
0001 北海道 阿部 秀樹（アベ ヒデキ） 社会保険労務士法人ホームラン 

〒064-0804 札幌市中央区南 4 条西 6 丁目 晴ればれビル 6F 

TEL:011-211-5550 E-MAIL:abe@akari4.com 

0002 北海道 中村 浩三（ナカムラ コウゾウ） 中村社会保険労務士・行政書士事務所 

〒060-0061 札幌市中央区南 1 条西 7 丁目 20 番地 1 札幌スカイビル 5階 

TEL:011-210-1008 E-MAIL:b6z8ad@bma.biglobe.ne.jp 

0003 北海道 大滝 昇（オオタキ ノボル） ノボル社会保険労務士・行政書士事務所 

〒064-0809 札幌市中央区南 9 条西 3 丁目 1-8-905 

TEL:011-512-5735 E-MAIL:nbk01919@nifty.com 

0005 岩手県 横山 信英（ヨコヤマ シンエイ） 横山信英社会保険労務士・行政書士事務所 

〒020-0004 盛岡市山岸 2-4-16 

TEL:019-625-6838 E-MAIL:shinyoko@d1.dion.ne.jp 

0008 宮城県 佐藤 崇（サトウ タカシ） 仙台中央社会保険労務士事務所 

〒980-0014 仙台市青葉区本町 2-10-33-408 

TEL:022-266-8088 E-MAIL:ichisen@i-ms.net 

0009 宮城県 鈴木 大輔（スズキ ダイスケ） すずき労務経営コンサルタンツ 

〒981-3121 仙台市泉区上谷刈 5-17-14 

TEL:090-5183-0564 E-MAIL:info@suzuki-roumu.com 

0011 秋田県 鶴田 卓也（ツルタ タクヤ） 秋田県土地改良事業団体連合会 

〒010-0967 秋田市高陽幸町 3-37 

TEL:018-888-2750 E-MAIL:t-tsuruta@akidoren.com 

0012 秋田県 富樫 善明（トガシ ヨシアキ） 富樫社労士事務所 

〒016-0843 能代市中和 1-13-10 

TEL:080-1815-4366 E-MAIL:local-roumu@wing.ocn.ne.jp 

0013 山形県 三谷 美重子（ミタニ ミエコ） 三谷社会保険労務士・税理士・行政書士事務所 

〒998-0863 酒田市日の出町 2-38-10 

TEL:0234-23-7810 E-MAIL:purasu@tkcnf.or.jp 

0014 福島県 丹治 勧（タンジ ススム） 社会保険労務士 丹治事務所 

〒960-8131 福島市北五老内町 1-3 福島法曹ビル 3F 

TEL:024-535-7078 E-MAIL:info@tanji-jimusho.com 

0015 福島県 小柴 繁徳（コシバ シゲノリ） 小柴社会保険労務士事務所 

〒965-0876 会津若松市山鹿町 1-8 ニッセイビル 1階 

TEL:0242-28-3095 E-MAIL:sr-koshi@cameo.plala.or.jp 

0017 茨城県 坂本 典聴（サカモト ノリキ） 社会保険労務士事務所 アンビシャス 

〒305-0874 つくば市飯田 362-4 

TEL:029-838-1524 E-MAIL:tdnph773@ybb.ne.jp 

0018 茨城県 染野 高士（ソメノ タカシ） 社会保険労務士 染野事務所 

〒300-3555 結城郡八千代町芦ヶ谷 588-3 

TEL:0296-49-3364 E-MAIL:some-home@silk.ocn.ne.jp 

0019 茨城県 松本 光治（マツモト ミツハル） 松本みつはる社会保険労務士事務所 

〒312-0013 ひたちなか市上野 2-2-3 

TEL:029-275-4700 E-MAIL:info@matsu-sharo.com 

0020 茨城県 川村 修身（カワムラ オサミ） 川村社会保険労務士事務所 

〒300-2436 つくばみらい市絹の台 6-18-14 

TEL:0297-52-3774 E-MAIL:ok.kawamura@opal.plala.or.jp 

0022 栃木県 池田 功（イケダ イサオ） 池田功社労法務事務所 

〒321-0166 宇都宮市今宮 2丁目 17-1 むぎくら今宮ビル 2-A 

TEL:090-2428-8687 E-MAIL:sr@ikeda130.jp 



0024 栃木県 福田 哲夫（フクダ テツオ） 福田社会保険労務士事務所 

〒321-4361 真岡市並木町 3-4-17 

TEL:0285-84-6031 E-MAIL:fuku610@i-berry.ne.jp 

0025 栃木県 吉野 浩（ヨシノ ヒロシ） 吉野社会保険労務士事務所 

〒327-0821 佐野市高萩町 1320-13 

TEL:0283-24-1177 E-MAIL:inspec-yoshino@cup.ocn.ne.jp 

0026 群馬県 関 一之（セキ カズユキ） 関一之労務管理事務所 

〒377-0425 前橋市田口町 1222-20 

TEL:0279-75-7227 E-MAIL:s-office.kazu@xp.wind.jp 

0027 群馬県 関 辰朗（セキ タツロウ） 関一之労務管理事務所 

〒377-0425 前橋市田口町 1222-20 

TEL:0279-75-7227 E-MAIL:office.agent-t@xp.wind.jp 

0028 群馬県 小暮 和幸（コグレ カズユキ） 社会保険労務士小暮事務所 

〒370-0007 高崎市問屋町西 1-1-3-102 

TEL:027-384-4422 E-MAIL:kzk5apr23rdfjm@gmail.com 

0029 埼玉県 諏訪 学（スワ マナブ） 彩英社労士総合事務所 

〒365-0054 鴻巣市大間 1-6-7 

TEL:080-3511-1986 E-MAIL:swmnb-sr@japan.nifty.jp 

0030 埼玉県 中村 和可（ナカムラ カズヨシ） 中村和可税理士・社会保険労務士事務所 

〒344-0048 春日部市南中曽根 465-7 

TEL:048-796-0238 E-MAIL:zeirinakamura@tkcnf.or.jp 

0031 埼玉県 島田 安三（シマダ ヤスゾウ） 島田経営労務管理事務所 

〒355-0055 東松山市松風台 4-13 

TEL:0493-53-4161 E-MAIL:yasuzo.shimada@nifty.com 

0033 千葉県 小川 賢（オガワ マサル） 小川賢社会保険労務士事務所 

〒286-0134 成田市東和田 444-1（協）千葉県労務協会内 

TEL:0476-22-4130 E-MAIL:tibaromu@lily.ocn.ne.jp 

0034 千葉県 大野 広康（オオノ ヒロヤス） ガイアＦＰ社会保険労務士事務所 

〒272-0034 市川市市川 3-20-7 

TEL:047-409-8477 E-MAIL:info@srfpgaia.com 

0036 千葉県 曽我 浩（ソガ ヒロシ） 曽我社会保険労務士事務所 

〒263-0044 千葉市花見川区幕張本郷 1-11-3 

TEL:043-275-1757 E-MAIL:soga@sogaoffice.jp 

0037 千葉県 荒木 孝夫（アラキ タカオ） あらき社労士事務所 

〒270-1350 印西市中央北 1-3-3CNC ビル 2 階 

TEL:0476-47-5751 E-MAIL:taka117taka@gmail.com 

0038 東京都 入来院 重宏（イリキイン シゲヒロ） キリン社会保険労務士事務所 

〒184-0004 小金井市本町 1-6-2    メゾン・ド小金井３０１ 

TEL:042-316-6420 E-MAIL:irikiin@kirin-office.com 

0039 東京都 菊地 昭子（キクチ アキコ） 菊地社会保険労務士事務所 

〒166-0001 杉並区阿佐谷北 5-7-16 

TEL:03-3336-1940 E-MAIL:kiku5716@dream.com 

0043 東京都 藤本 紀美香（フジモト キミカ） 社会保険労務士藤本紀美香事務所 

〒111-0033 台東区花川戸 2-17-6-401 

TEL:03-6802-8182 E-MAIL:sr-fujimto@kdt.biglobe.ne.jp 

0045 山梨県 中村 仁（ナカムラ ヒトシ） 社会保険労務士法人シャイン 

〒409-2523 南巨摩郡身延町波木井 1372 

TEL:0556-62-2710 E-MAIL:info@sr-shain.com 



0046 山梨県 青栁 英明（アオヤギ ヒデアキ） あおやぎ労務法務事務所 

〒400-0821 甲府市砂田町 3-8 

TEL:055-225-0322 E-MAIL:h.aoyagi.shin@icloud.com 

0047 岐阜県 戸﨑 正文（トザキ マサフミ） 社会保険労務士戸﨑正文事務所 

〒500-8388 岐阜市今嶺 2-11-10 

TEL:058-271-0664 E-MAIL:info@tozaki-office.jp 

0048 岐阜県 水野 宏昭（ミズノ ヒロアキ） 水野社会保険労務士事務所 

〒509-7205 恵那市長島町中野 1014-1 

TEL:0573-25-9789 E-MAIL:mizu9789@view.ocn.ne.jp 

0049 岐阜県 矢島 友幸（ヤジマ トモユキ） 矢島社会保険労務士事務所 

〒509-2203 下呂市小川 1053-5 

TEL:0576-25-5763 E-MAIL:info@yajima-sr.com 

0050 岐阜県 荒井 妙恵子（アライ タエコ） あらい社労士事務所 

〒500-8234 岐阜市芋島 2-11-1 

TEL:058-374-1873 E-MAIL:arai-office@road.ocn.ne.jp 

0052 静岡県 鈴木 泰子（スズキ ヤスコ） 社会保険労務士法人 リライアンス 

〒431-3112 浜松市東区大島町 222 

TEL:053-435-3743 E-MAIL:s-yasuko@chorus.ocn.ne.jp 

0055 静岡県 山本 謙治（ヤマモト ケンジ） E-人事 山本行政書士事務所 

〒430-0856 浜松市中区中島 3-4-19 

TEL:053-460-7139 E-MAIL:e_jimji932640@bz04.plala.or.jp 

0056 静岡県 奥田 春江（オクダ ハルエ） E-人事 山本行政書士事務所 

〒430-0856 浜松市中区中島 3-4-19 

TEL:053-460-7139 E-MAIL:e_jimji932640@bz04.plala.or.jp 

0058 静岡県 横澤 肇（ヨコザワ ハジメ） 横澤社会保険労務士法人 

〒424-0852 静岡市清水区神田町 1番 1 号 

TEL:054-340-2910 E-MAIL:mail@mirai2.jp 

0061 愛知県 野田 千賀（ノダ チカ） 野田社会保険労務士事務所 

〒792-8153 稲沢市井之口町大宮前 5580 

TEL:0587-22-0067 E-MAIL:c_noda2008@bf7.so-net.ne.jp 

0062 愛知県 高藻 啓充（タカモ ヒロミチ） 高藻経営労務事務所 

〒441-3417 田原市豊島町 153-2 

TEL:0531-22-5823 E-MAIL:takamo@mx3.tees.ne.jp 

0063 愛知県 三ツ口 美恵子（ミツクチ ミエコ） 社会保険労務士法人 亀井労務管理事務所 

〒465-0853 名古屋市昭和区川原通 5-6 

TEL:052-763-3111 E-MAIL:m_mitsukuchi@kamei-roumu.net 

0064 愛知県 青嶋 輝（アオシマ アキラ） 社会保険労務士法人 亀井労務管理事務所 

〒465-0853 名古屋市昭和区川原通 5-6 

TEL:052-763-3111 E-MAIL:aoshima@kamei-roumu.net 

0067 新潟県 髙橋 勲（タカハシ イサオ） 髙橋勲社会保険労務士事務所 

〒950-3126 新潟市北区松浜 1-1-1 

TEL:025-259-2292 E-MAIL:isaokazu@pastel.ocn.ne.jp 

0069 新潟県 南澤 伸子（ミナミザワ ノブコ） ミナミ事務所 

〒959-1852 五泉市荻曽根 221-8 

TEL:0250-43-0611 E-MAIL:sr-minamizawa@watch.ocn.ne.jp 

0070 富山県 畠山 義明（ハタケヤマ ヨシアキ） 畠山労務管理事務所 

〒933-0941 高岡市内免 2-6-21 

TEL:0766-25-3781 E-MAIL: 



0071 富山県 小西 澄夫（コニシ スミオ） 小西社会保険労務士事務所 

〒930-0902 富山市宮成新 218 

TEL:076-451-2868 E-MAIL: 

0072 石川県 堀内 政德（ホリウチ マサノリ） 堀内社会保険労務士事務所 

〒920-0364 金沢市松島 3-133 

TEL:076-240-1771 E-MAIL:hsr@sweet.ocn.ne.jp 

0073 石川県 服部 英明（ハットリ ヒデアキ） 服部社会保険労務士事務所 

〒921-8002 金沢市西泉 3-28      東和第 3ビル 203 号 

TEL:076-254-6170 E-MAIL:hattori-sr@sand.ocn.ne.jp 

0074 福井県 戸嶋 哲也（トシマ テツヤ） 労働研究舎 

〒914-0145 敦賀市野坂 69-26-2 

TEL:0770-25-2090 E-MAIL:toshima@kore.mitene.or.jp 

0075 福井県 斎藤 榮二（サイトウ エイジ） 斎藤榮二特定社会保険労務士事務所 

〒918-8106 福井市木田町 2508-2 

TEL:0776-36-2750 E-MAIL:katuyomo249@yahoo.co.jp 

0076 福井県 大隈 匡子（オオクマ キョウコ） 大隈社会保険労務士事務所 

〒917-0027 小浜市生守 1-21-5 

TEL:0770-56-2778 E-MAIL:kumakyon@iris.eonet.ne.jp 

0077 長野県 福島 邦子（フクシマ クニコ） 福島社会保険労務士事務所 

〒388-8011 長野市篠ノ井布施五明 1064 

TEL:026-292-3843 E-MAIL:fukusima@grn.janis.or.jp 

0078 長野県 山本 亨（ヤマモト トオル） 社会保険労務士法人アンカー 

〒399-0703 塩尻市広丘高出 1547-5 フルール高出 1階 

TEL:0263-87-6058 E-MAIL:yamamoto@anchor-sr.com 

0080 滋賀県 多賀 貴志（タガ タカシ） 多賀貴志社会保険労務士事務所 

〒522-0043 彦根市小泉町 106-1 ウイルライフ南彦根 904 

TEL:0749-27-3993 E-MAIL:t-taga@mx.biwa.ne.jp 

0081 滋賀県 岡本 將宏（オカモト マサヒロ） おかもと社労士事務所 

〒524-0012 守山市播磨田町 555-6 

TEL:077-581-4433 E-MAIL:sr.okamoto@kif.biglobe.ne.jp 

0083 滋賀県 池田 英祐（イケダ エイスケ） 池田英祐社労士事務所 

〒525-0046 草津市追分町 545-2 

TEL:050-3696-3016 E-MAIL:ikeda-srj@nike.eonet.ne.jp 

0085 京都府 橋本 將詞（ハシモト マサシ） 橋本將詞社会保険労務士事務所 

〒601-8136 京都市南区上鳥羽岩ノ本町 52 

TEL:090-3035-2219 E-MAIL:sr.hasimoto@gmail.com 

masachi@f7.dion.ne.jp 0086 京都府 中谷 章（ナカタニ アキラ） 中谷労務管理事務所 

〒615-0807 京都府 京都市右京区 西京極東大丸町 35 ファーストビル 202 

TEL:075-342-3770 E-MAIL:naka.sr@fine.ocn.ne.jp 

0087 大阪府 浜本 光浩（ハマモト ミツヒロ） 浜本綜合法律事務所 

〒530-0047 大阪市北区西天満 4-11-22 阪神神明ビル 603 

TEL:06-6467-4920 E-MAIL:hamamoto@hamamoto-law.jp 

0088 兵庫県 岸井 久幸（キシイ ヒサユキ） 岸井社労士事務所 

〒673-0404 三木市大村 63-48 

TEL:0794-82-8612 E-MAIL:hkisii@siren.ocn.ne.jp 

0089 兵庫県 山田 恵子（ヤマダ ケイコ） 社会保険労務士法人シード社会保険労務士事務所 

〒651-0084 神戸市中央区磯辺通 4丁目 2 番 8号 

TEL:078-252-1220 E-MAIL:keiko@seed-sr.jp 



0090 兵庫県 松尾 昌博（マツオ マサヒロ） 松尾社会保険労務士事務所 

〒675-1321 小野市山田町 141 

TEL:0794-64-2301 E-MAIL:mmatsuo@mh1.117.ne.jp 

0093 島根県 村松 文治（ムラマツ フミハル） 社会保険労務士 村松事務所 

〒690-0886 松江市学園町 1-2-1   くにびきメッセ 6階 

TEL:0852-29-0558 E-MAIL:sr-muramatsu@murama2-office.jp 

0094 岡山県 徳永 旭生（トクナガ アキオ） 社会保険労務士・行政書士 徳永事務所 

〒709-0461 和気郡和気町原 357 

TEL:0869-93-3317 E-MAIL:asahi@dance.ocn.ne.jp 

0096 岡山県 佐藤 起世子（サトウ キヨコ） アイ社会保険労務士法人 

〒706-0024 玉野市御崎 2-3-13 

TEL:0863-81-5634 E-MAIL:ksato@aisr.or.jp 

0098 広島県 瀬川 徳子（セガワ ノリコ） 社会保険労務士法人 たんぽぽ会 

〒731-0112 広島市安佐南区東原 3-25-18 

TEL:082-874-8947 E-MAIL:segawa@tanpopokai.com 

0099 広島県 山東 春美（サントウ ハルミ） 山東春美社会保険労務士事務所 

〒731-0223 広島市安佐北区可部南 2丁目 5-12-102 

TEL:082-819-3055 E-MAIL:santoh@crest.ocn.ne.jp 

0100 広島県 木山 恭子（キヤマ キョウコ） 社会保険労務士法人 たんぽぽ会 

〒731-0112 広島市安佐南区東原 3-25-18 

TEL:082-874-8947 E-MAIL:kiyama@tanpopokai.com 

0101 山口県 村田 拓代（ムラタ タクヨ） 村田社会保険労務士事務所 

〒755-0072 宇部市中村 3-8-20 

TEL:0836-21-9087 E-MAIL:tmurata@ymg.urban.ne.jp 

0102 山口県 綿谷 和久（ワタタニ カズヒサ） 綿谷社会保険労務士事務所 

〒747-0801 防府市駅南町 8-33 尾中ビル 

TEL:0835-23-3726 E-MAIL:watatani@oregano.ocn.ne.jp 

0105 徳島県 中野 宏一郎（ナカノ コウイチロウ） 中野社会保険労務士事務所 

〒779-3232 名西郡石井町石井城の内 381-1-1042 

TEL:088-674-5080 E-MAIL:office@k-nakano.org 

0106 徳島県 田中 章公（タナカ アキヒロ） 田中章公社会保険労務士事務所 

〒770-0812 徳島市北常三島町 1丁目 23 番地 1-101 

TEL:088-635-7747 E-MAIL:tanaka-office@ma.pikara.ne.jp 

0108 香川県 田中 亜紀（タナカ アキ） 田中亜紀社会保険労務士事務所 

〒760-0014 高松市昭和町二丁目 14-17 昭和町ビル 

TEL:087-833-6069 E-MAIL:tanaka_a@kkyodo-keiei.co.jp 

0109 香川県 岩田 健生（イワタ タケオ） 岩田社会保険労務士事務所 

〒760-0071 高松市藤塚町 1丁目 16-29 島本ビル 1階 

TEL:087-802-3640 E-MAIL:syaroshi-iwata@abelia.ocn.ne.jp 

0112 高知県 浜田 久美子（ハマダ クミコ） 浜田社会保険労務士事務所 

〒780-0862 高知市鷹匠町 1-3-22-203 

TEL:088-832-4023 E-MAIL:sr.hamada@sv-cafe.com 

0114 高知県 南 宏道（ミナミ ヒロミチ） 南社会保険労務士事務所 

〒780-0901 高知市上町 4-2-15 

TEL:088-823-1785 E-MAIL:minahiro-sr@tkcnf.or.jp 

0117 福岡県 福田 和子（フクダ カズコ） 社会保険労務士 福田事務所 

〒810-0041 福岡市中央区大名 2-10-31-302 

TEL:092-726-1226 E-MAIL:fukudaoffice@mms.bbiq.jp 



0118 福岡県 中村 雅和（ナカムラ マサカズ） いのしし社会保険労務士事務所 

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 2-17-14 ライオンズ博多駅前 803 号 

TEL:092-409-2531 E-MAIL:info@inoshishisyaroshi.com 

0119 福岡県 久保山 修一（クボヤマ シュウイチ） 社会保険労務士 みくに事務所 

〒838-0106 小郡市三沢 1247 

TEL:0942-65-3251 E-MAIL:mikuni1@citrus.ocn.ne.jp 

0121 佐賀県 北村 眞士（キタムラ マサシ） キタムラ社会保険労務士事務所 

〒840-0815 佐賀市天神 1 丁目 2番 55 号 益本天神ビル６階 

TEL:0952-31-9535 E-MAIL:murakita55@po3.bunbun.ne.jp 

0123 長崎県 山本 真介（ヤマモト シンスケ） 山本社会保険労務士事務所 

〒854-0022 諫早市幸町 4番 1 号レジデンス親和 205 号 

TEL:0957-21-0286 E-MAIL:sr.yamamoto@sweet.ocn.ne.jp 

0124 熊本県 西山 雅敏（ニシヤマ マサトシ） 西山経営労務事務所 

〒861-4125 熊本市奥古閑町 1687-1 

TEL:096-228-2015 E-MAIL:nishi-masa@jade.plala.or.jp 

0125 熊本県 宮本 幸雄（ミヤモト ユキオ） 総合人事サポート事務所 

〒861-1112 合志市幾久富 1866-974 

TEL:096-283-3332 E-MAIL:sharosi-miyamoto@ion.ocn.ne.jp 

0128 熊本県 下城 誠（シモジョウ マコト） 下城社会保険労務士事務所 

〒866-0016 八代市新地町 858-2 

TEL:0965-32-4380 E-MAIL:1950422msimojyo@magma.jp 

0130 大分県 西村 慶治（ニシムラ ヨシハル） 特定社会保険労務士・ｷｬﾘｱｶｳﾝｾﾗｰ西村慶治事務所 

〒870-0003 大分市生石 2-2-3 

TEL:097-534-4568 E-MAIL:yoshi_haru.101@office-nishimura.ptu.jp 

0131 大分県 河野 直幸（コウノ ナオユキ） こうの経営人事事務所 

〒870-0003 大分市生石 2-1-27 西大分ビル 2F 

TEL:097-540-6580 E-MAIL:lim-21c@mx6.tiki.ne.jp 

0134 宮崎県 大﨑 渙司（オオサキ カンジ） 社会保険労務士法人オフィスＣＯＡ 

〒880-0853 宮崎市中西町 127 番地 2 

TEL:0985-25-1200 E-MAIL:oosaki@bronze.ocn.ne.jp 

0138 鹿児島県 池田 純子（イケダ ジュンコ） 池田社会保険労務士事務所 

〒893-0057 鹿屋市田崎町 1169-1 

TEL:0994-45-5657 E-MAIL:sharo@po3.synapse.ne.jp 

0139 鹿児島県 上木 正治（ウエキ マサハル） 上木社会保険労務士事務所 

〒890-0082 鹿児島市紫原 2-21-19 

TEL:099-298-1281 E-MAIL:mu-srk361@nifty.com 

0140 鹿児島県 飯伏 純也（イブシ ジュンヤ） いぶし社会保険労務士事務所 

〒892-0863 鹿児島市西坂元町 3-5 

TEL:099-248-4138 E-MAIL:j.ibushi1208@outlook.jp 

0141 滋賀県 中村 利弘（ナカムラ トシヒロ） 社会保険労務士法人恒智会 

〒520-1521 高島市新旭町北畑 1-16-9 

TEL:0740-25-2905 E-MAIL:onishi-sr@ex.bw.dream.jp 

0142 石川県 黒田 彦昭（クロダ ヒコアキ） 黒田労務管理事務所 

〒923-0811 小松市白江町ロ 84-6 

TEL:0761-24-2211 E-MAIL:kuro-rom@alpha.ocn.ne.jp 

0144 熊本県 深川 勤弘（フカガワ トシヒロ） 社会保険労務士ふかがわ事務所 

〒869-4221 八代市鏡町宝出 245 

TEL:090-4510-4864 E-MAIL:sr@sharoushifukagawa.com 



0145 広島県 伴 守（バン マモル） 社会保険労務士法人アネスト 

〒736-0044 安芸郡海田町南堀川町 6-15 

TEL:082-823-0585 E-MAIL:m.ban@honest-sr.jp 

0146 広島県 中洲 洋輔（ナカス ヨウスケ） 中洲社会保険労務士事務所 

〒722-1116 世羅郡世羅町青山 93 

TEL:090-1351-0434 E-MAIL:sr.nakasu@outlook.jp 

0147 広島県 竹村 寿恵（タケムラ カズエ） 竹村社会保険労務士事務所 

〒730-0004 広島市中区東白島町 18-15-802 

TEL:082-205-6544 E-MAIL:takemurasharoushi@gmail.com 

0148 秋田県 会田 一男（アイダ カズオ） 会田社会保険労務士事務所 

〒019-0112 湯沢市下院内字常盤町 26 番地 

TEL:0183-78-6027 E-MAIL:tokiwa@yutopia.or.jp 

0149 鹿児島県 吉留 千代子（ヨシドメ チヨコ） オフィスよしどめ 代表 

〒899-2503 日置市伊集院町妙円寺 1-57-7 

TEL:099-272-4152 E-MAIL:chiyoko-y@po2.synapse.ne.jp 

0151 東京都 戸國 大介（トクニ ダイスケ） 社会保険労務士事務所ライトハウス 

〒101-0054 千代田区神田錦町 3-21 ちよだﾌﾟﾗｯﾛﾎｰﾑｽｸｳｴｱ 1286 

TEL:090-7802-9557 E-MAIL:tokuni@lighthouse-sr.jp 

0152 石川県 三津 昌之（ミツ マサユキ） 三津社会保険労務士事務所 

〒921-8153 金沢市高尾町ソ 77－1 

TEL:076-296-5757 E-MAIL:sion@mitsu-roumu.jp

0153 広島県 脇坂 智（ワキサカ サトシ） ともえ社会保険労務士事務所 

〒734-0014 広島市南区宇品西 3 丁目 8-41 

TEL:082-569-7828 E-MAIL:s-wakisaka@green.megaegg.ne.jp

0154 茨城県 秋元 譲（アキモト ユズル） KⅮS労務管理事務所 

〒306-0433 猿島郡境町 1539-3 

TEL:0280-87-0936 E-MAIL:info@akimoto-sr.com

0155 千葉県 金原 敦子（キンパラ アツコ） アスミル社会保険労務士事務所 

〒270-0034 松戸市新松戸 3-273 リベルタビル 302

TEL:047-342-4636 E-MAIL:sutaff@asmil.co.jp

0156 三重県 前川 光子（マエガワ ミツコ） ひかり社会保険労務士事務所 

〒514-2516 津市羽所町 379 

TEL:059-293-0166 E-MAIL:mmdarjeeling@extre.ocn.ne.jp

0157 東京都 真島 ゆかり（マシマ ユカリ） キリン社会保険労務士事務所 

〒184-0004 小金井市本町 1-6-2 メゾン・ド小金井３０１

TEL:042-316-6420 E-MAIL:mashima@kirin-offce.com

0158 熊本県 宮川 薫（ミヤガワ カオル） 宮川社会保険労務士事務所 

〒866-0813 八代市上片町 1319-1 

TEL:0965-33-4508 E-MAIL:miyagawa.kaoru@sea.plala.or.jp



9001 東京都 大城 章顕（オオシロ フミアキ） 大城国際法律事務所 

〒100-0004 千代田区大手町 1-6-1 SPACES 大手町ビル 1階 

TEL:03-6841-3897 E-MAIL:oshiro@oshiro.law 
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