
弁護士 染矢修孝法律事務所

弁護士

染矢
そ め や

 修孝
の ぶ た か

●経歴:
2005年 早稲田大学法学部卒業
2010年 九州大学法科大学院修了
2011年 弁護士登録(64期)
　　　　弁護士法人大村綜合
　　　　法律事務所勤務
(佐世保支店で所長として3年程勤務)
2016年 染矢修孝法律事務所開設
●業務内容:
企業法務／一般民事／家事事件
／刑事事件等
●専門分野:
遺産分割などの相続／事業承継
／債権回収／クレーム対応等

福岡での開業前は長崎で4年間勤務してました
長崎時代は休日の食べ歩き(中華街等)が趣味でした

私にお任せください！
事業承継の案件では、税理士等の他の専門家とも連携し、スムーズな事業承継を心掛けて
おります。最近では病院･歯科医院等の事業承継案件にも力を入れております。やや特色あ
る顧問先としては、動物病院からのクレーム対応等のご相談もお受けしております。

住所／中央区六本松4-11-25 
　　　クロッシング2100六本松NO.41-3F301
TEL／092-406-6872
Mail／someyalawoffice@arrow.ocn.ne.jp
URL／http://www.fukuoka-bengoshi.com/

地下鉄六本松駅より徒歩4分

中小企業診断士･行政書士 越川中小企業診断士・行政書士事務所

中小企業診断士･行政書士

越川
こ し か わ

 智幸
と も ゆ き

●経歴:
1994年 学習院大学経済学部卒業
　　　　日本ヒューム株式会社入社
2001年 中小企業診断士登録
2005年 株式会社福岡リアルティ入社
2006年 宅地建物取引士登録
2015年 行政書士登録
2017年 九州･アジア経営塾
　　　　(KAIL)第13期卒塾
福岡市中小企業サポートセンター 経営･創業相談員
中小企業基盤整備機構 企業連携支援アドバイザー
●業務内容:
新規創業／会社設立／月次損益管理／
資金繰り改善／許認可申請／事業再生
●専門分野:
商業施設の運営／飲食･小売･建設･
不動産･物流関連の経営改善大相撲は長年の大ファンです。毎年、

九州場所では大声援をおくっています！

私にお任せください！
中小企業診断士として、創業される方への事業計画や開業資金のアドバイスに加
え、行政書士として、会社設立･許認可申請までより深くサポートしています。売上
増加による資金繰り改善や経営改善計画作成等の支援実績が数多くあります。

住所／中央区天神3-1-13
TEL／050-5583-3480
Mail／koshikawa.tomoyuki@gmail.com

地下鉄天神駅から徒歩4分

弁護士 安東法律事務所

弁護士

西森
に し も り

 正貴
ま さ た か

●経歴:
2008年 西南学院大学法学部卒業
2011年 西南学院大学法科大学院卒業
2013年 弁護士登録(66期)
　　　　明倫国際法律事務所入所
2016年 安東法律事務所入所
司法制度委員会委員
(債権法改正PT会員)
●業務内容:
企業法務全般／一般民事／不動産
関連／相続問題／離婚問題／債務
整理／刑事事件
●専門分野:
労働問題(労務管理･ハラスメント
･メンタルヘルス等)／独占禁止法
関連／不動産取引／交通事故

趣味は、飲み歩き歴14年、ゴルフ歴1年、
映画鑑賞歴0年(←今から始めます笑)です。

私にお任せください！
残業代の未払いや従業員のメンタルヘルス･セクハラ･パワハラなど労働関係のトラブル
に関することを経営者目線で解決してきました。中小企業にとって訴訟は経営の重荷とな
りますので訴訟になる前に解決できるように労使間の調停役として活動しています。

住所／中央区赤坂1-10-7 スコーレ赤坂602
TEL／092-738-7661
Mail／m-nishimori@ia-law.jp
URL／http://ando.ia-law.jp/

地下鉄赤坂駅から徒歩1分

特定社会保険労務士 みやざき社労士オフィス

特定社会保険労務士

宮崎
み や ざ き

 由理
ゆ り

●経歴:
1991年 福岡大学法学部卒業
　　　　㈱帝国データバンク入社
2010年 社会保険労務士試験合格
　　　　日本FP協会認定AFP登録
2011年 みやざき社労士オフィス開設
●業務内容:
労務相談／人事評価･賃金コンサル
ティング／メンタルヘルス対策／
セミナー･人財育成研修／就業規則
作成／労務手続／助成金申請手続
●専門分野:
人事評価･賃金コンサルティング／
メンタルヘルス対策･ストレスチェ
ック･職場の改善提案／各種セミナー･
人財育成研修の講師
 
 

日本史はもちろん、ローマ史、中国史など
世界の歴史と美術を愛する歴女です！

私にお任せください！
前職では企業調査員として数多くの経営者の方々とお会いし2,000件を超えるレポート
を作成しました。経営の要である人財を育てる評価･賃金制度、時代の流れに即した雇用
改善･メンタルヘルス対策、各種セミナーをオーダーメイドでご提供いたします。

住所／中央区大名2-9-29 第2プリンスビル802
TEL／092-791-3775
Mail／info@miyazaki-sr.jp
URL／http://www.miyazaki-sr.jp/

地下鉄赤坂駅から徒歩5分

司法書士 大濠司法書士法人

司法書士

新堀
し ん ぼ り

 徹
とおる

●経歴:
2004年 福岡大学法学部卒業
2006年 司法書士事務所事務員
　　　　として勤務
2009年 司法書士試験合格
2009年 金山国際司法書士事務所入所
2013年 新堀徹司法書士事務所開設
　　　　(現:大濠司法書士法人)
●業務内容:
相続手続／不動産取引／
企業法務／国際法務／民事訴訟
●専門分野:
相続手続／遺言･生前贈与手続／相
続登記／企業法務／国際法務／外
国人または在外日本人が当事者と
なる不動産･商業登記

趣味は、ゴルフ･草野球です！人数が
足りない時はぜひお誘いください♪

私にお任せください！
シンガポール･香港･中国等を中心にアジア圏の企業が福岡に進出する際の不動産取引や事務
所設立から販売先･提携先の紹介･商談成立後の契約書作成など年間100件以上の国際案件を
取扱っています。今後は九州の企業がアジアに進出する際の法的サポートも行っていきます。

住所／中央区大手門1-8-8 ベイサージュ大手門306
TEL／092-791-2659
Mail／shinbori@shinbori-office.com
URL／http://shinbori-office.com/

地下鉄大濠公園駅から徒歩3分

特定行政書士 青山隆次郎事務所

特定行政書士

青山
あ お や ま

 隆次郎
り ゅ う じ ろ う

●経歴:
慶応義塾大学経済学部中退
福岡市内のホテル勤務を経て
1993年 福岡市内法律事務所で
　　　　事務長として勤務
1999年 青山隆次郎事務所開設
福岡家庭裁判所 参与員
●業務内容:
相続手続／遺言書作成／特殊法人等
の設立／在留資格認定申請／帰化
申請／建設業許可申請／契約書作成
●専門分野:
医療法人認可申請／建設業の許可
申請／医業承継／事業譲渡・合併等
の事業再編／家族信託(民事信託)

サーフィンやトライアスロン･トレーニング等
何でもハマッてストイックにやるタイプです！

私にお任せください！
医療法人、建設･不動産業の事業承継や相続対策の案件に多く携わっています。「家族信託(民
事信託)」のご依頼も多く、2代･3代先の代までの資産の承継プラン作成のお手伝いもしてい
ます。リタイア後について決めていない40代以上の経営者の方は是非ともご相談ください。

住所／中央区渡辺通5-1-26 
　　　アローマンション103号館 506
TEL／092-739-2888
Mail／aoyama3@lily.ocn.ne.jp
URL／http://f.a-gyousei.com/aoyama/

地下鉄天神南駅から徒歩3分

公認会計士･税理士 力丸公認会計士事務所

公認会計士･税理士

力丸
り き ま る

 宣康
の ぶ や す

●経歴:
2005年 慶應義塾大学環境情報学部卒業
2007年 公認会計士試験合格
　　　　新日本有限責任監査法人入所
2012年 税理士登録
　　　　力丸公認会計士事務所開設
2013年 中小企業庁より経営革新等
　　　　認定支援機関に認定
2015年 日本経営税務法務研究会より
　　　　税務調査士に認定
●業務内容:
会計･税務顧問／起業支援／資金調達
サポート／法人化支援／相続･事業
承継対策
●専門分野:
医療･IT･美容等の専門分野対応／
若手･女性経営者相談小倉高校～慶應大学時代はラグビー一色！ラグビーで

培った協調性とフットワークの軽さが私の強みです！

私にお任せください！
「孤独な存在である経営者と想いを共有する！」を理念に皆様と共に成長していくことを
望んでいます。また、美容業界動向については常に情報を把握しており、経営改善や資金繰
りやSNSを用いた集客について経営者と議論しアドバイスを行います。

住所／中央区天神4-6-7 天神クリスタルビル4F
TEL／092-791-3815
Mail／rikimaru@rikimaru-cpa.com
URL／http://www.rikimaru-cpa.com

地下鉄天神駅から徒歩5分

特定社会保険労務士 社会保険労務士法人 かぜよみ

特定社会保険労務士

肥海
ひ か い

 聡芝
さ と し

●経歴:
1998年 北九州市立大学 外国語学部卒業
1998年 ニチハ株式会社入社
2010年 社会保険労務士法人かぜよみ
　　　 　設立(福岡･佐賀の2拠点)
2011年 特定社会保険労務士付記
2016年 社会保険労務士法人かぜよみ
　　　　北九州オフィス開設
●業務内容:
労務問題解決コンサル／給与制度･
人事制度コンサル／就業規則作成
／助成金申請代行／労務セミナー･
管理職研修講師／労務手続･給与
計算代行
●専門分野:
労務トラブル対応／給与制度･人事
制度構築／就業規則作成ウイスキーラヴァーです！シングルモルトの個性ある

香りと味わいを愉しむことが気分転換になってます

私にお任せください！
企業の「人」に関するトラブル解決や未然防止を提案することが私の主な仕事です。法人
には11名の社労士(試験合格者5名含む)が在籍し、年間100社以上の就業規則や人事制度
の作成依頼があります。ノウハウを蓄積していますので、お気軽にご相談ください。

住所／博多区博多駅東2-6-1 九勧筑紫通ビル9F
TEL／092-409-8411
Mail／hikai@upp.or.jp
URL／http://kazeyomi.or.jp

JR博多駅筑紫口から徒歩6分



弁護士 染矢修孝法律事務所

弁護士

染矢
そ め や

 修孝
の ぶ た か

●経歴:
2005年 早稲田大学法学部卒業
2010年 九州大学法科大学院修了
2011年 弁護士登録(64期)
　　　　弁護士法人大村綜合
　　　　法律事務所勤務
(佐世保支店で所長として3年程勤務)
2016年 染矢修孝法律事務所開設
●業務内容:
企業法務／一般民事／家事事件
／刑事事件等
●専門分野:
遺産分割などの相続／事業承継
／債権回収／クレーム対応等

福岡での開業前は長崎で4年間勤務してました
長崎時代は休日の食べ歩き(中華街等)が趣味でした

私にお任せください！
事業承継の案件では、税理士等の他の専門家とも連携し、スムーズな事業承継を心掛けて
おります。最近では病院･歯科医院等の事業承継案件にも力を入れております。やや特色あ
る顧問先としては、動物病院からのクレーム対応等のご相談もお受けしております。

住所／中央区六本松4-11-25 
　　　クロッシング2100六本松NO.41-3F301
TEL／092-406-6872
Mail／someyalawoffice@arrow.ocn.ne.jp
URL／http://www.fukuoka-bengoshi.com/

地下鉄六本松駅より徒歩4分

中小企業診断士･行政書士 越川中小企業診断士・行政書士事務所

中小企業診断士･行政書士

越川
こ し か わ

 智幸
と も ゆ き

●経歴:
1994年 学習院大学経済学部卒業
　　　　日本ヒューム株式会社入社
2001年 中小企業診断士登録
2005年 株式会社福岡リアルティ入社
2006年 宅地建物取引士登録
2015年 行政書士登録
2017年 九州･アジア経営塾
　　　　(KAIL)第13期卒塾
福岡市中小企業サポートセンター 経営･創業相談員
中小企業基盤整備機構 企業連携支援アドバイザー
●業務内容:
新規創業／会社設立／月次損益管理／
資金繰り改善／許認可申請／事業再生
●専門分野:
商業施設の運営／飲食･小売･建設･
不動産･物流関連の経営改善大相撲は長年の大ファンです。毎年、

九州場所では大声援をおくっています！

私にお任せください！
中小企業診断士として、創業される方への事業計画や開業資金のアドバイスに加
え、行政書士として、会社設立･許認可申請までより深くサポートしています。売上
増加による資金繰り改善や経営改善計画作成等の支援実績が数多くあります。

住所／中央区天神3-1-13
TEL／050-5583-3480
Mail／koshikawa.tomoyuki@gmail.com

地下鉄天神駅から徒歩4分

弁護士 安東法律事務所

弁護士

西森
に し も り

 正貴
ま さ た か

●経歴:
2008年 西南学院大学法学部卒業
2011年 西南学院大学法科大学院卒業
2013年 弁護士登録(66期)
　　　　明倫国際法律事務所入所
2016年 安東法律事務所入所
司法制度委員会委員
(債権法改正PT会員)
●業務内容:
企業法務全般／一般民事／不動産
関連／相続問題／離婚問題／債務
整理／刑事事件
●専門分野:
労働問題(労務管理･ハラスメント
･メンタルヘルス等)／独占禁止法
関連／不動産取引／交通事故

趣味は、飲み歩き歴14年、ゴルフ歴1年、
映画鑑賞歴0年(←今から始めます笑)です。

私にお任せください！
残業代の未払いや従業員のメンタルヘルス･セクハラ･パワハラなど労働関係のトラブル
に関することを経営者目線で解決してきました。中小企業にとって訴訟は経営の重荷とな
りますので訴訟になる前に解決できるように労使間の調停役として活動しています。

住所／中央区赤坂1-10-7 スコーレ赤坂602
TEL／092-738-7661
Mail／m-nishimori@ia-law.jp
URL／http://ando.ia-law.jp/

地下鉄赤坂駅から徒歩1分

特定社会保険労務士 みやざき社労士オフィス

特定社会保険労務士

宮崎
み や ざ き

 由理
ゆ り

●経歴:
1991年 福岡大学法学部卒業
　　　　㈱帝国データバンク入社
2010年 社会保険労務士試験合格
　　　　日本FP協会認定AFP登録
2011年 みやざき社労士オフィス開設
●業務内容:
労務相談／人事評価･賃金コンサル
ティング／メンタルヘルス対策／
セミナー･人財育成研修／就業規則
作成／労務手続／助成金申請手続
●専門分野:
人事評価･賃金コンサルティング／
メンタルヘルス対策･ストレスチェ
ック･職場の改善提案／各種セミナー･
人財育成研修の講師
 
 

日本史はもちろん、ローマ史、中国史など
世界の歴史と美術を愛する歴女です！

私にお任せください！
前職では企業調査員として数多くの経営者の方々とお会いし2,000件を超えるレポート
を作成しました。経営の要である人財を育てる評価･賃金制度、時代の流れに即した雇用
改善･メンタルヘルス対策、各種セミナーをオーダーメイドでご提供いたします。

住所／中央区大名2-9-29 第2プリンスビル802
TEL／092-791-3775
Mail／info@miyazaki-sr.jp
URL／http://www.miyazaki-sr.jp/

地下鉄赤坂駅から徒歩5分

司法書士 大濠司法書士法人

司法書士

新堀
し ん ぼ り

 徹
とおる

●経歴:
2004年 福岡大学法学部卒業
2006年 司法書士事務所事務員
　　　　として勤務
2009年 司法書士試験合格
2009年 金山国際司法書士事務所入所
2013年 新堀徹司法書士事務所開設
　　　　(現:大濠司法書士法人)
●業務内容:
相続手続／不動産取引／
企業法務／国際法務／民事訴訟
●専門分野:
相続手続／遺言･生前贈与手続／相
続登記／企業法務／国際法務／外
国人または在外日本人が当事者と
なる不動産･商業登記

趣味は、ゴルフ･草野球です！人数が
足りない時はぜひお誘いください♪

私にお任せください！
シンガポール･香港･中国等を中心にアジア圏の企業が福岡に進出する際の不動産取引や事務
所設立から販売先･提携先の紹介･商談成立後の契約書作成など年間100件以上の国際案件を
取扱っています。今後は九州の企業がアジアに進出する際の法的サポートも行っていきます。

住所／中央区大手門1-8-8 ベイサージュ大手門306
TEL／092-791-2659
Mail／shinbori@shinbori-office.com
URL／http://shinbori-office.com/

地下鉄大濠公園駅から徒歩3分

特定行政書士 青山隆次郎事務所

特定行政書士

青山
あ お や ま

 隆次郎
り ゅ う じ ろ う

●経歴:
慶応義塾大学経済学部中退
福岡市内のホテル勤務を経て
1993年 福岡市内法律事務所で
　　　　事務長として勤務
1999年 青山隆次郎事務所開設
福岡家庭裁判所 参与員
●業務内容:
相続手続／遺言書作成／特殊法人等
の設立／在留資格認定申請／帰化
申請／建設業許可申請／契約書作成
●専門分野:
医療法人認可申請／建設業の許可
申請／医業承継／事業譲渡・合併等
の事業再編／家族信託(民事信託)

サーフィンやトライアスロン･トレーニング等
何でもハマッてストイックにやるタイプです！

私にお任せください！
医療法人、建設･不動産業の事業承継や相続対策の案件に多く携わっています。「家族信託(民
事信託)」のご依頼も多く、2代･3代先の代までの資産の承継プラン作成のお手伝いもしてい
ます。リタイア後について決めていない40代以上の経営者の方は是非ともご相談ください。

住所／中央区渡辺通5-1-26 
　　　アローマンション103号館 506
TEL／092-739-2888
Mail／aoyama3@lily.ocn.ne.jp
URL／http://f.a-gyousei.com/aoyama/

地下鉄天神南駅から徒歩3分

公認会計士･税理士 力丸公認会計士事務所

公認会計士･税理士

力丸
り き ま る

 宣康
の ぶ や す

●経歴:
2005年 慶應義塾大学環境情報学部卒業
2007年 公認会計士試験合格
　　　　新日本有限責任監査法人入所
2012年 税理士登録
　　　　力丸公認会計士事務所開設
2013年 中小企業庁より経営革新等
　　　　認定支援機関に認定
2015年 日本経営税務法務研究会より
　　　　税務調査士に認定
●業務内容:
会計･税務顧問／起業支援／資金調達
サポート／法人化支援／相続･事業
承継対策
●専門分野:
医療･IT･美容等の専門分野対応／
若手･女性経営者相談小倉高校～慶應大学時代はラグビー一色！ラグビーで

培った協調性とフットワークの軽さが私の強みです！

私にお任せください！
「孤独な存在である経営者と想いを共有する！」を理念に皆様と共に成長していくことを
望んでいます。また、美容業界動向については常に情報を把握しており、経営改善や資金繰
りやSNSを用いた集客について経営者と議論しアドバイスを行います。

住所／中央区天神4-6-7 天神クリスタルビル4F
TEL／092-791-3815
Mail／rikimaru@rikimaru-cpa.com
URL／http://www.rikimaru-cpa.com

地下鉄天神駅から徒歩5分

特定社会保険労務士 社会保険労務士法人 かぜよみ

特定社会保険労務士

肥海
ひ か い

 聡芝
さ と し

●経歴:
1998年 北九州市立大学 外国語学部卒業
1998年 ニチハ株式会社入社
2010年 社会保険労務士法人かぜよみ
　　　 　設立(福岡･佐賀の2拠点)
2011年 特定社会保険労務士付記
2016年 社会保険労務士法人かぜよみ
　　　　北九州オフィス開設
●業務内容:
労務問題解決コンサル／給与制度･
人事制度コンサル／就業規則作成
／助成金申請代行／労務セミナー･
管理職研修講師／労務手続･給与
計算代行
●専門分野:
労務トラブル対応／給与制度･人事
制度構築／就業規則作成ウイスキーラヴァーです！シングルモルトの個性ある

香りと味わいを愉しむことが気分転換になってます

私にお任せください！
企業の「人」に関するトラブル解決や未然防止を提案することが私の主な仕事です。法人
には11名の社労士(試験合格者5名含む)が在籍し、年間100社以上の就業規則や人事制度
の作成依頼があります。ノウハウを蓄積していますので、お気軽にご相談ください。

住所／博多区博多駅東2-6-1 九勧筑紫通ビル9F
TEL／092-409-8411
Mail／hikai@upp.or.jp
URL／http://kazeyomi.or.jp

JR博多駅筑紫口から徒歩6分




