５－２８８－８４８２

301 千須和和行 山梨市牧丘町窪平８３ ０５５３－８８－９０２４

316 矢﨑 拓也 山梨市小原西１０４６－２ ０５５３－２２－２４０２

都留支部

司法書士登録番号    氏　　名            事務所       電話番号

77 野路 芳勇 上野原市上野原３９７２－１ ０５５４－６３－３８６１

146 小泉 吉廣 大月市御太刀２丁目９－４ ０５５４－２２－４１３１

236 安留  　武 都留市境２２０ ０５５４－４５－６８８６

255 篠田 貴子 都留市田野倉５５３－１ ０５５４－４５－１９６５

278 天野 喜満 都留市四日市場４７１－１ ０５５４－４３－２４１８

302 志村  　勝 上野原市上野原２０３３－１０ ０５５４－６３－３８１６

303 藤江 明子 都留市田原１丁目１３－１ ０５５４－５６－７０５７

富士吉田支部

司法書士登録番号    氏　　名            事務所       電話番号

99 渡邊 英高 富士吉田市ときわ台２丁目６－５ ０５５５－２２－２４８８

156 中田　  進 南都留郡富士河口湖町河口６１７－２ ０５５５－７６－６９１３

158 長山 喜信 富士吉田市上吉田５丁目９－８ ０５５５－２３－２８２６

187 大石  　信 南都留郡富士河口湖町小立３８７６ ０５５５－７２－３００６


