
電子申請・情報セキュリティ宣言事務所　一覧 令和4年9月1日

№ 登録番号 氏名 カナ（氏名） 事務所名 カナ（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 ｱｷﾀ ｼｹﾞｷ 社会保険労務士法人秋田国際人事総研 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｱｷﾀｺｸｻｲｼﾞﾝｼﾞｿｳｹﾝ 千代田区岩本町三丁目9番4号 03-3862-5837 千代田

2 13980257 朝比奈　睦明 ｱｻﾋﾅ ﾑﾂｱｷ 朝比奈・川﨑社会保険労務士法人 ｱｻﾋﾅｶﾜｻｷｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 千代田区九段南三丁目5番11号 ｽｸｴｱ九段ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ5階 03-5212-2192 千代田

3 13830908 家村　啓三 ｲｴﾑﾗ ｹｲｿﾞｳ 社労士家村事務所 ｼｬﾛｳｼｲｴﾑﾗｼﾞﾑｼｮ 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 12000035 岩沢　誠敬 ｲﾜｻﾜ ﾉﾌﾞﾀｶ 社会保険労務士法人ＨＭパートナーズ ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｴｲﾁｴﾑﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 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

5 12080053 植戸　尚 ｳｴﾄ ﾋｻｼ うえと社会保険労務士法人 ｳｴﾄｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 千代田区平河町一丁目6番4号 03-3234-2270 千代田

6 13200239 内川　真彩美 ｳﾁｶﾜ ﾏｻﾐ いろどり社会保険労務士事務所 ｲﾛﾄﾞﾘｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 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 ｵｵﾉ ﾏｻﾔ 社会保険労務士法人パーソネルワークス ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝﾊﾟｰｿﾈﾙﾜｰｸｽ 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 ｵｶ ｷﾖｼ 社会保険労務士法人労務管理オール ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝﾛｳﾑｶﾝﾘｵｰﾙ 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 13020198 岡崎　和光 ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞﾐﾂ 東京ＥＬ社労務 ﾄｳｷｮｳELｼｬﾛｳﾑ 千代田区飯田橋3-3-11 飯田橋ばんらいﾋﾞﾙ82号 03-3515-9108 千代田

10 12980039 小川　晋 ｵｶﾞﾜ ｼﾝ ＨＲパートナーズ社労士事務所 ｴｲﾁｱｰﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞｼｬﾛｳｼｼﾞﾑｼｮ 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

11 13060311 沖田　恒治 ｵｷﾀ ｺｳｼﾞ 社会保険労務士法人ウィルコンサルティング ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｳｨﾙｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 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

12 27960061 奥村　一光 ｵｸﾑﾗ ｶｽﾞﾐﾂ 社会保険労務士法人エルクエスト ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｴﾙｸｴｽﾄ 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

13 13030317 小野　純 ｵﾉ ｼﾞｭﾝ 社会保険労務士法人ソリューション ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ 千代田区鍛冶町二丁目7番4号ATﾋﾞﾙ 別館8階 03-6206-0248 千代田

14 13080134 片野　誠 ｶﾀﾉ ﾏｺﾄ 社会保険労務士片野誠事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼ ｶﾀﾉﾏｺﾄｼﾞﾑｼｮ 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

15 13210376 河合　洋二 ｶﾜｲ ﾖｳｼﾞ 河合洋二社会保険労務士事務所 ｶﾜｲﾖｳｼﾞｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 千代田区鍛冶町1-10-6 BIZSMART神田 080-1295-0262 千代田

16 13050029 河原　恵子 ｶﾜﾊﾗ ｹｲｺ 河原社会保険労務士事務所 ｶﾜﾊﾗｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 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

17 13130333 岸本　貴久 ｷｼﾓﾄ ﾀｶﾋｻ ＢＳＰ社会保険労務士法人 ﾋﾞｰｴｽﾋﾟｰｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 千代田区九段南一丁目6番17号 千代田会館ﾋﾞﾙ2階 03-6910-0496 千代田

18 13990041 久保　英信 ｸﾎﾞ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 社会保険労務士久保事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｸﾎﾞｼﾞﾑｼｮ 千代田区岩本町3-3-13-202 03-5829-9682 千代田

19 13140317 髙野　宅己 ｺｳﾉ ﾀｸﾐ こうの社会保険労務士事務所 ｺｳﾉｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 千代田区飯田橋3-7-13 諸井ﾋﾞﾙ5階 03-5212-8448 千代田

20 13870097 小林　包美 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾈﾖｼ 小林労務管理事務所 ｺﾊﾞﾔｼﾛｳﾑｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ 千代田区九段南3-9-11-504 03-3221-3647 千代田

21 13930082 小林　幸雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｵ 社会保険労務士法人小林労務 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｺﾊﾞﾔｼﾛｳﾑ 千代田区九段南二丁目1番30号 ｲﾀﾘｱ文化会館ﾋﾞﾙ4階 03-3261-4911 千代田

22 13821364 小前　和男 ｺﾏｴ ｶｽﾞｵ 社会保険労務士法人あかつき ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｱｶﾂｷ 千代田区丸の内一丁目8番1号 丸の内ﾄﾗｽﾄﾀﾜｰN館17階 03-3213-0710 千代田

23 13940005 小室　文菜 ｺﾑﾛ ｱﾔﾅ 小室文菜社会保険労務士事務所 ｺﾑﾛｱﾔﾅｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 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

24 13960033 近藤　孝 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 近藤社会保険労務士事務所 ｺﾝﾄﾞｳｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 千代田区東神田1-11-7 ﾊｲﾂ神田岩本町803 03-6240-9375 千代田

25 13170399 齊藤　清仁 ｻｲﾄｳ ｷﾖﾋﾄ 社会保険労務士齊藤マネージメントサービス ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｻｲﾄｳﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ 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

26 13030436 佐賀　正芳 ｻｶﾞ ﾏｻﾖｼ オフィスサガ ｵﾌｨｽｻｶﾞ 千代田区平河町1-6-15 USﾋﾞﾙ8F 050-5850-4588 千代田

27 13970276 酒井　典子 ｻｶｲ ﾉﾘｺ 社会保険労務士法人ＥＥパートナーズ ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｲｰｲｰﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 千代田区九段北1-10-9 九段ｳﾞｨｶﾞｽ4F 03-3556-8202 千代田

28 13180454 佐々木　淳 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ 佐々木淳社会保険労務士事務所 ｻｻｷｼﾞｭﾝｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 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

29 13070050 柴田　久志 ｼﾊﾞﾀ ﾋｻｼ 柴田経営労務管理事務所 ｼﾊﾞﾀｹｲｴｲﾛｳﾑｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ 千代田区東神田1-2-12-305 03-3864-7255 千代田

30 13010055 杉本　真樹 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻｷ 清新社会保険労務士事務所 ｾｲｼﾝｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 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

31 13140477 関口　佳隆 ｾｷｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ 社会保険労務士せきぐち事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｾｷｸﾞﾁｼﾞﾑｼｮ 千代田区内神田2-8-4 山田ﾋﾞﾙ2F-29 03-6319-4124 千代田

32 7130014 竹尾　伸一 ﾀｹｵ ｼﾝｲﾁ 社会保険労務士法人トーヨーレイバーコンサルタント ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝﾄｰﾖｰﾚｲﾊﾞｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 千代田区飯田橋一丁目7番10号 山京別館 03-3221-2444 千代田

33 13060418 田治米　洋平 ﾀｼﾞﾒ ﾖｳﾍｲ 社会保険労務士法人たじめ事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝﾀｼﾞﾒｼﾞﾑｼｮ 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

34 13110516 長﨑　明子 ﾅｶﾞｻｷ ｱｷｺ アキ社会保険労務士事務所 ｱｷｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 千代田区飯田橋3-3-3 生光ﾋﾞﾙ3F 050-6877-5625 千代田

35 13080318 西田　俊史 ﾆｼﾀﾞ ﾄｼﾌﾐ にしだ社会保険労務士事務所 ﾆｼﾀﾞｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 千代田区神田三崎町3-2-13 秋和ﾋﾞﾙ201 03-6261-0315 千代田
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36 13080299 根本　啓明 ﾈﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 社会保険労務士法人ミライエ ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝﾐﾗｲｴ 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

37 13030298 野﨑　秀史 ﾉｻﾞｷ ﾋﾃﾞｼ 野﨑社会保険労務士事務所 ﾉｻﾞｷｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 千代田区神田神保町2-40-7 友輪ﾋﾞﾙ3F 03-5211-0290 千代田

38 13990095 羽生　秀紀 ﾊﾆｭｳ ﾋﾃﾞｷ 羽生労務経営事務所 ﾊﾆｭｳﾛｳﾑｹｲｴｲｼﾞﾑｼｮ 千代田区飯田橋3-4-3-602 03-3556-5567 千代田

39 13970187 原　麻子 ﾊﾗ ｱｻｺ 社会保険労務士法人ＥＥパートナーズ ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｲｰｲｰﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 千代田区九段北1-10-9 九段ｳﾞｨｶﾞｽ4F 03-3556-8202 千代田

40 13910113 半沢　公一 ﾊﾝｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ 社会保険労務士法人ヒューマンリンク ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝﾋｭｰﾏﾝﾘﾝｸ 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

41 13960166 平賀　政利 ﾋﾗｶﾞ ﾏｻﾄｼ あすか社会保険労務士法人 ｱｽｶｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 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

42 13050167 藤井　基樹 ﾌｼﾞｲ ﾓﾄｷ 社会保険労務士法人ウィズコム ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｳｨｽﾞｺﾑ 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

43 12050054 松本　千賀子 ﾏﾂﾓﾄ ﾁｶｺ オフィス松本 ｵﾌｨｽﾏﾂﾓﾄ 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

44 13070092 三島　幹雄 ﾐｼﾏ ﾐｷｵ サードプレイス社会保険労務士法人　大手町オフィス ｻｰﾄﾞﾌﾟﾚｲｽｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｵｵﾃﾏﾁｵﾌｨｽ 千代田区大手町一丁目6番1号 03-3287-2739 千代田

45 13970123 味園　公一 ﾐｿﾉ ｷﾐｶｽﾞ 社会保険労務士法人味園事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝﾐｿﾉｼﾞﾑｼｮ 千代田区内神田一丁目2番2号 小川ﾋﾞﾙ9階 03-3556-7879 千代田

46 13960227 村山　眞也 ﾑﾗﾔﾏ ｼﾝﾔ リライ人事労務パートナーズ ﾘﾗｲｼﾞﾝｼﾞﾛｳﾑﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 千代田区一番町9-5 千代田ﾎｰﾑ2F 03-6380-8905 千代田

47 13910135 森　俊介 ﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ 森武内社会保険労務士法人 ﾓﾘﾀｹｳﾁｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 千代田区三崎町3-3-1 TKiﾋﾞﾙ4階 03-5213-8061 千代田

48 13190540 森中　久美子 ﾓﾘﾅｶ ｸﾐｺ 社会保険労務士森中事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾓﾘﾅｶｼﾞﾑｼｮ 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

49 13060117 矢原　慶樹 ﾔﾊﾗ ﾖｼｷ 矢原社会保険労務士事務所 ﾔﾊﾗｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 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

50 13990284 山田　理香 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｶ 社会保険労務士　ＭＡＧ　ＯＦＦＩＣＥ ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾏｸﾞｵﾌｨｽ 千代田区九段南1-5-6-5F KSﾌﾛｱ 03-6868-4160 千代田

51 13020519 吉田　敬子 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺ よしだ社会保険労務士法人 ﾖｼﾀﾞｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 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

52 13080384 吉仲　千鶴 ﾖｼﾅｶ ﾁﾂﾞﾙ 社会保険労務士吉仲千鶴事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾖｼﾅｶﾁﾂﾞﾙｼﾞﾑｼｮ 千代田区二番町9番3号 03-6403-0960 千代田

53 12070005 鷲澤　充代 ﾜｼｻﾞﾜ ﾐﾁﾖ 鷲澤社会保険労務士事務所 ﾜｼｻﾞﾜｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 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

54 13010080 飯野　正明 ｲｲﾉ ﾏｻｱｷ Ｂｅ　Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ社会保険労務士法人 ﾋﾞｰｱﾝﾋﾞｼｬｽｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 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

55 13950158 石井　清隆 ｲｼｲ ｷﾖﾀｶ 中央経営労務管理事務所 ﾁｭｳｵｳｹｲｴｲﾛｳﾑｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ 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

56 13030356 石本　剛 ｲｼﾓﾄ ﾂﾖｼ 石本社会保険労務士事務所 ｲｼﾓﾄｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 中央区新川1-3-21-4F ﾋﾞｽﾞｽﾏｰﾄ茅場町 03-6868-4361 中央

57 13940058 河村　正雄 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻｵ ＥＬＭコンサルティング ｴﾙﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 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

58 13040305 國井　有希 ｸﾆｲ ﾕｷ 社会保険労務士國井事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｸﾆｲｼﾞﾑｼｮ 中央区日本橋室町4丁目4番3号 喜助日本橋室町ﾋﾞﾙ2F 03-6262-0729 中央

59 13190257 島谷　祥子 ｼﾏﾔ ｻﾁｺ 島谷労務コンサルティングオフィス ｼﾏﾔﾛｳﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｵﾌｨｽ 中央区銀座6-13-9 GIRAC GINZA 8F bizcube 03-6281-8777 中央

60 13970268 助川　弘美 ｽｹｶﾞﾜ ﾋﾛﾐ 労務サポート・オフィス助川 ﾛｳﾑｻﾎﾟｰﾄｵﾌｨｽｽｹｶﾞﾜ 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

61 13150531 楚山　和司 ｿﾔﾏ ｶｽﾞｼ 社会保険労務士事務所そやま保育経営パートナー ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮｿﾔﾏﾎｲｸｹｲｴｲﾊﾟｰﾄﾅｰ 中央区銀座7-13-6 ｻｶﾞﾐﾋﾞﾙ2階 03-4571-0787 中央

62 13960022 寺田　晃 ﾃﾗﾀﾞ ｱｷﾗ Ｂｅ　Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ社会保険労務士法人 ﾋﾞｰｱﾝﾋﾞｼｬｽｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 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

63 13020481 友部　泰孝 ﾄﾓﾍﾞ ﾔｽﾀｶ 社会保険労務士法人友部事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝﾄﾓﾍﾞｼﾞﾑｼｮ 中央区日本橋蛎殻町一丁目33番4号 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙ日本橋7階 03-3527-3578 中央

64 13160267 内藤　晋一 ﾅｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 社会保険労務士事務所アストミライ ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮｱｽﾄﾐｱｲ 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

65 13140388 浪川　祐理 ﾅﾐｶﾜ ﾕﾘ 浪川祐理社会保険労務士事務所 ﾅﾐｶﾜﾕﾘｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 中央区湊3-11-5-502 03-5541-3309 中央

66 13950122 府川　芳枝 ﾌｶﾜ ﾖｼｴ 府川社会保険労務士事務所 ﾌｶﾜｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 中央区八丁堀2-18-6 03-3553-0987 中央

67 13030574 藤原　伸吾 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾝｺﾞ 社会保険労務士法人ヒューマンテック経営研究所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝﾋｭｰﾏﾝﾃｯｸｹｲｴｲｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 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

68 13050001 松林　慎二 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｼﾝｼﾞ 社会保険労務士法人松林労務管理事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝﾏﾂﾊﾞﾔｼﾛｳﾑｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ 中央区新川1-2-10 新川むさしやﾋﾞﾙ7階 03-3553-9601 中央

69 13170498 松本　康 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽｼ 日本橋浜町社会保険労務士事務所 ﾆﾎﾝﾊﾞｼﾊﾏﾁｮｳｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 中央区日本橋浜町3-33-8 ﾒｿﾞﾝ岡田5階 03-6677-1212 中央

70 13190343 山口　修司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳｼﾞ 安心社会保険労務士事務所 ｱﾝｼﾝｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 中央区銀座6-13-7 新保ﾋﾞﾙ612 03-5656-1956 中央
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71 13060445 山本　喜一 ﾔﾏﾓﾄ ｷｲﾁ 社会保険労務士法人日本人事 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝﾆﾎﾝｼﾞﾝｼﾞ 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

72 13070540 石嶋　仁史 ｲｼｼﾞﾏ ﾋﾄｼ 石嶋経営労務管理事務所 ｲｼｼﾞﾏｹｲｴｲﾛｳﾑｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ 台東区台東3-31-8 岸ﾋﾞﾙ3F 03-3835-4864 台東

73 12870015 榎本　均 ｴﾉﾓﾄ ﾋﾄｼ 榎本経営労務研究所 ｴﾉﾓﾄｹｲｴｲﾛｳﾑｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 台東区根岸3-8-10-401 03-3872-7199 台東

74 13920042 大湊　浩喜 ｵｵﾐﾅﾄ ﾋﾛｷ 大湊労務行政事務所 ｵｵﾐﾅﾄﾛｳﾑｷﾞｮｳｾｲｼﾞﾑｼｮ 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

75 13130331 ｶﾀｵｶ ﾀｹｼ ｶﾀｵｶｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 台東区東上野5-17-5-407 090-8464-3924 台東

76 13110180 加藤　玉樹 ｶﾄｳ ﾀﾏｷ 共生社会保険労務士事務所 ｷｮｳｾｲｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 台東区小島2-20-11 03-4500-7165 台東

77 13820178 川口　義彦 ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾋｺ 社会保険労務士法人中企団総研 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝﾁｭｳｷﾀﾞﾝｿｳｹﾝ 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

78 13000102 小島　信一 ｺｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁ 小島経営労務事務所 ｺｼﾞﾏｹｲｴｲﾛｳﾑｼﾞﾑｼｮ 台東区東上野1-27-11 ｾｲﾜﾋﾞﾙ7階 03-6240-1657 台東

79 13110109 豊田　雄介 ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳｽｹ とよだ社労士オフィス ﾄﾖﾀﾞｼｬﾛｳｼｵﾌｨｽ 台東区台東1-38-9 ｲﾄｰﾋﾟｱ清洲橋通ﾋﾞﾙ5F-30 03-6327-2470 台東

80 13040321 中野　雄太 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 浅草社会保険労務士事務所 ｱｻｸｻｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 台東区千束3-13-2 谷沢ﾋﾞﾙ3F 03-5808-0856 台東

81 13160295 松澤　晋平 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 松澤社会保険労務士事務所 ﾏﾂｻﾞﾜｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 台東区寿4-6-5 佐藤ﾋﾞﾙ1F 050-8880-5006 台東

82 13080266 横手　文彦 ﾖｺﾃ ﾌﾐﾋｺ 横手事務所 ﾖｺﾃｼﾞﾑｼｮ 台東区西浅草3-28-14 AXIA浅草1305 080-4165-1305 台東

83 11130050 吉成　正樹 ﾖｼﾅﾘ ﾏｻｷ アイデックス社会保険労務士法人 ｱｲﾃﾞｯｸｽｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 台東区竜泉3-12-7-802 03-5824-0113 台東

84 13920217 石川　昌宏 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 石川労務管理事務所 ｲｼｶﾜﾛｳﾑｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ 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

85 13850078 川﨑　秀明 ｶﾜｻｷ ﾋﾃﾞｱｷ 社会保険労務士法人レイナアラ ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝﾚｲﾅｱﾗ 文京区本郷三丁目23番5号 ﾊｲｼﾃｨ本郷2階 03-3812-9581 文京

86 13960225 竹内　睦 ﾀｹｳﾁ ﾑﾂﾐ 社会保険労務士法人竹内社労士事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝﾀｹｳﾁｼｬﾛｳｼｼﾞﾑｼｮ 文京区本駒込二丁目28番8号 文京ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾄ ｾﾝﾀｰｵﾌｨｽ13階 03-5980-7788 文京

87 13820621 永井　哲也 ﾅｶﾞｲ ﾃﾂﾔ 労務管理  永井事務所 ﾛｳﾑｶﾝﾘﾅｶﾞｲｼﾞﾑｼｮ 文京区千石4-38-16 ﾊｲﾑ永井4F 03-6902-1515 文京

88 13010023 新田　香織 ﾆｯﾀ ｶｵﾘ 社会保険労務士法人グラース ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｸﾞﾗｰｽ 文京区本駒込六丁目13番2号-101 03-5395-4386 文京

89 13060640 原　健悦 ﾊﾗ ｹﾝｴﾂ 社会保険労務士原ＳＲ事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾊﾗｴｽｱｰﾙｼﾞﾑｼｮ 文京区後楽1-7-19-904 03-3814-4844 文京

90 13020418 平倉　康司 ﾋﾗｸﾗ ﾔｽｼ 平倉社会保険労務士事務所 ﾋﾗｸﾗｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 文京区後楽2-16-10-302 03-3814-3138 文京

91 13850125 溝畑　雄二 ﾐｿﾞﾊﾀ ﾕｳｼﾞ 社会保険労務士事務所富坂産業協会 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮﾄﾐｻｶｻﾝｷﾞｮｳｷｮｳｶｲ 文京区本郷4-15-14 文京区民ｾﾝﾀｰ内 03-6240-0233 文京

92 13180551 石川　誠 ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ 新宿エムズ社会保険労務士事務所 ｼﾝｼﾞｭｸｴﾑｽﾞｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 新宿区西新宿2-3-3-2F 03-6339-2320 新宿

93 13030381 伊藤　満 ｲﾄｳ ﾐﾂﾙ 社会保険労務士法人伊藤人事労務研究所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｲﾄｳｼﾞﾝｼﾞﾛｳﾑｹﾝｷｭｳｼｮ 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

94 13090509 井上　信亨 ｲﾉｳｴ ｼﾝﾘｮｳ ＫＩＮＧ’Ｓ　ＢＡＲ　社会保険労務士事務所 ｷﾝｸﾞｽﾊﾞｰｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 新宿区歌舞伎町1-2-3 ﾚｵ新宿706 03-6233-9562 新宿

95 13980182 宇野　尚志 ｳﾉ ﾋｻｼ エスタイム社会保険労務士法人 ｴｽﾀｲﾑｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 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

96 13960031 柿内　素樹 ｶｷｳﾁ ﾓﾄｷ 柿内社会保険労務士事務所 ｶｷｳﾁｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 新宿区西新宿8丁目14-17-911号 03-6908-9720 新宿

97 13170143 加藤　秀幸 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ メイトー社会保険労務士事務所 ﾒｲﾄｰｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 新宿区新宿4-3-15 ﾚｲﾌﾗｯﾄ新宿B棟3F 050-3559-0393 新宿

98 13920067 楠　亜紀子 ｸｽﾉｷ ｱｷｺ 東都労務行政研究所 ﾄｳﾄﾛｳﾑｷﾞｮｳｾｲｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 新宿区四谷坂町11番9-202号 03-5368-1725 新宿

99 13200018 小林　勝哉 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾔ 小林勝哉社会保険労務士事務所 ｺﾊﾞﾔｼｶﾂﾔｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 新宿区納戸町33 東京左官会館3階 03-6228-1336 新宿

100 13160355 佐藤　安弘 ｻﾄｳ ﾔｽﾋﾛ ワイエス社会保険労務士事務所 ﾜｲｴｽｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 新宿区中井1-4-4-102号 03-5922-7778 新宿

101 13020281 鈴木　崇 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 特定社会保険労務士法人新宿社会保険労務士事務所 ﾄｸﾃｲｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｼﾝｼﾞｭｸｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 新宿区新宿五丁目15番地7 東晃ﾋﾞﾙ10階 03-6274-8743 新宿

102 13190531 竹内　孝夫 ﾀｹｳﾁ ﾀｶｵ 竹内孝夫社会保険労務士事務所 ﾀｹｳﾁﾀｶｵｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 新宿区西新宿7-2-5 TH西新宿ﾋﾞﾙ6階 03-6869-0151 新宿

103 13880043 綱川　晃弘 ﾂﾅｶﾜ ｱｷﾋﾛ 綱川労務管理センター ﾂﾅｶﾜﾛｳﾑｶﾝﾘｾﾝﾀｰ 新宿区山吹町130 尾張屋ﾋﾞﾙ3F 03-5261-4001 新宿

104 13960264 坪井　伸子 ﾂﾎﾞｲ ﾉﾌﾞｺ 社会保険労務士法人開東社会保険労務事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｶｲﾄｳｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾞﾑｼｮ 新宿区西新宿7-2-6 西新宿K-1ﾋﾞﾙ 03-3369-7411 新宿

105 13030577 出口　裕美 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ 社会保険労務士法人出口事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝﾃﾞｸﾞﾁｼﾞﾑｼｮ 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
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106 13180078 南雲　大助 ﾅｸﾞﾓ ﾀﾞｲｽｹ 社会保険労務士法人南雲事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝﾅｸﾞﾓｼﾞﾑｼｮ 新宿区西早稲田一丁目11番5号 Y2ﾋﾞﾙ3階 03-6709-6860 新宿

107 13940258 野中　健次 ﾉﾅｶ ｹﾝｼﾞ 社会保険労務士法人野中事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝﾉﾅｶｼﾞﾑｼｮ 新宿区大久保三丁目8番1-1212号 03-6302-1656 新宿

108 13090434 ﾋﾛﾓﾄ ｹｲｲﾁ 四谷労務コンサルティングオフィス ﾖﾂﾔﾛｳﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｵﾌｨｽ 新宿区三栄町8番地 森山ﾋﾞﾙ602 03-3359-5254 新宿

109 13070126 古見　明子 ﾌﾙﾐ ｱｷｺ ＴＨＥ　ＳＴＡＲ社会保険労務士法人 ｻﾞｽﾀｰｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 新宿区若葉一丁目6番地1 03-5366-4748 新宿

110 13990249 眞家　裕介 ﾏｲｴ ﾕｳｽｹ アイム社会保険労務士法人 ｱｲﾑｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 新宿区新宿一丁目16番10号 ｺｽﾓｽ御苑ﾋﾞﾙ3F 03-5363-5554 新宿

111 13970014 宮子　智子 ﾐﾔｺ ﾄﾓｺ 宮子労務管理事務所 ﾐﾔｺﾛｳﾑｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ 新宿区須賀町8 03-3355-6414 新宿

112 13930022 森田　秀俊 ﾓﾘﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ 社会保険労務士法人サムライブレイン ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｻﾑﾗｲﾌﾞﾚｲﾝ 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

113 13040339 山﨑　登志也 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼﾔ 新宿パーク社会保険労務士法人 ｼﾝｼﾞｭｸﾊﾟｰｸｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 新宿区新宿一丁目13番5号 鈴木ﾋﾞﾙ3F 03-5919-1070 新宿

114 13860150 阿部　勉 ｱﾍﾞ ﾂﾄﾑ 阿部社会保険労務士事務所 ｱﾍﾞｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 中野区中野5-32-4 中野ｽﾃｰｼｮﾝﾊｲﾂ409号室 03-5942-9161 中野・杉並

115 13130542 阿部　穂高 ｱﾍﾞ ﾎﾀｶ スピニーズ社会保険労務士法人 ｽﾋﾟﾆｰｽﾞｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 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

116 13130394 稲尾　公貴 ｲﾅｵ ｷﾐﾀｶ 社会保険労務士稲尾事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｲﾅｵｼﾞﾑｼｮ 中野区大和町4-9-10 03-6315-6129 中野・杉並

117 13830194 大久保　博 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛｼ 社会保険労務士法人三木田労務管理事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝﾐｷﾀﾛｳﾑｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ 杉並区上荻2-7-29 03-3396-3261 中野・杉並

118 13170532 河合　瑞枝 ｶﾜｲ ﾐｽﾞｴ 河合社会保険労務士オフィス ｶﾜｲｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｵﾌｨｽ 中野区弥生町4-34-11-704 03-6886-0250 中野・杉並

119 13920077 高根　佳宏 ﾀｶﾈ ﾖｼﾋﾛ 高根労務管理事務所 ﾀｶﾈﾛｳﾑｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ 杉並区高円寺南4-37-17 03-3314-5411 中野・杉並

120 13120226 野口　雅子 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻｺ 野口雅子社労士事務所 ﾉｸﾞﾁﾏｻｺｼｬﾛｳｼｼﾞﾑｼｮ 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

121 13170030 冷水　創史 ﾋﾔﾐｽﾞ ｿｳｼ 冷水社会保険労務士事務所 ﾋﾔﾐｽﾞｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 杉並区南荻窪3-11-10 ｿﾚｰﾕ南荻窪101 03-6759-1386 中野・杉並

122 23120100 正木　啓明 ﾏｻｷ ﾋﾛｱｷ 正木社会保険労務士事務所 ﾏｻｷｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 中野区南台5-26-15 佐藤ﾊｲﾂ501 03-6382-4334 中野・杉並

123 13180436 松田　英一 ﾏﾂﾀﾞ ｴｲｲﾁ まつだ社会保険労務士事務所 ﾏﾂﾀﾞｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 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

124 13990125 阿部　真弓 ｱﾍﾞ ﾏﾕﾐ 社会保険労務士法人阿部事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｱﾍﾞｼﾞﾑｼｮ 港区芝四丁目16番2号 03-3457-4337 港

125 13130226 新井　将司 ｱﾗｲ ﾏｻｼ 汐留社会保険労務士法人 ｼｵﾄﾞﾒｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 港区東新橋一丁目1番21号 今朝ﾋﾞﾙ5階 03-6264-6680 港

126 13870102 石田　久男 ｲｼﾀﾞ ﾋｻｵ 石田労務管理事務所 ｲｼﾀﾞﾛｳﾑｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ 港区北青山2-10-17 SOHO北青山103号 03-5410-0789 港

127 13160106 井手　清 ｲﾃﾞ ｷﾖｼ 井手社会保険労務士事務所 ｲﾃﾞｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 港区西新橋2-4-3 ﾌﾟﾛｽ西新橋ﾋﾞﾙ7F 03-6403-3544 港

128 14030081 江村　かおり ｴﾑﾗ ｶｵﾘ あさひ社会保険労務士事務所 ｱｻﾋｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 港区虎ノ門1-1-21 新虎ノ門実業会館5F 03-6403-4733 港

129 13070088 大友　務 ｵｵﾄﾓ ﾂﾄﾑ 社会保険労務士大友事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｵｵﾄﾓｼﾞﾑｼｮ 港区新橋3-3-14 田村町ﾋﾞﾙ6F 03-6206-6095 港

130 13130372 大西　貴 ｵｵﾆｼ ﾀｶｼ 表参道国際社会保険労務士法人 ｵﾓﾃｻﾝﾄﾞｳｺｸｻｲｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 港区南青山三丁目7番5号 ALPS PLAZA 301 03-6432-9817 港

131 13821002 金田　修 ｶﾈﾀﾞ ｵｻﾑ 社会保険労務士法人東京労務 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝﾄｳｷｮｳﾛｳﾑ 港区芝大門1-2-19 大門KRﾋﾞﾙ 03-3432-9151 港

132 11940003 功刀　武夫 ｸﾇｷﾞ ﾀｹｵ ソシア社労士オフィス ｿｼｱｼｬﾛｳｼｵﾌｨｽ 港区西新橋1-18-6 ｸﾛｽｵﾌｨｽ内幸町505 03-6457-9039 港

133 13140513 栗原　深雪 ｸﾘﾊﾗ ﾐﾕｷ 社会保険労務士法人レアホア ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝﾚｱﾎｱ 港区南麻布五丁目15番25号 広尾六幸館805 03-6450-3329 港

134 13020314 齋藤　邦芳 ｻｲﾄｳ ｸﾆﾖｼ 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 ｻｲﾄｳｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 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

135 13170423 佐藤　寛樹 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 社会保険労務士　ＳＡＴＯＨ’ｓオフィス ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｻﾄｳｽﾞｵﾌｨｽ 港区麻布十番三丁目10-7-802 03-6453-8760 港

136 14210010 田中　敬子 ﾀﾅｶ ｹｲｺ 社会保険労務士田中敬子事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾀﾅｶｹｲｺｼﾞﾑｼｮ 港区南青山3-15-9 MINOWA表参道3階-63 03-6384-5802 港

137 13821775 中島　ひろみ ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾐ 社会保険労務士法人ＡＳＵＭＩ ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｱｽﾐ 港区海岸一丁目2番1-101号 ｽｶｲｸﾞﾗﾝﾃﾞ汐留 03-5401-9012 港

138 13050188 中野　剛 ﾅｶﾉ ﾂﾖｼ なかの経営労務事務所 ﾅｶﾉｹｲｴｲﾛｳﾑｼﾞﾑｼｮ 港区芝大門2-3-7 DO芝大門ﾋﾞﾙ4F 03-6809-1261 港

139 13070557 長浜　雄一 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾕｳｲﾁ 社会保険労務士法人長浜事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝﾅｶﾞﾊﾏｼﾞﾑｼｮ 港区三田三丁目1番11号 03-6435-4994 港

140 13170558 中村　久美 ﾅｶﾑﾗ ｸﾐ ＡｎＺ社会保険労務士事務所 ｱﾝｼﾞｰｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 港区新橋1-18-1 ｸﾛｽﾄﾗﾝｼﾞｯﾄ航空会館202 03-6804-6500 港

4



電子申請・情報セキュリティ宣言事務所　一覧 令和4年9月1日

№ 登録番号 氏名 カナ（氏名） 事務所名 カナ（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

141 13140530 西久保　裕二 ﾆｼｸﾎﾞ ﾕｳｼﾞ にしくぼ社会保険労務士事務所 ﾆｼｸﾎﾞｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 港区高輪2-14-17 ｸﾞﾚｲｽ高輪ﾋﾞﾙ8F 03-6627-2012 港

142 13820497 萩原　孝博 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｶﾋﾛ 萩原労務管理事務所 ﾊｷﾞﾜﾗﾛｳﾑｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ 港区東麻布2-29-11 ｼｬﾛｰﾑ東麻布101 03-3583-3521 港

143 13190166 濵田　浩一 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁ はまだ社会保険労務士事務所 ﾊﾏﾀﾞｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 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

144 13070594 平澤　貞三 ﾋﾗｻﾜ ﾃｲｿﾞｳ 社会保険労務士法人ＨＲビジネスマネジメント ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｴｲﾁｱｰﾙﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 港区芝公園1-2-4 STﾋﾞﾙ 03-5402-8491 港

145 13020115 松原　熙隆 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛﾀｶ 松原ＨＲコンサルティング ﾏﾂﾊﾞﾗｴｲﾁｱｰﾙｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 港区虎ノ門5-11-15 虎ノ門KTﾋﾞﾙ2階 070-8548-1848 港

146 13920091 三平　和男 ﾐﾋﾗ ｶｽﾞｵ 社会保険労務士法人三平事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝﾐﾋﾗｼﾞﾑｼｮ 港区西新橋1-19-3 第2双葉ﾋﾞﾙ5階 03-3504-0071 港

147 13070163 宮内　信光 ﾐﾔｳﾁ ﾉﾌﾞﾐﾂ 宮内社会保険労務士事務所 ﾐﾔｳﾁｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 港区新橋3-9-10 天翔新橋ﾋﾞﾙ806 03-6908-5415 港

148 13070528 山口　博子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｺ 山口労務管理事務所 ﾔﾏｸﾞﾁﾛｳﾑｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ 港区芝5-1-14 山宝堂ﾋﾞﾙ 03-6902-1647 港

149 13970216 小島　孝浩 ｺｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 小島社会保険労務士事務所 ｺｼﾞﾏｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 品川区東中延2-1-8 03-3781-8449 品川

150 13000031 齋藤　誠 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ 九段労務経営研究所 ｸﾀﾞﾝﾛｳﾑｹｲｴｲｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 品川区小山台1-15-23-1F 03-5768-5191 品川

151 13860193 佐藤　寿子 ｻﾄｳ ﾋｻｺ 青柳労務管理事務所 ｱｵﾔｷﾞﾛｳﾑｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ 品川区南大井4-3-15-401 03-3761-3191 品川

152 13100200 仲原　小紀子 ﾅｶﾊﾗ ｻｷｺ プルラハティ人事労務管理事務所 ﾌﾟﾙﾗﾊﾃｨｼﾞﾝｼﾞﾛｳﾑｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ 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

153 13940181 萩原　知治 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄﾓﾊﾙ 萩原社会保険労務士事務所 ﾊｷﾞﾜﾗｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 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

154 13090218 松丸　心一 ﾏﾂﾏﾙ ｼﾝｲﾁ 松丸心一社会保険労務士事務所 ﾏﾂﾏﾙｼﾝｲﾁｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 品川区西五反田4-19-4 080-3720-3979 品川

155 13100387 吉江　修 ﾖｼｴ ｵｻﾑ ﾖｼｴｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 品川区南大井4-3-15-403 090-1607-2198 品川

156 13110009 石橋　英生 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾃﾞｵ ペンギン社労士事務所 ﾍﾟﾝｷﾞﾝｼｬﾛｳｼｼﾞﾑｼｮ 大田区蒲田5-46-10 金親ﾋﾞﾙ402 03-6715-9560 大田

157 13040012 伊原　毅 ｲﾊﾗ ﾀｹｼ 社会保険労務士伊原毅事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｲﾊﾗﾀｹｼｼﾞﾑｼｮ 大田区大森北2-4-11 米山ﾋﾞﾙ6階 03-5763-5622 大田

158 13180640 ｵｵﾂ ｸﾆﾊﾙ おおつ社会保険労務士事務所 ｵｵﾂｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 大田区矢口1-19-5 03-6715-5228 大田

159 13170005 音田　崇幸 ｵﾄﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 社会保険労務士法人おおた労務管理事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｵｵﾀﾛｳﾑｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ 大田区中馬込一丁目1番17号 1階 03-3776-5562 大田

160 13960262 北澤　正敏 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｻﾄｼ 北澤社会保険労務士事務所 ｷﾀｻﾞﾜｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 大田区大森西4-6-10 03-3762-3853 大田

161 13170053 田中　克幸 ﾀﾅｶ ｶﾂﾕｷ 社会保険労務士事務所人事サポート ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮｼﾞﾝｼﾞｻﾎﾟｰﾄ 大田区山王2-1-8 山王ｱｰﾊﾞﾝﾗｲﾌ1006 03-3774-5010 大田

162 13940284 徳畑　園惠 ﾄｸﾊﾀ ｿﾉｴ 徳畑社会保険労務士事務所 ﾄｸﾊﾀｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 大田区池上8-27-4 03-3750-7343 大田

163 13030591 中山　章子 ﾅｶﾔﾏ ｱｷｺ 社会保険労務士法人ＡＹＵＭＩ ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｱﾕﾐ 大田区蒲田5-24-2 昭和ﾋﾞﾙ4階 03-3733-7651 大田

164 13920081 濱口　勇 ﾊﾏｸﾞﾁ ｲｻﾑ 浜口経営労務事務所 ﾊﾏｸﾞﾁｹｲｴｲﾛｳﾑｼﾞﾑｼｮ 大田区東馬込2-16-14 03-5742-8335 大田

165 13010168 平山　愼一 ﾋﾗﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 労務管理平山事務所 ﾛｳﾑｶﾝﾘﾋﾗﾔﾏｼﾞﾑｼｮ 大田区下丸子1-3-10-203 03-3756-4400 大田

166 13822516 森部　和彦 ﾓﾘﾍﾞ ｶｽﾞﾋｺ 森部経営労務管理事務所 ﾓﾘﾍﾞｹｲｴｲﾛｳﾑｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ 大田区東雪谷3-1-5 03-3720-6494 大田

167 13180286 ﾖｼﾉ ﾖｼﾉﾘ 芳野社会保険労務士事務所 ﾖｼﾉｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 大田区南馬込3-23-8 090-9975-1859 大田

168 13100351 米澤　実 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐﾉﾙ 米澤人事コンサルティングオフィス ﾖﾈｻﾞﾜｼﾞﾝｼﾞｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｵﾌｨｽ 大田区池上5-7-3-604 090-6316-4006 大田

169 13110512 加藤　孝幸 ｶﾄｳ ﾀｶﾕｷ オーサム社会保険労務士加藤事務所 ｵｰｻﾑｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｶﾄｳｼﾞﾑｼｮ 目黒区青葉台1-12-13 ﾊﾟﾚｯﾄM青葉台3階 03-6451-2603 目黒

170 13050384 小泉　正典 ｺｲｽﾞﾐ ﾏｻﾉﾘ 社会保険労務士小泉事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｺｲｽﾞﾐｼﾞﾑｼｮ 目黒区上目黒1-16-8 Yﾌｧｰﾑﾋﾞﾙ5階 03-5858-6124 目黒

171 13970221 小林　富佐子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｻｺ 小林マネジメントサービス ｺﾊﾞﾔｼﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ 目黒区自由が丘1-22-21 ﾍﾟﾙﾚ自由が丘206 03-5729-7322 目黒

172 13830753 志村　幸彦 ｼﾑﾗ ﾕｷﾋｺ 志村経営労務事務所 ｼﾑﾗｹｲｴｲﾛｳﾑｼﾞﾑｼｮ 目黒区目黒1-24-12-10F ｵﾘｯｸｽ目黒ﾋﾞﾙ 03-3491-8282 目黒

173 13160436 菅原　宇広 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾋﾛ 菅原宇広社会保険労務士事務所 ｽｶﾞﾜﾗﾀｶﾋﾛｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 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

174 13060412 田邊　武範 ﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾉﾘ office TOKEN ｵﾌｨｽ ﾄｰｹﾝ 目黒区原町2-13-2 03-3714-6916 目黒

175 13130387 原　陽介 ﾊﾗ ﾖｳｽｹ 東京山の手社会保険労務士法人 ﾄｳｷｮｳﾔﾏﾉﾃｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 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
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176 13060256 石井　清香 ｲｼｲ ｻﾔｶ 総合労務コンサルタント石井清香事務所 ｿｳｺﾞｳﾛｳﾑｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｲｼｲｻﾔｶｼﾞﾑｼｮ 渋谷区代々木1-19-12 新代々木ﾋﾞﾙ206 03-3320-2870 渋谷

177 13060173 内山　泉 ｳﾁﾔﾏ ｲｽﾞﾐ 社労士事務所ＩＺＵＭＩ ｼｬﾛｳｼｼﾞﾑｼｮｲｽﾞﾐ 渋谷区千駄ヶ谷5-12-13 ｳｴｽﾄｻｲﾄﾞ新宿御苑501 03-6457-8188 渋谷

178 11110032 大角　主彦 ｵｵｽﾐ ｶｽﾞﾋｺ オフィス大角 ｵﾌｨｽｵｵｽﾐ 渋谷区渋谷2-14-6 西田ﾋﾞﾙ5F 080-3577-7817 渋谷

179 40960010 大関　ひろ美 ｵｵｾﾞｷ ﾋﾛﾐ ワンズ・オフィス ﾜﾝｽﾞｵﾌｨｽ 渋谷区上原1丁目17-3-101 03-6677-9717 渋谷

180 13000304 加藤　智 ｶﾄｳ ｻﾄｼ 机・加藤社会保険労務士法人 ﾂｸｴ･ｶﾄｳｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 渋谷区道玄坂1-9-4 ODAﾋﾞﾙ7階 03-3463-6671 渋谷

181 13170349 金子　浩二 ｶﾈｺ ｺｳｼﾞ 金子浩二社会保険労務士事務所 ｶﾈｺｺｳｼﾞｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 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

182 13930071 小磯　優子 ｺｲｿ ﾕｳｺ ＯＵＲＳ小磯社会保険労務士法人 ｱﾜｰｽﾞｺｲｿｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 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

183 13170199 古谷　彩 ｺﾀﾆ ｱﾔ こたに社会保険労務士事務所 ｺﾀﾆｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 渋谷区代々木3-1-11 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｽｸｴｱ代々木4F 03-6882-4385 渋谷

184 13050199 坂田　正巳 ｻｶﾀ ﾏｻﾐ ＮＴＳ総合社会保険労務士法人 ｴﾇﾃｨｰｴｽｿｳｺﾞｳｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 渋谷区代々木一丁目58番16号 清水ﾋﾞﾙ3F 03-5309-2160 渋谷

185 13960050 島　裕司 ｼﾏ ﾕｳｼﾞ 島社会保険労務士事務所 ｼﾏｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 渋谷区神宮前6-19-16 越一ﾋﾞﾙ 603 03-3400-2456 渋谷

186 13970015 住　美賀子 ｽﾐ ﾐｶｺ 住社会保険労務士事務所 ｽﾐｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 渋谷区東3-26-2 第二長澤ﾋﾞﾙ5F 03-6712-5987 渋谷

187 13110113 染谷　由美 ｿﾒﾔ ﾕﾐ 社会保険労務士オフィス・ソメヤ ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｵﾌｨｽｿﾒﾔ 渋谷区広尾5-4-12 大成鋼機ﾋﾞﾙ5階 03-6384-0303 渋谷

188 13110174 髙野　美代恵 ﾀｶﾉ ﾐﾖｴ オフィスＭＥ ｵﾌｨｽｴﾑｲｰ 渋谷区恵比寿1-22-3 ｼﾙﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ恵比寿503号 03-5422-7282 渋谷

189 13120257 髙橋　淳 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｼ 社会保険労務士法人エフエム事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｴﾌｴﾑｼﾞﾑｼｮ 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

190 13060442 田中　謙二 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ エムエイリンク社労士事務所 ｴﾑｴｲﾘﾝｸｼｬﾛｳｼｼﾞﾑｼｮ 渋谷区渋谷1-10-3 ｽﾀｰﾌﾟﾗｻﾞ青山8階 03-5774-0906 渋谷

191 13050372 竹馬　大介 ﾁｸﾏ ﾀﾞｲｽｹ 竹馬社会保険労務士事務所 ﾁｸﾏｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 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

192 13010218 机　秀明 ﾂｸｴ ﾋﾃﾞｱｷ 机・加藤社会保険労務士法人 ﾂｸｴ･ｶﾄｳｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 渋谷区道玄坂1-9-4 ODAﾋﾞﾙ7階 03-3463-6671 渋谷

193 13850068 手串　宅志 ﾃｸﾞｼ ﾀｸｼ 社会保険総合事務センター ｼｬｶｲﾎｹﾝｿｳｺﾞｳｾﾝﾀｰ 渋谷区広尾1-8-9 松石ﾋﾞﾙ102 03-3446-5453 渋谷

194 13820651 内木　和富巳 ﾅｲｷ ｶｽﾞﾌﾐ 社会保険労務士法人あかつき ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｱｶﾂｷ 渋谷区千駄ヶ谷五丁目23番5号 03-5357-7510 渋谷

195 13030404 長島　渡 ﾅｶﾞｼﾏ ﾜﾀﾙ 長島社会保険労務士事務所 ﾅｶﾞｼﾏｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 渋谷区恵比寿1-19-15 ｳﾉｻﾜ東急ﾋﾞﾙ5F 03-3515-9110 渋谷

196 13120233 中野　祐子 ﾅｶﾉ ﾕｳｺ なかのゆうこ社労士事務所 ﾅｶﾉﾕｳｺｼｬﾛｳｼｼﾞﾑｼｮ 渋谷区千駄ヶ谷3-34-5 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙ北参道206 03-6300-6877 渋谷

197 40990001 成澤　紀美 ﾅﾘｻﾜ ｷﾐ 社会保険労務士法人スマイング ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｽﾏｲﾝｸﾞ 渋谷区幡ヶ谷2-14-9 ﾔﾅｷﾞﾔﾋﾞﾙ4階 03-6300-0485 渋谷

198 13980094 成田　妙庫 ﾅﾘﾀ ﾀｲｺ 成田事務所 ﾅﾘﾀｼﾞﾑｼｮ 渋谷区代々木1-19-12-206 03-3320-6044 渋谷

199 13090247 濵田　京子 ﾊﾏﾀﾞ ｷｮｳｺ エキップ社会保険労務士法人 ｴｷｯﾌﾟｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 渋谷区恵比寿西一丁目12番12号 ﾙﾈｽE.B.I3階 03-5422-6550 渋谷

200 14020015 福井　康夫 ﾌｸｲ ﾔｽｵ 補助金ポータル社会保険労務士法人 ﾎｼﾞｮｷﾝﾎﾟｰﾀﾙｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 渋谷区東3-15-7 ﾋｭｰﾘｯｸ恵比寿ﾋﾞﾙ4F 03-6822-6550 渋谷

201 13020544 福島　紀夫 ﾌｸｼﾏ ﾉﾘｵ 社会保険労務士法人あい事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｱｲｼﾞﾑｼｮ 渋谷区代々木1-54-1 石井ﾋﾞﾙ4F 03-3320-7351 渋谷

202 13040030 松本　健 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝ 社会保険労務士法人あおぞら ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｱｵｿﾞﾗ 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

203 13050109 三倉　直久 ﾐｸﾗ ﾅｵﾋｻ みくら社会保険労務士事務所 ﾐｸﾗｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 渋谷区代々木1-30-14 天翔代々木ANNEXﾋﾞﾙB1F 03-3370-3733 渋谷

204 13170011 宮沢　征史郎 ﾐﾔｻﾞﾜ ｾｲｼﾛｳ 宮沢社会保険労務士事務所 ﾐﾔｻﾞﾜｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 渋谷区恵比寿南1-2-9 岡田ﾋﾞﾙ5階 03-6412-8791 渋谷

205 13020272 山本　多聞 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾓﾝ 東京人事労務ファクトリー ﾄｳｷｮｳｼﾞﾝｼﾞﾛｳﾑﾌｧｸﾄﾘｰ 渋谷区渋谷3-13-5 BPRﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ渋谷1002 03-5778-9817 渋谷

206 13150358 相原　伸弘 ｱｲﾊﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ アレック社会保険労務士事務所 ｱﾚｯｸｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 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

207 13170010 岩城　眞也 ｲﾜｷ ｼﾝﾔ 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 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｲﾜｷﾛｳﾑｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮｻﾝｹﾞﾝﾁﾞｬﾔｵﾌｨｽ 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

208 13130131 大竹　謙一 ｵｵﾀｹ ｹﾝｲﾁ レジリエンス社会保険労務士法人 ﾚｼﾞﾘｴﾝｽｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 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

209 13080363 木谷　典子 ｷﾀﾆ ﾉﾘｺ オフィス・キタニ ｵﾌｨｽｷﾀﾆ 世田谷区上馬5-14-11 03-5432-9177 世田谷

210 13900204 久禮　和彦 ｸﾚ ｶｽﾞﾋｺ ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｸﾚｼﾞﾑｼｮ 世田谷区梅丘二丁目24番5号 03-3420-3748 世田谷
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№ 登録番号 氏名 カナ（氏名） 事務所名 カナ（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

211 12120077 香西　敏弘 ｺｳｻﾞｲ ﾄｼﾋﾛ サンライズ経営労務サポート ｻﾝﾗｲｽﾞｹｲｴｲﾛｳﾑｻﾎﾟｰﾄ 世田谷区松原2-28-20-205 03-6379-2104 世田谷

212 13120325 鈴木　麻利子 ｽｽﾞｷ ﾏﾘｺ 鈴木麻利子社会保険労務士事務所 ｽｽﾞｷﾏﾘｺｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 世田谷区弦巻4-34-3-202 03-3706-5366 世田谷

213 13140174 住谷　久美 ｽﾐﾔ ｸﾐ 住谷社会保険労務士事務所 ｽﾐﾔｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 世田谷区松原1-27-16 03-3327-5719 世田谷

214 13080571 髙野　裕之 ﾀｶﾉ ﾋﾛﾕｷ ＴＫＮ社会保険労務士事務所 ﾃｨｰｹｰｴﾇｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 世田谷区駒沢2-58-13 03-6315-8830 世田谷

215 13020076 竹内　勇一 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｲﾁ 竹内社会保険労務士事務所 ﾀｹｳﾁｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 世田谷区上野毛2-5-4 03-5707-2428 世田谷

216 13150091 中山　貴子 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｺ 中山貴子社会保険労務士事務所 ﾅｶﾔﾏﾀｶｺｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 世田谷区桜新町1-40-7 石田ﾋﾞﾙ202 080-3201-9509 世田谷

217 13060568 八村　純子 ﾊﾁﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 社会保険労務士　八村純子事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼ ﾊﾁﾑﾗｼﾞｭﾝｺｼﾞﾑｼｮ 世田谷区上北沢4-18-19-502 03-5357-8340 世田谷

218 13090222 濱本　志帆 ﾊﾏﾓﾄ ｼﾎ 濱本事務所 ﾊﾏﾓﾄｼﾞﾑｼｮ 世田谷区玉川4-12-16 ﾊｲﾑ610-201号室 03-6356-7299 世田谷

219 13180480 原田　真紀子 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｷｺ 社会保険労務士原田事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾊﾗﾀﾞｼﾞﾑｼｮ 世田谷区粕谷2-8-21-109 03-6325-6313 世田谷

220 13050152 平野　雅美 ﾋﾗﾉ ﾏｻﾐ ひらの社会保険労務士事務所 ﾋﾗﾉｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 世田谷区三軒茶屋2-29-16-2F 03-4405-4738 世田谷

221 13120126 目黒　さとみ ﾒｸﾞﾛ ｻﾄﾐ ひまわり労務＆カウンセリングオフィス ﾋﾏﾜﾘﾛｳﾑｱﾝﾄﾞｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｵﾌｨｽ 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

222 13940161 吉貝　雅人 ﾖｼｶﾞｲ ﾏｻﾄ 吉貝社会保険労務士事務所 ﾖｼｶﾞｲｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 世田谷区成城3丁目24番29号 03-3415-4711 世田谷

223 13120047 上野　昌孝 ｳｴﾉ ﾏｻﾀｶ 上野社会保険労務士事務所 ｳｴﾉｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 豊島区池袋2-16-2 株式会社ｻﾝｵｰﾄ内 03-5950-5425 豊島
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№ 登録番号 氏名 カナ（氏名） 事務所名 カナ（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

224 13180128 内山　三奈子 ｳﾁﾔﾏ ﾐﾅｺ Ｃｏｌｏｒｓ労務管理事務所 ｶﾗｰｽﾞﾛｳﾑｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ 豊島区池袋2-57-6-3F 03-6904-1187 豊島

225 13210601 岡部　邦暁 ｵｶﾍﾞ ｸﾆｱｷ 社労士おかべ ｼｬﾛｳｼｵｶﾍﾞ 豊島区池袋本町1丁目15番4号 ｳﾞｨｴｰﾙ山本203号 070-8322-9325 豊島

226 13120154 郡司　果林 ｸﾞﾝｼﾞ ｶﾘﾝ ＲＯＬＥ人事パートナーズ社会保険労務士法人 ﾛｰﾙｼﾞﾝｼﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 豊島区東池袋三丁目15番5-306号 03-4455-3969 豊島

227 13960235 小西　康夫 ｺﾆｼ ﾔｽｵ 小西経営計算センター ｺﾆｼｹｲｴｲｹｲｻﾝｾﾝﾀｰ 豊島区東池袋3-2-3 第一主田ﾋﾞﾙ401 03-3983-5764 豊島

228 11960039 佐藤　廣治 ｻﾄｳ ﾋﾛｼﾞ 佐藤労務行政事務所 ｻﾄｳﾛｳﾑｷﾞｮｳｾｲｼﾞﾑｼｮ 豊島区西池袋2-32-12 宇佐美荘202 03-6709-4580 豊島

229 13080459 須藤　英彦 ｽﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾋｺ 須藤社会保険労務士事務所 ｽﾄﾞｳｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 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

230 13840170 陶山　正樹 ｽﾔﾏ ﾏｻｷ すやま労務管理事務所 ｽﾔﾏﾛｳﾑｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ 豊島区東池袋1-33-4 ﾆｭｰ池袋ﾊｲﾂ1007号 03-5391-4051 豊島

231 13960123 曽田　究 ｿﾀﾞ ｷﾜﾑ 社会保険労務士曽田事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｿﾀﾞｼﾞﾑｼｮ 豊島区池袋1-8-7 ｻﾝ池袋Ⅰ401 03-3982-5155 豊島

232 13160291 高室　礼子 ﾀｶﾑﾛ ﾚｲｺ 高室礼子社会保険労務士事務所 ﾀｶﾑﾛﾚｲｺｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 豊島区東池袋3-19-10-908 090-9302-3130 豊島

233 15890009 武江　勇 ﾀｹｴ ｲｻﾑ 武江経営労務管理事務所 ﾀｹｴｹｲｴｲﾛｳﾑｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ 豊島区東池袋1-31-10 ﾄﾞﾐｰﾙ池袋412号 03-5924-6743 豊島

234 13200344 友澤　亜紀 ﾄﾓｻﾞﾜ ｱｷ 友澤社会保険労務士事務所 ﾄﾓｻﾞﾜｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 豊島区東池袋1-33-4 ﾆｭｰ池袋ﾊｲﾂ304 03-6912-7650 豊島

235 13110426 永森　延和 ﾅｶﾞﾓﾘ ﾉﾌﾞｶｽﾞ ながもり労務経営デザインオフィス ﾅｶﾞﾓﾘﾛｳﾑｹｲｴｲﾃﾞｻﾞｲﾝｵﾌｨｽ 豊島区南池袋3-13-9 ﾋﾞｽﾊｲﾑ池袋1001 03-5944-9480 豊島

236 13180375 ﾊﾈｲｼ ﾉﾘｺ 羽石社労士事務所 ﾊﾈｲｼｼｬﾛｳｼｼﾞﾑｼｮ 豊島区上池袋4-47-3 ﾘﾚﾝﾄ上池袋PTI-406 03-5980-7068 豊島

237 13080460 栁沢　隆 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶｼ やなぎさわ労務マネジメント ﾔﾅｷﾞｻﾜﾛｳﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 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

238 13080290 山口　靖 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽｼ パーソネルラボ社労士事務所 ﾊﾟｰｿﾈﾙﾗﾎﾞｼｬﾛｳｼｼﾞﾑｼｮ 豊島区東池袋5-52-10-1102 03-6914-1641 豊島

239 13970208 山下　雅子 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｺ チェック＆バランス山下労務管理事務所 ﾁｪｯｸ&ﾊﾞﾗﾝｽﾔﾏｼﾀﾛｳﾑｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ 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

240 40020069 阿部　俊英 ｱﾍﾞ ﾄｼﾋﾃﾞ あべ社会保険労務士事務所 ｱﾍﾞｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 北区豊島5-2-20-302 03-6908-4064 北

241 13930242 稲田　耕平 ｲﾅﾀﾞ ｺｳﾍｲ 稲田社労士事務所東京管理協会 ｲﾅﾀﾞｼｬﾛｳｼｼﾞﾑｼｮﾄｳｷｮｳｶﾝﾘｷｮｳｶｲ 北区赤羽南1-3-7 関根ﾋﾞﾙ4階 03-3903-1105 北

242 13090483 齋藤　康子 ｻｲﾄｳ ﾔｽｺ 未来社会保険労務士事務所 ﾐﾗｲｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 北区王子6-2-6-201 090-9248-7867 北

243 13050147 田中　亮子 ﾀﾅｶ ｱｷｺ メープル社会保険労務士事務所 ﾒｰﾌﾟﾙｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 北区中十条3-35-1 桑沢ﾋﾞﾙ5F 090-6509-2279 北

244 13020360 永田　幸江 ﾅｶﾞﾀ ﾕｷｴ ＮＩＣ社会保険労務士法人 ｴﾇｱｲｼｰｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 北区志茂2-54-2 ｳｨﾙｸﾞﾛｰ2F 03-6903-3827 北

245 13100392 松田　茂樹 ﾏﾂﾀﾞ ｼｹﾞｷ 社会保険労務士法人しろくまパートナーズ ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｼﾛｸﾏﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 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

246 13020177 杉山　隆 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶｼ 杉山経営労務管理事務所 ｽｷﾞﾔﾏｹｲｴｲﾛｳﾑｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ 板橋区高島平8-9-5 ｻﾝﾄﾞﾘﾖﾝ高島101号 03-5922-3307 板橋

247 13090547 鈴木　孝嗣 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾂｸﾞ 鈴木たかつぐ社会保険労務士事務所 ｽｽﾞｷﾀｶﾂｸﾞｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 板橋区清水町82-1 03-6478-9053 板橋

248 13110134 羽田　未希 ﾊﾀ ﾐｷ はた社会保険労務士事務所 ﾊﾀｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 板橋区相生町14-1-1005 03-6326-2739 板橋

249 13060511 波多野　淳 ﾊﾀﾉ ｼﾞｭﾝ 社会保険労務士法人エンチカ ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｴﾝﾁｶ 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

250 13180492 原田　章 ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾗ エイエスティ社会保険労務士事務所 ｴｲｴｽﾃｨｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 板橋区志村2-11-6-701 03-5948-7071 板橋

251 13190049 奥田　樹理 ｵｸﾀﾞ ｼﾞｭﾘ 奥田社会保険労務士事務所 ｵｸﾀﾞｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 練馬区南大泉6-21-3 03-5935-8058 練馬

252 13210457 片岡　史幸 ｶﾀｵｶ ﾋﾛﾕｷ プロスパートナーズ社会保険労務士事務所 ﾌﾟﾛｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 練馬区東大泉6-8-2 050-1002-0175 練馬

253 13070524 茅根　真由美 ｶﾔﾈ ﾏﾕﾐ かやね社会保険労務士事務所 ｶﾔﾈｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 練馬区練馬1-20-1 MKplace(ｴﾑｹｲ･ﾌﾟﾚｲｽ)402 03-6914-5437 練馬

254 13030361 小林　元子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾄｺ がんこ社労士事務所 ｶﾞﾝｺｼｬﾛｳｼｼﾞﾑｼｮ 練馬区富士見台4-36-42 03-5241-3491 練馬

255 13070490 小室　時絵 ｺﾑﾛ ﾄｷｴ 小室社会保険労務士事務所 ｺﾑﾛｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 練馬区豊玉上2丁目21-18 ｼﾞｪｲｺｰﾄ桜台4B 070-8337-2043 練馬

256 13120046 高根　庸浩 ﾀｶﾈ ﾉﾌﾞﾋﾛ 高根社会保険労務士事務所 ﾀｶﾈｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 練馬区石神井台7-4-13 03-3929-6321 練馬

257 13020298 林　智子 ﾊﾔｼ ｻﾄｺ はやし社会保険労務士事務所 ﾊﾔｼｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 練馬区小竹町2-8-1 03-6795-3283 練馬

258 13180076 林　雄次 ﾊﾔｼ ﾕｳｼﾞ 社会保険労務士はやし労務事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾊﾔｼﾛｳﾑｼﾞﾑｼｮ 練馬区氷川台2-3-8 03-3935-1691 練馬
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259 13190032 ﾐｽﾐ ﾀﾂﾛｳ ﾐｽﾐｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 練馬区光が丘3-7-1-1303 090-4175-3865 練馬

260 13050120 八巻　裕香 ﾔﾏｷ ﾕｶ オフィスヤマキ 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

261 13822400 山田　千春 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾊﾙ 山田社会保険労務士事務所 ﾔﾏﾀﾞｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 練馬区上石神井1-14-8-102 03-3929-7033 練馬

262 13160010 山本　務 ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾄﾑ やまもと社会保険労務士事務所 ﾔﾏﾓﾄｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 練馬区豊玉南1-10-5 03-6161-6426 練馬

263 13830391 ﾖｼﾀﾞ ｲﾁﾛｳ ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾖｼﾀﾞｼﾞﾑｼｮ 練馬区練馬2-18-3 03-3948-7888 練馬

264 13110057 加藤　大国 ｶﾄｳ ﾋﾛｸﾆ ＩＴＳｔａｒｔ社労士事務所 ｱｲﾃｨｽﾀｰﾄｼｬﾛｳｼｼﾞﾑｼｮ 墨田区緑4-22-6 ｸﾘｵﾗﾍﾞﾙｳﾞｨ錦糸町501 050-5318-9501 墨田

265 13130326 後藤　康浩 ｺﾞﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 後藤社会保険労務士事務所 ｺﾞﾄｳｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 墨田区東駒形3-18-10 ｴｸﾞｾﾞｸﾄﾋﾞﾙ301 03-6659-9701 墨田

266 13050641 坂井　康一 ｻｶｲ ﾔｽｶｽﾞ 社会保険労務士法人アセラ ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｱｾﾗ 墨田区堤通二丁目4番4-408号 03-3618-1670 墨田

267 13940071 田中　誠 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ 田中社会保険労務士事務所 ﾀﾅｶｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 墨田区墨田2-34-19 03-3613-1069 墨田

268 13010086 廣野　正通 ﾋﾛﾉ ﾏｻﾐﾁ 廣野社会保険労務士事務所 ﾋﾛﾉｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 墨田区両国4-8-10 MYSﾋﾞﾙ502 03-5638-6080 墨田

269 12180038 井上　麗 ｲﾉｳｴ ﾚｲ 仙台堀川社会保険労務士法人 ｾﾝﾀﾞｲﾎﾘｶﾞﾜｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 江東区富岡二丁目11番18号 ﾘｰﾄﾞｼｰ門前仲町4階 03-6240-3153 江東

270 13170365 栗城　恵 ｸﾘｷ ﾒｸﾞﾐ 栗城社会保険労務士事務所 ｸﾘｷｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 江東区東陽3-27-17 長谷川ﾋﾞﾙ5階 03-6161-6488 江東

271 13822752 桑原　護 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾏﾓﾙ 社会保険労務士法人桑原事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｸﾜﾊﾞﾗｼﾞﾑｼｮ 江東区猿江一丁目1番2号 03-5624-2395 江東

272 13070051 竹田　靖夫 ﾀｹﾀﾞ ﾔｽｵ 竹田労務管理事務所 ﾀｹﾀﾞﾛｳﾑｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ 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

273 13150153 野村　知弘 ﾉﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 豊洲社会保険労務士事務所 ﾄﾖｽｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 江東区東雲1-9-16-712 03-6204-2453 江東

274 13070539 林　良英 ﾊﾔｼ ﾖｼﾋﾃﾞ アディネット社会保険労務コンサルティング ｱﾃﾞｨﾈｯﾄｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 江東区深川2-4-8 03-5646-7541 江東

275 13822545 皆川　浩也 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾋﾛﾔ 城東労務管理事務所 ｼﾞｮｳﾄｳﾛｳﾑｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ 江東区大島5-32-1-201 03-5627-3755 江東

276 13180143 室岡　宏 ﾑﾛｵｶ ﾋﾛｼ 社会保険労務士事務所スローダウン ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮｽﾛｰﾀﾞｳﾝ 江東区亀戸5-6-21 UIW9BLDG 4F-21 03-3682-7707 江東

277 14060048 山本　美奈子 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾅｺ シグニ株式会社 ｼｸﾞﾆ(ｶ 江東区東陽3丁目7番13号 LUCID SQUARE KIBA 8F 03-6867-1717 江東

278 13070453 渡辺　夏子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｺ 渡辺社会保険労務士事務所 ﾜﾀﾅﾍﾞｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 江東区亀戸6-42-1 共同ﾋﾞﾙ105 03-3683-2376 江東

279 13040239 新井　通世 ｱﾗｲ ﾐﾁﾖ 新井社会保険労務士事務所 ｱﾗｲｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 足立区西新井栄町1-18-33-717 03-3880-8224 足立・荒川

280 13990224 池上　貴子 ｲｹｶﾞﾐ ﾀｶｺ 社会保険労務士法人やさか事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝﾔｻｶｼﾞﾑｼｮ 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

281 13990165 石井　達也 ｲｼｲ ﾀﾂﾔ 社会保険労務士石井事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｲｼｲｼﾞﾑｼｮ 足立区千住寿町28-12 石井ﾋﾞﾙ 03-5813-5711 足立・荒川

282 13190006 内田　恵利 ｳﾁﾀﾞ ｴﾘ 内田恵利社会保険労務士事務所 ｳﾁﾀﾞｴﾘｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 足立区千住元町2-2 050-5438-2199 足立・荒川

283 13080568 小倉　絵里 ｵｸﾞﾗ ｴﾘ 社会保険労務士事務所Ｅオフィス ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮｲｰｵﾌｨｽ 荒川区東尾久4-5-12 03-3895-6667 足立・荒川

284 12030071 君和田　豊 ｷﾐﾜﾀﾞ ﾕﾀｶ 君和田社会保険労務士事務所 ｷﾐﾜﾀﾞｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 荒川区西日暮里5-37-2 伊藤邦男税理士事務所内 03-6914-6822 足立・荒川

285 13831914 坂井　俊一 ｻｶｲ ｼｭﾝｲﾁ 経営能率センター ｹｲｴｲﾉｳﾘﾂｾﾝﾀｰ 荒川区東日暮里3-40-4 03-3807-5981 足立・荒川

286 13050018 櫻田　新吾 ｻｸﾗﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 桜田労務管理事務所 ｻｸﾗﾀﾞﾛｳﾑｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ 足立区西新井4-33-16-102 03-3899-7603 足立・荒川

287 13820235 澤江　紀子 ｻﾜｴ ﾉﾘｺ 社会保険労務士法人同友 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝﾄﾞｳﾕｳ 足立区千住1-26-1-4F 03-3882-3800 足立・荒川

288 13990333 寺内　正人 ﾃﾗｳﾁ ﾏｻﾄ 寺内社会保険労務士事務所 ﾃﾗｳﾁｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 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

289 13180552 中屋　信一 ﾅｶﾔ ｼﾝｲﾁ 中屋社会保険労務士事務所 ﾅｶﾔｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 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

290 13180360 畑井　舞 ﾊﾀｲ ﾏｲ はたい社会保険労務士事務所 ﾊﾀｲｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 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

291 13190409 原田　由美子 ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾐｺ Ｂｌｕｅ　ｓｔａｒ社会保険労務士事務所 ﾌﾞﾙｰｽﾀｰｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 足立区中央本町二丁目8番19号 090-7404-3180 足立・荒川

292 13190287 平井　有希子 ﾋﾗｲ ﾕｷｺ ワーク・ライフ・パートナー社労士事務所 ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾟｰﾄﾅｰｼｬﾛｳｼｼﾞﾑｼｮ 足立区千住1-4-1 東京芸術ｾﾝﾀｰ10階 090-6516-8282 足立・荒川

293 13190275 船坂　哲也 ﾌﾅｻｶ ﾃﾂﾔ Ｍｏｔｉｖａｔｅ社会保険労務士事務所 ﾓﾁﾍﾞｲﾄｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 足立区足立3-13-8-207 03-6806-2688 足立・荒川
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294 13180393 宮本　山起 ﾐﾔﾓﾄ ﾔﾏｷ 宮本山起社会保険労務士事務所 ﾐﾔﾓﾄﾔﾏｷｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 足立区千住旭町11番7号402号室 03-6822-1017 足立・荒川

295 13822729 諸星　裕美 ﾓﾛﾎｼ ﾋﾛﾐ オフィスモロホシ社会保険労務士法人 ｵﾌｨｽﾓﾛﾎｼｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 足立区東綾瀬一丁目6番16号 03-5856-0223 足立・荒川

296 11020019 柳沢　明 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｷﾗ 柳沢社会保険労務士事務所 ﾔﾅｷﾞｻﾜｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 足立区入谷7-14-6 03-5837-4941 足立・荒川

297 13820239 山田　正 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 山田経営労務事務所 ﾔﾏﾀﾞｹｲｴｲﾛｳﾑｼﾞﾑｼｮ 荒川区荒川5-39-2 03-3895-8451 足立・荒川

298 12160054 山本　七重 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅｴ 社労士事務所ワークライフサポート ｼｬﾛｳｼｼﾞﾑｼｮﾜｰｸﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ 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

299 13010006 池田　理恵子 ｲｹﾀﾞ ﾘｴｺ 社会保険労務士池田事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｲｹﾀﾞｼﾞﾑｼｮ 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

300 13850046 今泉　善雄 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾖｼｵ 労務管理今泉事務所 ﾛｳﾑｶﾝﾘｲﾏｲｽﾞﾐｼﾞﾑｼｮ 葛飾区西亀有1-31-15 03-3602-7186 葛飾

301 13060331 近藤　泰祐 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｽｹ 近藤経営労務事務所 ｺﾝﾄﾞｳｹｲｴｲﾛｳﾑｼﾞﾑｼｮ 葛飾区高砂5-38-8 ｺｰﾎﾟ岩井302 03-5876-9285 葛飾

302 13150388 下平　伸一郎 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 社会保険労務士シモダイラ事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾓﾀﾞｲﾗｼﾞﾑｼｮ 葛飾区白鳥二丁目4番7-204号 03-6754-2322 葛飾

303 13950171 桝井　貴夫 ﾏｽｲ ﾀｶｵ 社会保険労務士桝井貴夫事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾏｽｲﾀｶｵｼﾞﾑｼｮ 葛飾区水元3-2-13-504 03-5699-7392 葛飾

304 13010116 石井　修 ｲｼｲ ｵｻﾑ 社会保険労務士法人いしい総合事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｲｼｲｿｳｺﾞｳｼﾞﾑｼｮ 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

305 13940110 遠藤　誠 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ えんどう社会保険労務士事務所 ｴﾝﾄﾞｳｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 江戸川区南小岩七丁目1番2号 ﾄﾐｰｽｶｲｻｰﾋﾞｽﾋﾞﾙ201 03-3650-2950 江戸川

306 20110026 太田　佳孝 ｵｵﾀ ﾖｼﾀｶ 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 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ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

307 13200445 川﨑　幸男 ｶﾜｻｷ ｻﾁｵ 川﨑幸男社会保険労務士事務所 ｶﾜｻｷｻﾁｵｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 江戸川区東葛西5-22-17 090-3103-1465 江戸川

308 13120012 田邉　布由 ﾀﾅﾍﾞ ﾌﾕ 社会保険労務士たなべ事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾀﾅﾍﾞｼﾞﾑｼｮ 江戸川区西葛西3-8-35-1213 03-5659-7277 江戸川

309 13120023 藤浦　隆英 ﾌｼﾞｳﾗ ﾀｶﾋﾃﾞ 社会保険労務士法人レイバーセクション ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝﾚｲﾊﾞｰｾｸｼｮﾝ 江戸川区中葛西三丁目37番3号 志美津ﾋﾞﾙ402 03-3869-8459 江戸川

310 12050034 細川　知敬 ﾎｿｶﾜ ﾄﾓﾉﾘ 細川社会保険労務士事務所 ﾎｿｶﾜｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 江戸川区北小岩8-5-4 北小岩ﾏﾝｼｮﾝ302号 03-5876-7568 江戸川

311 13980077 山本　昌之 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 社会保険労務士法人人事給与 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｼﾞﾝｼﾞｷｭｳﾖ 江戸川区船堀六丁目3番7号 03-6663-6071 江戸川

312 13200455 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ アローズ社会保険労務士事務所 ｱﾛｰｽﾞｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 江戸川区東葛西6-34-10 080-5372-6011 江戸川

313 13110356 秋山　政三 ｱｷﾔﾏ ﾏｻﾐ 第一社会保険労務士事務所 ﾀﾞｲｲﾁｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 調布市多摩川5-8-4 ﾗﾌｨｰﾉ多摩川301 042-449-8256 武蔵野

314 13050514 秋山　幸子 ｱｷﾔﾏ ﾕｷｺ あおぞら人事・労務サポート ｱｵｿﾞﾗｼﾞﾝｼﾞﾛｳﾑｻﾎﾟｰﾄ 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

315 13130151 荒井　真澄 ｱﾗｲ ﾏｽﾐ 荒井社会保険労務士事務所 ｱﾗｲｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 西東京市富士町4-15-9 武蔵野ﾋﾞﾙ302 042-445-0245 武蔵野

316 13070143 安中　繁 ｱﾝﾅｶ ｼｹﾞﾙ ドリームサポート社会保険労務士法人 ﾄﾞﾘｰﾑｻﾎﾟｰﾄｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 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

317 13070399 井波　昭敬 ｲﾅﾐ ｱｷﾉﾘ ヒューマンブライツ社会保険労務士事務所 ﾋｭｰﾏﾝﾌﾞﾗｲﾂｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 西東京市ひばりが丘3丁目3番6-706号 042-446-7311 武蔵野

318 13190544 井上　達也 ｲﾉｳｴ ﾀﾂﾔ いのうえ社会保険労務士事務所 ｲﾉｳｴｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 府中市天神町1-1-84 C903 080-5387-9324 武蔵野

319 13140051 井上　雅夫 ｲﾉｳｴ ﾏｻｵ 社会保険労務士法人マーキュリー ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝﾏｰｷｭﾘｰ 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

320 13150640 井上　真理子 ｲﾉｳｴ ﾏﾘｺ アイビー社会保険労務士事務所 ｱｲﾋﾞｰｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 武蔵野市関前3-22-10 ﾌﾟﾚｻﾞﾝﾄﾋﾙｽﾞ306 0422-27-7982 武蔵野

321 13050026 内田　保男 ｳﾁﾀﾞ ﾔｽｵ うちだ社会保険労務士事務所 ｳﾁﾀﾞｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 武蔵野市西久保1-4-11 田島ﾋﾞﾙ2F 0422-56-0864 武蔵野

322 13110323 大鐘　康之郎 ｵｵｶﾞﾈ ｺｳｼﾛｳ アクア人事労務サポート ｱｸｱｼﾞﾝｼﾞﾛｳﾑｻﾎﾟｰﾄ 東村山市青葉町3-40-13 042-207-9550 武蔵野

323 13140214 緒方　香織 ｵｶﾞﾀ ｶｵﾘ 社会保険労務士吉祥寺ＨＲオフィス ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｷﾁｼﾞｮｳｼﾞｴｲﾁｱｰﾙｵﾌｨｽ 武蔵野市吉祥寺本町1-13-6 古谷ﾋﾞﾙ新館801 0422-69-2017 武蔵野

324 13180538 小川　宏太朗 ｵｶﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 小川社会保険労務事務所 ｵｶﾞﾜｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾞﾑｼｮ 府中市八幡町2丁目12番地の12 050-5329-9183 武蔵野

325 13040325 勝川　秀興 ｶﾂｶﾜ ﾋﾃﾞｵｷ 勝川社会保険労務士事務所 ｶﾂｶﾜｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 小平市大沼町1-14-20-C 03-5888-4528 武蔵野

326 13080386 金丸　大二 ｶﾅﾏﾙ ﾀﾞｲｼﾞ だいじ経営年金事務所 ﾀﾞｲｼﾞｹｲｴｲｼｬｶｲﾎｹﾝｼﾞﾑｼｮ 東村山市久米川町2-45-23 042-395-8626 武蔵野

327 13150028 金田　千鳥 ｶﾈﾀﾞ ﾁﾄﾞﾘ 社会保険労務士事務所　千 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮｾﾝ 西東京市南町3-9-6 042-497-6846 武蔵野

328 13210609 木須　真理 ｷｽ ﾏﾘ ベリタス社会保険労務士事務所 ﾍﾞﾘﾀｽｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 国分寺市泉町1-10-10 090-4455-3808 武蔵野
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329 13210264 北垣　晶寛 ｷﾀｶﾞｷ ｱｷﾋﾛ きたがき社労士ＦＰ事務所 ｷﾀｶﾞｷｼｬﾛｳｼｴﾌﾋﾟｰｼﾞﾑｼｮ 国分寺市光町1-22-9 070-8593-2755 武蔵野

330 13100095 熊谷　祐子 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｺ 社会保険労務士法人永井事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝﾅｶﾞｲｼﾞﾑｼｮ 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

331 13130209 見城　亮治 ｹﾝｼﾞｮｳ ﾘｮｳｼﾞ 見城社会保険労務士事務所 ｹﾝｼﾞｮｳｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 小金井市東町2-1-9 0422-57-3049 武蔵野

332 13050144 輿水　香 ｺｼﾐｽﾞ ｶｵﾙ ＫＫパートナーズ ｹｰｹｰﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 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

333 13940026 小平　栄一 ｺﾀﾞｲﾗ ｴｲｲﾁ 小平栄一の社会保険労務士事務所 ｺﾀﾞｲﾗｴｲｲﾁﾉｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 武蔵野市中町2-22-3 小平ｺｰﾎﾟ101 0422-54-8834 武蔵野

334 13160369 酒井　嘉孝 ｻｶｲ ﾖｼﾀｶ 社会保険労務士酒井嘉孝事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｻｶｲﾖｼﾀｶｼﾞﾑｼｮ 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

335 13170073 鈴木　雅史 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾌﾐ スフィーダ社会保険労務士事務所 ｽﾌｨｰﾀﾞｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 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

336 13090319 須田　真一 ｽﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 社会保険労務士須田事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｽﾀﾞｼﾞﾑｼｮ 武蔵野市吉祥寺本町1-28-3-207 0422-22-6823 武蔵野

337 13150514 髙田　磨 ﾀｶﾀﾞ ｵｻﾑ タカダ社労士行政書士オフィス ﾀｶﾀﾞｼｬﾛｳｼｷﾞｮｳｾｲｼｮｼｵﾌｨｽ 西東京市泉町1-5-15 080-5025-2566 武蔵野

338 13160285 髙谷　桂子 ﾀｶﾔ ｹｲｺ 髙谷社会保険労務士事務所 ﾀｶﾔｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 三鷹市井の頭4丁目5番21号 0422-46-1861 武蔵野

339 13140119 塚野　明子 ﾂｶﾉ ｱｷｺ つかの社会保険労務士事務所 ﾂｶﾉｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 西東京市芝久保町3-19-6 042-453-6295 武蔵野

340 13100525 土屋　寿美代 ﾂﾁﾔ ｽﾐﾖ 土屋社会保険労務士事務所 ﾂﾁﾔｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 調布市飛田給1-44-18 ﾀｲﾑﾌﾟﾗｻﾞ1F 042-446-5556 武蔵野

341 13070569 遠山　和孝 ﾄｵﾔﾏ ｶｽﾞﾀｶ 社会保険労務士遠山事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾄｵﾔﾏｼﾞﾑｼｮ 調布市西つつじヶ丘4-23-46-404 042-489-4511 武蔵野

342 13940156 猶木　貴彦 ﾅｵｷ ﾀｶﾋｺ 社会保険労務士法人ＭＲパートナーズ ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｴﾑｱｰﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 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

343 13070359 永井　康幸 ﾅｶﾞｲ ﾔｽﾕｷ 社会保険労務士法人永井事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝﾅｶﾞｲｼﾞﾑｼｮ 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

344 13160331 長尾　修身 ﾅｶﾞｵ ｵｻﾐ 社会保険労務士法人ＨＲＤユナイテッドオフィス ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｴｲﾁｱｰﾙﾃﾞｨｰﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｵﾌｨｽ 東村山市富士見町一丁目2番地32 ｵｰﾍﾞﾙ小川ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ805 042-403-2705 武蔵野

345 13150624 梨木　晶子 ﾅｼｷ ｱｷｺ 梨木社会保険労務士事務所 ﾅｼｷｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ﾋﾞﾙ7階 0422-22-5775 武蔵野

346 13180026 橋本　直道 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾐﾁ おおけやき東京社労士事務所 ｵｵｹﾔｷﾄｳｷｮｳｼｬﾛｳｼｼﾞﾑｼｮ 府中市八幡町3-5-11 042-336-7557 武蔵野

347 14070123 濱塚　和彦 ﾊﾏﾂﾞｶ ｶｽﾞﾋｺ 社会保険労務士法人東京第一 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝﾄｳｷｮｳﾀﾞｲｲﾁ 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

348 13170432 濱本　文子 ﾊﾏﾓﾄ ｱﾔｺ はまもと社会保険労務士事務所 ﾊﾏﾓﾄｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 国分寺市並木町3-7-26 042-304-9877 武蔵野

349 13080464 濵本　絵美 ﾊﾏﾓﾄ ｴﾐ アイアンストライカーズ社会保険労務士法人 ｱｲｱﾝｽﾄﾗｲｶｰｽﾞｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 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

350 13180137 福岡　秀行 ﾌｸｵｶ ﾋﾃﾞﾕｷ ふくおか社会保険労務士事務所 ﾌｸｵｶｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 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

351 13150201 松林　彰 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 松林社会保険労務士事務所 ﾏﾂﾊﾞﾔｼｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 東久留米市中央町5-2-6 042-445-3654 武蔵野

352 13130416 三浦　良輔 ﾐｳﾗ ﾘｮｳｽｹ みうら社会保険労務士事務所 ﾐｳﾗｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 三鷹市下連雀3-33-20-203 050-1507-8341 武蔵野

353 13190162 村澤　司 ﾑﾗｻﾜ ﾂｶｻ 社会保険労務士　村澤事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾑﾗｻﾜｼﾞﾑｼｮ 小金井市前原町5-8-16 042-203-5922 武蔵野

354 13170321 山田　基樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾄｷ 山田社労士事務所 ﾔﾏﾀﾞｼｬﾛｳｼｼﾞﾑｼｮ 東久留米市本町1-3-38 042-478-5138 武蔵野

355 13170530 横谷　薫 ﾖｺﾔ ｶｵﾙ 横谷社会保険労務士事務所 ﾖｺﾔｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 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

356 13050409 吉田　健 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝ 社会保険労務士オフィスワイ・ツー ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｵﾌｨｽﾜｲﾂｰ 小金井市貫井北町3-19-6 042-315-6871 武蔵野

357 13000196 安藤　隆彦 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋｺ 安藤社会保険労務士事務所 ｱﾝﾄﾞｳｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 町田市南大谷1426番地280-1F 042-721-5806 多摩

358 14040158 今村　英治 ｲﾏﾑﾗ ｴｲｼﾞ 社会保険労務士法人ＡＸＩＡ ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｱｸｼｱ 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

359 13200426 内田　壱久 ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾋｻ ユーズ社会保険労務士事務所 ﾕｰｽﾞｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 八王子市大谷町885-9 042-649-8990 多摩

360 13010036 大澤　明彦 ｵｵｻﾜ ｱｷﾋｺ 大澤明彦社会保険労務士事務所 ｵｵｻﾜｱｷﾋｺｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 町田市本町田68 公社住宅ﾛ-342 042-726-5328 多摩

361 13821411 笠島　弘睦 ｶｻｼﾏ ﾋﾛﾁｶ 社会保険労務士法人笠島事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｶｻｼﾏｼﾞﾑｼｮ 羽村市小作台二丁目11番地13 042-555-4689 多摩

362 13170559 北村　博昭 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛｱｷ ブレイスＦＰ社会保険労務士事務所 ﾌﾞﾚｲｽｴﾌﾋﾟｰｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 東大和市上北台3-460-3 FUSEﾋﾞﾙ4F 042-843-6533 多摩

363 13080128 甲　康枝 ｷﾉｴ ﾔｽｴ きのえ社会保険労務士事務所 ｷﾉｴｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 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
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364 13970080 木村　辰幸 ｷﾑﾗ ﾀﾂﾕｷ 社会保険労務士法人木村事務所 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｷﾑﾗｼﾞﾑｼｮ 立川市曙町一丁目36番25号 042-595-7330 多摩

365 13200042 黒木　麻希 ｸﾛｷ ﾏｷ 黒木社会保険労務士事務所 ｸﾛｷｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 町田市南大谷705-6 ﾕﾆｳﾞｪﾙｼｵｰﾙ学園の丘660 080-3099-2583 多摩

366 13970182 小林　明 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 小林事務所 ｺﾊﾞﾔｼｼﾞﾑｼｮ あきる野市原小宮1-5-7 042-558-2744 多摩

367 13040055 真見　敬 ｻﾅﾐ ｹｲ さなみ社会保険労務管理事務所 ｻﾅﾐｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ 国立市東1-16-7 ｲﾙﾃﾞｭﾉｰﾙ203 042-576-0373 多摩

368 13970191 島田　真樹 ｼﾏﾀﾞ ﾏｷ ＯｆｆｉｃｅＳｈｉｍａｄａ ｵﾌｨｽｼﾏﾀﾞ あきる野市草花2917-2 042-533-3820 多摩

369 13990294 杉中　至 ｽｷﾞﾅｶ ｲﾀﾙ たま経営総合事務所 ﾀﾏｹｲｴｲｿｳｺﾞｳｼﾞﾑｼｮ 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

370 13960048 田中　理文 ﾀﾅｶ ﾏｻﾌﾐ 田中理文事務所 ﾀﾅｶﾏｻﾌﾐｼﾞﾑｼｮ 立川市錦町2-6-7 ﾖﾈｶﾜﾋﾞﾙ2F 042-548-0288 多摩

371 13140490 永井　武司 ﾅｶﾞｲ ﾀｹｼ ＮＡＧＡＩ社会保険労務士事務所 ﾅｶﾞｲｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 八王子市上野町25-7 ReDEAL八王子206号 090-8891-7398 多摩

372 13020081 永山　悦子 ﾅｶﾞﾔﾏ ｴﾂｺ 社会保険労務士法人Ｓｕｎｎｙ ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝｻﾆｰ 多摩市諏訪一丁目2番地の15 ﾌﾟﾗﾈｯﾄ永山105 042-339-2227 多摩

373 13120553 宮﨑　博之 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 宮﨑経営労務管理支援事務所 ﾐﾔｻﾞｷｹｲｴｲﾛｳﾑｶﾝﾘｼｴﾝｼﾞﾑｼｮ 町田市つくし野3-5-48 042-795-8028 多摩

374 13180130 盛田　寛昭 ﾓﾘﾀ ﾋﾛｱｷ 盛田社会保険労務士事務所 ﾓﾘﾀｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 日野市高幡1005-8 ﾃﾞｨｸﾞﾆｰﾀ301 042-849-2806 多摩

375 13080633 山口　絵理子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｴﾘｺ 社会保険労務士　エリ・オフィス ｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｴﾘｵﾌｨｽ 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

376 13150019 山本　宏史 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ Ｈ＆Ｙ社会保険労務士法人 ｴｲﾁｱﾝﾄﾞﾜｲｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼﾎｳｼﾞﾝ 稲城市東長沼1126番地 042-401-5430 多摩
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