
郵便番号 電話番号 FAX

氏名

400-0858 055-224-4317 055-224-4317

浅川　仁

400-0858 055-236-0155 055-222-0187

阿部　歩

400-0858 055-237-1011 055-237-5038

有賀　一雄

400-0031 055-288-9389 055-213-5014

石 　光隆

400-0031 055-222-2271 055-222-2371

井上　純子

400-0025 055-268-2655 -

井上　岳

400-0074 055-253-6522 055-213-0245

新谷　淳一

400-0024 070-5542-6147 055-213-5002

末木　邦生

400-0034 055-233-1261 055-233-1262

菅沼　和也

400-0858 055-287-6911 055-287-6912

田中　裕己

400-0851 055-215-1540 055-213-5079

松本　響乃介

400-0031 055-237-5355 055-237-5330

三科　博

400-0024 055-251-4424 055-251-4429

矢﨑　健吾

400-0024 055-220-3027 055-267-6346

山田　智子

400-0031 055-222-9248 055-287-6505

依田　雅彦

403-0004 0555-22-7855 0555-22-8539

池谷　正志

403-0004 0555-24-2567 0555-24-2567

市川　章子

403-0006 0555-22-8081 0555-22-8077

後藤　和雄

403-0004 0555-22-7855 0555-22-8539

志村　雄生

403-0004 0555-24-2108 0555-28-6061

濵本　勲

403-0016 0555-24-4485 0555-24-4487

渡辺　浩

405-0015 0553-22-2790 0553-23-2740

清水　茂

401-0024 070-9005-6433 0554-25-2483

天野　文路
大月市

天野行政書士事務所

大月市笹子町吉久保1121番地

nodk.utr@gmail.com

山梨市
-

shimura@tax-ikeya.jp 

富士吉田市下吉田8丁目2番75号

info@i-hamamoto.net

富士吉田市松山1562番地1　五樹ビル3階

office@gyosei-fuji.jp

山梨市下石森1151番地1

ss705gyo@yahoo.co.jp 

ブータン依田行政書士事務所

富士
吉田市 

池谷正志行政書士事務所

池谷正志行政書士事務所

濵本行政書士事務所

行政書士市川章子事務所

-

行政書士法人シンク・ディライト

甲府市丸の内2丁目39番3号

b-oo-tan@taupe.plala.or.jp  

富士吉田市下吉田五丁目18番17号

masashi@tax-ikeya.jp 

富士吉田市下吉田五丁目22番16号

akko_ichikawa@yahoo.co.jp  

富士吉田市新屋一丁目4番10号

gotou@tkcnf.or.jp 

富士吉田市下吉田五丁目18番17号

山田行政書士事務所

山梨相続サポートセンター行政書士事務所

行政書士法人建設事務代行みしな事務所

甲府市住吉4丁目１0番39号

matsumoto@yamanashi-g.com

甲府市丸の内1丁目14番3号

kmsj@k-jm.co.jp 

甲府市北口3丁目1番4号

yazaki@sky.plala.or.jp

甲府市北口3丁目4番33号703

yamada-gyousei.office@private.biglobe.ne.jp 

行政書士田中事務所

新谷淳一行政書士事務所

プロセス行政書士事務所

甲府市相生1丁目11番15号　青柳ビル1階南

tanaka-office@wine.plala.or.jp

行政書士北口事務サポートセンター

-

行政書士阿部歩事務所

入札参加資格審査申請　受任可能行政書士一覧

市町村
名称

甲府市

行政書士井上事務所

あさひ行政書士事務所

行政書士有賀一雄事務所

石橋行政書士事務所

行政書士菅沼事務所

info@gs1484.com

甲府市丸の内1丁目13番3号 

j-inoue@ia2.itkeeper.ne.jp 

甲府市朝日4丁目5番1号

gakusan@mx3.nns.ne.jp 

甲府市千塚3丁目7-31

甲府市相生3丁目8番30号　浅川ビル2階

asakawa@ceres.ocn.ne.jp

所在地

メールアドレス

甲府市相生2丁目18番11号

ayumi@jdt.co.jp

甲府市相生2丁目4番21号

aruga@m9.dion.ne.jp

甲府市丸の内2丁目30番5号　甲府電化ビル303号室

shinya-j@office-shinya.com

甲府市北口3丁目8番地24

office@process-gs.jp

甲府市宝1丁目39番8号

ssj@poem.ocn.ne.jp



郵便番号 電話番号 FAX

氏名

入札参加資格審査申請　受任可能行政書士一覧

市町村
名称

所在地

メールアドレス

407-0043 0551-22-3328 0551-22-3328

樋口　正幸

407-0046 0551-30-4233 0551-30-4244

山本　功

400-0213 055-283-4795 055-282-5529

相川　町子

400-0303 055-282-6625 055-282-6712

千田　章

400-0221 055-283-3146 055-283-5146

中嶋　等

400-0112 055-276-8067 055-279-4080

浅沼　伸司

400-0115 055-278-2258 055-278-2268

荻原　弘通

400-0118 055-276-5781 055-276-5669

遠山　佐奈江

400-0111 055-240-9565 055-267-6160

伏見　剛

406-0801 055-263-0001 055-263-4525

望月　尊徳

409-0112 0554-63-3871 0554-63-3871

杉本　泰廣

404-0042 0553-34-8120 0553-34-5408

宿澤　真由美

409-3601 055-272-4302 055-272-4489

村松　百年

409-2305 0556-64-8177 0556-64-8178

鴨狩　毅

409-2212 090-4421-7060 0556-64-3351

鹿野　成美

409-3865 090-5783-5900 055-275-4787

勝村　正秀

409-3853 055-287-6011 055-287-6012

小林　洋晃

409-3867 055-233-0211 055-233-8300

藤原　進

409-3851 080-3408-8655 055-275-4148

望月　智美

409-3853 055-287-6011 055-287-6012

箭本　一雄

409-3866 055-267-5292 055-267-5295

依田　昇

403-0022 090-8700-2977 0555-25-2132

渡邉　淳
西桂町

渡邉法務サポート行政書士事務所

ビジネスサポート

ビルド行政書士事務所

昭和町

かつむら行政書士事務所

ビルド行政書士事務所

n.yoda-mandatary@quartz.ocn.ne.jp 

南都留郡西桂町小沼1683番地

ats-w@alto.ocn.ne.jp

行政書士ビジネスエイト事務所

中巨摩郡昭和町西条新田519番地11

xr8m-ktmr@asahi-net.or.jp 

中巨摩郡昭和町築地新居56-1

koba@bpg.co.jp

中巨摩郡昭和町清水新居1666番地

b-spt@0211.jp 

中巨摩郡昭和町築地新居56-1

南部町
鴨狩毅行政書士事務所

しかの行政書士事務所

南巨摩郡南部町内船4536番地1

kamo.t100@rose.plala.or.jp

南巨摩郡南部町南部4826番地

n-shikano@circus.ocn.ne.jp 

中巨摩郡昭和町河西1235番地6

望月智美行政書士事務所 info@mochizuki-t.com 

甲州市
しゅくざわ行政書士事務所

市川
三郷町 -

甲州市塩山上於曽585番地1

mayumishu@hotmail.com

西八代郡市川三郷町市川大門3400番地

mrmt@olive.ocn.ne.jp

上野原
市 杉本行政書士事務所

笛吹市御坂町成田727番地の7

sontoku@peach.ocn.ne.jp 

上野原市上野原2361番地6

cedarbook724@onyx.ocn.ne.jp

-

-

甲斐市竜王新町150番地1　アメニティハイツA201

silc_fushimi@icloud.com

tsanae@olive.ocn.ne.jp

甲斐市 

浅沼行政書士事務所

行政書士荻原弘通事務所

笛吹市
-

南アル
プス市

相川行政書士事務所

韮崎市
行政書士樋口正幸法務事務所

千田行政書士事務所

-

Asahi行政書士事務所

韮崎市神山町鍋山2088番地

higuchi2652@plum.plala.or.jp 

韮崎市旭町上條南割887番地5

yamamoto@asahi-office.biz

南アルプス市西野3151番地

machikomaya@yahoo.co.jp

南アルプス市上今井184番地

yamoto@bpg.co.jp

中巨摩郡昭和町西条3800番地1

chida-office@cpost.plala.or.jp

南アルプス市在家塚1216番地

nakajimakutu@palette.plala.or.jp 

甲斐市名取200番地1

asanuma@mx2.nns.ne.jp

甲斐市篠原780番地

ueno.shihoushoshi@ninus.ocn.ne.jp 

甲斐市竜王2166番地の1


