総合コンサルト協会 顧問会員一覧

顧問
氏 名
資 格 等
田城 譲
弁護士

事 務 所
住
所

大阪北浜 法律特許事務所
〒541－0041大阪市中央区北浜2-1-3-6F
TEL06-4706-6602 FAX06-4706-6603

井野辺 陽
弁護士

大阪北浜 法律特許事務所
〒541－0041大阪市中央区北浜2-1-3-6F
TEL06-4706-6602 FAX06-4706-6603

岡田 和秀
弁理士

横山 良次
税理士
行政書士

岡田和秀特許事務所
tyosakuken-tou@poem.ocn.ne.jp
〒530－0022 大阪市北区浪花町13-38
千代田ビル北館６階
TEL06-6376-0853 FAX06-6376-3302
横山良次税理士事務所
〒550－0015大阪市西区南堀江4-17-18-310
TEL 06-6539-5351 FAX 06-6539-5350

著作権等以外の主たる業務
●ベンチャー企業経営法務サポート
●ベンチャー企業のリスクマネージメント
●民事一般・不動産・交通事故
●家事事件・相続・遺言・離婚
●ベンチャー企業経営法務サポート
●ベンチャー企業のリスクマネージメント
●民事一般・不動産・交通事故
●家事事件・相続・遺言・離婚
●特許・商標・意匠等の内外国出願
●ライセンス契約
●発明相談
●知財部門顧問・設立相談
●法人設立
●記帳決算
●相続

会員一覧
皆様のご相談等に誠意をもってお答えいたします。
氏 名
事 務 所
資 格 等
住
所
矢間 治茂
矢間総合事務所
社会保険労務士
syaroushi1@gmail.com
宅建取引主任者
〒630-0251 奈良県生駒市谷田町1347
RMC・法学士
ライオンズマンション第２-２１２号
知的財産管理技能士 TEL 0743-73-1020 FAX 0743-73-1020

著作権等以外の主たる業務
●特許意匠等調査
●Ｇマーク等申請
●ネーミング代行

小梶 高一
知的財産管理協議会
知的財産管理技能士 chiteki.specialist@gmail.com
〒630-0251 奈良県生駒市谷田町1347
TEL 0743-73-1020 FAX 0743-73-1020
横本 一彦
知的財産管理協議会（東京）
知的財産管理技能士 k.yokomoto@nifty.com
〒143-0022 東京都大田区東馬込１－４０－１
TEL 03-3778-2755 FAX 03-3778-2755
後藤 準次郎
後藤社会保険労務士事務所
社労士
〒564－0011 吹田市岸部南1－24－10－1003
TEL06-6317-0526 FAX06-6317-0526

●ネーミング創作代行
●知的財産権活用・教育
●ブランド育成

大崎 敏雄
行政書士・宅建
測量士補

大崎敏雄行政書士事務所
〒541－0048 大阪市中央区瓦町4－5－3
日宝西本町ビル505
TEL06-6201-0732 FAX06-6201-0735
とうじ法務事務所
〒532－0002 大阪市淀川区東三国3-10-3-406
TEL06-6393-3220
森川譲行政書士事務所
〒581－0048八尾市曙町3-159 F406
TEL0729-92-5813

●産業廃棄物許可
●風俗営業

内村法務会計事務所
i@uchimura-adm.lawyers-office.jp

●法務会計
●遺言 相続
●国際業務

田路 欣孝
行政書士
森川 譲
行政書士
内村 活郎
行政書士

〒564-0062 吹田市垂水町3-19-12
TEL06-6339-8911 FAX06-6339-8931

●ネーミング創作代行
●知的財産権活用・教育
●ブランド育成
●労働・社会保険等の関連支援
●労務管理・新賃金制度
（成果主義等）支

●法律相談・相続手続き ●会社設立
●建設許可 ●中国からの輸入手続き
●その他各種業務
●遺言、相続 ●出入国関係
●建設業 ●その他各種業務

菊次 真一
行政書士

NPO-office
mail@npo-office.com
〒550-0013 大阪市西区新町3-15-6-1002
TEL06-6531-8776 FAX06-6531-8776

上村 美佐子
行政書士
社労士

多田 勉
社労士
蔵田 淑江
行政書士
ロゴデザイン・
コンサルタント
平井 章夫
法務大臣承認
申請取次行政書士
宅地建物取引
主任者
井上 将
行政書士・社労士
中小企業診断士
谷原 多喜男
行政書士
水野 利文
行政書士

上村行政書士・社会保険労務士事務所
MISAPAG@aol.com
〒540-0012 大阪市中央区谷町1-6-4
天満橋八千代ビル4F
TEL06-4791-0117 FAX06-4791-1333
多田勉社労行政法務事務所
〒567-0894 茨木市若園町30-3-301
TEL072-635-１039

行政書士 蔵田事務所
〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-22
TEL・FAX06-6449-8548

行政書士 平井章夫事務所
a-h-hirai@mb5.seikyou.ne.jp
〒520-2152 大津市月輪5丁目8-3
TEL077-547-2499 FAX 077-547-2502

経営労務センター
ctpia@galaxy.ocn.ne.jp
〒658-0081 兵庫県神戸市東灘区西岡本4-5-7
TEL078-４１1-１７３２ FAX078-４１1-９６４０
谷原行政書士事務所
〒665-0836 兵庫県宝塚市清荒神２丁目11－1
TEL0797-84-6837 FAX0797-81-5426
行政書士水野利文事務所

mmtmofce@hco5.bai.ne.jp
〒662-0912 兵庫県西宮市松原町1０番３号
TEL0798-22-1348 FAX0798-22-1398

井阪 ゆかり
行政書士

●NPO設立・運営
●ＩＳＯ
●プライバシーマーク取得支援（専属ＳＥ有
り）
●社員研修
●建設業許可申請
●宅地建物取引業免許申請
●会社設立サポート及び助成金申請

●会社設立
●企業イメージカラー及びロゴデザイン相談

●著作権相談員
（日本行政書士会連合会・著作権相談員名
簿登載）
●プログラムの登録・特許・著作権等の契約
書作成
●離婚・遺産分割協議書・公正証書遺言作
成
●帰化・入管関係
●介護サービス事業
●助成金申請
●遺言 兼 年金相続
●交通事故保険請求
●経理帳簿、簿記帳簿代行
●風俗営業許可申請手続
●権利義務関係
（相続、遺言、契約、内容証明、破産手続）
●法人設立変更手続
（株式会社・有限会社・中間法人
ＮＰＯ・各種組合）
●建設業・産業廃棄物収集運搬・風俗業
宅地建物取引

井阪行政書士事務所
terra86@rose.sannet.ne.jp
〒649-6222 和歌山県那賀郡岩出町岡田768-12
TEL・FAX0736-61-4939

森脇 史子
行政書士
ＡＦＰ

高橋 洸舟
行政書士
宅地建物取引
主任者

行政書士 森脇史子事務所
fumiko-m@okym.enjoy.ne.jp
〒703－8235岡山県原尾島4－12－20
TEL086-901-0605 FAX086-901-0607

あずさ総合事務所
高橋 洸舟
〒720-0034 広島県福山市若松町9-7
TEL084-991-1112

高橋 英太郎
FAX084-991-1139

●官公署に提出する書類の作成
●権利義務・事実証明に関する書類の作
成・相談

あずさ総合事務所
●各種許認可申請・電子申請代行
（産廃処理業・運送業・建設業・古物商・宅
建業・
金融業等）
●各種法人設立
（株式会社・有限会社・合名会社・合資会
社・
NPO法人・社会福祉法人・中間法人等）
アズサコーポレーション
梓不動産株式会社
高橋洸舟 ●不動産仲介業
●生活互助会
高橋英太郎 ●ＧＦコールセンター

伊藤 直樹
行政書士
社労士

赤名 節男
行政書士・社労士
宅建主任

原田 正明
行政書士・社労士
土地家屋調査士
マンション管理業
務主任者・宅建
小栗 吉雄
行政書士・宅建
ＣＦＰ
１級ＦＰ技能士
シニアリスコンサルタ
ント
亀山 武夫
行政書士

松崎 早何士
行政書士

崎山 真顕
行政書士

伊藤経営労務事務所
〒729-3101 広島県福山市新市町戸手2341-8102
TEL0847-40-3351 FAX0847-40-3352

赤名行政書士事務所

bull.momo.dog@k4.dion.ne.jp
〒733-0874 広島県西区古江西町14-52-203
TEL082-273-8164 FAX082-273-8185

ＨＡＲＡＤＡ調査・測量・登記・行政事務所
ＨＡＲＡＤＡ社会保険・労務管理事務所

masaakih@peach.ocn.ne.jp
〒405-0074 山梨県草笛市一宮国分483番地1
TEL0553-47-1877 FAX0553-47-3597
小栗ＦＰ行政書士事務所

oguriskj@lilac.ocn.ne.jp
〒464-0052 名古屋市千種区田代町四観音道西
39
TEL052-761-1766
FAX052-761-2060

●企業存続コンサルタント
●賃金年金コンサルタント
・企業の経営・財務改善の実施
・各種法務対策の実施
・コスト削減・販売支援、その他
情報提供の実施
・人事制度、賃金・退職金制度等の
見直しによる企業のリスク回避支援ほ
か
●知的所有権に関する件
●法人設立、 組合設立
●ＮＰＯ設立
●運輸局許可認可申請等
●産業廃棄物許可等
●特許・商標・意匠・著作権等調査
●民法法人・宗教法人・社会福祉法人
ＮＰＯ法人等設立等全般業務
●土地建物に関する測量・登記全般及び
土地境界鑑定業務
●建設業●法人設立●入管取次
●相続対策●不動産有効活用
●企業リスクマネジメントシステム構築
●ＦＰ・ＲＭ・ＣＳＲ等講演歴多数あり

有限会社トータルプランニング
TEL・FAX052-761-2060
行政書士亀山事務所

kameyamatakeo@sirius.ocn.ne.jp
〒900-0027 那覇市山下町28番29号A-202号
TEL・FAX098-852-1150
行政書士松崎早何士事務所
〒020-0121 岩手県盛岡市月が丘2丁目6-38
TEL019-645-6547 FAX019-645-6548
行政書士さきやま事務所

msaki9982@ybb.ne.jp
〒550-0006 大阪市西区江之子島1－1－9
TEL&FAX06-6445-1603

●法務大臣承認入国在留審査関係申請取
次者
●権利義務事実証明●内容証明業務相談

●建設業許可●入札参加手続●入管取次
●廃棄物処理業の手続
●在留資格・入国管理手続●遺言・相続
●会計記帳の代行
●帰化
●在留資格等
●相続、内容証明等

平櫛 恵美子
行政書士

橋本 哲也

榛原まちづくりＮＰＯ 平櫛行政書士事務所
hira@mahoroba.ne.jp
〒633-0205 奈良県宇陀郡榛原町天満台東3-167TEL0745-82-5897 FAX0745-82-0988
橋本行政書士事務所

●農地転用

samurai8@m5.kcn.ne.jp
行政書士・FP
宅地建物主任者

〒630-0113 奈良県生駒市鹿ノ台南2-10-2
TEL 0743-78-5070 FAX 020-4666-2922

鍛治 幸雄
行政書士

鍛治幸雄行政書士事務所
〒643-0002 和歌山県有田郡湯浅町大字青木２５
２－８
TEL 0737-63-2723 FAX 0737-63-6263

中林 章裕
行政書士

行政書士中林法務事務所
biyakugann@ybb.ne.jp
〒306-0126 茨城県古河市諸川1379-21
TEL&FAX 0280-76-6808

北村 正雄
行政書士
宅建主任

小島 泰雄
ﾘｽｸﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ

北村法務事務所

kimumasa1119@yahoo.co.jp
〒811-1365 福岡県福岡市南区皿山1-1-19
TEL&FAX 092-552-2745

●農業法人の設立
●相続・遺言
●企業法務・会社設立

●建設業許可関係
●産業廃棄物業許可関係
●風俗営業許可関係
●遺言・相続・離婚問題
●著作権登録等
●ペットのトラブル等の民事法務
●遺言書離婚協議書等の公正証書作成

予定名：ﾘｽｸｲﾝﾃﾞィｹｰｼｮﾝ株式会社（設立準備中） ●内部監査構築及び改善支援
riskindy@gmail.com
●BCPBCM事業継続支援
〒239-0814 神奈川県横須賀市二葉2-26-15
●ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾝｽ構築支援

TEL 090-4018-9344 FAX046-844-6212
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