
氏名 事務所名 郵便番号 事務所住所 電話番号 メールアドレス 翻訳可能言語 対象可能な文書 依頼方法

1 深谷 純夫 深谷国際行政書士事務所 235-0016 横浜市磯子区磯子3-6-28 橋本ビル1F
045-370-7408

090-6531-0886
sumi13090@yahoo.co.jp 日本語⇔英語 戸籍、住民票、その他

持ち込み、Email、郵

送

2 後藤 知子 横浜ミライズ行政書士事務所 231-0033 横浜市中区⾧者町5-75-1-616 050-5374-9641 miraiz.office@gmail.com 日本語⇔英語、中国語

戸籍、住民票等の公的書

類全般、契約書等のビジ

ネス文書、その他

Email、郵送

3 行木 久晴 れんげ行政書士 230-0073 横浜市鶴見区獅子ヶ谷一丁目14番10号802
045-575-7043

090-4604-0700
renge-gyousei@r5.ucom.ne.jp 日本語⇔英語 戸籍、住民票、その他 Email

4 廣瀬 聖 行政書士廣瀬国際法務事務所 238-0026 横須賀市小矢部2-22-6 046-887-0178 hirose.legal.office@energy.ocn.ne.jp
日本語⇔英語（法律英

語、一般英語）

戸籍、住民票、委任状、

その他法律文書
Email、郵送など

5 浦田 耕作 行政書士浦田事務所 215-0003 川崎市麻生区高石3丁目21番7号
044-281-0193

090-9148-5342
uratafa@nifty.com 日本語⇔英語

戸籍・住民票等の英訳

英文出生証明書・婚姻証明

書等の和訳、その他

郵送、Email

6 岩本 倫
シーサイド行政書士法人

横浜金沢事務所
235-0023

横浜市磯子区森3丁目18番25号

ニイヤビル1階
045-550-4306 visa@seaside-agency.com

日本語⇔英語

日本語⇔タガログ語

日本語⇔スペイン語

戸籍、住民票、その他
持ち込み、郵送、

Email、SNS

7 栗城 貴宗 はるかぜ行政書士事務所 242-0017 大和市大和東3-9-3
046-240-6135

090-5543-8829
taka_kuriki@harukaze.org 日本語⇔韓国語 戸籍、住民票、その他

持ち込み、郵送、

Email

8 新谷 理沙 行政書士新谷事務所 233-0011 横浜市港南区東永谷3-43-1-604 080-5683-7208 sariyaraa@gmail.com 日本語⇔英語 戸籍、住民票、その他 Email

9 美濃口 峰華 美濃口国際行政書士事務所 221-0822
横浜市神奈川区西神奈川1-10-5

コスモ東神奈川駅前1008号室
090-6923-7365 mghpw_lfh125@yahoo.co.jp

日本語⇔中国語

日本語⇔韓国語

（日本）戸籍、住民票、

受理証明書等

（中国）結婚証、出生医

学証明書、戸口簿、離婚

協議書、卒業証

（台湾）戸籍、卒業証書

等

（韓国）戸籍、家族関係

登録事項別証明書等

持ち込み、郵送、

Email

10 平出 花子 行政書士平出花子事務所 221-0821
横浜市神奈川区富家町1-13

スカイハイツトーカイ303
090-2540-2130 hanako.hirade@gmail.com ドイツ語→日本語 結婚証明書、会社謄本 Email

11 片岡 利枝子 ユニ行政書士法務事務所 254-0813 神奈川県平塚市袖ヶ浜1-12-1 090-6146-2880 JL06454@gmail.com 日本語⇔英語 戸籍、住民票、その他
持ち込み、郵送、

Email

12 名坂 恵美子 行政書士名坂恵美子事務所 259-0201 足柄下郡真鶴町真鶴63 090-4949-0119 emikonasaka2012@gmail.com 日本語⇔英語 全般 Email

13 和田 英昭 行政書士和田英昭事務所 243-0405 海老名市国分南1-2-16-203 090-3502-7316 wadaliaison@gmail.com
日本語⇔英語

イタリア語→日本語

戸籍・住民票、渉外相続

関連全て、裁判所・在京

大使館通訳立会い（ネイ

ティブプルーフリーディ

ング含む）

Email（但し、個人情

報に関するものは全

て直接お会いする予

定です）

（公財）横浜市国際交流協会（YOKE） 翻訳協力者リスト



14 氏家 なるみ 横浜ワールド行政書士事務所 242-0021 横浜市中区尾上町6-87-1 ダイムラービル
045-550-4020

080-5536-7339
ujiie@yh-world.jp 日本語⇔韓国語

日韓の戸籍、住民票など

の公文書、その他各種証

明書、契約書等

Email、郵送

15 森田 佐知子 もりた行政書士事務所 221-0822 横浜市神奈川区西神奈川1-10-5-601 045-548-6996 morita-g@xa3.so-net.ne.jp
日本語⇔英語

日本語⇔韓国語

戸籍、住民票、受理証明

書、韓国の家族関係証明

書等

持ち込み、郵送、

Email（オンラインま

たはオフラインで事

前に面談させていた

だきます）

16 築山 祐子 行政書士築山祐子事務所 220-0012
横浜市西区みなとみらい2-2-1

ランドマークプラザ5階
050-5838-2853 tsukiyama@tkym-office.com 日本語⇔韓国語

（日本）戸籍、住民票

（韓国）戸籍、基本証明

書、家族関係証明書、婚

姻関係証明書

持ち込み、郵送、

Email

17 李 穎 李穎行政書士事務所 213-0001
川崎市高津区溝口2丁目17番30号

イクシア溝の口208
044-577-6046 liying@koizumijimusho.jp 日本語⇔中国語 戸籍、住民票、その他

Email、郵送、持ち込

み

18 蒲谷 孝 行政書士かばや孝事務所 240-0023 横浜市保土ヶ谷区岩井町22 松本ビル1-1 050-5319-9363 takashi@aaa-kabaya.com
日本語⇔英語、タガロ

グ語、中国語、韓国語
戸籍、住民票、その他

各種対応可能

（持ち込み、郵送、

Email、SNS）

19 倉光 恭三 行政書士倉光法務事務所 227-0054 横浜市青葉区しらとり台57-42
045-875-3908

090-6155-3600
fwkqb384@yahoo.co.jp 日本語⇔英語

戸籍、住民票、契約書、

ビジネス文書、その他
郵送、Emailなど

20 矢田 篤司 佐内行政書士事務所 240-0024 横浜市保土ケ谷区瀬戸ヶ谷町243-80-3-507 090-2419-4516 jsanai7@gmail.com
日本語⇔英語

中国語→日本語

戸籍、住民票、預金残高

証明書、卒業証明書、英

文ビジネスレター、法人

登記事項証明書、公証

書、結婚証明書、出生証

明書

電子メール又は電話

でお問合せください

21 野津 奈津代 行政書士野津事務所 236-0021 横浜市金沢区泥亀1-28 C-305 045-785-4619 nanaoriri@yahoo.co.jp 日本語⇔英語 戸籍、住民票、その他
持ち込み、郵送、

Email

22 本間 潤子 横浜ベイサイド行政書士事務所 231-0023 横浜市中区山下町152-9 045-323-9697 j.homma21@gmail.com 日本語⇔英語 戸籍、住民票、その他
Email、郵送、持ち込

み（Email推奨）

23 村尾 陸 行政書士四季京法務事務所 211-0014 川崎市中原区田尻町39 090-9974-7084 rikurikumu88@gmail.com 日本語⇔英語
戸籍、住民票、その他公

的書類全般

持ち込み、郵送、

Email等相談いただけ

れば柔軟に対応いた

します

24 福川 将文 福川行政書士事務所 250-0003 小田原市東町3-7-6 090-2153-8216 mfukugaw@gmail.com
日本語⇔中国語、韓国

語、英語
戸籍、住民票、その他

持ち込み、郵送、

Email

25 田中 頼子 渚行政書士事務所 249-0005 逗子市桜山5-7-15 080-4945-2777 tsh.sawajima@gmail.com 日本語⇔英語 戸籍、住民票、その他 郵送、Email

26 岩井 英一 行政書士岩井英一事務所 245-0053 横浜市戸塚区上矢部町1741-22 090-3002-2063 iwai@herb.ocn.ne.jp 日本語⇔英語 戸籍、住民票、その他 郵送、Email

27 岩本 善則 岩本行政書士事務所 249-0004 逗子市沼間1丁目23番7号 046-895-7530 yiwamoto.capls@gmail.com 日本語⇔英語 戸籍、住民票、その他 持ち込み（面会）



28 笠間 由美子 行政書士かさまゆみこ事務所 211-0004
川崎市中原区新丸子東1-830-12 藤原ビル2階

新丸子総合法律事務所内
044-920-9521 office@kasamayumiko-office.jp 日本語⇔英語 戸籍、住民票

持ち込み、郵送、

Email

29 吉田 喜一
行政書士あざみ野ワンストップ法

務事務所
225-0012 横浜市青葉区あざみ野南二丁目５番地２７ 080-4355-4227 contact@aosjp.com

日本語⇔英語

仏語→日本語
戸籍、住民票、その他

持ち込み、郵送、

Email


