平成31年3月5日現在
申請取次行政書士名簿
「入管申請業務に精通した行政書士一覧」
市町
羽咋市

行政書士名
末廣 淳

事務所所在地

Tel

Fax

〒925-0049 羽咋市柳橋町五俵刈１９番地１

0767-22-3880 0767-22-3880

かほく市 上田 恵子

〒929-1105 かほく市横山ル１３５番地１

076-285-0033 076-285-1690

内灘町

髙桑 雅俊

〒920-0271 河北郡内灘町字鶴ヶ丘３丁目１２０番地

076-286-6188 076-286-6175

金沢市

浦嶋 和夫

〒920-1162 金沢市鈴見町ニ２０番

076-222-3583 076-222-3449

片山 義宏

〒921-8052 金沢市保古１丁目２８番地

076-249-5591 076-249-5595

的場 晴次

〒920-0912 金沢市大手町２番８号

076-254-5566 076-254-5577

寺田 隆

〒920-0016 金沢市諸江町中丁１７１－１ 梅信ﾋﾞﾙ１Ｆ

076-265-5433 076-265-5434

西山 忠

〒921-8001 金沢市高畠１丁目３９２番地

076-291-8626 076-291-8627

永倉 幸司

〒921-8034 金沢市泉野町４丁目１３番３３号 泉野ﾋﾞﾙ2F

076-241-0464 076-241-1548

勝尾 太一

〒920-8203 金沢市鞍月２丁目２番地石川県繊維会館1Ｆ

076-268-0559 076-268-0659

明石 弘貴

〒920-0811 金沢市小坂町西８番５９号

076-252-8184 076-252-8184

向井 隆郎

〒920-3114 金沢市吉原町ロ２３番地１

076-257-8067 076-257-8068

濱田 隆弘

〒920-0344 金沢市畝田東三丁目５１６番地

076-220-6570 076-220-6571

大澤 巖

〒920-0202 金沢市木越２丁目１６９番地

076-257-2613 076-257-2613

鳥越 勇人

〒920-0805 金沢市小金町８番１６号 万石ﾋﾞﾙ3F

076-251-5980 076-251-5981

美本 昌文

〒920-0348 金沢市松村７丁目１２４番地１３

076-213-5126 076-268-2885

森 眞一郎

〒920-0036 金沢市元菊町２１番８７号 濱伍ビル１０１号室

076-225-7676 076-224-0361

山田 英浩

〒921-8014 金沢市糸田１丁目２０７番地２

076-292-7321 076-205-1290

宮川 敏彦

〒920-0065 金沢市二ツ屋町６番１１号

076-225-5112 076-263-1012

今村 和宏

〒921-8066 金沢市矢木１丁目１１番地１

076-249-9451 076-249-7960

菅原 純平

〒920-0024 金沢市西念４-４-２５ 西村ビル６０５

076-255-0312 076-255-0311

宮田 貢

〒921-8063 金沢市八日市出町７８１番地１

076-249-2961 076-205-6633

西田 兼武

〒921-8116 金沢市泉野出町３丁目３番４８号

076-242-9369 076-207-7408

谷川 竜一

〒920-3116 金沢市南森本町ル５０番地１

076-254-5136 076-254-5137

市町
金沢市

行政書士名

事務所所在地

Tel

Fax

黄原 勝彦

〒921-8044 金沢市米泉町６丁目８８番地３

076-247-6484 076-255-7887

山﨑 宗範

〒921-8103 金沢市つつじが丘７９番地

076-242-5953 076-242-5953

道下 俊一

〒920-0022 金沢市北安江二丁目２４番１３号 ２０１号室

076-231-3522 076-231-3610

西本 泰輔

〒921-8042 金沢市泉本町六丁目６４番地

080-3045-5898 076-243-1250

広瀬 公男

〒920-0816 金沢市山の上町４１番２１号

076-251-8583 076-216-5057

壁 眞利子

〒920-0961 金沢市香林坊二丁目１０番２９号 ＴＲＭ香林坊光ル海２０１号室 076-255-0722

木原 奈緒美

〒920-0955 金沢市土清水２丁目３３５番地 パルハウス１０３号

076-255-2822 076-213-8365

浦本 里美

〒920-0966 金沢市城南２丁目１番２０号 インペリアル・４０２号

076-260-1258 076-260-1258

濱高 慎一

〒920-0041 金沢市長田本町チ２２-２ 東海地所ビル２階１号室

080-1516-7191

－

澤井 徹

〒920-0342 金沢市畝田西一丁目１１２番地

080-6355-9090

－

和田 一彦

〒920-0967 金沢市菊川１丁目２８番８号

076-261-3060 076-261-3060

古川 逸人

〒923-0983 金沢市金石東１丁目３番１７号 メゾンドソレイユ１０２号

076-213-5295 076-213-5296

扇谷 秀則

〒920-1154 金沢市太陽が丘３丁目３２６番地

076-207-4047

〒921-8817 野々市市横宮町１２番１６号

076-287-0850 076-287-0850

岩本 美恵子

〒921-8823 野々市市粟田四丁目１１３番地

076-213-5683 076-218-5683

面 政裕

〒921-8802 野々市市押野五丁目３００番地１

076-246-2520 076-273-1605

丁子 泰征

〒924-0072 白山市千代野西１丁目１０番地３

076-275-6768 076-275-6141

石田 敞治

〒924-0822 白山市みずほ５丁目３番地２

076-276-2987 076-276-2987

西川 拓弥

〒920-2153 白山市日御子町ハ１３番地１０

076-273-4249 076-273-4249

本田 和雄

〒924-0001 白山市八田町３２７番地

076-275-0877 076-276-8395

髙橋 斉

〒924-0882 白山市八ツ矢町４７８番地１

090-9766-8888

能美市

北村 國博

〒923-1243 能美市三ツ屋町６１番地１

0761-46-6252 0761-46-6272

小松市

武内 弘樹

〒923-0302 小松市符津町ラ６０番地１

0761-58-0755 0761-58-0766

坂 外志雄

〒923-0802 小松市上小松町甲５４番地

0761-22-6933 0761-22-6933

上口 泰広

〒923-0041 小松市千代町丁３２番地３２

0761-24-2888 0761-24-2888

吉田 美緒

〒923-0865 小松市福乃宮町二丁目５番地

0761-48-4567 0761-48-4531

野々市市 新道 慶治

白山市

076-255-0731

－

－

