
電子申請・情報セキュリティ宣言事務所　一覧 令和3年6月1日

№ 登録番号 氏名 事務所名 事務所所在地1 事務所所在地2 事務所電話番号 支部

1 13020502 秋田　繁樹 社会保険労務士法人秋田国際人事総研 千代田区岩本町三丁目9番4号 岩本町SYﾋﾞﾙ2階 03-3862-5837 千代田

2 13980257 朝比奈　睦明 社会保険労務士朝比奈事務所 千代田区九段南3-5-11 ｽｸｴｱ九段ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ5F 03-5212-2192 千代田

3 13830908 家村　啓三 社労士家村事務所 千代田区神田練塀町73 ﾌﾟﾛﾐｴ秋葉原701 03-3256-4864 千代田

4 13030356 石本　剛 石本社会保険労務士事務所 千代田区神田小川町1-7 神田小川町ﾊｲﾂ204 03-5577-4667 千代田

5 12000035 岩沢　誠敬 社会保険労務士法人ＨＭパートナーズ 千代田区飯田橋一丁目8番10号 ｷｬｯｽﾙｳｪﾙﾋﾞﾙ4F 03-3239-8807 千代田

6 13200239 内川　真彩美 いろどり社会保険労務士事務所 千代田区九段南一丁目5番6号 りそな九段ﾋﾞﾙ5F KSﾌﾛｱ 03-6403-3070 千代田

7 13030554 大野　雅也 社会保険労務士法人パーソネルワークス 千代田区麹町二丁目3番地3 FDC麹町ﾋﾞﾙ9階 03-5357-1241 千代田

8 13060334 岡　清司 社会保険労務士法人労務管理オール 千代田区神田和泉町1番地13の1 水戸部ﾋﾞﾙ4階 03-5829-5050 千代田

9 12980039 小川　晋 ＨＲパートナーズ社労士事務所 千代田区神田三崎町2-17-8 ﾄﾞﾒｽ水道橋 090-4826-3683 千代田

10 13060311 沖田　恒治 社会保険労務士法人ウィルコンサルティング 千代田区飯田橋4-1-1 飯田橋ISﾋﾞﾙ4階 03-3288-1922 千代田

11 27960061 奥村　一光 社会保険労務士法人エルクエスト 千代田区神田東松下町17番地 ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ2階 03-6206-8800 千代田

12 13080134 片野　誠 社会保険労務士片野誠事務所 千代田区九段北1-2-1 九段中央ﾋﾞﾙ10階 03-5212-4610 千代田

13 13050029 河原　恵子 河原社会保険労務士事務所 千代田区神田多町2-11-2 ｶﾂﾐﾋﾞﾙ3F 中央税理士法人内 03-5295-8581 千代田

14 13130333 岸本　貴久 ＢＳＰ社会保険労務士法人 千代田区九段南二丁目2番1号 ｴｰｽ九段ﾋﾞﾙ2階 03-6910-0496 千代田

15 13040305 國井　有希 社会保険労務士國井事務所 千代田区九段南2-7-6 ﾏﾆｭﾗｲﾌﾌﾟﾚｲｽ九段南3F 03-5214-6173 千代田

16 13990041 久保　英信 社会保険労務士久保事務所 千代田区岩本町3-3-13-202 03-5829-9682 千代田

17 13140317 髙野　宅己 こうの社会保険労務士事務所 千代田区飯田橋3-7-13 諸井ﾋﾞﾙ5階 03-5212-8448 千代田

18 13940005 小室　文菜 小室文菜社会保険労務士事務所 千代田区東神田1-11-7 ﾊｲﾂ神田岩本町405 03-3851-7371 千代田

19 13170399 齊藤　清仁 社会保険労務士齊藤マネージメントサービス 千代田区内神田3-17-8 小山第一ﾋﾞﾙ6階601号室 03-3526-2454 千代田

20 13030436 佐賀　正芳 オフィスサガ 千代田区平河町1-6-15 USﾋﾞﾙ8F 050-5850-4588 千代田

21 13180454 佐々木　淳 佐々木淳社会保険労務士事務所 千代田区神田美土代町5-2 第2日成ﾋﾞﾙ3F 03-5577-3188 千代田

22 13070050 柴田　久志 柴田経営労務管理事務所 千代田区東神田1-2-12-305 03-3864-7255 千代田

23 13010055 杉本　真樹 清新社会保険労務士事務所 千代田区九段南一丁目5番6号 りそな九段ﾋﾞﾙ5F 090-6495-9674 千代田

24 13140477 関口　佳隆 社会保険労務士せきぐち事務所 千代田区内神田2-8-4 山田ﾋﾞﾙ2F-29 03-6319-4124 千代田

25 7130014 竹尾　伸一 社会保険労務士事務所トーヨーレイバーコンサルタント 千代田区飯田橋1-7-10 03-3221-2444 千代田

26 13060418 田治米　洋平 社会保険労務士法人たじめ事務所 千代田区麹町一丁目6番9号 DIK麹町ﾋﾞﾙ4階 03-3511-0345 千代田

27 13110516 長﨑　明子 アキ社会保険労務士事務所 千代田区飯田橋3-3-3 生光ﾋﾞﾙ3F 03-6869-4552 千代田

28 13080318 西田　俊史 にしだ社会保険労務士事務所 千代田区三崎町3-2-13 秋和ﾋﾞﾙ201 03-6261-0315 千代田
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29 13080299 根本　啓明 社会保険労務士法人ミライエ 千代田区永田町二丁目11番1号 山王ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ3階 03-6205-3377 千代田

30 13030298 野﨑　秀史 野﨑社会保険労務士事務所 千代田区神田神保町2-40-7 友輪ﾋﾞﾙ3F 03-5211-0290 千代田

31 13910113 半沢　公一 社会保険労務士法人ヒューマンリンク 千代田区飯田橋二丁目16番9号 ﾄｰｱﾎﾜｲﾄﾊｲﾂ504号室 03-3239-2266 千代田

32 13960166 平賀　政利 あすか社会保険労務士法人 千代田区飯田橋1-8-10 ｷｬｯｽﾙｳｪﾙﾋﾞﾙ8階 03-3511-3524 千代田

33 13050167 藤井　基樹 社会保険労務士法人ウィズコム 千代田区神田東松下町27番地 神田MSﾋﾞﾙ3階 03-3526-2644 千代田

34 12050054 松本　千賀子 オフィス松本 千代田区東神田3-2-4 東神田ｻﾏﾘﾔﾏﾝｼｮﾝ402 03-6803-0580 千代田

35 13070092 三島　幹雄 サードプレイス社会保険労務士法人　大手町オフィス 千代田区大手町一丁目6番1号 03-3287-2739 千代田

36 13970123 味園　公一 社会保険労務士法人味園事務所 千代田区九段北一丁目1番5号 第二中央ﾋﾞﾙ2F 03-3556-7879 千代田

37 13960227 村山　眞也 リライ人事労務パートナーズ 千代田区一番町9-5 千代田ﾎｰﾑ2F 03-6380-8905 千代田

38 13910135 森　俊介 森武内社会保険労務士法人 千代田区三崎町3-3-1 TKiﾋﾞﾙ4階 03-5213-8061 千代田

39 13190540 森中　久美子 社会保険労務士森中事務所 千代田区神田富山町7 BIZ SMART神田富山町309号室 03-3533-1979 千代田

40 13060117 矢原　慶樹 矢原社会保険労務士事務所 千代田区六番町4-11 朝日六番町ﾏﾝｼｮﾝ802号 03-3556-6064 千代田

41 13190343 山口　修司 安心社会保険労務士事務所 千代田区神田須田町2-6-2 神田ｾﾝﾄﾗﾙﾌﾟﾗｻﾞ902 03-5656-1956 千代田

42 13990284 山田　理香 社会保険労務士　ＭＡＧ　ＯＦＦＩＣＥ 千代田区九段南1-5-6-5F KSﾌﾛｱ 03-6868-4160 千代田

43 13020519 吉田　敬子 よしだ社会保険労務士法人 千代田区東神田一丁目4番13号 芙蓉東神田ﾋﾞﾙ3階 03-5829-4257 千代田

44 13080384 吉仲　千鶴 社会保険労務士吉仲千鶴事務所 千代田区二番町9番3号 03-6403-0960 千代田

45 12070005 鷲澤　充代 鷲澤社会保険労務士事務所 千代田区丸の内1-8-3 丸の内ﾄﾗｽﾄﾀﾜｰ本館20F 03-6269-3126 千代田

46 13010080 飯野　正明 Ｂｅ　Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ社会保険労務士法人 中央区日本橋小網町13番2号 ｵｰﾁｭｰ小網町ﾋﾞﾙ6階 03-6661-6597 中央

47 13950158 石井　清隆 中央経営労務管理事務所 中央区八丁堀2-29-6 ｸﾚｱｰﾙ八重洲通501号室 03-3551-5815 中央

48 13950066 河西　知一 社会保険労務士法人トムズコンサルタント 中央区日本橋蛎殻町2-14-5 KDX浜町中ﾉ橋ﾋﾞﾙ5階 03-5623-0866 中央

49 13940058 河村　正雄 ＥＬＭコンサルティング 中央区銀座1-22-11 銀座大竹ﾋﾞｼﾞﾃﾞﾝｽ2階 03-6247-4284 中央

50 13030045 小玉　潤 社会保険労務士法人グローバルＨＲ 中央区日本橋浜町一丁目1番1号 日本橋村松ﾋﾞﾙ3階 03-5547-4891 中央

51 13190257 島谷　祥子 島谷労務コンサルティングオフィス 中央区銀座5-6-12 みゆきﾋﾞﾙ7F bizcube 03-6281-8777 中央

52 13970268 助川　弘美 労務サポート・オフィス助川 中央区日本橋茅場町2-4-9 ｻｸﾗﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ3F 03-5623-5588 中央

53 13150531 楚山　和司 社会保険労務士事務所そやま保育経営パートナー 中央区銀座7-13-6 ｻｶﾞﾐﾋﾞﾙ2階 03-4571-0787 中央

54 13060442 田中　謙二 社会保険労務士法人グローバルＨＲ 中央区日本橋浜町一丁目1番1号 日本橋村松ﾋﾞﾙ3階 03-5547-4891 中央

55 13020481 友部　泰孝 友部社会保険労務士事務所 中央区日本橋小網町8-2 BIZMARKS日本橋茅場町708 03-5776-2631 中央

56 13160267 内藤　晋一 社会保険労務士事務所アストミライ 中央区東日本橋2丁目12番8号 平成ﾋﾞﾙ3階 03-6231-0290 中央

57 13140388 浪川　祐理 浪川祐理社会保険労務士事務所 中央区湊3-11-5-502 03-5541-3309 中央

2



電子申請・情報セキュリティ宣言事務所　一覧 令和3年6月1日

№ 登録番号 氏名 事務所名 事務所所在地1 事務所所在地2 事務所電話番号 支部

58 13950122 府川　芳枝 府川社会保険労務士事務所 中央区八丁堀2-18-6 03-3553-0987 中央

59 13030574 藤原　伸吾 社会保険労務士法人ヒューマンテック経営研究所 中央区銀座四丁目14番11号 七十七銀座ﾋﾞﾙ4F 03-3543-6326 中央

60 13050001 松林　慎二 社会保険労務士法人松林労務管理事務所 中央区新川1-2-10 新川むさしやﾋﾞﾙ7階 03-3553-9601 中央

61 13170498 松本　康 日本橋浜町社会保険労務士事務所 中央区日本橋浜町3-33-8 ﾒｿﾞﾝ岡田5階 03-6677-1212 中央

62 13060445 山本　喜一 社会保険労務士法人日本人事 中央区日本橋小舟町8番6号 H1O日本橋小舟町405 03-5614-6298 中央

63 13070540 石嶋　仁史 石嶋経営労務管理事務所 台東区台東3-31-8 岸ﾋﾞﾙ3F 03-3835-4864 台東

64 12870015 榎本　均 榎本経営労務研究所 台東区根岸3-8-10-401 03-3872-7199 台東

65 13920042 大湊　浩喜 大湊労務行政事務所 台東区元浅草1-6-12 ﾂﾊﾞｾｽﾊﾟｰﾄ16新御徒町501 03-5806-9210 台東

66 13130331 台東区東上野5-17-5-407 090-8464-3924 台東

67 13820178 川口　義彦 社会保険労務士法人中企団総研 台東区松が谷1-3-5 JPR上野ｲｰｽﾄﾋﾞﾙ2階 03-5827-3345 台東

68 13040321 中野　雄太 浅草社会保険労務士事務所 台東区千束3-13-2 谷沢ﾋﾞﾙ3F 03-5808-0856 台東

69 13160295 松澤　晋平 松澤社会保険労務士事務所 台東区寿4-6-5 佐藤ﾋﾞﾙ1F 050-8880-5006 台東

70 13080266 横手　文彦 横手事務所 台東区西浅草3-28-14 AXIA浅草1305 080-4165-1305 台東

71 11130050 吉成　正樹 アイデックス社会保険労務士法人 台東区竜泉3-12-7-802 03-5824-0113 台東

72 13920217 石川　昌宏 石川労務管理事務所 文京区本郷4-2-8 ﾌﾛｰﾗﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ7階 03-5684-2061 文京

73 13010023 新田　香織 社会保険労務士法人グラース 文京区本駒込六丁目13番2号-101 03-5395-4386 文京

74 13060640 原　健悦 社会保険労務士原ＳＲ事務所 文京区後楽1-7-19-904 03-3814-4844 文京

75 13020418 平倉　康司 平倉社会保険労務士事務所 文京区後楽2-16-10-302 03-3814-3138 文京

76 13850125 溝畑　雄二 社会保険労務士事務所富坂産業協会 文京区本郷4-15-14 文京区民ｾﾝﾀｰ内 03-6240-0233 文京

77 13180551 石川　誠 新宿エムズ社会保険労務士事務所 新宿区西新宿2-3-3-2F 03-6339-2320 新宿

78 13030381 伊藤　満 社会保険労務士法人伊藤人事労務研究所 新宿区西早稲田三丁目30番16号 ﾎﾘｿﾞﾝﾜﾝﾋﾞﾙ4階 03-5272-3112 新宿

79 13090509 井上　信亨 ＫＩＮＧ’Ｓ　ＢＡＲ　社会保険労務士事務所 新宿区歌舞伎町1-2-3 ﾚｵ新宿706 03-6233-9562 新宿

80 13980182 宇野　尚志 エスタイム社会保険労務士法人 新宿区高田馬場二丁目14番2号 新陽ﾋﾞﾙ910号室 03-6205-5977 新宿

81 13960031 柿内　素樹 柿内社会保険労務士事務所 新宿区西新宿8丁目14-17-911号 03-6908-9720 新宿

82 13170143 加藤　秀幸 メイトー社会保険労務士事務所 新宿区新宿4-3-15 ﾚｲﾌﾗｯﾄ新宿B棟3F 050-3559-0393 新宿

83 13160355 佐藤　安弘 ワイエス社会保険労務士事務所 新宿区中井1-4-4-102号 03-5922-7778 新宿

84 13020281 鈴木　崇 特定社会保険労務士法人新宿社会保険労務士事務所 新宿区新宿五丁目15番地7 東晃ﾋﾞﾙ10階 03-6274-8743 新宿

85 13190531 竹内　孝夫 竹内孝夫社会保険労務士事務所 新宿区西新宿7-2-5 TH西新宿ﾋﾞﾙ6階 03-6869-0151 新宿

86 13880043 綱川　晃弘 綱川労務管理センター 新宿区山吹町130 尾張屋ﾋﾞﾙ3F 03-5261-4001 新宿
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87 13960264 坪井　伸子 社会保険労務士法人開東社会保険労務事務所 新宿区西新宿7-2-6 西新宿K-1ﾋﾞﾙ 03-3369-7411 新宿

88 13030577 出口　裕美 社会保険労務士法人出口事務所 新宿区高田馬場一丁目24番16号 内田ﾋﾞﾙ3階 03-6205-5405 新宿

89 13180078 南雲　大助 南雲人事労務管理サポートオフィス 新宿区高田馬場3-23-2 内藤ﾋﾞﾙ403 新宿ｵﾌｨｽ･ｻﾎﾟｰﾄ内 03-5332-8661 新宿

90 13070126 古見　明子 ＴＨＥ　ＳＴＡＲ社会保険労務士法人 新宿区若葉一丁目6番地1 03-5366-4748 新宿

91 13970014 宮子　智子 宮子労務管理事務所 新宿区須賀町8 03-3355-6414 新宿

92 13930022 森田　秀俊 社会保険労務士法人サムライブレイン 新宿区高田馬場1-31-8 高田馬場ﾀﾞｲｶﾝﾌﾟﾗｻﾞ909 03-5287-2669 新宿

93 14060048 山本　美奈子 社会保険労務士山本美奈子事務所 新宿区市谷八幡町2番地1 大手町建物市ヶ谷ﾋﾞﾙ3階 03-6457-5220 新宿

94 13100468 朝倉　成夫 プラセール社会保険労務士法人 杉並区永福4-4-2 MONﾋﾞﾙ4階 03-5376-5576 中野・杉並

95 13130542 阿部　穂高 スピニーズ社会保険労務士法人 中野区中野三丁目23番26号 ｻﾝｸﾀｽ中野405 03-5341-3080 中野・杉並

96 13920077 高根　佳宏 高根労務管理事務所 杉並区高円寺南4-37-17 03-3314-5411 中野・杉並

97 13120226 野口　雅子 野口雅子社労士事務所 杉並区久我山5-5-15 久我山ﾏﾝｼｮﾝ102 03-6765-7009 中野・杉並

98 13170030 冷水　創史 冷水社会保険労務士事務所 杉並区南荻窪3-11-10 ｿﾚｰﾕ南荻窪101 03-6759-1386 中野・杉並

99 23120100 正木　啓明 正木社会保険労務士事務所 中野区南台5-26-15 佐藤ﾊｲﾂ501 03-6382-4334 中野・杉並

100 13180436 松田　英一 まつだ社会保険労務士事務所 中野区江古田4丁目20番3号 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ沼袋第2 206 03-5380-1494 中野・杉並

101 13130416 三浦　良輔 みうら社会保険労務士事務所 中野区本町4-44-13 西京城西ﾋﾞﾙ2F-6 03-3384-8355 中野・杉並

102 13990125 阿部　真弓 社会保険労務士法人阿部事務所 港区芝四丁目16番2号 03-3457-4337 港

103 13130226 新井　将司 汐留社会保険労務士法人 港区東新橋一丁目1番21号 今朝ﾋﾞﾙ5階 03-6264-6680 港

104 13870102 石田　久男 石田労務管理事務所 港区北青山2-10-17 SOHO北青山103号 03-5410-0789 港

105 12080053 植戸　尚 うえと社会保険労務士法人 港区六本木六丁目15番1号 六本木ﾋﾙｽﾞけやき坂ﾃﾗｽ6F 03-5786-3350 港

106 14030081 江村　かおり あさひ社会保険労務士事務所 港区虎ノ門1-1-21 新虎ノ門実業会館5F 03-6403-4733 港

107 13070088 大友　務 社会保険労務士大友事務所 港区新橋3-3-14 田村町ﾋﾞﾙ6F 03-6206-6095 港

108 13130372 大西　貴 表参道国際社会保険労務士法人 港区南青山三丁目7番5号 ALPS PLAZA 301 03-6432-9817 港

109 13821002 金田　修 社会保険労務士法人東京労務 港区芝大門1-2-19 大門KRﾋﾞﾙ 03-3432-9151 港

110 11940003 功刀　武夫 ソシア社労士オフィス 港区西新橋1-18-6 ｸﾛｽｵﾌｨｽ内幸町505 03-6457-9039 港

111 13140513 栗原　深雪 社会保険労務士法人レアホア 港区南麻布五丁目15番25号 広尾六幸館805 03-6450-3329 港

112 13020314 齋藤　邦芳 KS経営労務ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｵﾌｨｽ　齋藤社会保険労務士事務所 港区赤坂1-3-5 赤坂ｱﾋﾞﾀｼｵﾝﾋﾞﾙ8階 03-3568-3751 港

113 13170423 佐藤　寛樹 社会保険労務士　ＳＡＴＯＨ’ｓオフィス 港区麻布十番三丁目10-7-802 03-6453-8760 港

114 13821775 中島　ひろみ 中島労務管理事務所 港区浜松町2-7-15  浜松町三電舎ﾋﾞﾙ901 03-5401-9012 港

115 13050188 中野　剛 なかの経営労務事務所 港区芝大門2-3-7 DO芝大門ﾋﾞﾙ4F 03-6809-1261 港
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116 13170558 中村　久美 ＡｎＺ社会保険労務士事務所 港区虎ノ門1-4-4 第二誠ﾋﾞﾙ7F 03-6804-6500 港

117 13140530 西久保　裕二 にしくぼ社会保険労務士事務所 港区高輪2-14-17 ｸﾞﾚｲｽ高輪ﾋﾞﾙ8F 03-6627-2012 港

118 13820497 萩原　孝博 萩原労務管理事務所 港区東麻布2-29-11 ｼｬﾛｰﾑ東麻布101 03-3583-3521 港

119 13190166 濵田　浩一 はまだ社会保険労務士事務所 港区新橋2-20-15 新橋駅前ﾋﾞﾙ1号館6Fﾋﾞｽﾃｰｼｮﾝ新橋内 090-4942-6004 港

120 13920091 三平　和男 社会保険労務士法人三平事務所 港区西新橋1-19-3 第2双葉ﾋﾞﾙ5階 03-3504-0071 港

121 13070163 宮内　信光 宮内社会保険労務士事務所 港区新橋3-9-10 天翔新橋ﾋﾞﾙ806 03-6908-5415 港

122 13970216 小島　孝浩 小島社会保険労務士事務所 品川区東中延2-1-8 03-3781-8449 品川

123 13000031 齋藤　誠 九段労務経営研究所 品川区小山台1-15-23-1F 03-5768-5191 品川

124 13860193 佐藤　寿子 青柳労務管理事務所 品川区南大井4-3-15-401 03-3761-3191 品川

125 13100200 仲原　小紀子 プルラハティ人事労務管理事務所 品川区東品川4-8-2 ﾌｼﾞﾀ東品川ﾏﾝｼｮﾝ706 03-5460-1078 品川

126 13940181 萩原　知治 萩原社会保険労務士事務所 品川区西五反田2-12-15 五反田ﾘｰﾗﾊｲﾀｳﾝ304 03-3490-0859 品川

127 13090218 松丸　心一 松丸心一社会保険労務士事務所 品川区西五反田4-19-4 080-3720-3979 品川

128 13100387 吉江　修 品川区南大井4-3-15-403 090-1607-2198 品川

129 13040012 伊原　毅 社会保険労務士伊原毅事務所 大田区大森北2-4-11 米山ﾋﾞﾙ6階 03-5763-5622 大田

130 13180640 おおつ社会保険労務士事務所 大田区矢口1-19-5 03-6715-5228 大田

131 13170005 音田　崇幸 おおた労務管理事務所 大田区中馬込1-1-17-103 03-3776-5562 大田

132 13170053 田中　克幸 社会保険労務士事務所人事サポート 大田区山王2-1-8 山王ｱｰﾊﾞﾝﾗｲﾌ1006 03-3774-5010 大田

133 13920081 濱口　勇 浜口経営労務事務所 大田区東馬込2-16-14 03-5742-8335 大田

134 13010168 平山　愼一 労務管理平山事務所 大田区下丸子1-3-10-203 03-3756-4400 大田

135 13822516 森部　和彦 森部経営労務管理事務所 大田区東雪谷3-1-5 03-3720-6494 大田

136 13180286 芳野社会保険労務士事務所 大田区南馬込3-23-8 090-9975-1859 大田

137 13970221 小林　富佐子 小林マネジメントサービス 目黒区自由が丘1-22-21 ﾍﾟﾙﾚ自由が丘206 03-5729-7322 目黒

138 13830753 志村　幸彦 志村経営労務事務所 目黒区目黒1-24-12-10F ｵﾘｯｸｽ目黒ﾋﾞﾙ 03-3491-8282 目黒

139 13160436 菅原　宇広 菅原宇広社会保険労務士事務所 目黒区五本木1-35-7 SKMﾋﾞﾙ2階　藏王法律事務所内 03-4500-8132 目黒

140 13130387 原　陽介 東京山の手社会保険労務士法人 目黒区下目黒一丁目4番6号 ﾛｲﾔﾙ目黒302 03-6303-0745 目黒

141 13060256 石井　清香 総合労務コンサルタント石井清香事務所 渋谷区代々木1-19-12 新代々木ﾋﾞﾙ206 03-3320-2870 渋谷

142 13060173 内山　泉 社労士事務所ＩＺＵＭＩ 渋谷区千駄ヶ谷5-12-13 ｱﾄﾞｽ御苑501 03-6457-8188 渋谷

143 11110032 大角　主彦 オフィス大角 渋谷区渋谷2-14-6 西田ﾋﾞﾙ5F 080-3577-7817 渋谷

144 40960010 大関　ひろ美 ワンズ・オフィス 渋谷区上原1丁目17-3-101 03-6677-9717 渋谷
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145 13070458 片桐　めぐみ 社会保険労務士法人ジェイズ事務所 渋谷区代々木二丁目11番5号 ｱｸﾃｨﾌﾞ新宿3階 03-5365-2355 渋谷

146 13000304 加藤　智 机・加藤社会保険労務士法人 渋谷区道玄坂1-9-4 ODAﾋﾞﾙ7階 03-3463-6671 渋谷

147 13170349 金子　浩二 金子浩二社会保険労務士事務所 渋谷区千駄ヶ谷5-26-5 代々木ｼﾃｨﾎｰﾑｽﾞ207号 03-3358-1495 渋谷

148 13930071 小磯　優子 ＯＵＲＳ小磯社会保険労務士法人 渋谷区渋谷二丁目16番5号 宮益坂ﾌﾟﾚｲｽ渋谷4階 03-5464-1573 渋谷

149 13050199 坂田　正巳 ＮＴＳ総合社会保険労務士法人 渋谷区代々木一丁目58番16号 清水ﾋﾞﾙ3F 03-5309-2160 渋谷

150 13960050 島　裕司 島社会保険労務士事務所 渋谷区神宮前6-19-16 越一ﾋﾞﾙ 603 03-3400-2456 渋谷

151 13970015 住　美賀子 住社会保険労務士事務所 渋谷区東3-26-2 第二長澤ﾋﾞﾙ5F 03-6712-5987 渋谷

152 13110113 染谷　由美 社会保険労務士オフィス・ソメヤ 渋谷区広尾5-4-12 大成鋼機ﾋﾞﾙ5階 03-6384-0303 渋谷

153 13120257 髙橋　淳 社会保険労務士法人エフエム事務所 渋谷区渋谷三丁目11番2号 ﾊﾟｲﾝﾋﾞﾙ2階 03-5778-3785 渋谷

154 13050372 竹馬　大介 竹馬社会保険労務士事務所 渋谷区代々木1-19-12 新代々木ﾋﾞﾙ206 総合労務ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ内 03-3378-3931 渋谷

155 13010218 机　秀明 机・加藤社会保険労務士法人 渋谷区道玄坂1-9-4 ODAﾋﾞﾙ7階 03-3463-6671 渋谷

156 13030404 長島　渡 長島社会保険労務士事務所 渋谷区恵比寿1-19-15 ｳﾉｻﾜ東急ﾋﾞﾙ5F 03-3515-9110 渋谷

157 13120233 中野　祐子 なかのゆうこ社労士事務所 渋谷区代々木1-30-14 天翔代々木ANNEX3F 03-6300-6877 渋谷

158 13170131 中安　直晃 トランスコスモス社会保険労務士法人 渋谷区渋谷三丁目25番18号 03-4363-0558 渋谷

159 40990001 成澤　紀美 社会保険労務士法人スマイング 渋谷区幡ヶ谷2-14-9 ﾔﾅｷﾞﾔﾋﾞﾙ4階 03-6300-0485 渋谷

160 13980094 成田　妙庫 成田事務所 渋谷区代々木1-19-12-206 03-3320-6044 渋谷

161 13090247 濵田　京子 エキップ社会保険労務士法人 渋谷区恵比寿四丁目4番8号 第1伊藤ﾋﾞﾙ3階 03-5422-6550 渋谷

162 13020544 福島　紀夫 社会保険労務士法人あい事務所 渋谷区代々木1-54-1 石井ﾋﾞﾙ4F 03-3320-7351 渋谷

163 13040030 松本　健 社会保険労務士法人あおぞら 渋谷区代々木一丁目31番13号 ﾏｸﾞﾅ工業ﾋﾞﾙ3階 03-6802-9280 渋谷

164 13050109 三倉　直久 みくら社会保険労務士事務所 渋谷区代々木1-30-15 天翔代々木ﾋﾞﾙ2階 S212号室 03-3370-3733 渋谷

165 13170011 宮沢　征史郎 宮沢社会保険労務士事務所 渋谷区恵比寿南1-2-9 岡田ﾋﾞﾙ5階 03-6412-8791 渋谷

166 13020272 山本　多聞 東京人事労務ファクトリー 渋谷区渋谷3-13-5 BPRﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ渋谷1002 03-5778-9817 渋谷

167 13150358 相原　伸弘 アレック社会保険労務士事務所 世田谷区池尻1-11-6 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ池尻305 03-6804-0195 世田谷

168 13170010 岩城　眞也 社会保険労務士法人岩城労務管理事務所 三軒茶屋ｵﾌｨｽ 世田谷区太子堂四丁目1番1号 ｷｬﾛｯﾄﾀﾜｰ6階 03-3410-1010 世田谷

169 13130131 大竹　謙一 レジリエンス社会保険労務士法人 世田谷区北沢二丁目25番20号 下北沢駅前共同ﾋﾞﾙ4階 03-6407-9307 世田谷

170 13080363 木谷　典子 オフィス・キタニ 世田谷区上馬5-14-11 03-5432-9177 世田谷

171 13900204 久禮　和彦 世田谷区梅丘二丁目24番5号 03-3420-3748 世田谷

172 12120077 香西　敏弘 サンライズ経営労務サポート 世田谷区松原2-28-20-205 03-6379-2104 世田谷

173 13120325 鈴木　麻利子 鈴木麻利子社会保険労務士事務所 世田谷区弦巻4-34-3-202 03-3706-5366 世田谷
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174 13140174 住谷　久美 住谷社会保険労務士事務所 世田谷区松原1-27-16 03-3327-5719 世田谷

175 13080571 髙野　裕之 ＴＫＮ社会保険労務士事務所 世田谷区駒沢2-58-13 03-6315-8830 世田谷

176 13020076 竹内　勇一 竹内社会保険労務士事務所 世田谷区上野毛2-5-4 03-5707-2428 世田谷

177 13150091 中山　貴子 中山貴子社会保険労務士事務所 世田谷区桜新町1-40-7 石田ﾋﾞﾙ202 080-3201-9509 世田谷

178 13060568 八村　純子 社会保険労務士　八村純子事務所 世田谷区上北沢4-18-19-502 03-5357-8340 世田谷

179 13090222 濱本　志帆 濱本事務所 世田谷区玉川4-12-16 ﾊｲﾑ610-201号室 03-6356-7299 世田谷

180 13180480 原田　真紀子 社会保険労務士原田事務所 世田谷区粕谷2-8-21-109 03-6325-6313 世田谷

181 13050152 平野　雅美 ひらの社会保険労務士事務所 世田谷区三軒茶屋2-29-16-2F 03-4405-4738 世田谷

182 13190344 福田　優 福田優社会保険労務士事務所 世田谷区南烏山6丁目9番11号 ﾌﾟﾗｻﾞMK501 03-3326-0115 世田谷

183 13120126 目黒　さとみ ひまわり労務＆カウンセリングオフィス 世田谷区等々力3丁目13番14号 ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ等々力104 03-6310-2365 世田谷

184 13940161 吉貝　雅人 吉貝社会保険労務士事務所 世田谷区成城3丁目24番29号 03-3415-4711 世田谷

185 13120047 上野　昌孝 上野社会保険労務士事務所 豊島区池袋2-16-2 株式会社ｻﾝｵｰﾄ内 03-5950-5425 豊島

186 13120154 郡司　果林 office role 豊島区南池袋1-16-20-6F 03-4455-3969 豊島

187 13080459 須藤　英彦 須藤社会保険労務士事務所 豊島区南大塚3-23-4 ｱﾄﾗｽ大塚南ﾌﾗｯﾄｺｰﾄ703 03-6823-5483 豊島

188 13960123 曽田　究 社会保険労務士曽田事務所 豊島区池袋1-8-7 ｻﾝ池袋Ⅰ401 03-3982-5155 豊島

189 13960225 竹内　睦 竹内社労士事務所 豊島区北大塚2-13-1 G.H.Y.ﾋﾞﾙ6階 03-5980-7788 豊島

190 13200344 友澤　亜紀 友澤社会保険労務士事務所 豊島区東池袋1-33-4 ﾆｭｰ池袋ﾊｲﾂ304 03-6912-7650 豊島

191 13180375 羽石社労士事務所 豊島区上池袋4-25-3 03-5980-9607 豊島

192 13080460 栁沢　隆 やなぎさわ労務マネジメント 豊島区池袋本町1-21-6 ｴｸｾﾙﾊﾅﾌﾞｻ301 03-3985-5530 豊島

193 13970208 山下　雅子 チェック＆バランス山下労務管理事務所 豊島区東池袋3-8-5 ﾊﾟﾚ･ﾄﾞｰﾙ池袋201号 03-6907-3740 豊島

194 40020069 阿部　俊英 あべ社会保険労務士事務所 北区豊島5-2-20-302 03-6908-4064 北

195 13820621 永井　哲也 労務管理  永井事務所 北区田端1-11-5 03-3824-4521 北

196 13020360 永田　幸江 ＮＩＣ社会保険労務士法人 北区東十条四丁目12番2号402号室 03-6903-3827 北

197 13100392 松田　茂樹 社会保険労務士法人しろくまパートナーズ 北区田端一丁目28番13号 田端公園ｱﾊﾟｰﾄﾒﾝﾂ201号 03-3823-8620 北

198 13020177 杉山　隆 杉山経営労務管理事務所 板橋区高島平8-9-5 ｻﾝﾄﾞﾘﾖﾝ高島101号 03-3977-4704 板橋

199 13110134 羽田　未希 はた社会保険労務士事務所 板橋区相生町14-1-1005 03-6326-2739 板橋

200 13060511 波多野　淳 社会保険労務士法人エンチカ 板橋区板橋一丁目35番9号 ｴﾑｱｲﾋﾞﾙ601 03-6912-4875 板橋

201 13180492 原田　章 エイエスティ社会保険労務士事務所 板橋区志村2-11-6-701 03-5948-7071 板橋

202 13190049 奥田　樹理 奥田社会保険労務士事務所 練馬区南大泉6-21-3 03-5935-8058 練馬
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203 13070524 茅根　真由美 かやね社会保険労務士事務所 練馬区練馬1-20-1 MKplace(ｴﾑｹｲ･ﾌﾟﾚｲｽ)402 03-6914-5437 練馬

204 13030361 小林　元子 がんこ社労士事務所 練馬区富士見台4-36-42 03-5241-3491 練馬

205 13120046 高根　庸浩 高根社会保険労務士事務所 練馬区石神井台7-4-13 03-3929-6321 練馬

206 13020298 林　智子 はやし社会保険労務士事務所 練馬区小竹町2-8-1 03-6795-3283 練馬

207 13180076 林　雄次 社会保険労務士はやし労務事務所 練馬区氷川台2-3-8 03-3935-1691 練馬

208 13190032 練馬区光が丘3-7-1-1303 090-4175-3865 練馬

209 13050120 八巻　裕香 オフィスヤマキ 練馬区東大泉1-20-15 ﾏﾝｼｮﾝK&Y401 03-5933-2313 練馬

210 13160010 山本　務 やまもと社会保険労務士事務所 練馬区豊玉南1-10-5 03-6331-0212 練馬

211 13830391 練馬区練馬2-18-3 03-3948-7888 練馬

212 13940071 田中　誠 田中社会保険労務士事務所 墨田区墨田2-34-19 03-3613-1069 墨田

213 13010086 廣野　正通 廣野社会保険労務士事務所 墨田区両国4-8-10 MYSﾋﾞﾙ502 03-5638-6080 墨田

214 12180038 井上　麗 安定労働センター社会保険労務士事務所 江東区富岡2-11-18 ﾘｰﾄﾞｼｰ門前仲町4階 03-6240-3153 江東

215 13070051 竹田　靖夫 竹田労務管理事務所 江東区住吉1-19-1 ﾂｲﾝﾀﾜｰすみとし住吉館121 03-6659-5301 江東

216 13150153 野村　知弘 豊洲社会保険労務士事務所 江東区東雲1-9-16-712 03-6204-2453 江東

217 13070539 林　良英 アディネット社会保険労務コンサルティング 江東区深川2-4-8 03-5646-7541 江東

218 13180143 室岡　宏 社会保険労務士事務所スローダウン 江東区亀戸5-6-21 UIW9BLDG 4F-21 03-3682-7707 江東

219 13040239 新井　通世 新井社会保険労務士事務所 足立区西新井栄町1-18-33-717 03-3880-8224 足立・荒川

220 13990224 池上　貴子 社会保険労務士法人やさか事務所 荒川区西日暮里五丁目27番2号 ｸﾞﾘｰﾝﾘｰﾌ大塚3階 03-3806-3037 足立・荒川

221 13990165 石井　達也 社会保険労務士石井事務所 足立区千住寿町28-12 石井ﾋﾞﾙ 03-5813-5711 足立・荒川

222 13190006 内田　恵利 内田恵利社会保険労務士事務所 足立区千住元町2-2 050-5438-2199 足立・荒川

223 13080568 小倉　絵里 社会保険労務士事務所Ｅオフィス 荒川区東尾久4-5-12 03-3895-6667 足立・荒川

224 13050018 櫻田　新吾 桜田労務管理事務所 足立区西新井4-33-16-102 03-3899-7603 足立・荒川

225 13820235 澤江　紀子 社会保険労務士法人同友 足立区千住1-26-1-4F 03-3882-3800 足立・荒川

226 13990333 寺内　正人 寺内社会保険労務士事務所 足立区保木間3丁目32番13号 第124新井ﾋﾞﾙ302号室 03-3883-8068 足立・荒川

227 13180552 中屋　信一 中屋社会保険労務士事務所 足立区千住3-6 ﾂｵｰﾄﾞ千住壱番館1001 03-5284-7015 足立・荒川

228 13180360 畑井　舞 はたい社会保険労務士事務所 足立区島根1-1-4 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ西新井507 03-5831-5697 足立・荒川

229 13190409 原田　由美子 Ｂｌｕｅ　ｓｔａｒ社会保険労務士事務所 足立区中央本町二丁目8番19号 090-7404-3180 足立・荒川

230 13190287 平井　有希子 ワーク・ライフ・パートナー社労士事務所 足立区千住旭町38-1 東京電気大学千住ｱﾈｯｸｽ 090-6516-8282 足立・荒川

231 13822729 諸星　裕美 オフィスモロホシ社会保険労務士法人 足立区東綾瀬一丁目6番16号 03-5856-0223 足立・荒川
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232 11020019 柳沢　明 柳沢社会保険労務士事務所 足立区入谷7-14-6 03-5837-4941 足立・荒川

233 12160054 山本　七重 社労士事務所ワークライフサポート 荒川区東日暮里6-50-8 ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ日暮里403 080-4638-5057 足立・荒川

234 13010006 池田　理恵子 社会保険労務士池田事務所 葛飾区新小岩1-55-4-803 ﾈﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ新小岩ﾌﾞﾗｲﾃｨｽ 03-3656-4782 葛飾

235 13850046 今泉　善雄 労務管理今泉事務所 葛飾区西亀有1-31-15 03-3602-7186 葛飾

236 13060331 近藤　泰祐 近藤経営労務事務所 葛飾区高砂5-38-8 ｺｰﾎﾟ岩井302 03-5876-9285 葛飾

237 13950171 桝井　貴夫 社会保険労務士桝井貴夫事務所 葛飾区水元3-2-13-504 03-5699-7392 葛飾

238 13010116 石井　修 社会保険労務士法人いしい総合事務所 江戸川区東小松川四丁目44番9号 船堀ﾌﾟﾗﾚｰﾙﾋﾞﾙ3階 03-5878-0169 江戸川

239 20110026 太田　佳孝 社会保険労務士事務所ｽﾘｰﾊﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 江戸川区中葛西3-2-9-305 03-6459-1636 江戸川

240 13120012 田邉　布由 社会保険労務士たなべ事務所 江戸川区西葛西3-8-35-1213 03-5659-7277 江戸川

241 13980077 山本　昌之 社会保険労務士法人人事給与 江戸川区船堀六丁目3番7号 03-6663-6071 江戸川

242 13110356 秋山　政三 第一社会保険労務士事務所 調布市多摩川5-8-4 ﾗﾌｨｰﾉ多摩川301 042-449-8256 武蔵野

243 13050514 秋山　幸子 あおぞら人事・労務サポート 三鷹市下連雀3-38-4 三鷹産業ﾌﾟﾗｻﾞ307号室 0422-24-8625 武蔵野

244 13130151 荒井　真澄 荒井社会保険労務士事務所 西東京市富士町4-15-9 武蔵野ﾋﾞﾙ302 090-5193-7646 武蔵野

245 13070143 安中　繁 ドリームサポート社会保険労務士法人 国分寺市南町三丁目15番6号 小林ﾋﾞﾙ5F 042-300-0323 武蔵野

246 13070399 井波　昭敬 ヒューマンブライツ社会保険労務士事務所 西東京市ひばりが丘3丁目3番6-706号 042-446-7311 武蔵野

247 13140051 井上　雅夫 社会保険労務士法人マーキュリー 小金井市本町4-1-38-213 ﾒﾙﾛｰｽﾞｽｸｴｱ武蔵小金井 090-6525-0188 武蔵野

248 13150640 井上　真理子 アイビー社会保険労務士事務所 三鷹市上連雀1-12-17 三鷹ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ SOHOﾌﾟﾗｻﾞA-406 0422-27-7982 武蔵野

249 13050026 内田　保男 うちだ社会保険労務士事務所 武蔵野市西久保1-4-11 田島ﾋﾞﾙ2F 0422-56-0864 武蔵野

250 13110323 大鐘　康之郎 アクア人事労務サポート 東村山市青葉町3-40-13 042-207-9550 武蔵野

251 13040325 勝川　秀興 勝川社会保険労務士事務所 小平市大沼町1-14-20-C 03-5888-4528 武蔵野

252 13080386 金丸　大二 だいじ経営年金事務所 東村山市久米川町2-45-23 042-395-8626 武蔵野

253 13150028 金田　千鳥 社会保険労務士事務所　千 西東京市南町3-9-6 042-497-6846 武蔵野

254 13100095 熊谷　祐子 社会保険労務士法人永井事務所 調布市小島町二丁目45番地22 ﾜｲｽﾞﾋﾞﾙ302 042-426-7872 武蔵野

255 13130209 見城　亮治 見城社会保険労務士事務所 小金井市東町2-1-9 0422-57-3049 武蔵野

256 13050144 輿水　香 ＫＫパートナーズ 国分寺市泉町3-37-34 ｻﾞ･ﾏｸﾛｺｽﾓｽ409号 042-323-3957 武蔵野

257 13940026 小平　栄一 小平栄一の社会保険労務士事務所 武蔵野市中町2-22-3 小平ｺｰﾎﾟ101 0422-54-8834 武蔵野

258 13160369 酒井　嘉孝 社会保険労務士酒井嘉孝事務所 武蔵野市西久保3-2-1 ｱﾙﾍﾞﾙｺﾞ武蔵野505 0422-56-8270 武蔵野

259 13170073 鈴木　雅史 スフィーダ社会保険労務士事務所 武蔵野市吉祥寺南町1-18-7 ｱﾍﾞｰﾃ吉祥寺302 0422-79-5600 武蔵野

260 13090319 須田　真一 社会保険労務士須田事務所 武蔵野市吉祥寺本町1-28-3-207 0422-22-6823 武蔵野
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261 13832477 髙本　與吉 髙本労務管理事務所 狛江市和泉本町4-7-7-305 03-3430-7605 武蔵野

262 13140119 塚野　明子 つかの社会保険労務士事務所 西東京市芝久保町3-19-6 042-453-6295 武蔵野

263 13100525 土屋　寿美代 土屋社会保険労務士事務所 調布市飛田給1-44-18 ﾀｲﾑﾌﾟﾗｻﾞ1F 042-446-5556 武蔵野

264 13070569 遠山　和孝 社会保険労務士遠山事務所 調布市西つつじヶ丘4-23-46-404 042-489-4511 武蔵野

265 13940156 猶木　貴彦 社会保険労務士法人ＭＲパートナーズ 武蔵野市吉祥寺本町一丁目10番31号 NMF吉祥寺本町ﾋﾞﾙ4階 0422-27-6213 武蔵野

266 13070359 永井　康幸 社会保険労務士法人永井事務所 調布市小島町二丁目45番地22 ﾜｲｽﾞﾋﾞﾙ302 042-426-7872 武蔵野

267 13180026 橋本　直道 おおけやき東京社労士事務所 府中市八幡町3-5-11 042-336-7557 武蔵野

268 14070123 濱塚　和彦 社会保険労務士法人東京第一 府中市宮西町一丁目11番地1 宮西ﾊﾟﾚｽ702号室 042-208-0780 武蔵野

269 13080464 濵本　絵美 アイアンストライカーズ社会保険労務士法人 府中市府中町一丁目12番地の7 府中ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ501 042-319-9624 武蔵野

270 13180137 福岡　秀行 ふくおか社会保険労務士事務所 武蔵野市吉祥寺本町1-20-1 吉祥寺永谷ｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ803 0422-27-2905 武蔵野

271 13190312 光野　均 みつの社会保険労務士事務所 小金井市梶野町1-2-36 080-9284-3083 武蔵野

272 13190162 村澤　司 社会保険労務士　村澤事務所 小金井市前原町5-8-16 042-203-5922 武蔵野

273 13170321 山田　基樹 山田社労士事務所 東久留米市本町1-3-38 042-478-5138 武蔵野

274 13170530 横谷　薫 横谷社会保険労務士事務所 東久留米市東本町16番5号 貫井ﾋﾞﾙ101号 042-420-1079 武蔵野

275 13050409 吉田　健 社会保険労務士オフィスワイ・ツー 小金井市貫井北町3-19-6 042-315-6871 武蔵野

276 13000196 安藤　隆彦 安藤社会保険労務士事務所 町田市南大谷1426番地280-1F 042-721-5806 多摩

277 14040158 今村　英治 社会保険労務士法人ＡＸＩＡ 立川市錦町2-3-3 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ錦町ﾋﾞﾙ5F 042-595-6422 多摩

278 13010036 大澤　明彦 大澤明彦社会保険労務士事務所 町田市本町田68 公社住宅ﾛ-342 042-726-5328 多摩

279 13821411 笠島　弘睦 社会保険労務士法人笠島事務所 羽村市小作台二丁目11番地13 042-555-4689 多摩

280 13080128 甲　康枝 きのえ社会保険労務士事務所 日野市多摩平1-4-9 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ豊田204号 042-514-8415 多摩

281 13970080 木村　辰幸 社会保険労務士法人木村事務所 立川市曙町一丁目36番25号 042-595-7330 多摩

282 13970182 小林　明 小林事務所 あきる野市原小宮1-5-7 042-558-2744 多摩

283 13040055 真見　敬 さなみ社会保険労務管理事務所 国立市東1-16-7 ｲﾙﾃﾞｭﾉｰﾙ203 042-576-0373 多摩

284 13970191 島田　真樹 ＯｆｆｉｃｅＳｈｉｍａｄａ あきる野市草花2917-2 042-533-3820 多摩

285 13990294 杉中　至 たま経営総合事務所 多摩市和田1446-1 ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ聖蹟桜ヶ丘105 042-375-1995 多摩

286 13960048 田中　理文 田中理文事務所 立川市錦町2-6-7 ﾖﾈｶﾜﾋﾞﾙ2F 042-548-0288 多摩

287 13020081 永山　悦子 永山社会保険労務士事務所 多摩市諏訪1-2-15 ﾌﾟﾗﾈｯﾄ永山105 042-339-2227 多摩

288 13080633 山口　絵理子 社会保険労務士　エリ・オフィス 多摩市落合1-43 京王ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ多摩2階 KEIO BIZ PLAZA内007 042-400-0453 多摩

288 13150019 山本　宏史 Ｈ＆Ｙ社会保険労務士法人 稲城市東長沼1126番地 042-401-5430 多摩
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№ 登録番号 氏名 事務所名 事務所所在地1 事務所所在地2 事務所電話番号 支部

288 13180617 若生　充広 若生社会保険労務士事務所 八王子市大和田町7-9-8 080-8852-7011 多摩
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