岡山県公共嘱託登記司法書士協会
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氏

名

社員名簿

事

務

所

岡山市北区昭和町10番16号-2F

電話番号

岡山 赤木 智江 司法書士あかぎ法務事務所

086-230-7446

岡山 秋田 泰則 岡山市北区白石561番地13

086-255-8588

岡山 朝霧 元晴 岡山市北区今7丁目18番31号

086-246-0883

岡山 池元 隆一 岡山市北区富田町1丁目7番13号

086-226-2210

岡山 石井 芳子 岡山市北区南方1丁目5番2号

086-226-1213

岡山 井上新一郎 岡山市北区西古松321番地117

086-245-4445

岡山 入江 祥子 岡山市北区南方1丁目5番8号STビル2F

086-801-9776

岡山 岩田

086-289-6515

豪

岡山市北区天神町4番7号

岡山 岩田 弘明 岡山市北区下中野246番地7みやび102

086-242-3360

岡山 大賀 祐一 玉野市宇野4丁目13番14号

0863-31-2550

岡山市中区東山2丁目1番21号

岡山 岡 さえ子 さつき総合事務所

岡山市北区南方二丁目12番11号

086-206-4880

岡山 小川奈穂子 山本屋ビル202号室

086-953-4333

岡山 沖田

086-284-2898

昭

岡山市北区芳賀5113番地14

岡山 小野 和秀 岡山市南区西高崎48番地8

086-362-7330

岡山 柏﨑 直ニ 岡山市北区富田町2丁目8番7号

086-223-1061

岡山 梶原

優

岡山市北区昭和町9-1フィネス昭和町Ⅱ
407号

086-239-9734

岡山 梶原 行正 岡山市北区天神町4番7号

086-222-1803

岡山 川﨑 行成 岡山市北区野田屋町二丁目5番７号

086-226-3970

岡山 河田 結妃 岡山市北区南方一丁目2番1号

086-234-5739

岡山 岸本 惠子 岡山市北区富田町2丁目5番11-304号

086-223-3210

岡山 國貞 繁樹 岡山市北区富田町1丁目7番14号

086-223-9707

岡山 國貞 直樹 岡山市北区富田町1丁目7番14号

086-223-9707

岡山市北区富田町二丁目12番16-502号

岡山 兒島 隆朗 あおば司法書士合同事務所
岡山市南区彦崎2917番地

086-235-1070

岡山 小林 敬史 司法書士オレンジ法務事務所

086-362-7751

岡山 小松原 閑 岡山市東区西大寺上2丁目4番63号101

086-238-6906
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岡山 笹岑 和弘 岡山市北区大元1丁目7番3号
瀬戸内市長船町福岡298番地23

電話番号
086-241-5900

岡山 佐藤 早苗 ワコーレ福岡201号室

0869-24-8860

岡山 佐藤 順一 岡山市中区国富4丁目5番5号

086-206-5975

岡山 佐藤 敏哉 岡山市北区西古松2丁目24番5号

086-245-1339

岡山 實藤 信雅 岡山市北区弓之町13番5号

086-222-3111

岡山 高橋 良知 岡山市北区学南町二丁目5番50号

086-255-5550

岡山 多田野正史 玉野市宇野1丁目30番11号

0863-31-3535

岡山 田辺 栄一 岡山市北区弓之町7番12号

086-222-7553

岡山 田邉 強
岡山

田村 昇

岡山市北区富田町一丁目6番10号
東光第一ﾋﾞﾙ101号室

086-206-6424

岡山市北区牟佐806番地12

086-229-2005

岡山 辻本 常一 岡山市北区奥田2丁目4番26号
岡山

豊川

諒 岡山市中区沢田7番地9

086-232-0840
080-1641-1954

岡山 中川 照子 岡山市中区清水448番地6

086-273-7000

岡山 長﨑 計二 岡山市北区弓之町1-17五藤ビル302

086-223-6930

岡山市北区南方2丁目12番11号

岡山 仲原 仁士 山本屋ビル202号室

086-238-8225

岡山 成本 泰永 岡山市中区藤崎202番地の8

086-277-9456

岡山 能海 芳弘 岡山市北区南方1丁目5番2号

086-222-2750

岡山 野上 卓児 岡山市北区久米267番地26

086-897-7446

岡山 橋本 尚美 岡山市北区富田町2丁目3番3号

086-224-2634

岡山市南区浦安南町514番地63

岡山 花田 祐子 司法書士colors

086-239-3950

岡山 東原 輝幸 瀬戸内市邑久町豊原173番地3

0869-24-7368

岡山 秀岡 康則 岡山市北区野田3丁目19番7号

086-244-7505

人見 一 岡山市北区南方1丁目8番17号

086-232-5737

岡山

岡山 姫井由美子 岡山市北区学南町2丁目5番73号

086-251-4200

岡山 廣瀬 暁博 岡山市北区奥田本町23番26号

086-201-4700
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岡山 藤井 通男 岡山市東区西大寺中野875番地

086-942-5000

岡山 藤田 訓佳 瀬戸内市長船町長船575番地130

0869-92-4035

岡山 船守 公喜 岡山市北区御津金川347番地

086-724-0934

岡山

松﨑 寛

岡山市北区西古松2丁目2番27号

086-244-8384

岡山 三宅 啓一 岡山市南区妹尾326番地

086-250-6250

岡山 三宅 重文 岡山市北区西古松2丁目17番22号

086-246-0067

岡山市東区西大寺上二丁目4番63号

岡山 宮地 淳子 スクエアパレス101

086-238-6906

岡山 山口 昌之 岡山市北区内山下一丁目9番12号

086-235-5807

岡山 山本 裕幸 岡山氏北区奥田二丁目4番26号

086-232-0840

岡山 岡 宏祐 岡山市北区野田3丁目19番7号

086-244-7505

岡山 義國 啓一 岡山市北区昭和町11番5号

086-254-8521

岡山 芳野 仁美 岡山市北区野田3丁目13番30号603号室

086-239-9596

岡山 和氣 玉美 岡山市南区米倉99番地3

086-241-0553

岡山 和氣 康裕 玉野市和田6丁目7番34号

0863-81-1260

岡山

島本総合司法書士法人

岡山市北区厚生町3丁目1番15号

086-230-2182

岡山

ふたば司法書士法人

岡山市北区奥田1丁目6番16号

086-225-2481

東備 佐々木 優 岡山市東区瀬戸町瀬戸342番地1

086-206-4700

東備 日笠 修介 和気郡和気町福富536番地

0869-93-1056

東備

松島 誠

和気郡和気町福富276番地

東備 矢部 聖明 岡山市東区瀬戸町瀬戸342番地1
3
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備前市東片上33番地の8

倉敷市新倉敷駅前一丁目120番地1ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ21

電話番号
0869-63-0880

倉敷 淺原 建司 206号 司法書士あさはら法務事務所

086-525-1146

倉敷 飯塚 章恵 倉敷市日吉町428番地１ﾐﾙﾄﾆｱ富久206

070-5301-0778

倉敷 池田 満郎 倉敷市水江881番地の2

086-465-4000

倉敷 池谷俊二郎 倉敷市沖新町37番地12

086-430-6663

倉敷 石井 勝巳 倉敷市昭和2丁目4番20号

086-425-0430

倉敷 石原 輝幸 倉敷市児島小川町3677番地3

086-472-6753

倉敷 石原美弥子 倉敷市西岡282番地10

086-426-8377

倉敷 浮田 佳孝 倉敷市児島下の町四丁目10番8号

086-489-1390

倉敷 浦上 郁夫 倉敷市児島小川町3677番地24

086-474-1545

倉敷 大橋 広明 倉敷市幸町8番19号

086-426-7775

倉敷 小川 昌平 倉敷市新田2869番地

086-421-7245

倉敷 小野 一成 倉敷市船穂町船穂1409番地1

086-552-3905

倉敷 小野 文彦 倉敷市水島南春日町3番6号

086-446-1521

倉敷

小幡 修 倉敷市玉島乙島932番地の40

086-522-1515

倉敷 貝原柳太郎 倉敷市鶴形1丁目6番29号

086-424-3376

倉敷 兼延 忠昇 倉敷市玉島爪崎614番地の6

086-526-4123

倉敷市昭和一丁目1番38号

倉敷 川口 昇児 チサンマンション倉敷202号
倉敷

藏原 孝

倉敷市平田800番地の4
倉敷市茶屋町402番地12

倉敷 小林 亮治 司法書士茶屋町法務事務所
倉敷市東富井1124番地1ｸﾞﾗﾝﾃﾞﾊﾟﾃｨｵ弐番館
司法書士こんどう事務所

倉敷 近藤 雄介 205
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倉敷 笹山 達夫 倉敷市白楽町561番地4

086-423-1082

倉敷 白神 完治 倉敷市西中新田548番地

086-422-9086

倉敷 滝澤 淳人 倉敷市玉島乙島6750番地4

086-526-3990

倉敷 田淵 元之 倉敷市真備町上二万2516番地2

086-697-1220

倉敷 坪井 一廣 倉敷市老松町3丁目10番35号

086-421-9191

倉敷 冨山 直司 都窪郡早島町早島1987番地

086-483-0112

倉敷 長岡 輝行 倉敷市幸町4番3号

086-426-1860

倉敷 難波公美子 倉敷市水島西栄町9番3号

086-446-1156

倉敷 橋本亜樹子 倉敷市西阿知町新田301番地3

086-441-2151

倉敷 橋本 昭一 倉敷市二日市368番地

086-421-3021

倉敷 橋本 直子 倉敷市幸町15番22号

086-422-1277

倉敷 林 三十四 倉敷市児島小川町3677番地6

086-472-7686

倉敷 菱川由紀子 倉敷市西尾149番地1

086-436-6790

倉敷 平田 一希 倉敷市美和2丁目4番15号

086-423-0396

倉敷 平田 京子 総社市総社三丁目11番20号

0866-93-3301

倉敷 平田 真也 総社市総社三丁目11番20号

0866-93-3301

倉敷 藤田 裕之 倉敷市水島東常盤町2番4号

086-440-3100

都窪郡早島町早島4156番地

倉敷 松岡 利法 ももたろう総合事務所

086-483-1810

倉敷 三澤 敏幸 倉敷市児島稗田町1808番地8

086-470-6312

倉敷 宮川 康弘 総社市三須649番地29

0866-92-3443

倉敷

宮原 守

倉敷市中央1丁目24番10号高橋ビル

086-424-1365

倉敷 盛武 晴明 倉敷市児島上の町四丁目19番40号

086-476-0210

倉敷 森永 英治 倉敷市玉島3丁目19番30号

086-525-7447

倉敷 安原 弘

倉敷市玉島柏島7064番地2

086-528-0030

倉敷 山本 康義 総社市中央二丁目8番14号

0866-31-7891
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総社市門田1007番地8

電話番号

倉敷 横山 英三 アット法務司法書士事務所

0866-92-6760

倉敷 渡辺 晙太 倉敷市西中新田553番地の6

086-424-1231

倉敷 渡辺 保夫 倉敷市連島1丁目3番43号

086-448-4491

倉敷

司法書士法人 藤井事務所

倉敷市東町8番21号

086-425-8282

倉敷

司法書士法人
備中サポートセンター

倉敷市西阿知町西原808番地2

086-460-3456

倉敷

司法書士法人 永田事務所

倉敷市白楽町249番地の5倉敷商工会館4F

086-424-8511

倉敷

司法書士法人 ピュアライフ

倉敷市幸町7番23号

086-427-6750

井笠 亀山 尚宏 浅口市鴨方町鴨方1097番地1

0865-44-7761

井笠 小林 英世 笠岡市吉田4844番地21

0865-69-5890

井笠 中川 達巳 笠岡市十一番町6番地の18

0865-63-1227

井笠 中田 大輔 小田郡矢掛町東三成837番地

0866-84-0008

井笠 原田 宏明 笠岡市十一番町5番地１

0865-62-2131

井笠 平野 次朗 浅口郡里庄町大字新庄2924番地の3

0865-69-4343

井笠 藤原 誠志 笠岡市十一番町6番地7

0865-63-1971

井笠 水田 和男 笠岡市十一番町7番地4

0865-63-3079

井笠

光井 伸

井笠

向原美惠 笠岡市大井南72番地9

笠岡市十一番町5番地の1

0865-62-2131
0865-62-0388

高梁 風早 直行 高梁市成羽町下原87番地3

0866-42-2352

高梁 崎山 晃史 高梁市正宗町2040番地7

0866-22-7906

高梁 長安 正司 高梁市弓之町45番地

0866-22-3137
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林 忠治 高梁市鉄砲町53番地の1

0866-22-6885

高梁 三宅清三郎 加賀郡吉備中央町竹荘780番地1

0866-54-1123

新見 池田 洋助 新見市新見795番地

0867-72-3716

高梁

新見

尾崎 誠

新見市新見802番地

0867-72-0527

真庭 金平 宏展 真庭市惣346番地

0867-42-3730

真庭 下垣 直哉 真庭市勝山339番地3

0867-44-7737

真庭 中川愼太郎 真庭市下市瀬1277番地1

0867-52-8838

真庭 水島 敏裕 真庭市勝山179番地

0867-44-2017

真庭 三輪 隆志 真庭市中398番地

0867-42-7248

津山 石井 茂明 美作市豊国原343番地1Kスペース101号

0868-72-4744

津山

延原

健 久米郡美咲町原田3215-4

0868-66-7065

津山 福井 康人 津山市沼72番地10

0868-35-0101

津山 藤木 徳美 津山市田町72番地

0868-24-0321

津山 正影 秀明 苫田郡鏡野町寺元370番地

0868-54-0141

津山 三木富佐子 津山市椿高下44番地2

0868-35-0577

津山 山中智香子 津山市小原138番地6

0868-35-3363

津山

西はりま
司法書士法人

美作市古町1654番地

0868-78-3130
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