
事務所名称に関する事項

登録番号 氏  名 支部 使用する事務所名称 名称を定めた日

429 田山　依里

450 安藤　康子

650 岡部　一夫

656 小倉　啓明

438 大内　武夫 水戸 大内司法書士事務所 H15.4.1

354 田口　　武 土浦 田口司法書士事務所 H15.4.1

466 下村　通久

492 安田　由美子

467 藤崎　文隆 下妻 廣岡総合事務所 H16.2.1

416 片山　諭

481 内藤　恵介

488 時任　裕

541 川浪　剛史

482 小泉　栄一

647 小保方　祐太

648 新井　智晴

658 山中　直人

659 麻生　俊嗣

122 小島　孝行 龍ケ崎 小島司法書士事務所 H18.1.1

515 木村　孝一 下妻 碧い空司法書士登記・法務サービス H19.3.28

527 永井　功一 水戸 よつば司法書士事務所 H20.3.21

160 小張　勇

531 横堀　壽男

526 清水　由裕 土浦 鉾田屋司法書士事務所 H20.9.3

270 橋本　勝

446 白田　憲司

543 橋本　亮

542 安島　美樹 日立 あじま司法書士事務所 H21.5.13

533 山元　浩

532 川西　勇介

477 野中　英樹

474 小川　直宏

571 大塚　学

556 渡邊　季代子 土浦 渡辺司法書士事務所 H23.2.19

573 藤田　優 下妻 司法書士　藤田法務事務所 H23.8.17

583 廣瀬　忠郎 土浦 忠栄司法書士事務所 H24.2.17

591 須藤　孝 土浦 みどりの司法書士事務所 H24.6.7

463 荒蒔　洋一郎 太田 司法書士　荒蒔洋一郎事務所 H24.9.30

162 塚本　忍

455 塚本　由美

557 荘原　直輝 土浦 ひたちの司法書士事務所 H25.1.21

ともべ司法書士事務所 H21.5.1

水戸

水戸

土浦 H16.1.24しんせん司法事務所茨城

小張・横堀司法書士事務所 H20.6.1

（平成  31  年　4 月　5 日　現在）

土浦 司法書士　塚本事務所 H25.1.8

水戸 ときわ司法書士事務所 H22.6.1

土浦 つくば公園通り司法書士事務所 H22.8.3

土浦 常総司法書士事務所 H17.8.24

土浦 田山司法書士事務所 H11.4.5



登録番号 氏  名 支部 使用する事務所名称 名称を定めた日

548 平岡　佳代 土浦 おおつの司法書士事務所 H25.4.1

613 鈴木　潤 土浦 司法書士　すず喜総合法務事務所 H25.8.23

180 河合　隆

623 矢野　光輝

626 鈴木　勝 日立 ベル司法書士事務所 H26.5.15

614 久松　伸一 下妻 司法書士　久松伸一法務事務所 H26.7.16

546 越智　研介 土浦 司法書士　越智法務事務所 H21.9.1

629 浦賀　美穂 龍ケ崎 ミント司法書士事務所 H26.10.22

631 小沼　傑 鹿行 めぐる司法書士事務所 H26.10.22

632 塙　一樹 土浦 あみ司法書士事務所 H26.12.19

620 市ノ澤　創 石岡 司法書士　市ノ澤事務所 H26.3.6

478 鈴木　伸洋 鹿行
カシマ総合法務サービス

司法書士 鈴木伸洋 事務所
H27.4.24

518 荒井　孝典

641 須藤　勇樹

302 佐藤　裕光 土浦 司法書士　佐藤事務所 H27.11.11

425 中里　隆幸

586 小松﨑　大

516 仁平　由香

683 山口　陽一

651 大柳　幸人 下妻 司法書士　おおやなぎ事務所 H28.7.1

540 河野　達也 土浦 つくば司法書士事務所 H29.1.5

637 山野邊　義敏 水戸 やまのべ司法書士事務所 H29.4.1

657 吉沼　勇 龍ケ崎 守谷駅前司法書士事務所 H29.3.23

662 石原　英治 龍ケ崎 青葉司法書士事務所 H29.5.18

522 角田　孝一 下妻 かくた司法書士事務所 H29.6.12

619 宮部　正樹 水戸 水戸駅南司法書士事務所 H29.10.1

399 篠原　徹哉 龍ケ崎 篠原司法書士事務所 H30.1.1

205 宮本　衛市 龍ケ崎 稲敷司法書士法務事務所 H30.6.4

406 大関　彰 土浦
みらいﾘｰｶﾞﾙｵﾌｨｽ

（司法書士大関彰事務所）
H30.6.1

682 小嶋　秀一郎 鹿行 司法書士　小嶋法務事務所 H30.7.9

525 岩田　哲孝 土浦 うしく中央司法書士事務所 H30.8.8

615 伊藤　拓也

685 栗田　奈津子

426 鯉沼　和義 下妻 鯉沼和義司法書士事務所 H30.11.1

576 德永　謙二 水戸 とくなが司法書士事務所 H31.1.1

661 菊池　信雄 土浦 はるかぜ司法書士事務所 H31.3.16

684 三田村　哲 龍ケ崎 とりで駅前司法書士事務所 H31.4.1

水戸 伊藤司法書士事務所 H30.8.20

土浦 司法書士　河合隆事務所 H26.4.1

水戸 司法書士　茨城さくら事務所 H28.3.3

下妻 荒井司法書士事務所 H27.6.11



司法書士法人に関する事項

法人番号 所在地 設立年月日 業務範囲等

司法書士法人

大関司法事務所 （主たる事務所） 詳細を

つくば市稲荷前27番地9 表示する

司法書士法人

星野合同事務所 （主たる事務所）

11-00137 東京都中央区日本橋本石町三丁目3番16号　 詳細を

H20.9.1 表示する

（従たる事務所）

11-00137- 水戸市白梅二丁目9番11号

15-00011 アルファビル2階

司法書士法人

大谷事務所 （主たる事務所） 詳細を

ひたちなか市東石川3379番地155 表示する

ベルゼルガビル102号室

司法書士法人

イストワール （主たる事務所）

14-00061 千葉県船橋市前原西二丁目14番2号 詳細を
津田沼駅前安田ビル７Ｆ H27.7.28 表示する

（従たる事務所）

14-00061- つくば市吾妻三丁目7番地14

15-00012 エスワンビル１－Ｅ号室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年2月1日　現在

使用人　　平川　満治

名称及び司法書士会員氏名

15-00004
H19.12.28

代表特定社員　　大関　彰

特定社員　　黒川　聡

15-00009 H25.3.15
代表特定社員　　大谷　弘道

特定社員　　後藤　一誠

代表社員　　田中　司

http://www.ibashi.or.jp/open/files/%E5%A4%A7%E9%96%A2%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80.pdf
http://www.ibashi.or.jp/open/files/%E5%A4%A7%E9%96%A2%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80.pdf
http://www.ibashi.or.jp/open/files/%E6%98%9F%E9%87%8E%E5%90%88%E5%90%8C%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80.pdf
http://www.ibashi.or.jp/open/files/%E6%98%9F%E9%87%8E%E5%90%88%E5%90%8C%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80.pdf
http://www.ibashi.or.jp/open/files/%E5%A4%A7%E8%B0%B7%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80.pdf
http://www.ibashi.or.jp/open/files/%E5%A4%A7%E8%B0%B7%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80.pdf
http://www.ibashi.or.jp/open/files/histoire.pdf
http://www.ibashi.or.jp/open/files/histoire.pdf
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