平成３１年２月１日現在

福岡県行政書士会 封印受託丁種会員名簿(1/2)

No

行政書士名

事務所の位置

連絡先

1 高松 朋功

福岡市中央区大名2-12-15 8F12号室

090-8915-8959

2 中口 栄市

福岡市博多区山王1丁目17番17号-1F

092-482-1555

3 萩嶺 淨信

福岡市博多区諸岡6丁目1番36-6号

092-558-2430

4 前田

福岡市博多区千代4丁目29番49号-802号室

092-673-1184

5 青谷 牧子

福岡市東区水谷2丁目11番4-403号

092-210-3956

6 淺上 了

福岡市東区千早3丁目9番23号

092-717-4520

7 梅林 智子

福岡市東区千早3丁目9番23号

092-671-4146

8 塚本 典芳

福岡市東区千早3丁目9番23号

092-661-5656

9 土取 友史

福岡市東区千早1丁目39番15-101号

092-663-1717

10 鍋島 加寿美

福岡市東区千早3丁目9番23号

092-681-8889

11 原 正博

福岡市東区千早3丁目9番23号

092-681-3682

芳希

備考

行政書士法人登録サ
ポート九州

12 宮田 和隆

福岡市東区みどりが丘3丁目29番9号

092-691-3085

13 村田 澄雄

福岡市東区千早3丁目9番23号-2階

092-681-7136

14 行野 勝臣

福岡市東区香住ケ丘3丁目6番27号

092-661-2616

15 渡辺 眞澄

福岡市東区千早3丁目9番23号

092-661-1418

16 松本 圭一

福岡市西区今宿町231番地

092-707-7151

17 池 加菜子

福岡市西区周船寺2-14-29 E302号室

092-210-1410

18 三苫 壮

福岡市西区拾六町4丁目15番10号

092-986-8169

19 南野 三津子

福岡市南区大橋4丁目27番17-110号

092-541-4045

20 和田 章一

福岡市南区井尻4丁目8-20-406号

092-558-8076

21 植木 太郎

福岡市城南区樋井川3丁目25番13号

092-401-5678

22 松井 史子

春日市若葉台東5丁目51番地

092-516-8723

23 今村 敦子

太宰府市国分3丁目16番33-705号

092-555-6541

24 森田 利七

太宰府市五条1丁目2番14号

090-5086-7765

25 米川 欣哉

太宰府市三条3丁目10番25号

092-981-2678

26 田中 三十鈴

那珂川市片縄北4丁目12番10号

092-952-7303

27 財津 真志

糟屋郡粕屋町長者原東6丁目13番18号

092-957-1891

28 保利 一晶

糟屋郡篠栗町大字尾仲447-3-206号室

092-719-1550

29 大島 達子

北九州市小倉北区篠崎2丁目5-11-304号

093-571-8188

30 白石 誠七

北九州市小倉北区黄金1丁目1番26号

093-982-2545

（注）行政書士法人の行政書士については、備考欄に行政書士法人名を記載すること。
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福岡県行政書士会 封印受託丁種会員名簿(2/2)

No

行政書士名

31 冨士本

事務所の位置

美樹子 北九州市小倉北区中井5丁目14番15-201号

連絡先

備考

093-583-3422

32 籾倉 源太

北九州市小倉北区上富野5丁目8番14号

093-234-1013

33 浅田

恵美子

北九州市小倉南区舞ヶ丘2丁目13番23号

093-647-2120

34 足立

利幸

北九州市小倉南区沼南町3丁目20番1号

093-475-4470

行政書士法人登録サ
ポート九州

35 笹原

貴志

北九州市小倉南区大字母原62番地14

093-452-3680

36 永住

次郎

北九州市小倉南区沼南町3丁目20番1号

093-471-3938

37 藤井

清二

北九州市戸畑区中原東3丁目11番8号

093-881-8556

38 山本

周作

北九州市戸畑区初音町9番5号

093-882-2976

39 木通

和洋

北九州市八幡東区松尾町8番6号

093-235-3322

40 東山

和正

北九州市八幡東区西本町1丁目3番3号

093-671-4957

41 東山

髙俊

北九州市八幡東区西本町1丁目3番3号

093-671-4957

42 本松

賢一

北九州市八幡西区紅梅2丁目2-17-205

093-645-1035

43 野添

英俊

中間市中尾1丁目5番30号-2階

093-701-8062

行政書士法人福岡中
央法務

44 永野

良紀

行橋市大橋1丁目4番5号

0930-22-1309

45 穴澤

正樹

久留米市山川安居野3丁目5番18-4号

0942-55-4278

46 岩谷

弘樹

久留米市上津町2203番地301

0942-21-3192

47 髙口

裕司

久留米市上津町2203番地279

0942-21-1933

48 宮﨑

定之

久留米市上津町2203番地279

0942-22-4489

49 吉田

達矢

久留米市上津町2203番地279

0942-51-8650

50 上津原

雄一

大牟田市大字吉野1362-2

0944-31-3012

51 日比生

純二

大牟田市大字草木310番地4

0944-56-8333

52 野中

静香

八女市稲富213番地1

0943-23-6899

53 船津

麻理央

八女市本村364-3

0943-22-5219

54 梅田

孝幸

朝倉市甘木2020番地5

0946-21-2310

55 江藤

千恵子

朝倉市秋月187番地3

0946-25-1383

56 西岡

里枝

飯塚市東徳前1-6-201

0948-43-8260

飯塚市仁保23番地43

0948-82-4460

57 野見山

正

58 安川

光由

直方市大字植木171番地41

0949-23-2240

59 神森

正茂

鞍手郡鞍手町大字中山2341番地1

0949-42-8005

（注）行政書士法人の行政書士については、備考欄に行政書士法人名を記載すること。

