
司法書士補助者求人票

4月25日 町田　哲志 〒271-0091

松戸市本町１４番地１
松戸本町センタービル
ブライト総合司法書士事務所 常勤

不問

募集期間:令和5年5月31日まで
事務所ホームページhttps://www.bright-shiho.jp/
不動産登記を中心に商業登記、成年後見、裁判所提出
書類作成などの業務を行っています。郊外での司法書士
業務に興味のある方と一緒に成長していきたいと考えて
おります。

TEL　 047-365-1690 不問

８：４５～１７：３０
JR・新京成線松戸駅から徒歩4分 可

4月25日 ベイエリア

司法書士法人

９：００～１８：００

〒279-0002 浦安市北栄１丁目１１番１号
常勤

4月21日 司法書士法人 〒260-0027 千葉市中央区新田町３５番６号
常勤

不問

司法書士有資格者の方を募集しています。
不動産登記業務が中心です。実務経験は不問。
詳細は事務所HP（http://www.toriumix.co.jp/）にて。
まずはお気軽に043-248-1411までお電話ください。

鳥海事務所 TEL　 043-248-1411 要

９：００～１７：３０
JR総武線千葉駅から徒歩10分 不可

JR総武線、東武アーバンパークライン船橋駅から徒歩2分

4月21日 司法書士 〒273-0005 船橋市本町７－５－１
常勤

船橋駅前事務所 TEL　 047-455-3785

不問

業務拡大につき、司法書士有資格者を募集いたします。
不動産登記、会社登記、後見、相続関係、家庭裁判所提
出書類の作成、債務整理等幅広く取り扱っていますの
で、いろいろな分野を経験することができます。お気軽に
お問い合わせ下さい。勤務形態につきましては相談に応
じます。未経験の方でも丁寧に指導しますので、ご安心
下さい。新人研修も参加できます。司法書士会費、登録
費事務所負担。社保完備。退職金制度あり。応募は履歴
書及び職務経歴書を郵送または下記にメール下さい。電
話でお問い合わせ頂いても大丈夫です。ご応募お待ちし
ております。
tanaka@sincere-sihou.com

不問

９：００～１８：００

募集期間:2023年6月30日まで
資格者募集。経験豊富な司法書士が親切丁寧に指
導します。不動産・商業登記はもちろん、遺産承継、
遺言書作成・執行、後見など、一通りの経験が可能
です。
未経験者大歓迎。司法書士会費・登録費事務所負
担。社保完備。
新人研修のための早退・休暇取得可。
まずはお気軽にお電話を。

不問

可東西線浦安駅から徒歩3分

TEL　 047-380-6300 要

備考運転免許
勤務時間 夜間通学

掲載日 司法書士名 事務所所在地
勤務形態 補助者経験



司法書士補助者求人票

備考運転免許
勤務時間 夜間通学

掲載日 司法書士名 事務所所在地
勤務形態 補助者経験

業務拡大により、事務所職員（有資格者を含む）を
募集致します。法律関係の事務所での勤務経験が
ある方を希望しております。責任感や意欲があり、
業務に積極的に参加して頂ける方であれば、活躍
して頂ける事務所です。まずはご一報下さい（勤務
条件等は応相談）。※事務所詳細は、当社ホーム
ページ
（ https://www.kip-grp.com/ ）をご覧下さい。

司法書士法人 TEL　 047-401-1817 要

８：４５～１７：４５
JR船橋駅から徒歩約10分、京成大神宮下駅から徒歩約5分 可

5月8日 Ｋ・Ｉパートナーズ 〒273-0005 船橋市本町３丁目１９番２号
常勤

不問

5月1日 長妻　與志弘

えん道グループ
TEL　

東武野田線・つくばエクスプレス流山おおたかの森駅から徒歩7分

5月1日 司法書士法人 〒270-0139 流山市おおたかの森南１丁目６番地の８

TEL　 043-247-5479

資格者を募集します。不動産登記全般・商業登記・相続
登記・信託業務。受付から納品まで業務一連を経験でき
ます。司法書士会費・ 登録費用事務所負担。社保完備。
有給休暇は法定通り付与（時間休・半日休有）昼食代１
日５００円支給。詳しくは https://shiho.net/recruit/ をご
覧の上、履歴書・職務経歴書を recruit@shiho.net にお送
りください。

８：３０～１７：３０
（応相談） 可

募集期間：令和5年5月31日まで
実務経験者の方募集。
申請書作成ソフトは「権」を使っています。
現在本職1名、資格者1名、補助者2名で業務を行っ
ております。社会保険完備、退職金制度あります。
まずはお気軽にお電話ください。

TEL　 043-246-2411

要

04-7128-6355 要

８：３０～１７：３０
可

常勤
パートタイム
（応相談）

不問

5月2日 小杉　広勝 〒260-0024 千葉市中央区中央港１丁目１番２１号

要

９：００～１８：００
JR千葉駅から徒歩7分 不可

JR京葉線千葉みなと駅から徒歩0分

要

募集期間：令和5年5月31日まで
司法書士業（登記申請）を昭和50年からおこなって
いる事務所です。事務所の主要業務は不動産登記
（設定、売買、相続）商業登記（会社設立、変更）を
扱っております。
経験者優遇　未経験者も可　お気軽にお問い合わ
せください。

〒260-0027 千葉市中央区新田町５番２号　菊池ビル５０１
常勤

不問

常勤・パートタイム
（応相談）



司法書士補助者求人票

備考運転免許
勤務時間 夜間通学

掲載日 司法書士名 事務所所在地
勤務形態 補助者経験

5月13日 司法書士法人 〒275-0026 習志野市谷津７丁目１０番１２－２０２号
常勤

不問 不動産登記実務経験者優遇
正社員　司法書士有資格者（昨年合格者含む）を募
集しています。
独立志向の強い人大歓迎－独立支援します。
弁護士・税理士事務所の協働事業体ですので、広く
深い実務能力が身に付きます。
詳細は当社ＨＰ（http://shutoken-net.com）にて。

首都圏ネットワーク TEL　 047-409-9361 不要

９：００～１８：００
JR津田沼駅から徒歩2分

常勤で働ける司法書士有資格者の方、パートタイム
で働ける補助者志望の方をそれぞれ募集いたしま
す。

勤務地はしばらくは市川本店勤務となります
郵送又はメールにて履歴書及び職務経歴書をご送
付下さい。
電話番号：047-704-8500（市川本店）
E-mail：hinata@tagojs.jp

田子事務所 TEL　 047-704-8500

常勤（司法書士有資格者
のみ募集）

パートタイム（勤務時間は
9：00～16：00となります）

不問

要

９：００～１８：００
JR総武線市川駅から徒歩3分 不可

5月10日 司法書士法人 〒272-0034 市川市市川１丁目７番１５号　カメイビル２０３

5月10日 藤原　幸成 〒262-0025 千葉市花見川区花園１丁目２２番１２号－１０１ 常勤
パートタイム

不問 募集期間:2023年5月31日まで
当事務所は不動産登記を中心に商業、後見、相続・遺
言、裁判業務などの業務を取り扱っています。勤務形態
については相談可能です。残業は基本的にありません。
詳細はリーガルワン司法書士事務所のHPをご覧くださ
い。
https://www.legalone-net.co.jp/

TEL　 043-273-3131 要

８：４５～１７：４５
JR総武線新検見川駅から徒歩3分 不可



司法書士補助者求人票

備考運転免許
勤務時間 夜間通学

掲載日 司法書士名 事務所所在地
勤務形態 補助者経験

TEL　 043-290-7887

TEL　 0470-60-9980

・できれば、補助者経験者（優遇）
・パート可（時間要相談）
・パソコン操作ができる人（特にＷＯＲＤ）
・経験者・資格者優遇（行政書士等事務所経験も
可）
・勤務形態・勤務時間について相談可

TEL　 043-248-6774 要

９：００～１７：００
京葉線・千葉都市モノレール「千葉みなと駅」から徒歩2分 可

5月19日 持田　弘二 〒260-0024 千葉市中央区中央港１丁目１番２１号
常勤

パートタイム
（週4日：月～金

水曜日休）

不問

８：５０～１７：３０

不可

5月16日
司法書士法人

最首総合事務所

5月16日
司法書士法人

最首総合事務所

〒260-0045 千葉市中央区弁天１丁目１５番１号

常勤

要

千葉事務所の資格者【増員】募集です。
月給32万円～年俸480万円～（実務経験不問、書士会費
事務所負担）
東京・八重洲事務所でも募集しております。
創業41年、千葉県を中心に幅広い業務を行っており、特
に最近は家族信託などの生前対策の提案に力をいれて
います。
＜求人ページ＞ https://www.s-s-j.co.jp/recruiting/
＜こちらも是非ご覧ください＞要

８：５０～１７：３０

いすみ市深堀１４８７番地１

常勤

JR千葉駅から徒歩1分

大原事務所の資格者【増員】募集です。
月給32万円～年俸480万円～（実務経験不問、書士会費
事務所負担）
東京・八重洲事務所でも募集しております。
創業41年、千葉県を中心に幅広い業務を行っており、特
に最近は家族信託などの生前対策の提案に力をいれて
います。
＜求人ページ＞ https://www.s-s-j.co.jp/recruiting/
＜こちらも是非ご覧ください＞

要

要
JR大原駅から徒歩15分（車通勤可）

不可

〒298-0003


