社会保険労務士
経営者の方、お勤めの方、双方からの、給与・残業・有休等
の労働条件、退職・解雇・雇止め、社会保険・労災・年金、就
業規則・人事制度等の人事・労務に関するご相談

弁理士
特許権・実用新案権・意匠権・
商標権・著作権等の手続きなど

土地家屋調査士
不動産の「表示に関する登記」手続、
不動産（土地・建物）の調査、測量など

不動産鑑定士
土地・建物の相場・動向、借地・家賃・更新料などのト
ラブル、不動産の売買・賃貸・交換・分割・空き家・空き
地などのご相談

中小企業診断士
経営相談、事業計画書及び経営改善計画書作成支援、
資金繰り、銀行対策、企業再生、各種補助金・助成金
申請支援、創業支援

建築士

※13：00 〜 16：00のみ
住宅及び一般建築物の新築・増改築・リフォームに
関わること、建物の資産運用について、建物の耐震診
断・補強、建築に関わる法律相談

ITよろず相談
ＩＴを活用した集客をしたい、
予約システムを作りたい、
企業・創業の支援を受けたい、
社内のセキュリティチェッ
クをしたい、
会社やサービスのロゴマークを作りたい

無料ミニセミナー
各士業が生活に密着した身近なテーマのセミ
ナーを開催いたします。無料で聴講できます
のでお気軽にご参加ください。
場所
定員

武蔵野商工会議所会議室
リアル参加10名（先着順）

● お申し込みは
TEL.

0422-22-3631

サービス業部会 事務局

➡

市役所など官公庁への許認可申請ご支援、外国籍の
方の諸手続きご相談、成年後見、相続・遺言など福祉
家庭についてのご相談（紛争性無しの場合）

12

回 武蔵野商工会議所サ ービス業部会主催

行政書士

第

司法書士
相続・贈与・売買等による所有権移転登記手続、抵当権等の
設定・変更・抹消登記手続、会社設立等の商業登記手続、債務
整理、成年後見、遺言書作成サポート、
簡易裁判所での訴訟等

街頭無料相談会

法人税、所得税、相続税、贈与税など
個人や法人の税金全般についての相談

10

月に開催していた街頭無料相談会を今年は6月に開催します︒

税理士

例年

離婚、相続・遺言などの家事（紛争性有りの場合）、損
害賠償・貸金借金・不動産（借地借家）
・各種契約な
どの一般民事、中小企業法務、その他紛争全般

あらゆるお悩みをワンストップでご相談いただけます︒身近で困っていること︑
この機会にご相談ください︒企業の方もお気軽にご相談ください！

弁護士

ライブ配信は
こちらからご覧ください。

13：30〜14：30
「3分で書ける遺言書」

いつき司法書士事務所 武田一樹

15：00〜16：00
「中小企業のためのSDGｓ入門と活用法」
小野瀬経営コンサルタント

小野瀬由一

予約優先

26
10：00〜16：00

TEL 0422-22-3631

日時

では換気を行います。
・相談スペースは、
入替の都度消毒を行います。
・当日37.5度以上の発熱がある場合、もしくは咳、
のどの痛みなどの症状がある場合は、相談をお
控えください。

第一ホテル

東急百貨店

コピス吉祥寺

ロフト

パルコ

駅
祥寺
JR吉

ふれあいデッキ
こもれび広場

※雨天の場合は武蔵野商工会議所

セミナー会場・相談会場

ヨドバシカメラ

北口

受付・会場

五日市街道

西友
吉祥寺大通り

・相談会場は、周りとの十分な距離を確保し、室内

武蔵野商工会議所

吉祥寺通り

・スタッフはマスク着用のうえ対応します。

土

コピス吉祥寺

ふれあいデッキ こもれび広場

サンロード

6

令和3年

祥寺
レ吉
アト

→
新宿

キラリナ

井の頭通り
川
←立

丸井 東急REIホテル

武 蔵 野商工会 議 所

https://www.musashino-samurai.com

ご予約
・
お問い合わせ

武蔵野商工会議所サービス業部会

共催：武蔵野商工会議所企業支援部

後援：武蔵野市

TEL 0422-22-3631

武蔵野市吉祥寺本町1-10-7（担当 サービス業部会事務局）

相談員事業所紹介
武蔵野商工会議所会員事業所
一覧ページ https://www.musashino-samurai.com/

中村一郎

小林清法律事務所

小林清

〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1丁目32-11 吉祥寺YKビル3F
☎0422-22-7722
◆一般民事、家事、不動産関連事件

ソフィア法律事務所

飛田秀成

〒102-0094 千代田区紀尾井町3番19号 紀尾井町コートビル7F
☎03-3262-0770 https://soﬁalaw.com/
◆合同労組・労基署対応（労働事件）、相続・一般民事

吉祥寺本町法律事務所

萱島博文

新都市総合法律事務所

岸野俊一

〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町2丁目20-12 MU KICHIJOJI 3F
☎0422-27-6485 http://kichijoji-lawoﬃce.jp/
◆知的財産権、交通事故、離婚、慰謝料、遺言、遺産分割、遺留分、借地借家

〒104-0061 中央区銀座1丁目7-6 銀座河合ビル5F
☎03-3538-5005 http://www.shintoshi-lo.gr.jp/
◆契約締結交渉、労働紛争、不動産関係、家事一般

明日の風法律事務所 久保田聡

〒180-0002 武蔵野市吉祥寺東町1丁目11-18 Mビル403
☎0422-29-8836 http://asunokaze-law.com/
◆相続、離婚、成年後見、債務整理、不動産（建築・リフォームトラブル、借地
借家など）、各種契約、損害賠償、刑事・少年事件、法教育・研修講師

大月・近藤法律事務所

近藤敦哉

〒160-0017 新宿区左門町13-1 四谷弁護士ビル307号 ☎03-6457-7799
◆交通事故、相続（遺言書作成・遺産分割）、中小企業法務

三鷹の森法律事務所

こも だ

薦田知浩

〒181-0013 三鷹市下連雀3丁目38-4 三鷹産業プラザ410
☎0422-29-9627 http://mitaka-law.jp
◆相続、遺言作成、遺産分割、遺留分、不動産明渡、離婚、財産分与

銀座栄光法律事務所

竹内雄一

〒104-0061 中央区銀座8-12-11 第2サンビル2F
☎03-3545-8625 http://www016.upp.so-net.ne.jp/ginza-eikou
◆刑事・民事・一般・専門（医療・知財・労働・行政・建築・倒産・家事・相続・少年）

よつ葉法律事務所

内田直子

〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1丁目31-11 KSビル601
☎0422-27-6637
◆相続・離婚等の家事、不動産関係、企業法務、成年後見、
損害賠償等の一般民事

アイリス法律事務所

山崎 新

180-0003 武蔵野市吉祥寺南町3-1-1 Ｋビル201
☎0422-24-7422 https://iris-lo.com
◆女性弁護士による女性のための法律事務所。離婚、DV、セクハラ、犯罪被害、相
続など。子連れでも相談可能。法テラスの無料相談・弁護士費用立替も使えます。

税理士

税理士行政書士静間俊和事務所
静間俊和 〒180-0013 武蔵野市西久保2-24-7

☎090-1435-2334 http://www.mb-brain.com/group/zei/
◆相続対策、生前贈与、遺言書作成、遺産分割協議書作成のサポート

むさしの税理士法人 粕谷 亮

〒180-0005 武蔵野市御殿山1丁目1-3 クリスタルパークビル7F
☎0422-70-2121 https://mtax.or.jp/
◆相続、贈与、起業支援、金融機関対応

荒川 力

〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町2丁目4-14 メディコープビル7F
☎0422-23-3377 http://www.arakawa.ne.jp/
◆相続、資産家のためのコンサルティング

税理士法人フューチャーコンサルティング
小澄 健士郎 〒180-0002 武蔵野市吉祥寺東町1-4-26大文ビル3階
☎0422-27-1345 http://future-c.com/
◆信託を活用したコンサルティング、法人・個人税務

佐藤渉税理士事務所

佐藤渉

〒180-0003 武蔵野市吉祥寺南町2丁目8-8 輿石ビル2F
☎0422-76-8552 http://www.kaikei-home.com/tax-satou/
◆相続税・贈与税、
ベンチャー企業の立ち上げ支援

遠藤会計事務所

司法書士

司法書士法人 As birds

〒180-0002 武蔵野市吉祥寺東町1丁目1-18
☎0422-21-3611 http://nakamura-law.gr.jp/
◆一般民事、相続・遺言・離婚などの家事、不動産関係、中小企業法務

荒川会計事務所

中村隆

184-0011 小金井市東町4-16-19小松ビル101
☎042-384-2358 http://nakamura-zei.com
◆相続税申告、税務調査対応を専門とする国税OB税理士事務所

〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町3丁目8-20
◆相続、遺言、企業法務、民事信託

弁護士

中村法律事務所

中村隆税理士事務所

遠藤政行

〒180-0006 武蔵野市中町2-18-2
☎0422-38-5070 http://www16.plala.or.jp/endo-kaikei
◆相続税、法人税、所得税

勅使康友

☎0422-28-7131

溝口労務サポートオフィス

溝口知実

〒160-0023 新宿区西新宿7丁目17-14
☎03-3365-3282 http://www.mizoguchi-sr-oﬃce.jp/
◆労務トラブル相談、働き方見直しコンサルティング、就業規則、労働・社会
保険手続き、年金相談

ツノダ人事多摩オフィス

角田博一

〒181-0013 三鷹市下連雀3-22-5青木ビル3階
☎0422-29-9460 http://www.tsunoda-jinji.jp/
◆勤務時間や残業代の課題解決。変形労働時間、みなし残業代の導入。給与
計算のアウトソーシング。同一労働同一賃金に対応した就業規則への変更

司法書士法人京谷事務所

ふくおか社会保険労務士事務所

〒180-0006 武蔵野市中町1丁目10-7 武蔵野Ｋビル3F
☎0422-50-0197 http://kyotani-oﬃce.co.jp/
◆不動産登記、商業法人登記全般、相続遺言、各種許認可業務、民泊届出業務等

〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-20-1吉祥寺永谷シティプラザ803
☎0422-27-2905 https://www.sharoushi-fukuoka.com/
◆介護・医療業界に強い社労士です。社会保険・労働保険の各種手続、
給与計算業務、労務相談、年金相談等

京谷直彦

竹内恒太司法書士事務所 竹内恒太

〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1丁目11-30-712 ダイアパレス吉祥寺
☎0422-23-0051 http://www.takeuchi-shihou.net/
◆相続や遺言に関する手続きサポート、各種登記手続き、成年後見手続き等

リーガルオフィス純生
荒川純生司法書士事務所 荒川純生

〒180-0013 武蔵野市西久保2丁目27-16-304
☎0422-27-8341 http://arakawa-oﬃce.com/
◆相続における、不動産登記・預貯金解約・株式等の承継手続き、成年後見
における、各種手続き、株式会社設立等、商業・法人登記

いつき司法書士事務所 武田一樹

〒180-0003 武蔵野市吉祥寺南町1-30-1-502 パークヴｨラ吉祥寺
☎0422-24-7924
◆相続手続き、遺言書の書き方、民事信託、両親が元気なうちに知ってお
いたほうが良い5つのポイント

行政書士

行政書士法人建設ブレイン

田中秀人

〒181-0013 三鷹市下連雀3丁目38-4 三鷹産業プラザ409
☎0422-76-7000 http://www.kensetsubrain.com/
◆建設業許可、経営事項審査、Ｐ点アップ相談、入札指名参加申請、
入札資格ランクの相談、法令遵守指導と立ち入り調査の相談、
合併・分割・営業譲渡時の経営事項審査対策

吉祥寺行政書士事務所

松丘晃

〒180-0001 武蔵野市吉祥寺北町2丁目3-9 パークハウス吉祥寺北
グローヴⅣ-203 ☎0422-21-7523 http://www.matsuoka-gyosei.com/
◆成年後見・相続・遺言作成に関する相談

行政書士事務所タニヤンズ

〒180-0003 武蔵野市吉祥寺南町2-20-1-304
☎0422-24-9839
◆成年後見、介護福祉事業サポート全般

谷家幸子

福岡秀行

山口労務相談事務所

髙橋社会保険労務士事務所
髙橋雅人 〒202-0012 西東京市東町3-5-15

青野佑一郎 〒181-0011 三鷹市井口1丁目11-1-202

☎0422-39-3898 https://aonoyuichiro.biz/
◆遺言、相続、任意（法定）後見、会社設立、許認可取得、創業融資、
資金調達支援、契約文書作成・確認・管理、
リスクマネジメント経営支援、
法教育・研修、
まちゼミ

行政書士こうま法務事務所 髙麗千織

〒181-0002 三鷹市牟礼6丁目24-12-122 ☎0422-45-3786
◆建設業許可・各種許認可・助成金申請・在留資格・VISA・相続・遺言・成年後見

☎090-4381-7370

https://www.msd-taka.jp/
◆労務管理、就業規則作成、労働・社会保険の手続き、年金・健康保険、労
災保険・雇用保険に関する相談、健康経営導入支援、
セクハラ・パワハラ等
職場のハラスメント防止対策

土地家屋調査士

水本登記測量事務所

水本建司

〒207-0013 東大和市向原1丁目6-1
☎042-562-8114 http://www.mizumoto-touki.com
◆建物の新築登記、土地の境界確定、分筆登記等

羽鳥光明土地家屋調査士事務所

羽鳥光明 〒180-0006 武蔵野市中町2丁目6-5アルファ武蔵野2-311
☎0422-56-3450
◆不動産の
「表示に関する登記」手続、不動産（土地、建物）
の調査、測量
不動産鑑定士

堤不動産鑑定

堤圭一

〒180-0022 武蔵野市境2丁目3-20-202
☎0422-26-1423 http://tsutsumi.work/
◆不動産鑑定・調査、相談、不動産売買・賃貸借のコンサルティング

白鷺不動産鑑定

三鷹武蔵境通り法務行政書士事務所

山口茂

〒180-0014 武蔵野市関前3-4-11アビタシオン武蔵野203
☎090-8497-2440 https://shigeru2yamaguchi0.wixsite.com/website
◆パワハラ・セクハラ対策、
メンタルヘルス対策、
カウンセリング、年金相談、
労務相談、労働安全衛生、健康経営

中澤信行

〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町3丁目28-20-103 ☎0422-77-8639
◆不動産の売買・賃貸・空き家・空き地・山林の相談、不動産・山林等の評価

中小企業診断士

小野瀬経営コンサルタント 小野瀬由一

〒181-0012 三鷹市上連雀8丁目9-24-102
☎0422-43-6992 http://www.npo-tokyoitc.jp/
◆小規模企業・中小企業等を対象とした、テレワーク等ICT導入・利活用、サイバー攻
撃などセキュリティー対策のほか、SDGｓ活用による持続的成長のための経営支援

徳田経営研究所 徳田泰彦

ユーカリ行政書士事務所 竹内健一

〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町3-27-15
☎080-3277-5717
◆経営者の皆様から種々お話を伺い、対話を重ねることで経営の課題を発
見し、各種支援機関のサービスを活用しつつ課題を解決いたします。

東京都行政書士会武鷹支部 田中 勉

ステッププラス・コーチング＆
コンサルティング 砂村義雄

〒181-0012 三鷹市上連雀8-8-11☎0422-57-7033 https://www.yuukari.co/
◆建設業・宅建業・風営業・飲食業許可、会社設立、記帳会計、VISA申請

〒181-0016 三鷹市深大寺2丁目23-30
☎0422-30-5899 http://mutaka-gyosei.com/
◆武蔵野・三鷹地区の行政書士活用に関する相談

髙谷行政書士・社会保険労務士事務所
髙谷桂子 〒181-0001 三鷹市井の頭4丁目5-21

☎0422-46-1861 https://eclatante-consulting.com/
◆創業・社会保険手続き、融資サポート、知的資産経営支援、同一労働同一
賃金に対応した人事制度構築支援、就業規則作成サポート等

行政書士事務所OﬃceTsuru

水流正秀 〒181-0013 三鷹市下連雀3-27-1三協ビル
☎0422-29-9107 https://www.oﬃcetsuru.jp/
◆経営支援・不動産相続支援

Breath行政書士事務所 本多夏帆

〒180-0006 武蔵野市中町2-20-3-7
☎0422-90-5847 http://oﬃce-breath.com/
◆併設のBreath社会保険労務士法人とワンストップでビジネスサポート。
創業支援・法人設立・許認可・補助金・人事労務管理含むコンサルティング等

社会保険労務士

澤田社会保険労務士事務所

澤田庸一

〒181-0002 三鷹市牟礼7丁目4-61
☎0422-26-7685 http://www.sawada-sr.com/
◆会社を守り、社員を定着させる就業規則・社内規定づくり、解雇などの厄介な
労働トラブル相談、社員を成長させ業績を上げる人事制度、賃金制度づくり

〒181-8525 三鷹市下連雀3-38-4 三鷹産業プラザ内
☎080-4437-1962 https://stepplus-coaching.com
◆人と組織の活性化：社員のやる気・自律促進、離職率低下、社内コミュニ
ケーション活発化、後継者育成、経営理念の社内浸透、事業戦略リメイク、
中長期計画策定、計数管理の仕組み導入

（株）マネジメントブレーン 姫野裕基

〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町２丁目8-4 i-oﬃce吉祥寺
☎0422-28-4330 https://www.mb-brain.com/
◆創業支援をしています。
「独立したい、
でもどうしたら良いの？」、
「開業に
ついて専門家に相談したい」、
「会社と個人とどちらが良いの？」、
そんな皆様、
お待ちしています！

建築士

一級建築士事務所米森建築設計事務所
米森公彦 〒167-0042 杉並区西荻北5丁目17-5

☎03-3397-2415 http://www.yonemori-archi.com/
◆住宅及び一般建築物の新築・増改築・リフォーム等の設計、賃貸用建物
の資産価値向上コンサル、耐震診断・補強設計

IT相談

ICT研究会 ITよろず相談

矢口功

〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1丁目10-7
☎0422-22-3631 https://www.musashino-ict.jp/
◆各種IT相談、起業・創業支援等

