
会員名 支部 事務所/〒 事務所/住所1 事務所/住所2

足立  万紀          神戸                650-0027 神戸市中央区中町通3丁目1番16号          ｻﾝﾋﾞﾙ4階                                
阿部　太良 神戸                655-0026 神戸市垂水区宮本町１番２６号 ビル・シーサイド１階
有田  優            神戸                652-0041 神戸市兵庫区湊川町5丁目3番１２－１号
安崎　義清          神戸                652-0815 神戸市兵庫区三川口町3丁目3番3号                                                 
池田　信男          神戸                652-0812 神戸市兵庫区湊町2丁目4番32号                                                    
石神　健吾 神戸                651-0085 神戸市中央区八幡通四丁目1－16 ラムール神戸三宮５００号室
石田　由郁          神戸                650-0034 神戸市中央区京町76番地2明海三宮第2ビル5階     司法書士ライト合同事務所
井本　須美尾        神戸                650-0025 神戸市中央区相生町2丁目3番13号                                                  
繪野　早代          神戸                651-0085 神戸市中央区八幡通1丁目1番21ｰ307号                                              
大西　國義          神戸                650-0021 神戸市中央区三宮町2丁目2番3号                                                   
岡田　茂            神戸                654-0142 神戸市須磨区友が丘4丁目1番30号                                                  
岡田司法書士法人          神戸                650-0015 神戸市中央区多聞通2丁目4番4号           ﾌﾞｯｸﾛｰﾝﾋﾞﾙ2階                           
蔭山　倫理          神戸                650-0022 神戸市中央区元町通6丁目7番10号          元町関西ビル3階
加藤　佳寿彦        神戸                650-0022 神戸市中央区元町通5丁目6番4-203号       ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ神戸元町通2階                
川崎　義幸          神戸                651-0096 神戸市中央区雲井通4丁目1番23号          ｱｽﾃｨ三宮305号                           
北野　聖造          神戸                650-0024 神戸市中央区海岸通5番地                 商船三井ビル7階                         
木下　浩            神戸                650-0015 神戸市中央区多聞通2丁目5番18号                                                  
楠本　義貴          神戸                652-0804 神戸市兵庫区塚本通7丁目2番19号          兵庫ｻﾝﾊｲﾂ402号                          
神津　科野          神戸                651-0097 神戸市中央区布引町4丁目2番12号          ネオフィス三宮10階                      
後藤　俊一          神戸                654-0051 神戸市須磨区月見山本町2丁目5番1号       ﾏﾙｼﾏﾗｲﾌ202号                            
佐伯  文弘          神戸                651-0084 神戸市中央区磯辺通3丁目1番2号          ＮＬＣ三宮701
佐藤　昭一          神戸                650-0015 神戸市中央区多聞通1丁目1番1号                                                   
塩見　栄介          神戸                657-0036 神戸市灘区桜口町4丁目5番12号            ﾌｫｰﾗﾑ六甲304号室                        
柴田　聡            神戸                650-0015 神戸市中央区多聞通3丁目2番6号           長沢ﾋﾞﾙ                                 
島田　雄三          神戸                652-0802 神戸市兵庫区水木通６丁目２番１１号                                              
城谷　裕司          神戸                650-0034 神戸市中央区京町７９番地     日本ビルヂング507号
高田  宏二          神戸                652-0811 神戸市兵庫区新開地４丁目３番７－１１０４号     
田中　浩一朗        神戸                650-0015 神戸市中央区多聞通2丁目1番5-201号                                               
谷　節子            神戸                657-0832 神戸市灘区岸地通4丁目4番17-204号                                                
長井　一昌          神戸                651-0084 神戸市中央区磯辺通1丁目1番18-1101号     （カサベラ国際プラザビル11階）          
西井　清            神戸                650-0016 神戸市中央区橘通2丁目3番9号                                                     
西尾　末廣          神戸                650-0021 神戸市中央区三宮町3丁目7番6号           フクトクビル                            
西川  知樹          神戸                657-0055 神戸市灘区上河原通2丁目3番18号          上河原二共同ﾋﾞﾙ2階                      
二ノ丸　武男        神戸                651-0086 神戸市中央区磯上通8丁目2番6号                                                   
藤田　孝志          神戸                650-0024 神戸市中央区海岸通2丁目2番3号           ｻﾝｴｰﾋﾞﾙ2階                              
星野　章子          神戸                651-0085 神戸市中央区八幡通1丁目                 1番12-1003号                            
堀井　隆博          神戸                651-1302 神戸市北区藤原台中町1丁目2番1号         北神中央ﾋﾞﾙ608号                        
前田　泰幸          神戸                658-0013 神戸市東灘区深江北町4丁目7番7号         ﾜｲ.ｴｽ.ﾋﾞﾙ201号室                        
間瀬　正            神戸                650-0027 神戸市中央区中町通2丁目1番18号          日本生命神戸駅前ﾋﾞﾙ5階                  
松本　伸太郎        神戸                658-0021 神戸市東灘区深江本町3丁目9番1号         深江駅前ﾋﾞﾙ205                          
水口　照二          神戸                651-0087 神戸市中央区御幸通4丁目1番10号          YAYA　BLD402号                           
溝口　健二          神戸                650-0023 神戸市中央区栄町通１丁目１番８号        
安田　捷            神戸                651-1145 神戸市北区惣山町1丁目7番地の1                                                   
安室　彰子          神戸                657-0037 神戸市灘区備後町3丁目2番16号                                                    
山路　正明          神戸                650-0016 神戸市中央区橘通2丁目1番9号                                                     
山下　外余男        神戸                650-0027 神戸市中央区中町通2丁目2番18号          平戸ﾋﾞﾙ8階                              
山田　久吉          神戸                650-0023 神戸市中央区栄町通3丁目6番7号           大栄ﾋﾞﾙ8階                              
山中　修            神戸                657-0012 神戸市灘区一王山町13番25号                                                      
吉川　格            神戸                650-0015 神戸市中央区多聞通2丁目5番13号          ﾌﾟﾚｺｰﾄｵｶﾀﾞ201号                         
吉田　功            神戸                652-0045 神戸市兵庫区松本通8丁目7番4号                                                   
吉田　博            神戸                654-0154 神戸市須磨区中落合2丁目2番5号           名谷ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ7階                          



大前　聡子          阪神                662-0036 西宮市大井手町２番８号                     ヴィルトゥ－夙川３０１
川岸　邦充          阪神                660-0892 尼崎市東難波町5丁目14番14号                                                     
今　光生            阪神                661-0026 尼崎市水堂町3丁目1番11号                                                        
坂根　充 阪神                665-0845 宝塚市栄町2丁目1番2号                   ｿﾘｵⅡ３階
佐野　秀和          阪神                663-8132 西宮市東鳴尾町1丁目9番25号              ｸﾞﾚｰｽ武庫川101号                        
田所  紳二          阪神                661-0035 尼崎市武庫之荘2丁目3番1号3F　                                                   
田中　良三          阪神                660-0054 尼崎市西立花町2丁目1番8号               ﾃﾞｭｵ立花217号                           
野上  英則          阪神                661-0035 尼崎市武庫之荘1丁目2番5号               ｽｶｲﾎﾞｯｸｽﾋﾞﾙ203                          
藤本　博三          阪神                661-0953 尼崎市東園田町5丁目56番地の1            ﾌﾟﾚｱﾃﾞｽ302号                            
吉岡　周三 阪神                663-8231 西宮市津門西口町2番13号
青山　昌仁          伊丹                666-0033 川西市栄町10番5-401号                                                           
池田　光男          伊丹                669-1514 三田市川除148番地                                                               
稲塚　泰孝          伊丹                664-0881 伊丹市昆陽2丁目165番地1                 伊丹東宝ﾊｲﾂﾋﾞﾙ1階                       
岡本　初美          伊丹                669-1533 三田市三田町38番7号                                                             
甲賀　貞子          伊丹                669-1533 三田市三田町31番18号                                                            
小西　明            伊丹                669-1513 三田市三輪1丁目9番5号                                                           
坂上　勲平          伊丹                669-1513 三田市三輪1丁目2番15号                                                          
迫田　博幸          伊丹                664-0858 伊丹市西台4丁目1番29号                                                          
新谷　保信          伊丹                669-1531 三田市天神1丁目2番20号                                                          
竜田　節            伊丹                669-1533 三田市三田町36番7号                     本町ﾊｲﾂ201号室                          
戸越　美代子        伊丹                666-0006 川西市萩原台西1丁目17番地                                                       
中川　俊郎 伊丹 664-0851 伊丹市中央6丁目3番6号
西尾  卓            伊丹                669-1532 三田市屋敷町1番8号                                                              
橋村　正人          伊丹                664-0846 伊丹市伊丹2丁目5番6号                   アリオⅡ1階                             
福岡　秀隆          伊丹                669-1533 三田市三田町35番17号                                                            
藤田　和起          伊丹                669-1531 三田市天神2丁目2番11号                                                          
池田　尚人          明石                651-2144 神戸市西区小山3丁目8番11号                                                      
池本  浩昭          明石                651-2277 神戸市西区美賀多台1丁目2番地        W105号
金澤　優治          明石                673-0882 明石市相生町1丁目1番34号                                                        
閑念　隆司          明石                673-0891 明石市大明石町2丁目8番10号                                                      
永尾  朋寛          明石                673-0403 三木市末広1丁目13番6号                                                          
中嶋  康雄          明石                673-0403 三木市末広1丁目2番22号                                                          
紅谷　正人 明石                674-0058 明石市大久保町駅前２丁目１番地の１０－２０４号
山本　真由美 明石                673-0533 三木市緑が丘町東１丁目１番地の26
依藤　保            明石                673-0403 三木市末広1丁目12番12号                                                         
赤西　弘光          姫路                672-8021 姫路市白浜町宇佐崎中1丁目17番地                                                 
荒木  幸治          姫路                672-8040 姫路市飾磨区野田町28番地2                                                       
飯塚　和司          姫路                670-0948 姫路市北条宮の町260番地                                                         
石田　光春          姫路                671-1262 姫路市余部区上余部758番地3                                                      
井上　賢司          姫路                670-0028 姫路市岩端町80番地の22                                                          
男武　孝一          姫路                670-0947 姫路市北条432番地の2､                   1-109                                   
鎌谷　壽活          姫路                679-2204 神崎郡福崎町西田原1387番地                                                      
金　哲二 姫路                670-0058 姫路市車崎１丁目２番3-２０６号 エバーグリーン今宿Ａ棟
葛原　裕子          姫路                670-0945 姫路市北条梅原町201番地の2                                                      
合田　俊博          姫路                671-1257 姫路市網干区垣内本町1649番地の1                                                 
新宮　敬治          姫路                670-0015 姫路市総社本町149番地                                                           
高田　英教          姫路                671-0234 姫路市御国野町国分寺140番地                                                     
中島　知裕          姫路                670-0837 姫路市宮西町3丁目16番地                                                         
難波　克史 姫路                670-0933 姫路市平野町58番地　ｶﾜｻｷﾋﾞﾙ3階
西脇　鈴代          姫路                670-0964 姫路市豊沢町21番地                                                              
原　隆雄            姫路                670-0016 姫路市坂元町48番地                                                              
原田　稔史          姫路                670-0947 姫路市北条503番地6                                                              
増田　公紀          姫路                679-2204 神崎郡福崎町西田原1405番地の3                                                   
町田　直隆          姫路                672-8044 姫路市飾磨区下野田1丁目57番地                                                   
三輪　敦巳          姫路                670-0971 姫路市西延末413番地の1                                                          
柳谷　義則          姫路                670-0012 姫路市本町68番地の170                   大手前第1ﾋﾞﾙ3階-1                       
井上　毅            播磨                676-0004 高砂市荒井町千鳥1丁目5番5号                                                     
釜江　宏明          播磨                675-0021 加古川市尾上町安田903番地                                                       
川野　正明          播磨                675-0017 加古川市野口町良野1783番地                                                      
鹿間  聖            播磨                675-0031 加古川市加古川町北在家2715番地                                                  
志野木　良子        播磨                675-0024 加古川市尾上町長田526番地の14                                                   
福田　見正          播磨                675-0031 加古川市加古川町北在家2569番地                                                  
前田　拓也          播磨                676-0022 高砂市高砂町浜田町2丁目10番11号                                                 
正木  隆資          播磨                675-0144 加古郡播磨町北本荘3丁目2番5号                                                   
松井　隆文          播磨                675-0039 加古川市加古川町粟津1012番地            （セイコービル2F）                      
宮本  秀晃          播磨                675-0101 加古川市平岡町新在家992番地の4                                         
宮本　三鈴          播磨                675-1114 加古郡稲美町国安1082番地の1                                                     
山﨑　由起子        播磨                675-0061 加古川市加古川町大野1276番地の2                                                 



上原　正弘          淡路                656-0122 南あわじ市広田広田1054番地1                                                     
奥野　一喜          淡路                656-0424 南あわじ市榎列西川172番地                                                       
川端　英雄          淡路                656-2131 淡路市志筑3111-67                                                               
里深　嘉胤          淡路                656-0474 南あわじ市市市227番地9                                                          
壽圓　久範          淡路                656-0024 洲本市山手3丁目5番20号                                                          
土井　惠一朗        淡路                656-0511 南あわじ市賀集八幡144番地4              稲先ﾏﾝｼｮﾝ1階                            
中村　英之          淡路                656-0055 洲本市大野894番地の1                                                            
野口  泰嗣          淡路                656-0022 洲本市海岸通2丁目8番2号                                                         
濵口　雄裕          淡路                656-2131 淡路市志筑1392番地の1                   岡野ﾋﾞﾙ2階                              
樋口　正一          淡路                656-0012 洲本市宇山1丁目2番24号                                                          
船越　健司 淡路                656-1333 洲本市本町５丁目４番２５号 第2大富ﾋﾞﾙ202号
松坂　省三          淡路                656-0502 南あわじ市福良乙213番地8                                                        
森高　英二          淡路                656-0013 洲本市下加茂1丁目2番26号                                                        
安田　知孝          淡路                656-0455 南あわじ市神代國衙1300番地1 三栄ビル203                                         
山口　昌志          淡路                656-2401 淡路市岩屋524番地2                                                              
山下　富弘          淡路                656-0046 洲本市金屋1180番地の15                                                          
山本　弘            淡路                656-0332 南あわじ市湊268番地1                                                            
小松　和博 西播                679-5301 佐用郡佐用町佐用195
塩谷　勉            西播                679-4316 たつの市新宮町芝田331番地                                                       
下川　健次郎        西播                671-2576 宍粟市山崎町鹿沢237番地の1                                                      
庄　元弘            西播                679-4168 たつの市龍野町四箇37番地の1                                                     
髙原　勉 西播                678-0008 相生市栄町１６番１号
田中　俊彦          西播                678-1251 赤穂郡上郡町井上210番地                                                         
中林　善実 西播                679-4315 たつの市新宮町新宮３８２番地４
前川　渉            西播                678-0232 赤穂市中広1028番地                                                              
松本　文雄          西播                679-4167 たつの市龍野町富永492番地8                                                      
萬代　新一郎        西播                678-0221 赤穂市尾崎３１２９番地の３                                                               
足立  英幸          丹波 669-3811 丹波市青垣町佐治107番地1
卯野　秋一郎        丹波 669-3602 丹波市氷上町常楽514番地4                                                        
澁谷　美鈴 丹波 669-4141 丹波市春日町黒井1591番地の6                                         
竹内　香織 丹波 669-3464 丹波市氷上町石生2575番1
荒木　伯            東播                675-2312 加西市北条町北条285番地の10                                                     
石田　健郎          東播                675-1379 小野市上本町170番地                                                             
切貫　裕士          東播                675-2303 加西市北条町古坂257番地の2                                                      
上月　規秀 東播 675-1371 小野市黒川町1762番地                                         
田中　琢磨 東播 673-1431 加東市社1738番地101
藤原　正幸          東播                673-1431 加東市社563番地8                                                                
本多　義博          東播                673-1431 加東市社535番地4                                                                
吉田　康男          東播                677-0015 西脇市西脇885番地の175                                                          
竹中　博司          但馬                668-0021 豊岡市泉町6番8号                                                                
田中　宣久          但馬                669-5202 朝来市和田山町東谷158番地8                                                      
中井　功            但馬                669-6821 美方郡新温泉町湯1192番地4                                                       
橋本　勝由          但馬                669-6702 美方郡新温泉町浜坂2054番地の15                                                  
福田  伸之          但馬                669-5203 朝来市和田山町寺谷710番地2                                                      
山本  利一          但馬                668-0021 豊岡市泉町1番9号                                                                


