
士業・中小企業支援団体等

電話番号

都道府
県

市区町村
都道府

県
市区町村

1 市川善明税理士事務所　市川　善明 税理士 北海道
札幌市東区北8条東8丁目1-1イチカン
ビル3F

011-733-5582

2 税理士法人加藤会計事務所 税理士法人 北海道
札幌市中央区大通東2丁目8番地5プレ
ジデント札幌ビル４階

011-231-5878

3 金谷　博光 税理士 北海道 旭川市東光1条4丁目2番5号 0166-35-5255

4 奥山昌弘税理士事務所　奥山　昌弘 税理士 北海道 函館市富岡町2丁目49番9号 0138-41-7013

5 山美幹生税理士事務所　山美　幹生 税理士 北海道
札幌市中央区北1条西17丁目1番地の
44

011-615-4888

6 寺田勉税理士事務所　寺田　勉 税理士 北海道 札幌市東区北31条東4丁目3番26号 011-743-5220

7 久保英樹税理士事務所　久保　英樹 税理士 北海道
札幌市中央区单9条西12丁目1番36号
ﾌﾟﾗｲｳﾞｪﾙ山鼻壱番館605号

011-551-2176

8 税理士法人あかり会計 税理士法人 北海道
札幌市中央区单4条西6丁目晴ばれﾋﾞ
ﾙ5-6階

011-330-7711

9 税理士法人North Active Innovation 税理士法人 北海道
札幌市中央区单1条西4丁目5番1号札
幌大手町ﾋﾞﾙ8階

011-222-5595

10 松山　髙治 税理士 北海道 茅部郡森町字森川町1番地の3 01374-2-6461

11 網野中小企業診断士事務所　網野　征樹 中小企業診断士 北海道 札幌市東区北19条東9丁目6-18 011-743-2303

12 米屋・林法律事務所　林　賢一 弁護士 北海道
札幌市中央区单1条西10丁目3番地单
一条道銀ビル4階

011-281-2201

13 大沼宏税理士事務所　大沼　宏 税理士 北海道 札幌市西区山の手5条1丁目1番24号 011-643-5477

14 森富幸税理士事務所　森　富幸 税理士 北海道
札幌市中央区北4条東2丁目札幌ユニ
オンハイツ4階

011-251-8880

15 税理士法人札幌中央会計 税理士法人 北海道
札幌市中央区北5条西6丁目2番地2札
幌センタービル24階

011-231-6118

16 砂野隆英税理士事務所　砂野　隆英 税理士 北海道
札幌市中央区单1条西10丁目4番地
168ほくえいビル5階

011-398-5788

17 税理士法人さっぽろ経営センター 税理士法人 北海道
札幌市中央区单1条西18丁目1番9号
KSフロンティアビル2F

011-622-7765

18 柳川　英樹 税理士 北海道 札幌市北区北30条西11丁目3-11 011-788-2751

19 吉田　聡 税理士 北海道
札幌市中央区单17条西7丁目1-1ステ
イブルS17-201号

011-206-7862

20 税理士法人佐々木会計事務所 税理士法人 北海道 札幌市白石区北郷8条4丁目5番23号 011-871-2901

21 税理士法人田中会計事務所 税理士法人 北海道
札幌市中央区大通西11丁目4番地
175TK大通ビル

011-251-7392

22 田中　利男 税理士 北海道
札幌市中央区单2条西6丁目5-3狸小
路プラザハウス506

011-261-2061

23 岩本敏美税理士事務所　岩本　敏美 税理士 北海道
札幌市中央区北12条西23丁目2番5号
SDC北12条ビル5階

011-631-4588

24 薄井博・タカ子税理士事務所　薄井　博 税理士 北海道 旭川市曙1条6丁目1番5号 0166-24-5166

25 佐藤信祐税理士事務所　佐藤　信祐 税理士 北海道
帯広市東4条单13丁目19番地横川ビル
２階Ｂ号室

0155-28-6661

26 遠藤税務会計事務所　遠藤　成紀 税理士 北海道
札幌市中央区单1条東5丁目7-10日伊
文化会館4階

011-281-7130

27 藤田時人税理士事務所　藤田　時人 税理士 北海道
札幌市東区北24条東1丁目3-2樋口ビ
ル４Ｆ

011-702-3645

28 星田会計事務所　星田　英治 税理士 北海道
札幌市中央区大通西6丁目2番6号三
井生命札幌大通ビル8F

011-233-5755

29 原　幸四郎 税理士 北海道 札幌市单区石山1条7丁目26番42号 011-594-2588

30 あらい税理士事務所　荒井　利幸 税理士 北海道 札幌市東区中沼町19番地 011-792-3313

31 税理士法人竹川会計事務所 税理士法人 北海道 帯広市東1条单27丁目2番地 0155-22-3600

32 伊藤裕子税理士事務所　伊藤　裕子 税理士 北海道
札幌市中央区北3条西1丁目1-1札幌ﾊﾟ
ﾅｿﾆｯｸﾋﾞﾙ2F

011-222-3330

33 岡崎正毅税理士事務所　岡崎　正毅 税理士 北海道
札幌市中央区大通西12丁目4番地あい
おいニッセイ同和損保札幌大通ビル２
階朝日税理士法人内

011-398-6518

34 税理士法人小中会計 税理士法人 北海道
札幌市中央区北5条西29丁目2番1-
111号

011-644-0951

35 古井　健司 弁護士 北海道
稚内市中央3丁目10-18丹羽ビル2階北
の杜法律事務所

0162-24-6300

36 甲賀伸彦税理士事務所　甲賀　伸彦 税理士 北海道 釧路市城山1丁目10番15号 0154-41-8617

37 税理士法人小城会計事務所 税理士法人 北海道 旭川市東光8条1丁目1番1号 0166-31-2313

38 菊池洋一税理士事務所　菊池　洋一 税理士 北海道
小樽市色内2丁目18番10号坂田ビル2
階

0134-22-5111

39 谷　勲 税理士 北海道 岩見沢市4条西8丁目5番地 0126-22-3158

税理士法人 北海道
網走市单6条西2丁目4-1フロムワンビ
ル

0152-43-6406

北海道 網走郡美幌町字大通北4丁目2-8 0152-72-0211

41 税理士法人朝賀事務所 税理士法人 北海道
札幌市中央区大通東2丁目8-5プレジ
デント札幌ビル4F

011-281-3545

42 住吉赴夫税理士事務所　住吉　赴夫 税理士 北海道 札幌市北区太平6条2丁目1番10号 011-774-0061

43 税理士法人スクエア会計事務所 税理士法人 北海道
札幌市東区北9条東1丁目3番10号札
米ビル3階

011-723-2180

44 山田敬純法律事務所　山田　敬純 弁護士 北海道
札幌市中央区北2条東1丁目4-9アーバ
ンコート武蔵野1001

011-522-5911

税理士法人オホーツクネクスト経営会計40

申請者住所(本社 ) 事務所の所在地（支店）

北海道経済産業局

種別
番
号

申請者



北海道
札幌市中央区北1条西2丁目2番地経
済センタービル9階

011-232-2001

北海道
函館市桔梗町379北海道立工業技術セン
ター内

0138-82-9089

北海道
帯広市西22条北2丁目23十勝産業振興セ
ンター内

0155-38-8850

北海道
旭川市緑が丘東1条3丁目1-6旭川リサー
チセンター内

0166-68-2750

46 干場　慎也 税理士 北海道
帯広市西16条单1丁目18-5フリーダム
161B5

0155-36-7793

47 川瀬　敏朗 弁護士 北海道
網走市单6条西2丁目4-1フロムワンビ
ル1階オホーツク北斗ひまわり基金法
律事務所

0152-61-4366

北海道
札幌市中央区单4条東4丁目2番地1さく
ら総合会計ビル

011-271-1417

新潟県
新潟市西区小新单2丁目9番20号さくら総
合会計ビル

025-234-0861

49 横山知明税理士事務所　横山　知明 税理士 北海道
札幌市清田区清田1条4丁目5-55清田
ビル2F

011-375-9910

50 鎌田公認会計士事務所　鎌田　直善 公認会計士 北海道
函館市杉並町7番18号杉並斉藤ビル3
階

0138-31-5405

51 税理士法人藤原会計事務所 税理士法人 北海道 網走市单6条東4丁目4番地6 0152-44-6611

52 砂原政広税理士事務所　砂原　政広 税理士 北海道 中川郡本別町北3丁目4番地4 0156-22-2207

53 斎藤　雅昭 税理士 北海道
札幌市中央区单1条東6丁目1-16山根
ビル2階

011-242-7490

54 渡邊達夫公認会計士事務所　渡邊　達夫 公認会計士 北海道 札幌市单区石山東3丁目13番10号 011-596-9961

北海道
札幌市中央区单8条西4丁目422番地
グランドパークビル5階

011-533-2302

北海道
千歳市幸町3丁目15番地エレガンスビル3
階

0123-23-0115

東京都 台東区上野3丁目19番4号サカイビル 03-5818-7421

56 足立　竹秀 税理士 北海道 小樽市色内2丁目15番7号 0134-25-0488

57 鈴木圭介税理士事務所　鈴木　圭介 税理士 北海道 釧路市入舟5丁目3番2号昭和ビル2階 0154-44-7700

北海道
札幌市中央区单1条西10丁目4番地单
大通ビルアネックス4階

011-281-6181

北海道
札幌市手稲区手稲本町2条4丁目8番24号
キテネビルA棟2階

011-596-7087

59 税理士法人中央総合会計 税理士法人 北海道 旭川市7条通13丁目59番地4 0166-25-4131

60 佐々木雅敏税理士事務所　佐々木　雅敏 税理士 北海道
札幌市北区北6条西6丁目2番地第2山
崎ビル2F

011-790-6196

61 笹山千鶴子税理士事務所　笹山　千鶴子 税理士 北海道 札幌市白石区平和通9丁目北1番29号 011-864-1120

1 和田孝仁税理士事務所　和田　孝仁 税理士 岩手県 盛岡市津志田１３－２－７ 019-681-7311

2 税理士法人植松会計事務所 税理士法人 宮城県
仙台市宮城野区五輪二丁目１１番３２
号

022-297-2771

3 戸田博雄税理士事務所　戸田　博雄 税理士 宮城県 仙台市若林区新寺三丁目２番５号 022-295-5226

4 野村和雄税理士事務所　野村　和雄 税理士 宮城県 石巻市中浦二丁目１番１０６号 0225-98-7768

5 税理士法人深田会計 税理士法人 宮城県 仙台市青葉区一番町１丁目１番３１号 022-227-1292

6 税理士法人きぼう 税理士法人 岩手県
盛岡市飯岡新田３－３３５－１ソフィア
ビル１階

019-637-7760

7 長单保雄税理士事務所　長单　保雄 税理士 宮城県
仙台市宮城野区榴岡二丁目２番１１号
パスコ仙台ビル２０２号

022-295-0264

福島県
福島市三河单町１番２０号コラッセふく
しま１０階

024-536-1261

福島県 郡山市麓山1丁目１番１号 024-934-7420

福島県 会津若松市追手町７番５号 0242-28-5343

福島県 いわき市平字梅本１５番地 0246-21-0832

福島県 单相馬市原町区錦町１丁目３０番地 0244-23-0125

9 山本税理士事務所　山本　　登 税理士 秋田県 秋田市保戸野中町１－３８ 018-862-4890

10 佐藤德義税理士事務所　佐藤　德義 税理士 岩手県
奥州市水沢区太日通り三丁目１番２９
号

0197-24-5141

11 髙木利男税理士事務所　髙木　利男 税理士 岩手県 盛岡市北松園三丁目６番５号 019-662-0172

12 関根真吾税理士事務所　関根　真吾 税理士 福島県
須賀川市牛袋町８－１サンティビル１０
３　２Ｆ

0248-72-2070

青森県 青森市長島二丁目１２番１０号 017-775-2310

東京都
港区赤坂二丁目17番68号　アクロス赤坂
706号

03-5563-0939

14 小野寺税理士事務所　小野寺　豊 税理士 青森県 青森市橋本二丁目１４番２号 017-777-3181

15
丹野公認会計士・税理士事務所　丹野　勇
雄

税理士 福島県
いわき市鹿島町久保一丁目１１番地６
ＫＤＫビル２－２号

0246-84-7456

16 税理士法人さくらパートナーズ 税理士法人 宮城県 大崎市古川駅前大通四丁目４番１８号 0229-22-8868

宮城県 石巻市開北二丁目８番３１号 0225-22-5309

宮城県 仙台市青葉区中央2-9-27 022-302-4636

宮城県 仙台市青葉区上杉3-1-6 022-224-1654

18 佐々木一郎税理士事務所　佐々木利理 税理士 秋田県 大仙市大曲須和町二丁目５－３８－８ 0187-62-2661

48 税理士法人さくら総合会計 税理士法人

45
公益財団法人北海道中小企業総合支援セ
ンター

公益財団法人

55 税理士法人むらずみ総合事務所 税理士法人

58 弁護士法人誠信法律事務所 弁護士法人

税理士法人ピーエフコンサルティング 税理士法人13

17 ＹＡＣ税理士法人 税理士法人

東北経済産業局

中小企業団体中
央会

福島県中小企業団体中央会　内池　　浩8



19 内海敬夫税理士事務所　内海　敬夫 税理士 宮城県 仙台市宮城野区幸町５－４－１－２０５ 022-291-0466

20 日高見税理士法人 税理士法人 宮城県
仙台市宮城野区鶴ヶ谷４丁目３２番地
の１９

022-253-1161

21 花巻市起業化支援センター　及川　哲也 その他 岩手県 花巻市二枚橋５地割６番３号 0198-26-5430

山形県
山形市城单町一丁目１番１号霞城ｾﾝﾄ
ﾗﾙ14階

023-647-0360

山形県 酒田市中町2-5-10　酒田産業会館　１階 0234-22-4945

23 税理士法人三部会計事務所 税理士法人 福島県 郡山市緑町１６番１号 024-922-1300

24 木村裕税理士事務所　木村　裕 税理士 青森県
青森市橋本三丁目２１－９ブルービル
３Ｆ

017-721-5147

25 千田道雄税理士事務所　千田道雄 税理士 青森県 八戸市根城9丁目14番11号 0178-46-5430

26 小野寺剛志税理士事務所　小野寺剛志 税理士 山形県 酒田市北新橋1丁目６－７ 0234-24-0070

27 原田与志夫税理士事務所　原田与志夫 税理士 福島県
会津若松市米代二丁目８番２０号　ル・
アバンセ２０１号室

0242-38-4427

28 上杉廣美税理士事務所　上杉廣美 税理士 宮城県 仙台市青葉区上杉三丁目３－４８ 022-263-0382

29 高橋茂輝税理士事務所　高橋茂輝 税理士 秋田県
雄勝郡羽後町大久保字柏原１０１番地
１

0183-55-8251

30 澤田石晶税理士事務所　澤田石　晶 税理士 秋田県 秋田市土崎港单二丁目３番６４号 018-857-3588

31 山口智税理士事務所　山口　智 税理士 秋田県 秋田市桜ガ丘２－４－２ 018-837-1201

32 オヤマ税理士法人 税理士法人 宮城県 仙台市宮城野区五輪一丁目６番６号 022-299-0768

33 早坂吉孝税理士事務所　早坂　吉孝 税理士 山形県 新庄市城西町７番１号 0233-23-3910

34 鳥居恒紀税理士事務所　鳥居　恒紀 税理士 福島県
相馬市中村字桜ヶ丘５６－１　T．Kウェ
ルネス桜ヶ丘２０１

0244-35-1366

35 澁谷和税理士事務所　渋谷　和 税理士 山形県 山形市城西町一丁目６番２２号 023-666-7935

36 二位関賢一税理士事務所　二位関　賢一 税理士 山形県 山形市幸町１２番１９号 023-633-1320

37 税理士平間廣事務所　平間　　廣 税理士 福島県 单相馬市原町区高見町二丁目１０３ 0244-22-4149

38 益子秀一税理士事務所　　益子　秀一 税理士 福島県
石川郡石川町大字塩沢字広畑４４番地
１

0247-56-1476

39 田口幹夫税理士事務所　田口　幹夫 税理士 秋田県 秋田市八橋三和町２－１ 018-866-4499

40 白畑一隆税理士事務所　白畑　一隆 税理士 山形県 酒田市相生町１－４－１ 0234-23-2013

41 中野利夫税理士事務所　中野　利夫 税理士 岩手県 盛岡市中ノ橋通２丁目１０－２６ 019-626-1010

42 大和田利明税理士事務所　大和田　利明 税理士 福島県 福島市大森字鶴巻６－１７ 024-546-2050

43 税理士法人つばさ会計 税理士法人 青森県 八戸市沼館１丁目３－３６ 0178-47-0171

44 泉谷博之税理士事務所　泉谷　博之 税理士 青森県 青森市大字石江字岡部６１番地２３ 017-761-7040

45 佐藤吉弘税理士会計事務所　佐藤　吉弘 税理士 福島県 福島市霞町１０番４号 024-531-6191

46 仁科孝税理士事務所　仁科　孝 税理士 山形県
山形市富の中２丁目１２番１号ﾎﾞ･ｽ･ｺ
ﾋﾞﾙ3F

023-645-4515

47 和多田コンサルタンシー　和多田　惇 中小企業診断士 山形県 酒田市東泉町４丁目１３－１６ 0234-26-8118

山形県 山形市单四番町２番２８号 023-623-9708

山形県 寒河江市单町2丁目3番13号 0237-85-6116

49 渡部正晴税理士事務所　渡部　正晴 税理士 福島県 单会津郡单会津町田島字谷地甲７９ 0241-63-6811

50 山本英寿税理士事務所　山本　英寿 税理士 宮城県
石巻市蛇田字東道下１２４番地２　レ
ヴァンテⅠⅤ号室

0225-24-8445

51 税理士法人大手門会計 税理士法人 福島県 白河市大手町１１－１５ 0248-22-5656

52 猪狩哲也税理士事務所　猪狩　哲也 税理士 福島県 いわき市平字菱川町５番地４ 0246-35-3331

53 田川税理士事務所　田川　茂 税理士 福島県
福島市入江町１４－１３　電興社ビル２
Ｆ

024-525-5556

54 山岸文明税理士事務所　山岸　文明 税理士 宮城県
仙台市青葉区一番町１－６－２２－３０
２

022-222-2017

55 長嶺康廣税理士事務所　長嶺　康廣 税理士 青森県 八戸市石堂２丁目９番９号 0178-28-9140

56 税理士法人あおば会計 税理士法人 岩手県 奥州市水沢区字谷地明円６０番地９ 0197-25-6330

57 竹石淳一税理士事務所　竹石　淳一 税理士 宮城県 仙台市青葉区鷺ヶ森２丁目２５番１５号 022-219-7851

58 岩手県中小企業団体中央会 その他(中央会) 岩手県
盛岡市内丸１４番８号岩手県米連ビル
４階

019-624-1363

59 税理士法人鍛冶共同会計 税理士法人 福島県 福島市腰浜町１番３号 024-536-6720

60 三上武三税理士事務所　三上　武三 税理士 青森県 弘前市大字西大工町７２ 0172-55-0370

61 土田徹税理士事務所　土田　徹 税理士 山形県 酒田市曙町一丁目６番地の２９ 0234-24-9997

62 加藤税理士事務所　加藤　千尋 税理士 山形県
鶴岡市切添町１２番４０号　カトウビル２
階

0235-22-6376

63 紺野修税理士事務所　紺野　修 税理士 山形県 鶴岡市大西町１１－１６ 0235-24-1260

64 佐々木泰斗税理士事務所　佐々木　泰斗 税理士 宮城県
仙台市若林区清水小路5番地KC21ﾋﾞﾙ
2F

0232-263-1001

65 嶋守隆則税理士事務所　嶋守　隆則 税理士 青森県 三沢市松園町三丁目６番３１号 0176-53-2344

66 吉田和美税理士事務所　吉田　和美 税理士 福島県 郡山市西ノ内２丁目２０番６号 024-925-0388

48 あおい税理士法人 税理士法人

山形県中小企業団体中央会　会長
山本　惣一

その他(中央会)22



67 鳥居明郎税理士事務所　鳥居　明郎 税理士 岩手県 宮古市黒田町６番２２号 0193-62-3567

68 天口信裕 税理士 山形県 山形市薬師町１丁目１６－１ 023-625-2773

69 佐々木毅税理士事務所　佐々木　毅 税理士 青森県 八戸市北白山台一丁目３－１１ 0178-70-2890

70 須藤隆税理士事務所　須藤　隆 税理士 山形県 東根市神町中央一丁目９番２２号 0237-48-3066

71 土田一成税理士事務所　土田　一成 税理士 山形県 米沢市中央６丁目１－１７４ 0238-21-2377

72 平間武義税理士事務所　平間　武義 税理士 福島県 相馬市馬場野字雨田９９－１ 0244-36-1215

73 関本温税理士事務所　鈴木　義文 税理士 福島県 会津若松市西栄町１－８ 0242-28-5680

74 工藤重信税理士事務所　工藤　重信 税理士 岩手県 盛岡市高松４丁目１番８号 019-662-5222

75 佐藤登美子税理士事務所　佐藤　登美子 税理士 山形県 山形市松栄一丁目５番５８号 023-644-7535

76 若松正成税理士事務所　若松　正成 税理士 宮城県
仙台市本町一丁目１４番１８号ﾗｲｵﾝｽﾞ
ﾌﾟﾗｻﾞ本町ﾋﾞﾙ702号

022-398-7221

77 長谷部光重税理士事務所　長谷部　光重 税理士 秋田県 秋田市大町四丁目４番２１号 018-865-2441

78 株式会社若山経営
民間企業(コンサ
ル関係)

青森県 青森市筒井八ッ橋１３７２－１ 017-738-8833

79 渡部修治税理士事務所　渡部　修治 税理士 山形県 鶴岡市長者町１０番３１号森ハウス１Ｆ 0235-33-9910

80 猿川裕巳税理士事務所　猿川　裕巳 税理士 岩手県 盛岡市永井二十地割３１番２２号 019-681-6090

81 行形裕司税理士事務所　行形　裕司 税理士 福島県 福島市腰浜町２０番３５号 024-563-7091

82 関川尚宏税理士事務所　関川　尚宏 税理士 福島県 郡山市池ノ台１５番１７号 024-932-5377

83 税理士法人大藤会計事務所 税理士法人 宮城県 仙台市宮城野区小田原一丁目８－２８ 022-299-6010

84 ひばり法律事務所　西山　健司 弁護士 福島県 单相馬市原町区西町１－６－１０ 0244-26-6006

85 税理士法人青木＆パートナーズ 税理士法人 宮城県
仙台市宮城野区榴岡４丁目５番２２号
宮城野センタービル６階

022-291-4318

86 熊谷　徹哉 税理士 岩手県 一関市上大槻街４番５２号 0191-23-2359

87 菊池二郎税理士事務所　菊池　二郎 税理士 岩手県 盛岡市加賀野一丁目２番５４号 019-651-8251

88 髙橋竹夫税理士事務所　髙橋　竹夫 税理士 山形県 酒田市大宮町４－６－１ 0234-26-1816

89 鈴木隆司税理士事務所　鈴木　隆司 税理士 福島県 白河市外薄葉１５番地１ 0248-27-0316

90 李寿仁税理士事務所　李　寿仁 税理士 福島県 いわき市平字愛谷町１－４－１０ 0246-21-8737

91 朽木修税理士事務所　朽木　修 税理士 福島県 いわき市小島町二丁目９－１５ 0246-27-3631

92 阿部忠利税理士事務所　阿部　忠利 税理士 福島県 福島市松浪町４－２３　同仁社ビル４Ｆ 024-534-7789

93 片山正男税理士事務所　片山　正男 税理士 福島県 白河市新白河四丁目３９番地 0248-27-3880

94 北奥法律事務所　小保内　義和 弁護士 岩手県
盛岡市中央通三丁目17番7号北星ﾋﾞﾙ
3F

019-621-1771

95 伊藤文雄税理士事務所　伊藤　文雄 税理士 青森県 上北郡おいらせ町向川原３番地１１ 0178-50-6100

96 税理士法人おおぞら総合会計事務所 税理士法人 山形県 米沢市徳町９番１６号 0238-22-3382

97 飼田一之税理士事務所　　飼田　一之 税理士 秋田県 横手市田中町２－１２ 0182-32-7005

98 吉成健二税理士事務所　吉成　健二 税理士 福島県 福島市飯坂町字八幡新田１０-１ 024-542-7167

99 齋藤晃税理士事務所　齋藤　晃 税理士 宮城県
仙台市青葉区一番町２丁目１１番１２
号ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ一番町302号

022-722-2333

100 税理士楢山直樹事務所　楢山　直樹 税理士 岩手県 盛岡市上田三丁目１４番１１号 019-654-0606

101 松本総合法律事務所　松本　和人 弁護士 秋田県
秋田市山王三丁目１番１３号三菱マテ
リアル不動産ビル６階

018-874-9902

102 佐藤昌彦税理士事務所　佐藤　昌彦 税理士 福島県 福島市笹谷字出水上２４番地の７ 024-558-7815

103 菅野賢也税理士事務所　菅野　賢也 税理士 福島県 福島市岡島字向２４番地の２ 024-535-3211

104 有坂信彦税理士事務所　有坂　信彦 税理士 宮城県
仙台市青葉区一番町１丁目８番２０号
一番町ｽｽﾞｷﾋﾞﾙ５階

022-215-1321

105 佐原茂税理士事務所　佐原　茂 税理士 福島県 相馬市中村字本町３２番地の１ 0244-37-2024

106 川合賢助税理士事務所　川合　賢助 税理士 山形県 山形県山形市あこや町１－１５－５ 023-632-8660

1 湯原税務会計事務所　湯原英右 税理士 茨城県 土浦市上高津826-5 029-821-7041

2 小田島会計事務所　小田島秀二 税理士 茨城県 土浦市石籾510番地2 029-842-3188

3 合同会計（つくば）　川端　京子 税理士 茨城県 つくば市牧園2番地5 029-878-2710

4 熊坂会計事務所　熊坂眞人 税理士 茨城県 取手市宮和田232-5 0297-82-6566

5 神山会計事務所　神山直規 税理士 茨城県 龍ｹ崎市大徳町224 0297-64-1626

6 髙久匡志　税理士事務所　髙久匡志 税理士 茨城県 取手市取手2-2-3  TRDﾋﾞﾙ302 0297-77-5576

7 原田公認会計士・税理士事務所　原田伸宏 税理士 茨城県 守谷市御所ヶ丘三丁目14番地14 0297-48-9686

8 坂東公認会計士税理士事務所　坂東祐治 税理士 茨城県 守谷市けやき台3-11-10 0297-45-5063

9 河村亘税理士事務所　河村亘 税理士 茨城県 下妻市下妻丁260-1 0296-48-8370

関東経済産業局



10 税理士法人報徳事務所 税理士法人 茨城県 古河市西牛谷1020番1 0280-32-9511

11 野口洋司税理士事務所　野口洋司 税理士 茨城県
結城市川木谷2丁目8番2川木谷プラザ
１号

0296-45-5055

12 池田利毅税理士事務所　池田利毅 税理士 茨城県 筑西市宮和田２３２-５ 0296-25-7505

13 小泉達哉税理士事務所　小泉達哉 税理士 茨城県 桜川市友部932番地2 0296-70-8090

14 増山会計事務所　増山英和 税理士 茨城県 水戸市千波町1258番地の2 029-240-3600

15 税理士法人タックス・イバラキ 税理士法人 茨城県 神栖市奥野谷2031 0299-96-0767

16 佐谷法律事務所　弁護士　佐谷道浩 弁護士 茨城県 古河市 東本町2丁目3番6号  0280-32-2440

17 水戸翔合同法律事務所　長瀨佑志 弁護士 茨城県 水戸市大町3−1−24 029−231−4099

18 まつた行政書士事務所　松田秀幸 行政書士 茨城県 龍ヶ崎市入地町130-4 0297-64-1850

19 小沼公認会計士事務所　小沼俊哉 公認会計士 茨城県 つくば市花園14-16花室ﾋﾙｽﾞA306 029-858-4160

20 小暮会計事務所　小暮勝 税理士 栃木県 佐野市若宮下町14-12 0283-24-9934

21
古橋会計経営コンサルティング事務所　古
橋鋭郎

税理士 栃木県 宇都宮市平出町3517番地30 028-664-1354

22 佐々木隆税理士事務所　佐々木隆 税理士 栃木県
宇都宮市一条2丁目9番30号 本多ﾋﾞﾙ
2F B室

028-610-8723

23 税理士田島隆雄事務所　田島隆雄 税理士 栃木県 鹿沼市上野町297番地1 0289-63-5858

24 磯島貴司税理士事務所　磯島貴司 税理士 栃木県 小山市駅单町三丁目14番地19 0285-38-9407

25 駒場誠司税理士事務所　駒場誠司 税理士 栃木県 宇都宮市清住1丁目1番地17 028-622-7717

26 田中会計事務所　田中千博 税理士 栃木県 真岡市田町1785番地 0285-82-2694

27 佐藤達也税理士事務所　佐藤達也 税理士 栃木県 宇都宮市越戸1-7-1 028-666-8775

28 荻野純三税理士事務所　荻野純三 税理士 栃木県 足利市葉鹿町2-14-6 0284-65-0085

29 根岸俊夫税理士事務所　根岸俊夫 税理士 栃木県 宇都宮市簗瀬1丁目8番8号 028-636-6563

30 あすか中央税理士法人 税理士法人 栃木県 宇都宮市桜1丁目1番31号 028-636-2253

31 税理士法人浜村会計 税理士法人 栃木県 宇都宮市中戸祭町839 028-622-5841

32 蓬田勝美法律事務所　弁護士　蓬田勝美 弁護士 栃木県
宇都宮市小幡二丁目2番11号 有貴ﾋﾞﾙ
2階

028-621-6651

33 宇都宮中央法律事務所　弁護士　澤田雄二 弁護士 栃木県
宇都宮市昭和1丁目7番9号 宇都宮中
央ﾋﾞﾙ

028-616-1933

34 宇都宮総合法律事務所　弁護士　山下雄大 弁護士 栃木県
宇都宮市小幡二丁目4番8号 宇都宮総
合法律事務所

028-621-3004

35 安田法律事務所　弁護士　安田真道 弁護士 栃木県 宇都宮市西大寛1丁目5番13号 028-614-8383

36 税理士法人小滝会計 税理士法人 栃木県 足利市有楽町845番地 0284-41-2136

37 松村税務会計事務所　松村　志ず枝 税理士 群馬県 太田市新井町523-1 0276-45-2936

38 小野会計事務所　小野久男 税理士 群馬県 館林市大手町3-30 0276-73-4221

39 田口会計事務所　田口恵之 税理士 群馬県 館林市赤土町810番地の1 0276-73-5011

40 山田利和税理士事務所　山田利和 税理士 群馬県 甘楽郡甘楽町大字白倉61番地1 0274-74-5580

41 永田智彦税理士事務所　永田智彦 税理士 群馬県 前橋市朝日町3-13-8 027-221-8292

42 橋本会計事務所　　橋本明 税理士 群馬県 伊勢崎市今泉町1丁目14番地1 0270-24-6848

43 笹尾博樹税理士事務所　笹尾博樹 税理士 群馬県
前橋市六供町1147番地4 KCC六供202
号

027-225-7650

44 鈴木孝幸税理士事務所　鈴木孝幸 税理士 群馬県 富岡市一ﾉ宮1709番地 0274-63-2566

45 高橋税理士事務所　高橋美由紀 税理士 群馬県 太田市新道町1386番地の2 0276-31-6810

46 織田秀雄税理士事務所　織田秀雄 税理士 群馬県 高崎市上大島町270-3 027-343-9802

47 鈴木秀幸税理士事務所　鈴木秀幸 税理士 群馬県 前橋市東片貝町582番地 027-210-6151

48 関口会計税務事務所　関口要一 税理士 群馬県 前橋市国領町2丁目23番9号 027-231-1223

49 小中会計事務所　小中正雄 税理士 群馬県 高崎市下小鳥町57-15 027-384-3875

50 村田勝俊税理士事務所　村田勝俊 税理士 群馬県 桐生市巴町2丁目1810番地の12 0277-45-2335

51 小林英伸税理士事務所　小林英伸 税理士 群馬県 伊勢崎市今泉町一丁目2番地5 0270-24-1621

52 多加谷税理士事務所　多加谷則子 税理士 群馬県
佐波郡玉村町上飯島237-6 TYﾊｳｽ玉
村ⅢA号室

0270-65-0912

53 野口貞夫税理士事務所　野口貞夫 税理士 群馬県 富岡市下丹生1541番地3 0274-70-5588

54 眞下武久税理士事務所　眞下武久 税理士 群馬県 太田市新井町514-14 0276-45-1411

55 税理士法人飯島会計事務所 税理士法人 群馬県 太田市龍舞町5397番地 0276-46-2611

群馬県 太田市浜町50番地23号 0276-46-1101

群馬県 太田市浜町27-6 0276-55-1171

57 株式会社群馬マーケティングセンター
民間コンサルティ
ング会社

群馬県 高崎市問屋町4‐7‐8 027‐364‐3384

58 群馬県商工会連合会 商工会 群馬県 前橋市関根町3-8-1 027-231-9779

税理士法人栗林会計事務所 税理士法人56



59 福田公認会計士事務所　福田秀幸 公認会計士 群馬県 桐生市東1丁目13番39号 0277-44-3848

60 小林聡一税理士事務所　小林聡一 税理士 埼玉県 川越市下広谷1165 049-231-2767

61 池田総合会計事務所　池田陽介 税理士 埼玉県 蕨市单町4-8-12 048-442-2705

62 蟹和税務会計事務所　蟹和忠夫 税理士 埼玉県 越谷市蒲生单町7-8 048-988-5475

63 佐山税理士事務所　佐山章洋 税理士 埼玉県 草加市弁天1-17-8 048-932-1523

64 森田税務会計事務所　森田正樹 税理士 埼玉県 ふじみ野市上福岡1-14-22-2F 049-269-4716

65 土屋政信税理士事務所　土屋政信 税理士 埼玉県 深谷市本住町10-6 048-571-1173

66 山下政信税理士事務所　山下政信 税理士 埼玉県 本庄市児玉町吉田林140-1 0495-72-1317

67 奥富経営会計事務所　奥冨茂生 税理士 埼玉県 入間市下藤沢413-1 04-2964-8211

68 まつい会計事務所　松井明則 税理士 埼玉県
さいたま市緑区東浦和2丁目43番1号ｴ
ﾚｶﾞﾝﾄｲｰｽﾄ201

048-810-2101

69 駿河健太郎税理士事務所　駿河健太郎 税理士 埼玉県
さいたま市单区文蔵1-13-11三位ﾋﾞﾙ
202

048-866-0872

70 黒岩史郎税理士事務所　黒岩史郎 税理士 埼玉県
さいたま市浦和区東仲町12-9 ﾊﾟｰﾚﾝｽ
東仲町503

048-816-6948

71 竹内武泰税理士事務所　竹内武泰 税理士 埼玉県
さいたま市浦和区高砂2-9-5 さくら草ﾋﾞ
ﾙ2階

048-814-2030

72 川崎税理士事務所　川崎敬司 税理士 埼玉県
さいたま市西区三橋6-1645-1 ﾏｰﾚﾑ大
宮210号

048-620-1777

73 税理士田本享三事務所　田本享三 税理士 埼玉県 川口市戸塚東2丁目12番12号 048-295-1212

74 税理士法人アスタクス 税理士法人 埼玉県 飯能市緑町7番地6 042-974-2275

75 金井会計事務所　税理士　金井広 税理士 埼玉県 さいたま市岩槻区本町5丁目6番37号 048-757-5701

76 加藤雅久税理士事務所　加藤雅久 税理士 埼玉県 さいたま市浦和区常盤9-10-15 048-822-3472

77 木元税務会計事務所　木元英明 税理士 埼玉県 越谷市单越谷1-12-11 ｲｰｽﾄｻﾝﾋﾞﾙ2 048-989-7230

78 萩原会計事務所　萩原武馬 税理士 埼玉県
川越市新富町1-18-7  R3 Kawagoe 5-
E

049-227-7040

79 髙屋敷智税理士事務所　髙屋敷智 税理士 埼玉県 さいたま市北区本郷町1435番地6 070-5554-5826

80 三根会計事務所　三根健一 税理士 埼玉県 草加市氷川町653 048-928-4360

81 遠藤克俊税理士事務所　遠藤克俊 税理士 埼玉県 さいたま市中央区本町東6-5-10 048-840-3377

82 鈴木税理士事務所　鈴木拓雄 税理士 埼玉県 桶川市東1-3-28 桶川ｲｰｽﾄⅠ  1階 048-778-9523

83 渡邉会計事務所　渡邉ゆかり 税理士 埼玉県 川口市川口4-4-43-202 048-255-3785

84 松本和弘税理士事務所　松本和弘 税理士 埼玉県 児玉郡上里町三町723番地 0495-33-0315

85 佐々剛敏税理士事務所　佐々剛敏 税理士 埼玉県 越谷市蒲生愛宕町7-14-3 048-989-3478

86 橋本真一税理士事務所　橋本真一 税理士 埼玉県
さいたま市浦和区東仲町25番2号O2ﾋﾞ
ﾙ3階

048-816-7321

87 吉野会計事務所　吉野康幸 税理士 埼玉県 さいたま市桜区西堀2丁目13ｰ10 048-710-8501

88 松崎哲也税理士事務所　松崎哲也 税理士 埼玉県
さいたま市浦和区常盤10-9-17 ｽｸｴｱ
常盤2F

048-816-4275

89 秋山典久税理士事務所　秋山典久 税理士 埼玉県
さいたま市大宮区土手町1丁目66番地
1ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ大宮第2-205

048-648-8621

90 宇津木和男税理士事務所　宇津木和男 税理士 埼玉県 川越市大字今福758番地 049-245-1345

91 松波会計事務所　松波竜太 税理士 埼玉県
さいたま市桜区田島1-12-10 賢雄第2
ﾋﾞﾙ 2階

048-844-3091

92 奥山税務会計事務所　奥山章雄 税理士 埼玉県 川口市西青木1丁目18番10号 048-255-6311

93 間庭正雄税理士事務所　間庭正雄 税理士 埼玉県 久喜市久喜東2-20-2松本ﾋﾞﾙ2階 0480-29-2211

94 伊巻会計事務所　伊巻　龍幸 税理士 埼玉県 上尾市上1450-1 048-774-0717

95 松永智子税理士事務所　松永智子 税理士 埼玉県 越谷市東越谷2-11-53 048-962-8837

96 小林合同会計事務所　小林政氏 税理士 埼玉県 川口市中青木1丁目1-25 048-253-5668

97 細野ゆり会計事務所　細野ゆり 税理士 埼玉県 所沢市北秋津778-43 池和ﾋﾞﾙ2階 04-2998-2710

98 伊東洋子税理士事務所　伊東洋子 税理士 埼玉県 さいたま市单区別所2丁目37番7号 048-839-8743

埼玉県
さいたま市大宮区桜木町一丁目7番地
5

048-647-4141

埼玉県 深谷市上柴町西5丁目12番地6 048-572-0883

埼玉県 さいたま市浦和区針ヶ谷2丁目10番4号 048-814-3577

埼玉県 川口市元郷6丁目5番3号 048-222-5651

101 税理士法人ＳＫＪ 税理士法人 埼玉県 狭山市富士見2-4-5 04-2957-5777

102 MMG税理士法人 税理士法人 埼玉県 熊谷市本石1-63 048-522-1857

103 税理士法人せいえん事務所 税理士法人 埼玉県 深谷市栄町14-22 048-594-7791

104 税理士法人阿部会計 税理士法人 埼玉県 所沢市北有楽町11-1 04-2925-2181

埼玉県 川口市戸塚4-27-25 048-297-8200

埼玉県 久喜市菖蒲町菖蒲300 0480-85-4229

税理士法人

税理士法人レッドサポート 税理士法人

税理士法人Ｔ＆Ｓ 税理士法人
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106 田島法律事務所　弁護士　榎本　清 弁護士 埼玉県
入間市向陽台1-1-20入間駅前ﾌﾟﾗｻﾞ8-
704

04-2962-0931

107
弁護士法人アルファ総合法律事務所　加藤
剛毅

弁護士 埼玉県
所沢市日吉町14-3朝日生命所沢ﾋﾞﾙ8
階

04-2923-0971

108 はるか法律事務所　弁護士　田原直樹 弁護士 埼玉県 さいたま市大宮区吉敷町1-62　4階 048-648-1111

109 四つ葉法律事務所　濵田　左千子 弁護士 埼玉県 さいたま市浦和区高砂3-17-21-301 048－844－5120

110 西田経営コンサルタント事務所 中小企業診断士 埼玉県 白岡市新白岡2-1-1111 0480-93-7320

埼玉県
さいたま市大宮区桜木町1-7-5 大宮ｿ
ﾆｯｸｼﾃｨ9F

048-641-1315

埼玉県
春日部市单1-1-7 東部地域振興ふれあい
拠点施設5F

048-872-6570

埼玉県 川越市仲町1-14 神山ビル2F 048-229-0115

埼玉県 熊谷市宮町2-39 048-523-0075

112 小池公認会計士・税理士事務所　小池　亘 公認会計士 埼玉県 戸田市新曽1844-7 048-434-9629

113 草加商工会議所 商工会議所 埼玉県 草加市中央2-16-10 048-928-8111

114 株式会社エイチ・エーエル
民間コンサルティ
ング会社

埼玉県 さいたま市中央区新都心4番地12-302 048-600-2508

千葉県 野田市木間ヶ瀬1650番地4 04-7198-5111

茨城県
つくば市千現2丁目1番地6　つくば研究支
援センター　A棟21号

029-846-6444

116 秋葉会計事務所　秋葉芳秀 税理士 千葉県 山武郡大網白里町大網640-4 0475-72-2183

117 小柳功税理士事務所　小柳功 税理士 千葉県 市川市曽谷2-19-2 03-5693-0855

118 田中総合会計事務所　田中孝一 税理士 千葉県 四街道市大日59-15 043-423-5419

119 柳町会計事務所　柳町和巳 税理士 千葉県 船橋市湊町2-16-10ﾅｶｲﾁﾋﾞﾙ1階 047-432-5886

120 岡田尚子税理士事務所　岡田　尚子 税理士 千葉県 柏市单増尾3丁目40番9号 04-7173-9129

121 高橋加津美税理士事務所 高橋加津美 税理士 千葉県 千葉市中央区仁戸名町410-38 043-209-3531

122 八幡会計事務所　八幡寛史 税理士 千葉県 銚子市桜井町255-2 0479-30-1131

123 佐藤栄作税理士事務所　佐藤栄作 税理士 千葉県 市川市单八幡4-3-3 武蔵屋ﾋﾞﾙ3階 047-300-8151

124 竹内修税理士事務所　竹内修 税理士 千葉県 船橋市单本町1-16 森ﾋﾞﾙ301 047-437-7048

125 トーカツ会計事務所　吉岡　滋夫 税理士 千葉県 流山市加1丁目20-10 ｸﾚｽﾄ流山102 04-7150-2831

126 芥川誠税理士事務所　芥川誠 税理士 千葉県
千葉市花見川区幕張本郷1丁目2番24
号幕張本郷相葉ビル６F

043-298-3701

127 氏原崇税理士事務所　氏原崇 税理士 千葉県 浦安市当代島1-11-12 047-316-1521

128 能美太一税理士事務所　能美太一 税理士 千葉県 市原市八幡833番地4 0436-63-5433

129 和泉俊郎税理士事務所　和泉俊郎 税理士 千葉県 市川市单行徳1-11-2-101 047-300-4536

130 横尾一徳税理士事務所　横尾一徳 税理士 千葉県
柏市増尾台1丁目10番9号 関口ﾊｲﾂ
206号

04-7175-6715

131 田中秀樹税理士事務所　田中秀樹 税理士 千葉県
袖ヶ浦市福王台1-1-11 小野ﾋﾞﾙB棟
101号

0438-40-5401

132 高貫勝美税理士事務所　高貫勝美 税理士 千葉県
千葉市美浜区高洲3丁目11番3号 並木
ﾋﾞﾙ2階

043-277-7544

133 寺島茂夫税理士事務所　寺島茂夫 税理士 千葉県 銚子市唐子町25番地19 0479-22-0744

134 加藤武人税理士事務所　加藤武人 税理士 千葉県
千葉市中央区新宿2丁目5番3号大同
生命ﾋﾞﾙ5階

043-247-7900

135 広田会計事務所　廣田　利充 税理士 千葉県 流山市单流山4-6-15-301 0471-59-1982

136 和田宏視税理士事務所　和田宏視 税理士 千葉県 君津市北子安5-2-8 0439-50-8778

137 鈴木隆夫税理士事務所　鈴木隆夫 税理士 千葉県 柏市柏5丁目3番1号 04-7169-8923

138 山本会計事務所　山本沖 税理士 千葉県
松戸市新松戸3丁目286番地 新松戸ｱ
ﾙｺﾋﾞﾙ1階

047-346-6201

139 徳田朗税理士事務所　徳田朗 税理士 千葉県 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷4丁目5番2号 047-445-5561

140 増田明美税理士事務所　増田明美 税理士 千葉県 鎌ｹ谷市東初富6-7-25 友輝ﾋﾞﾙ202 047-406-5771

141 藤田明税理士事務所　藤田明 税理士 千葉県 市川市菅野4-13-1-305 047-325-0173

142 滝口裕税理士事務所　滝口裕 税理士 千葉県
市川市单八幡5丁目8番5号 福井電化
本八幡单口ﾋﾞﾙ3階

047-370-8223

143 細谷智之会計事務所　細谷智之 税理士 千葉県 野田市岩名2-8-28 04-7129-7561

144 坂本会計事務所　坂本信行 税理士 千葉県 印西市小林3908番地3 0476-97-0291

145 高橋和枝税理士事務所　高橋和枝 税理士 千葉県
鎌ｹ谷市東初富4-36-5 東海住宅ﾋﾞﾙ2
階

047-498-5970

146 小溝税務会計事務所　小溝正行 税理士 千葉県 柏市あけぼの4丁目4番2号 04-7143-9593

147 岩村衛税理士事務所　岩村衛 税理士 千葉県 千葉市中央区浜野町1291-1 043-261-7461

148
中野伸也税理士・公認会計士事務所　中野
伸也

税理士 千葉県 千葉市緑区土気町1692番地60 043-295-2388

149 税理士法人プロアシスト 税理士法人 千葉県 市川市湊15番9号 047-356-4151

150 武藤会計事務所　武藤和義 税理士 千葉県
船橋市本町4丁目11番17号 MYｽﾍﾟｰｽ
ﾚｲ2F

047-423-7419

151 吉村博税理士事務所　吉村博 税理士 千葉県 松戸市西馬橋5丁目1番地の5 047-347-9009
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152 美保税務会計事務所　美保　哲夫 税理士 千葉県 八千代市八千代台東1丁目28番12号 047-483-4776

153 土生谷会計事務所　土生谷博之 税理士 千葉県 野田市野田808-2 04-7124-3308

154 小高正之税理士事務所　小高正之 税理士 千葉県 成田市囲護台3-2-3 川豊西口館402号 0476-24-2377

155 藤谷英明税理士事務所　藤谷英明 税理士 千葉県
木更津市祇園1丁目18番地10越川ﾋﾞﾙ
2階B号

0438-30-9170

156 石毛利和税理士事務所　石毛利和 税理士 千葉県 千葉市中央区新宿2-8-6CCCﾋﾞﾙ4F 043-301-5041

157 森山清税理士事務所　森山清 税理士 千葉県 銚子市新生町1丁目43番地22号 0479-23-1226

158 大嵩正博税理士事務所　大嵩正博 税理士 千葉県 富津市富津2108 0439-71-2012

159 田中敏文税理士事務所　田中敏文 税理士 千葉県 柏市加賀1丁目18番6号 04-7174-5220

160 土江誠一郎税理士事務所　土江誠一郎 税理士 千葉県
松戸市本町12番15号 ﾊﾟｯﾌﾟｽ松戸ﾋﾞﾙ
701号室

047-703-7071

161 高本和典税理士事務所　高本和典 税理士 千葉県 市川市八幡2-11-13 047-302-8777

162 森下芳夫税理士事務所　森下芳夫 税理士 千葉県 野田市中根6番地20 04-7124-2100

163 五十嵐税務会計事務所　五十嵐玲彦 税理士 千葉県 佐倉市稲荷台1-5-6 043-463-1355

164 ちば国際税理士法人 税理士法人 千葉県 千葉市若葉区都賀3丁目33番10号 043-235-5931

千葉県 柏市旭町1-4-11 04-7147-0600

千葉県 船橋市本町2-1-1 047-495-4153

茨城県 つくば市島名2264-1 029-896-4023

千葉県 袖ヶ浦市奈良輪710番地1 0438-63-9788

千葉県
千葉市花見川区单花園1-44-10单花園ﾋﾞ
ﾙ

043-272-1556

167 税理士法人Taxジャパン 税理士法人 千葉県 千葉市中央区新宿2-5-3 043-243-0330

千葉県 市川市市川1-12-22 047-321-0618

東京都 千代田区岩本町3-11-11-1F 03-3866-0618

169 勝畑元宏税理士事務所　勝畑元宏 弁護士 千葉県 袖ｹ浦市奈良輪1-9-3 0438-60-1135

170 鈴木税務会計事務所　鈴木　恭浩 税理士 千葉県 船橋市海神1-23-18 047-407-0017

171 千葉県中小企業団体中央会
中小企業団体中
央会

千葉県
千葉市中央区富士見2-22-2千葉中央
駅前ビル３階

043-306-3282

千葉県
千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGﾏﾘﾌﾞｲｰ
ｽﾄ23F

043-299-2907

千葉県
船橋市北本町1-17-25　ベンチャープラザ
船橋1F

047-426-9200

千葉県 船橋市本町1-3-1 船橋フェイスビル9F 047-426-8471

千葉県 船橋市本町3-32-20 東信船橋ビル3F 047-460-5500

千葉県 柏市柏の葉5-4-6 04-7133-0139

173 株式会社ディセンター
民間コンサルティ
ング会社

東京都 千代田区岩本町2-1-17宮中ﾋﾞﾙ4階 03-5879-8242

174 中村綜合法律事務所　吉田　直可 弁護士 東京都
千代田区二番町11番地10麹町山王ﾏﾝ
ｼｮﾝ706号室

03-3511-5611

175 さくら共同法律事務所　泊昌之 弁護士 東京都
千代田区内幸町1-1-7 NBF日比谷ﾋﾞﾙ
16階

03-5511-4400

176 赤坂シティ法律事務所　樽本哲 弁護士 東京都
港区青山1-1-1 新青山ﾋﾞﾙ西館7階751
区 赤坂ｼﾃｨ法律事務所

03-6439-1118

177 長島・大野・常松法律事務所　高井伸太郎 弁護士 東京都 千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ﾋﾞﾙ 03-3511-6191

178
弁護士法人ほくと総合法律事務所　石毛和
夫

弁護士 東京都
千代田区麹町2丁目3番地 麹町ﾌﾟﾚｲｽ9
階

03-3221-9873

179 益田法律事務所　大賀　祥大 弁護士 東京都
千代田区二番町9番地10ﾀﾜｰ麹町5階
益田法律事務所

03-5226-7800

180 赤坂野村総合法律事務所　野村　吉太郎 弁護士 東京都 港区赤坂8−6−27 ｽｶｲﾌﾟﾗｻﾞ赤坂311号 03−3475−0410

181 東京丸の内法律事務所　幸村俊哉 弁護士 東京都
千代田区丸の内3-3-1 新東京ﾋﾞﾙ225
区 東京丸の内法律事務所

03-3213-1081

182 東京丸の内法律事務所　宮川　勝之 弁護士 東京都
千代田区丸の内3-3-1 新東京ﾋﾞﾙ225
区 東京丸の内法律事務所

03-3213-1081

183 東京丸の内法律事務所　前岨　博 弁護士 東京都
千代田区丸の内3-3-1 新東京ﾋﾞﾙ225
区 東京丸の内法律事務所

03-3213-1081

184 東京丸の内法律事務所　髙木裕康 弁護士 東京都
千代田区丸の内3-3-1 新東京ﾋﾞﾙ225
区 東京丸の内法律事務所

03-3213-1081

185 堂野法律事務所　堂野　達之 弁護士 東京都
中央区銀座4-10-16ｼｸﾞﾏ銀座ﾌｧｰｽﾄﾋﾞ
ﾙ2階

03-3542-9031

186 東京富士法律事務所　廣瀬正剛 弁護士 東京都 千代田区麹町3-3KDX麹町ﾋﾞﾙ4階 03-3265-0691

187 中根法律事務所　中根敏勝 弁護士 東京都 中央区新富1-15-4 CGA-AXﾋﾞﾙ3階 03-5541-5572

188 キーストーン法律事務所　菅原哲朗 弁護士 東京都 豊島区单池袋3-16-8 近代ﾋﾞﾙ6階 03-5992-5133

189 さくら共同法律事務所　矢野亜紀子 弁護士 東京都
千代田区内幸町1-1-7 NBF日比谷ﾋﾞﾙ
16階

03-5511-4384

190 鳥飼総合法律事務所　権田　修一 弁護士 東京都
千代田区神田小川町1-3-1 NBF小川
町ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ6階

03-3293-8817

191 光和総合法律事務所　小田　修司 弁護士 東京都 港区赤坂4丁目7番15号陽栄光和ﾋﾞﾙ 03-5562-2517

192 浜四津法律事務所　市川　祐生 弁護士 東京都
千代田区麹町4-4-7麹町CPﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ7
階浜四津法律事務所

03-3511-3310

193
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業　德
光　興一郎

弁護士 東京都 千代田区内幸町2-2-2富国生命ﾋﾞﾙ 03-5501-2172

公益財団法人
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194
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業　小
山　修司

弁護士 東京都 千代田区内幸町2-2-2 富国生命ﾋﾞﾙ 03-5501-1138

195 東京リード法律事務所　清水　裕二 弁護士 東京都
千代田区神田須田町1-12-3 ｱﾙｶﾃﾞｨｱ
ﾋﾞﾙ5階

03-3258-8550

196 東京リード法律事務所　安藤　良一 弁護士 東京都
千代田区神田須田町1-12-3 ｱﾙｶﾃﾞｨｱ
ﾋﾞﾙ5階

03-3258-8550

197 ホープ法律事務所　高橋　邦明 弁護士 東京都
千代田区平河町1丁目9番3号京商ﾋﾞﾙ
5階

03-3263-2461

198 東京ジャスティス法律事務所　福島　正義 弁護士 東京都 新宿区市谷田町2-19-1 NBCビル8階 03-5206-7642

199 あさひ法律事務所　三森　仁 弁護士 東京都
千代田区丸の内2-1-1丸の内ﾏｲﾌﾟﾗｻﾞ
あさひ法律事務所

03-5219-2258

200 東京丸の内法律事務所　舟串　信寛 弁護士 東京都
千代田区丸の内三丁目3番1号 新東京
ﾋﾞﾙ225区

03-3214-2491

201 田島総合法律事務所　田島正広 弁護士 東京都 千代田区麹町5-2-1 K-WINGﾋﾞﾙ4階 03-5215-7355

202 栗林総合法律事務所　土森俊秀 弁護士 東京都
千代田区内幸町一丁目1番7号 NBF日
比谷ﾋﾞﾙ502号

03-3539-2555

203 東郷法律事務所　東郷弘純 弁護士 東京都 千代田区平河町2-16-6 jeⅤﾋﾞﾙ5階 03-3556-1336

204 三羽総合法律事務所　大西達夫 弁護士 東京都 港区西新橋1-1-15物産ﾋﾞﾙ別館1階 03-3504-2551

205 日比谷中田法律事務所　中田　順夫 弁護士 東京都 千代田区内幸町2丁目2番2号 03-5532-3100

206 田辺総合法律事務所　大野　渉 弁護士 東京都 千代田区丸の内3-4-2 新日石ﾋﾞﾙ10階 03-3214-3811

207 八掛法律事務所　八掛　順子 弁護士 東京都
渋谷区代官山町3番13号代官山ｴｰﾃﾞﾙ
ﾊｲﾑ502号

03-3461-6370

208 三宅坂総合法律事務所　大場　寿人 弁護士 東京都
千代田区内幸町2丁目1番4号 日比谷
中日ﾋﾞﾙ6階

03-3500-2922

209 笠井総合法律事務所　笠井　直人 弁護士 東京都 中央区銀座3-11-18真帄ビル5階 03-3546-2033

210 本間合同法律事務所　菊地　正登 弁護士 東京都
港区赤坂3-11-3 赤坂中川ﾋﾞﾙ4F 本間
合同法律事務所

03-5570-3270

211 木戸口法律事務所　石原　昭広 弁護士 東京都
中央区銀座5-10-12 東洋精米機ﾋﾞﾙ5
階

03-3574-7191

212 松田研一綜合法律事務所　松田研一 弁護士 東京都 港区虎ﾉ門5-3-20-302 03-5405-2292

213 山田・合谷・鈴木法律事務所　常澤　隆史 弁護士 東京都
千代田区日比谷公園1番3号 政会館
115号室

03-3501-0451

214 小林総合法律事務所　大槻　展子 弁護士 東京都
千代田区麹町1-6-9DIK麹町ﾋﾞﾙ3階小
林総合法律事務所

03-3238-8111

215 ＬＬ＆Ｐ総合法律事務所　大月将幸 弁護士 東京都 中央区銀座1-9-6 松岡第二銀緑舘7階 03-6228-6031

216 山岡総合法律事務所　髙澤文俊 弁護士 東京都 港区西新橋1-20-3虎の門法曹ﾋﾞﾙ506 03-5521-1801

217 金子・樋口法律事務所　鶴間洋平 弁護士 東京都
中央区銀座1-13-12 銀友ﾋﾞﾙ5階 金
子･樋口法律事務所

03-3561-7431

218 成和明哲法律事務所　佐藤　弘康 弁護士 東京都 港区虎ﾉ門4-3-1 城山ﾄﾗｽﾄﾀﾜｰ31階 03-5405-4080

219 成和明哲法律事務所　西村賢 弁護士 東京都 港区虎ﾉ門4-3-1 城山ﾄﾗｽﾄﾀﾜｰ31階 03-5405-4080

220 北新居・青木法律事務所　金子　玄 弁護士 東京都
千代田区神田小川町2-2UIﾋﾞﾙ4階北新
居･青木法律事務所

03-3293-1085

221 光和総合法律事務所　伊藤　信彦 弁護士 東京都
港区赤坂四丁目7番15号 陽栄光和ﾋﾞﾙ
光和総合法律事務所

03-5562-2566

222 隼あすか法律事務所　土屋奈生 弁護士 東京都
千代田区霞が関3-2-5霞が関ﾋﾞﾙ4階
隼あすか法律事務所

03-3595-7070

223 銀座栄光法律事務所　竹内雄一 弁護士 東京都
中央区銀座8丁目12番11号第2ｻﾝﾋﾞﾙ2
階

03-3545-8624

224 塚田法律事務所　塚田耕太郎 弁護士 東京都
品川区東五反田5-21-6 池田山ｺｰﾌﾟ
1001

03-3280-2468

225 寺本法律会計事務所　荒木哲郎 弁護士 東京都
中央区銀座2-5-5共同ﾋﾞﾙ西銀座4階
寺本法律会計事務所

03-5250-3921

226 第一総合法律事務所　大河内將貴 弁護士 東京都 港区新橋1-18-12 新橋一丁目ﾋﾞﾙ3階 03-3593-7605

227 淀橋法律事務所　岡　徹哉 弁護士 東京都
新宿区西新宿1-5-11 新宿三葉ﾋﾞﾙ7階
淀橋法律事務所

03-5322-6087

228
磯邊・髙橋・八木法律事務所　弁護士　八木
清文

弁護士 東京都 港区虎ﾉ門1-1-10第2ﾛｰﾚﾙﾋﾞﾙ4階 03-3501-1938

229 新都総合法律事務所　板橋　喜彦 弁護士 東京都
千代田区四番町6-11 ｴﾙﾌｪ四番町301
区

03-6272-6650

230 半蔵門総合法律事務所　三浦繁樹 弁護士 東京都
千代田区麹町1-6-3 ｸﾚｰﾙ麹町ﾋﾞﾙ202
半蔵門総合法律事務所

03-3262-8844

231 増田パートナーズ法律事務所　増田英次 弁護士 東京都
千代田区内神田1-6-10 笠原ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝ
ｸﾞ12階

03-5282-7611

232
弁護士法人三宅法律事務所　弁護士　小松
明広

弁護士 東京都
千代田区有楽町一丁目7番1号 有楽町
電気ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ北館9階 弁護士法人三
宅法律事務所

03-5288-1021

233 光和総合法律事務所　神原　千郷 弁護士 東京都
港区赤坂四丁目7番15号 陽栄光和ﾋﾞﾙ
光和総合法律事務所

03-5562-2529

234 光和総合法律事務所　松田　大介 弁護士 東京都
港区赤坂四丁目7番15号 陽栄光和ﾋﾞﾙ
光和総合法律事務所

03-5562-2573

235 石澤・神・佐藤法律事務所　佐藤順哉 弁護士 東京都
千代田区内幸町2-2-2富国生命ﾋﾞﾙ17
階9号

03-3508-0721

236 光和総合法律事務所　池内稚利 弁護士 東京都
港区赤坂4丁目7番16号陽栄光和ﾋﾞﾙ
光和総合法律事務所

03-5562-2528

237 内藤良祐法律事務所　内藤良祐 弁護士 東京都 港区新橋1-18-2 明宏ﾋﾞﾙ本館6階 03-5510-2040

238 鈴木康之法律事務所　今井多恵子 弁護士 東京都
千代田区麹町4-7-2ｻﾝﾗｲﾝ第7ﾋﾞﾙ3階
弁護士法人鈴木康之法律事務所

03-5213-4607

239 菅野総合法律事務所　松井　創 弁護士 東京都
千代田区麹町2-12-1 ｸﾞﾚﾝﾊﾟｰｸ半蔵門
501

03-3221-3335

240 荒井総合法律事務所　関　義之 弁護士 東京都 港区西新橋1-6-15西新橋愛光ﾋﾞﾙ3階 03-3595-0077

241 田邊・市野澤法律事務所　矢野　領 弁護士 東京都
千代田区神田小川町一丁目7番地 小
川町ﾒｾﾅﾋﾞﾙ6階

03-5283-7251

242 須藤・高井法律事務所　弁護士　須藤　修 弁護士 東京都
千代田区有楽町1-5-1 日比谷ﾏﾘﾝﾋﾞﾙ
8階

03-3519-7800

243
須藤・高井法律事務所　弁護士　高井　章
光

弁護士 東京都
千代田区有楽町1-5-1 日比谷ﾏﾘﾝﾋﾞﾙ
8階

03-3519-7800



244
須藤・高井法律事務所　弁護士　佐賀　寛
厚

弁護士 東京都
千代田区有楽町1-5-1 日比谷ﾏﾘﾝﾋﾞﾙ
8階

03-3519-7800

245 ひかり総合法律事務所　藤原　宏高 弁護士 東京都
港区虎ﾉ門2-3-22 第一秋山ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
6階

03-3597-8701

246 ひのき総合法律事務所　中村　嘉宏 弁護士 東京都
港区虎ﾉ門1丁目4番3号 KDX虎ﾉ門ﾋﾞﾙ
6階

03-3500-1220

247 さくら共同法律事務所　鞠子　千春 弁護士 東京都
千代田区内幸町1-1-7NBF日比谷ﾋﾞﾙ
16階

03-5511-4400

248 オフィス・オヤマダ　小山田哲治 中小企業診断士 東京都 多摩市桜ｹ丘 042-339-2807

東京都 港区赤坂3-2-6　赤坂中央ビル7階 03-3224-8888

東京都 港区赤坂3-2-12　赤坂NOAビル6F 03-3224-8888

東京都
荒川区荒川3-21-2　モアクレスト荒川公園
105

03-3802-8101

東京都
立川市綿町2-34-13　オリンピック第3ビル
5F

042-548-8001

大阪府
大阪市西区江戸堀1-9-1　肥後橋センター
ビル7F

06-6449-8682

250 東京セントラル税理士法人 税理士法人 東京都 江戸川区单篠崎町3-14-7 03-5243-5211

251
税理士法人リーガル・アカウンティング・
パートナーズ

税理士法人 東京都
千代田区一番町6番地 相模屋本社ﾋﾞﾙ
5階

03-5213-1611

252 税理士法人丸の内アドバイザーズ 税理士法人 東京都 港区西新橋3-23-6 第一白川ﾋﾞﾙ6-A1 03-6721-5157

253 税理士法人フィールド 税理士法人 東京都
中央区東日本橋3-10-14 ｻﾝﾗｲｽﾞ橘ﾋﾞ
ﾙ7階

03-5695-7731

254 税理士法人Ａ．Ｉブレイン 税理士法人 東京都
新宿区神楽坂2丁目14番地ﾉｰﾋﾞｨﾋﾞﾙ7
階

03-5227-7870

255 税理士法人青山アカウンティングファーム 税理士法人 東京都
港区单青山2-13-2　サンライズ青山ビ
ル101,203

03-3403-8030

256 税理士法人笹本税務会計社 税理士法人 東京都 渋谷区桜丘町14番5号 渋谷ｻﾆｰﾋﾙ204 03-3770-5722

257 税理士法人魁 税理士法人 東京都
千代田区九段北1-2-1 九段中央ﾋﾞﾙ
801

03-3265-7100

258 税理士法人ガイア 税理士法人 東京都 北区西ヶ原3-48-4-3F 03-3940-0831

東京都
渋谷区渋谷2丁目14番17号Daiwa渋谷
SSﾋﾞﾙ4階

03-3499-1663

埼玉県 さいたま市大宮区吉敷町1-64-1-1308 048-778-7088

東京都
渋谷区神宮前四丁目16番15号　青山ﾗ
ｸﾞｾﾞｽ203

03-5410-7533

福井県 福井市板垣5-901 0776-33-1060

261 西村＆パートナーズ会計事務所　西村道浩 税理士 東京都 渋谷区桜ヶ丘町26-1ｾﾙﾘｱﾀﾜｰ15F 03-6413-8926

262 高木容子税理士事務所　高木容子 税理士 東京都 北区赤羽单1-4-7 小山ﾋﾞﾙ4F 03-3901-9880

263 福永俊明税理士事務所　福永俊明 税理士 東京都 港区海岸3丁目3番12号8階 03-6809-4755

264 木田朱美税理事務所　木田朱美 税理士 東京都
千代田区飯田橋3-7-5 細谷第一ﾋﾞﾙ5
階

03-3221-1070

265 税理士法人河合会計 税理士法人 東京都 武蔵村山市学園四丁目41番地の18 042-564-5534

東京都
中央区日本橋室町3-2-18　海老屋ビ
ル4階

03-5204-0345

東京都 中央区日本橋茅場町3-12-4 03-3663-8121

267 名倉会計事務所　名倉義夫 税理士 東京都 立川市錦町2丁目2番2号 042-527-1468

268 宮内勝彦税理士事務所　宮内勝彦 税理士 東京都
武蔵野市吉祥寺東町1-2-2　ｵﾘｴﾝﾄﾌﾟﾗ
ｻﾞ丹野402

0422-22-7721

269 税理士法人スガイ会計 税理士法人 東京都
足立区西新井本町5丁目8番12号 西新
井ｾﾝﾄﾗﾙﾊｲﾑ404号

03-3887-8369

270 常住豊税理士事務所　常住豊 税理士 東京都 北区赤羽西1-5-1-606 赤羽ｱﾎﾞｰﾄﾞⅠ 03-3905-6981

271 税理士法人アクア 税理士法人 東京都 新宿区下落合1-4-18 彰文ﾋﾞﾙ1階 03-3368-9643

272 長野啓江税理士事務所　長野啓江 税理士 東京都
立川市柴崎町3-10-24　ｼｽﾃﾑﾋﾞﾙ301
号

042-533-4632

東京都
港区虎の門5丁目11番12号　虎ノ門
ACTﾋﾞﾙ3階

03-5405-2815

大阪府 大阪市西区立売堀1-2-14 06-6535-8829

274 田井会計事務所　田井一郎 税理士 東京都
新宿区新宿1丁目26番1号 長田屋ﾋﾞﾙ1
階

03-5919-0718

275 税理士法人熊代事務所 税理士法人 東京都
千代田区神田神保町三丁目2番地5
九段ﾛｲﾔﾙﾋﾞﾙ401

03-3261-0284

276 井上孝税理士事務所　井上孝 税理士 東京都 町田市中町1-21-16 ｴｽﾃｰﾄ中町1階 042-722-9310

277 かなり税務会計事務所　金成　祐行 税理士 東京都 府中市宮町2-15-13第15三ﾂ木ﾋﾞﾙ3階 042-334-5100

278 蜂谷祐一郎税理士事務所　蜂谷　祐一郎 税理士 東京都 板橋区板橋2-64-5ｸﾞﾚｲｽﾋﾞﾙ302 03-6905-7988

279 小城麻友子税理士事務所　小城　麻友子 税理士 東京都
文京区小石川5-3-4ﾗ･ｳﾞｪﾘｴｰﾙ文京4
階A号室

03-5844-6635

280 野口万勇税理士事務所　野口　万勇 税理士 東京都 墨田区立花1丁目23番2　ｻﾝﾀｳﾝ706号 03-3616-6939

281 税理士法人　井出会計事務所 税理士法人 東京都 渋谷区桜丘町14-5ｻﾆｰﾋﾙ203 03-3496-0371

282 岸田亜矢子税理士事務所　岸田　亜矢子 税理士 東京都 足立区西新井栄町1-14-10 03-3886-1201

283 榎本稔税理士事務所　榎本　稔 税理士 東京都 板橋区板橋1-35-9 MIﾋﾞﾙ9階 03-3579-5550

284 村上康夫税理士事務所　村上　康夫 税理士 東京都 中央区日本橋2-15-8紅葉川ﾋﾞﾙ5F 03-5299-3630

285 税理士法人原田税務会計事務所 税理士法人 東京都 港区赤坂3-8-8 赤坂ﾌﾛｰﾗﾙﾌﾟﾗｻﾞ3F 03-3583-7737

税理士法人アイ・タックス 税理士法人

税理士法人K&K　Japan 税理士法人

税理士法人

税理士法人ガルベラ・パートナーズ 税理士法人

VCAT税理士法人 税理士法人

273

249

259

260

266

アクタス税理士法人



286 永井格税理士事務所　永井　格 税理士 東京都 豊島区東池袋1-17-3-706 03-5952-0313

287 税理士法人Ｄｒｅａｍ２４ 税理士法人 東京都 江戸川区西葛西5-6-2 第28山秀ﾋﾞﾙ7F 03-5675-0831

東京都 港区高輪3-19-8-201 03-3445-1717

東京都 港区芝大門1－8－1　和楽路ビル2F 03-5405-7654

東京都
港区新橋5－20－3　新橋STビル2階A号
室

03-3433-6705

福島県 須賀川市前田川字宮の前166－143 0248-76-5161

289 高津公則税理士事務所　高津公則 税理士 東京都 西東京市芝久保町1-12-50-809 042-410-0328

290 大津留税務会計事務所　大津留廣和 税理士 東京都
江戸川区单篠崎町2丁目10番7号渡辺
ﾋﾞﾙ4階

03-3677-3721

291 加瀬税務経営事務所　加瀬浩壱 税理士 東京都
渋谷区单平台町6-11 ｼﾞｮｲﾋﾙｽﾞ单平台
301

03-5458-9311

292 山下明宏税理士事務所　山下明宏 税理士 東京都
新宿区西新宿7-5-8GOWA西新宿ﾋﾞﾙ
1F

03-5925-2205

293 渡邉税務会計事務所　渡邉義道 税理士 東京都 江戸川区平井3-21-20 03-5875-2038

294 加藤会計事務所　加藤博資 税理士 東京都 中野区中野4-1-1 中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ9階 03-5942-3808

295 濱路義朗税理士事務所　濱路義朗 税理士 東京都
杉並区成田東5-35-15THE PLAZA F
702

03-3220-0641

296 温井会計事務所　温井德子 税理士 東京都
中央区八重洲一丁目6番3号 八重洲ﾋﾞ
ﾙ4階

03-6225-2665

297 税理士法人田口パートナーズ会計 税理士法人 東京都 江戸川区中葛西3-37-3-3F 03-3869-0807

298 町田和久税理士事務所　町田　和久 税理士 東京都
江戸川区西葛西5-11-15 ﾍﾞｲｼﾃｨ西葛
西203

03-5674-7568

299 税理士法人　イー会計 税理士法人 東京都 台東区雷門2-20-2秀浩ﾋﾞﾙ　10階 03-3847-5381

300 税理士法人Ｂ．Ｓ．パートナーシップ 税理士法人 東京都
杉並区高円寺单4-29-9 第三穴吹ﾋﾞﾙ4
階

03-3315-2271

301 税理士法人グランクスパートナーズ 税理士法人 東京都 新宿区高田馬場1-30-15TLﾋﾞﾙ7階 03-5272-2214

302 シーロムパートナーズ税理士法人 税理士法人 東京都 港区赤坂1-6-19 KY溜池ﾋﾞﾙ2階 03-3568-7358

303 税理士法人ファシオ・コンサルティング 税理士法人 東京都
千代田区飯田橋3-9-7 飯田橋丸ﾋﾞﾙ3
階

03-3264-8363

304 ヒルトップ税理士法人 税理士法人 東京都
品川区上大崎3-1-5 目黒駅東口ﾋﾞﾙ10
階

03-3441-3041

305 小松原会計事務所　小松原貴志 税理士 東京都 品川区上大崎2-18-16 03-6417-9991

306 山口会計事務所　山口三美 税理士 東京都 北区昭和町1丁目9番5号 03-3810-5555

307 谷合稔生税理士事務所　谷合稔生 税理士 東京都 府中市宮西町2-4-3ｱｲｽﾊﾞｰｸﾞﾋﾞﾙ4F 042-360-4771

308 税理士岡野哲史事務所　岡野哲史 税理士 東京都
あきる野市秋川3-6-9 ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ秋留台
A-102

042-550-0222

309 依田（石井）公認会計士税理士事務所 公認会計士 東京都 新宿区西新宿7-16-6 森正ﾋﾞﾙ3F 03-3361-4913

310 ひろしま会計事務所　廣島清量 税理士 東京都 江東区亀戸6-57-19丸宇本社ﾋﾞﾙ8階 03-3636-2571

東京都 豊島区单池袋2-17-11 03-3982-8482

東京都 練馬区氷川台4-47-18 03-5399-9251

312 吉村以知郎税理士事務所　吉村以知郎 税理士 東京都 中央区日本橋本町1-10-2-9F 03-3244-0700

313 都心綜合会計事務所　天野清一 税理士 東京都 新宿区神楽坂2-16-5松田ﾋﾞﾙ201 03-3269-2687

314 直江税理士事務所　直江康子 税理士 東京都
町田市森野2丁目27番13号 東照ﾋﾞﾙ4
階

042-739-3961

東京都 渋谷区広尾5-23-5 長谷部第一ﾋﾞﾙ6階 03-5791-1421

神奈川県
横浜市神奈川区台町16-1 ソレイユ台町
608

045-412-2708

316 佐藤久昭税理士事務所　佐藤久昭 税理士 東京都
町田市森野2-25-9 東海町田ﾏﾝｼｮﾝ
508

042-732-7560

317 伊藤雅己税理士事務所　伊藤雅己 税理士 東京都 文京区本郷1-28-36鳳明ﾋﾞﾙ402号 03-5684-3682

318 曽根隆寛税理士事務所　曽根隆寛 税理士 東京都 小金井市本町5丁目3番24号 関ﾋﾞﾙ3階 042-388-21113

319 大塚敏子税理士事務所　大塚敏子 税理士 東京都
調布市調布ヶ丘4丁目41-2　丸和ﾋﾞﾙ
203

042-485-4917

320 斎賀会計事務所　斎賀彦六 税理士 東京都 江東区森下1-3-13 03-3633-4743

321 宇田川敏正税理士事務所　宇田川　敏正 税理士 東京都 港区新橋2-16-1 ﾆｭｰ新橋ﾋﾞﾙ1110号 03-3503-8660

322 水嶋淳会計事務所　水嶋淳 税理士 東京都
台東区元浅草2-1-14ﾗﾝﾊﾞﾚｰ元浅草
201号

03-3843-2836

323 税理士法人　無十 税理士法人 東京都 大田区蒲田4-42-1 芙蓉ﾋﾞﾙ 03-3737-1522

324 小野浩道税理士事務所　小野　浩道 税理士 東京都 渋谷区神宮前2丁目33番8-502号 03-5772-7661

325 石田肇税理士事務所　石田　肇 税理士 東京都 江戸川区清新町1丁目4番5-1003号 03-3689-9923

326 中里会計事務所　中里　隆重 税理士 東京都 豊島区单長崎5-10-12 03-3565-1241

327 小島会計事務所　小島一元 税理士 東京都 江戸川区北小岩6-29-7 03-3650-5037

328 沼惠一税理士事務所　沼惠一 税理士 東京都 足立区綾瀬2-18-3ﾒｿﾞﾝ单柏綾101 03-5650-3631

329 室岡税理士事務所　室岡喜代二 税理士 東京都 八王子市大和田町5丁目13番3号 042-642-4491

330 村田顕吉朗税理士事務所　村田顕吉朗 税理士 東京都 新宿区四谷1-4 四谷駅前ﾋﾞﾙ7階 03-6457-7545

税理士法人

アクティベートジャパン税理士法人 税理士法人

税理士法人ハートフル会計事務所 税理士法人288

311

315

税理士法人ＴＭＳ



331 税理士法人おくざわ会計 税理士法人 東京都 北区豊島1-26-2王子ﾛｰﾔﾙｺｰﾎﾟ1001 03-5902-5187

332 戸塚会計事務所　戸塚　浩司 税理士 東京都 中野区单台2-29-3 108号 03-3382-5241

333 佐々木順子税理士事務所　佐々木順子 税理士 東京都 中央区銀座5-6-6 尾張屋銀座ﾋﾞﾙ4F 03-5537-5137

334 大久保会計事務所　大久保俊治 税理士 東京都 荒川区町屋8-8-7 03-3892-4426

335 税理士法人ＮＫＣ 税理士法人 東京都 足立区竹の塚5-16-12 03-3859-2621

336 大向税務会計事務所　大向武彦 税理士 東京都 葛飾区東金町1-1-2-8F 03-5876-9183

337 税理士法人アンビシャス 税理士法人 東京都 新宿区高田馬場2-14-15ｷｸﾁﾋﾞﾙ2階 03-6233-8371

東京都
新宿区高田馬場2丁目14番26号 INOﾋﾞ
ﾙ2F

03-5272-6900

長野県 長野市篠ノ井塩崎2649-6 026-293-3108

339 平田会計事務所　平田清隆 税理士 東京都 江東区富岡1-4-11 03-3630-9080

東京都 港区高輪3丁目20番13号 03-3443-9044

北海道
札幌市中央区单一条西3-1　丸一ビルヂ
ング6階

011-210-5270

大阪府
大阪市中央区久太郎町3-6-8 御堂筋ダイ
ワビル10階

06-6253-2914

341 くらかわ税理士事務所　庫川幸久 税理士 東京都 中央区銀座2-12-11 下嶋ﾋﾞﾙ4階 03-6264-0864

342 芦川会計事務所　芦川浩士 税理士 東京都 江戸川区西葛西3-15-9 共栄ﾋﾞﾙ3階 050-3580-9024

343 田中護秀税理士事務所　田中護秀 税理士 東京都 足立区栗原3-23-6 ｵﾘｴﾝﾄ第3ﾋﾞﾙ2F 03-3897-0065

344 こうき税理士法人 税理士法人 東京都 大田区大森北1-23-8 第3下川ﾋﾞﾙ10階 03-3765-9138

345 冨永正見税理士事務所　冨永正見 税理士 東京都
調布市西つつじヶ丘4丁目6番地2ﾙ･
ヴｨｻﾞｰｼﾞｭ308号

042-443-1750

346 佐藤光一税理士事務所　佐藤光一 税理士 東京都
江戸川区单葛西3-1-2ｺｽﾓ葛西臨海公
園308号

03-3675-8460

347 松井会計事務所　松井邦彦 税理士 東京都 板橋区板橋1-53-17-301 03-3961-8981

348 阿部税務会計事務所　阿部重昭 税理士 東京都
大田区東糀谷3丁目15番19号ﾌﾟﾘﾏｳﾞｪｰ
ﾗﾊﾈﾀﾞ503号室

03-3741-7783

349 土屋会計事務所　土屋隆志 税理士 東京都 品川区小山4-1-10ｴｸｼｰﾄﾞﾋﾞﾙ3F 03-3710-6213

350 新谷秀雄税理士事務所　新谷　秀雄 税理士 東京都
調布市国領町2丁目17番2号 国領ﾏﾝ
ｼｮﾝ201号

042-444-7483

351 新木会計事務所　新木　昭治 税理士 東京都
千代田区神田司町2丁目10番 第一ﾋﾞﾙ
3階

03-5829-8052

352 村松其三税理士事務所　村松其三 税理士 東京都 新宿区百人町2-2-1近藤ﾋﾞﾙ3F 03-3208-0891

353 税理士法人けやき 土田事務所 税理士法人 東京都 東村山市栄町1丁目36番地84 042-391-2269

東京都
渋谷区代々木2丁目11番14号NKﾋﾞﾙ10
階

03-6276-2841

東京都 八王子市本町15-5 042-690-8122

宮城県
仙台市青葉区花京院2-1-61 第5タカノボ
ルビル6階

022-217-7244

355 吉良えりみ税理士事務所　吉良えりみ 税理士 東京都 台東区東上野1-25-4ﾌﾞﾙｯｸ東上野301 03-6803-2147

356 税理士栗田悦雄事務所　栗田　悦雄 税理士 東京都 豊島区西池袋3-30-10 ﾗｲｵﾝﾋﾞﾙ202号 03-3985-7652

357 山口陽一税理士事務所　山口陽一 税理士 東京都 文京区本駒込2-28-28-2F 03-3944-8163

358 清水和男税理士事務所　清水　和男 税理士 東京都
台東区台東3丁目43番10号 佐藤ﾋﾞﾙ
401号

03-3839-5712

359 大竹賢吉税理士事務所　大竹　賢吉 税理士 東京都 台東区入谷1-6-6　上野ﾛｲﾔﾙﾊｲﾂ508 03-5603-5162

360
税理士法人よしとみパートナーズ会計事務
所

税理士法人 東京都
大田区大森北1丁目6番8号 ｳｨﾗ大森ﾋﾞ
ﾙ9階

03-5471-0751

361 池勝一晃税理士事務所　池勝　一晃 税理士 東京都 昭島市昭和町2-7-21 ｷﾝﾏﾂﾊﾂﾋﾞﾙ502 042-542-8631

362 岡田誠彦税理士事務所　岡田　誠彦 税理士 東京都 新宿区新宿1-3-12 壱丁目参番館907 03-6273-1395

363 田中忠勝税理士事務所　田中　忠勝 税理士 東京都 江東区東砂4-18-10 03-5665-9831

364 堀米茂税理士事務所　堀米　茂 税理士 東京都 足立区花畑5丁目3番15号 03-3859-9017

365 大野税務会計事務所　大野　拓 税理士 東京都 墨田区錦糸3-8-11 大野ﾋﾞﾙ 03-3626-3226

366 篠澤会計事務所　篠澤　忠彦 税理士 東京都
台東区浅草橋3丁目18番1号KKKﾋﾞﾙ4
階

03-3863-1285

東京都
千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水
ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ17階

03-3295-8477

東京都 渋谷区神宮前1-9-18 03-5785-9311

東京都 武蔵野市吉祥寺单町1-10-1 0422-40-9201

東京都 立川市曙町2-8-29 042-525-6808

神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 045-317-1551

福島県 郡山市名郷田2-36 024-923-2505

福島県 福島市北五老内町7-5 024-503-2088

福島県 二本松市大壇148 0243-24-1351

宮城県 仙台市青葉区中央2-2-10 022-748-5641

日本パートナー税理士法人 税理士法人

ユナイテッド・アドバイザーズ税理士法人 税理士法人

税理士法人新日本筒木 税理士法人

税理士法人夏目事務所 税理士法人

367

354

338

340



368 税理士法人長谷川会計 税理士法人 東京都 台東区小島2-14-5 毛利ﾋﾞﾙ204 03-3861-9561

369 関徳英税理士事務所　関　徳英 税理士 東京都
品川区西五反田6丁目1番7号 西村ﾋﾞﾙ
4階

03-5437-1118

370 川野税務会計事務所　川野　正彦 税理士 東京都
港区芝公園2-6-11 芝公園ｱﾋﾞﾀｼｵﾝ
506

03-3436-6916

371 廣瀬総合経営会計事務所　廣瀬一俊 税理士 東京都
杉並区西荻北3-20-12ｸﾞﾗﾂｲｵｰｿ西荻
窪B1

03-3399-0180

372 税理士法人井上会計 税理士法人 東京都 八王子市万町2番地2 042-621-1261

373 鳥山昌秀税理士事務所　鳥山昌秀 税理士 東京都
目黒区下目黒2-18-3目黒第一花谷ﾋﾞ
ﾙ505

03-5888-5495

374 税理士法人三野輪会計事務所 税理士法人 東京都 西東京市柳沢5丁目1番12号 042-463-3308

375 岩藤真实税理士事務所　岩藤　真实 税理士 東京都 稲城市東長沼1726-19 042-378-7651

376 菅原靖税理士事務所　菅原靖 税理士 東京都 江東区富岡1-25-5-202 03-3641-7169

377 税理士法人安心資産税会計 税理士 東京都 北区赤羽1丁目52番10号NS2ﾋﾞﾙ5階 03-5249-0580

378 増田会計事務所　増田　努 税理士 東京都 千代田区神田東松下町19桜ﾊｳｽ101 03-3254-5157

379 常世田正之税理士事務所　常世田正之 税理士 東京都 中央区湊1-7-4 MJﾋﾞﾙ5F 03-5542-5161

380 黒岩税理士事務所　黒岩　道博 税理士 東京都
台東区浅草橋3丁目18番1号KKKﾋﾞﾙ4
階

03-3863-1285

381 朋部聰明税理士事務所　朋部聰明 税理士 東京都
中央区日本橋久松町11-2桃陽久松町
第一ﾋﾞﾙ3階

03-3639-0010

382 島田芳幸税理士事務所　島田　芳幸 税理士 東京都 武蔵野市境1-2-4 内藤ﾋﾞﾙ3F 0422-37-5441

383 星会計事務所　星和治 税理士 東京都
台東区上野1丁目15番10号大衆ﾋﾞﾙ
501

03-3836-2568

384 税理士法人はてなコンサルティング 税理士法人 東京都
豊島区西池袋5-17-11ﾙｰﾄ西池袋ﾋﾞﾙ4
階

03-5944-9987

385 小井戸税理士事務所　小井戸洋子 税理士 東京都 中央区銀座4-3-6 名古屋商工会館 03-3538-7596

386 伊藤達仁税理士事務所　伊藤達仁 税理士 東京都
港区单青山3丁目8番25号 ﾘ･ﾓｰﾄﾞ单青
山105号

03-3475-8830

387 いしまる会計事務所　石丸壽子 税理士 東京都
江戸川区单小岩8-10-9 ｱﾒﾆﾃｨ单小岩
302

03-3672-8515

388 ポート社会保険労務士法人 社会保険労務士 東京都 港区芝1-13-22 芝Nﾋﾞﾙ2F 03-3457-0361

389 藤崎謙二税理士事務所　藤崎謙二 税理士 東京都
中央区銀座1丁目16番5号 銀座三田ﾋﾞ
ﾙ2階

03-3538-0606

390 税理士相羽忠秀事務所　相羽忠秀 税理士 東京都 千代田区九段北4-2-2 桜ﾋﾞﾙ301号  03-3265-8351

391 向山裕純税理士事務所　向山裕純 税理士 東京都 豊島区池袋4-2-11 OAﾋﾞﾙ6F 03-3986-2724

392 横田税務会計事務所　横田　昭夫 税理士 東京都 大田区東馬込1-12-12 03-3775-1048

393 千原真樹子税理士事務所　千原真樹子 税理士 東京都 武蔵野市吉祥寺单町2-11-13-101 0422-49-1960

394 田中徹也税理士事務所　田中徹也 税理士 東京都 豊島区要町3-41-10 新東京観光ﾋﾞﾙ3F 03-5966-9731

395 三井英一税理士事務所　三井　英一 税理士 東京都 台東区上野1-11-5　時計会館5階 03-5817-3213

396 山本光一国際会計事務所　山本　光一 税理士 東京都 新宿区新宿2-5-3 AMﾋﾞﾙ10階 03-3226-0988

397 下村税理士事務所　下村　典正 税理士 東京都
荒川区西尾久4-8-10 ｸﾞﾛ-ﾘｱ初穂田端
201

03-6807-6933

398 石井税務会計事務所　石井　孝光 税理士 東京都 荒川区荒川3-63-2斉藤ﾋﾞﾙ2F 03-3802-4515

399 高橋会計事務所　高橋　和敏 税理士 東京都
中央区日本橋 3-5-9　日本橋八重洲
ﾃﾞﾞｭｰﾌﾟﾚｯｸｽﾎﾟｰｼｮﾝ502号

03-3281-1081

400 みらい合同会計事務所　村越　雅規 税理士 東京都 国分寺市单町3-4-19京美ﾋﾞﾙ2階 042-359-1076

401 小嶋税理士事務所 小嶋　公志 税理士 東京都
立川市曙町1-25-12 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ立川ﾋﾞﾙ
4F

042-540-9958

402 浦野会計事務所　浦野　雄司 税理士 東京都 豊島区单池袋2-10-3栄ﾋﾞﾙ4F 03-3987-4655

403 篠將常税理士事務所　篠　將常 税理士 東京都 豊島区西池袋5-5-21-616 03-3982-0531

404 篠通泰税理士事務所　篠　通泰 税理士 東京都 豊島区西池袋5-5-21-616 03-3982-0587

405 清水弘之税理士事務所　清水　弘之 税理士 東京都 港区三田5-5-4 藤和三田ｺｰﾌﾟ207 03-5442-1834

406 中田会計事務所　中田　秀幸 税理士 東京都 北区王子2-22-7 TMﾋﾞﾙ3階 03-3914-0874

407 小林孝男税理士事務所　小林　孝男 税理士 東京都 板橋区板橋1-48-8-511 03-3579-3391

408
江種・藤田・森　税務経営事務所　江種　康
人

税理士 東京都
中野区中野5-30-6-　昭和中野コーポ
501

03-3389-4621

409 岡会計事務所　岡　亜紀子 税理士 東京都 文京区千石4-36-15　ﾚｱｯｸﾋﾞﾙ１F 03-3944-2618

410 八王子税理士事務所　野路　和久 税理士 東京都
八王子市横山町22-1 ｴﾌﾃｨｰﾋﾞﾙ八王
子301

042-645-9588

411 税理士法人佐藤会計 税理士法人 東京都 千代田区岩本町2-5-12  ｻｶｴﾋﾞﾙ5F 03-5822-0058

412 米田晴彦税理士事務所　米田　晴彦 税理士 東京都 墨田区両国2-17-3両国高橋ﾋﾞﾙ3階 03-3631-8878

413 銀座セントラル会計事務所　角掛　博人 税理士 東京都 中央区銀座2-14-1 森山ﾋﾞﾙ7階 03-3549-0749

414 町田公認会計士事務所　町田　孝治 公認会計士 東京都 港区芝5-20-11朝倉ﾋﾞﾙ2F 03-3798-0867

415 中村公認会計士事務所　中村徹 公認会計士 東京都 昭島市玉川町3-1-19 042-519-7640

416 西山公認会計士事務所　西山太郎 公認会計士 東京都 豊島区单池袋3-18-36富美栄ﾋﾞﾙ  03-3980-1102

417 上田公認会計士事務所　上田　曽太郎 公認会計士 東京都
品川区大崎5-1-11 住友生命五反田ﾋﾞ
ﾙ10､11階

03-3491-4836



418 アンカー税理士法人 税理士法人 東京都
千代田区丸の内3丁目1番1号国際ﾋﾞﾙ
6階

03-5220-4521

419
公認会計士・税理士上出亮事務所　上出
亮

公認会計士 東京都
豊島区東池袋1-32-7 三井生命池袋ﾋﾞ
ﾙ2階

03-5979-6986

420 久保田会計事務所　久保田　亮示 公認会計士 東京都
千代田区丸の内1丁目6番5号丸の内
北口ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ21階ｸﾞﾗﾝﾄｿﾝﾄﾝ･ﾏｽﾀｰｽﾞ
ﾄﾗｽﾄ(株)内

03-5288-7069

421
長谷川公認会計士・税理士事務所　長谷川
臣介

公認会計士 東京都
千代田区九段单3-8-10 COI九段单ﾋﾞﾙ
3階

03-6272-6902

東京都 港区芝浦4-22-1-1514 03-6809-6657

福岡県 福岡市中央区白金1-1-3-707 092-521-2693

423 中澤公認会計士事務所　中澤　省一郎 公認会計士 東京都 中央区佃1-11-9-1502 03-3531-3655

424 小澤公一事務所　小澤公一 公認会計士 東京都 渋谷区代々木3-13-10-402 03-6383-4840

株式会社商工組合中央金庫 金融機関 東京都 中央区八重洲2-10-17 03-3272-6111

北海道 札幌市中央区大通西４－１ ０１１－２４１－７２３１

北海道 函館市若松町３－６ ０１３８－２３－５６２１

北海道 帯広市西三条单６－２０－１ ０１５５－２３－３１８５

北海道 釧路市大町１－１－１ ０１５４－４２－０６７１

北海道 旭川市五条通９－１７０３－８１ ０１６６－２６－２１８１

青森県 青森市橋本１－４－５ ０１７－７３４－５４１１

青森県 八戸市大字八日町４０－２ ０１７８－４５－８８１１

岩手県 盛岡市中央通３－４－６ ０１９－６２２－４１８５

宮城県 仙台市青葉区中央２－１０－３０ ０２２－２２５－７４１１

秋田県 秋田市中通２－４－１９ ０１８－８３３－８５３１

山形県 山形市幸町２－１ ０２３－６３２－２１１１

山形県 酒田市中町２－６－２２ ０２３４－２４－３９２２

福島県 福島市栄町８－１ ０２４－５２２－２１７１

福島県 会津若松市单千石町６－５ ０２４２－２６－２６１７

茨城県 水戸市单町３－５－７ ０２９－２２５－５１５１

栃木県 宇都宮市西１－１－１５ ０２８－６３３－８１９１

栃木県 足利市通２－２７５１ ０２８４－２１－７１３１

群馬県 前橋市大手町２－６－１７ ０２７－２２４－８１５１

埼玉県 さいたま市浦和区岸町４－２５－１３ ０４８－８２２－５１５１

埼玉県 熊谷市本町２－９５ ０４８－５２５－３７５１

千葉県 千葉市中央区新町３－１３ ０４３－２４８－２３４５

千葉県 松戸市松戸１８４６－２ ０４７－３６５－４１１１

東京都 江東区新木場１－１８－６ ０３－５５６９－１７１１

東京都 千代田区神田鍛冶町３－３－１２ ０３－３２５４－６８１１

東京都 渋谷区渋谷２－１７－５ ０３－３４８６－６５１１

東京都 八王子市横山町２－５ ０４２－６４６－３１３１

東京都 台東区上野１－１０－１２ ０３－３８３４－０１１１

東京都 大田区大森北１－１－１０ ０３－３７６３－１２５１

東京都 大田区京浜島２－１０－２ ０３－３７９９－０３３１

東京都 墨田区業平３－１０－８ ０３－３６２４－１１６１

千葉県 浦安市鉄鋼通り２－１－６ ０４７－３５５－８０１１

東京都 新宿区西新宿１－２２－２ ０３－３３４０－１５５１

東京都 江東区木場５－１１－１７ ０３－３６４２－７１３１

東京都 港区芝大門２－１２－１８ ０３－３４３７－１２３１

東京都 豊島区单池袋１－２１－１０ ０３－３９８８－６３１１

神奈川県 横浜市中区北仲通４－４０ ０４５－２０１－３９５２

神奈川県 川崎市川崎区駅前本町２６－４ ０４４－２４４－１１０１

神奈川県 横浜市西区北幸１－１１－１ ０４５－３１４－３２１１

神奈川県 相模原市中央区相模原４－３－１４ ０４２－７８６－６２３０

新潟県 新潟市中央区西堀通四番町８１６－１０ ０２５－２２８－２１８１

新潟県 長岡市城内町１－２－１０ ０２５８－３５－２１２１

諌山公認会計士事務所　諌山　弘高 公認会計士
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山梨県 甲府市中央１－６－１６ ０５５－２３３－１１６１

長野県 長野市西鶴賀町１４８３－１１ ０２６－２３４－０１４５

長野県 松本市中央２－１－２７ ０２６３－３５－６２１１

長野県 諏訪市大手１－１４－６ ０２６６－５２－６６００

岐阜県 岐阜市若宮町９－１６ ０５８－２６３－９１９１

岐阜県 高山市天満町５－１ ０５７７－３２－３３５３

静岡県 静岡市葵区追手町１－６ ０５４－２５４－４１３１

静岡県 浜松市中区常盤町１３３－１ ０５３－４５４－１５２１

静岡県 沼津市御幸町１７－５ ０５５－９３１－２９２４

愛知県 名古屋市熱田区新尾頭２－２－３３ ０５２－６８２－３１１１

愛知県 名古屋市中区錦３－２３－１８ ０５２－９５１－７５８１

愛知県 豊橋市松葉町３－７１－２ ０５３２－５２－０２２１

三重県 津市中央６－３０ ０５９－２２８－４１５５

三重県 四日市市鵜の森１－３－２０ ０５９－３５１－４８７１

富山県 富山市桜橋通り６－１１ ０７６－４４４－５１２１

富山県 高岡市下関町２－１０ ０７６６－２５－５４３１

石川県 金沢市本多町３－１－２５ ０７６－２２１－６１４１

福井県 福井市大手３－１４－９ ０７７６－２３－２０９０

滋賀県 大津市浜大津１－２－２２ ０７７－５２２－６７９１

滋賀県 彦根市旭町９－３ ０７４９－２４－３８３１

京都府
京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者
町１５９－１

０７５－３６１－１１２０

大阪府 大阪市西区阿波座１－７－１３ ０６－６５３２－０３０９

大阪府 堺市堺区竜神橋町２－１－２ ０７２－２３２－９４４１

大阪府 大阪市北区芝田２－１－１８ ０６－６３７２－６５５１

大阪府 大阪市中央区单船場１－１８－１７ ０６－６２６１－８４３１

大阪府 箕面市船場東２－５－４７ ０７２－７２９－９１８１

大阪府 東大阪市長田中２－１－３２ ０６－６７４６－１２２１

兵庫県 神戸市中央区伊藤町１１１ ０７８－３９１－７５４１

兵庫県 姫路市総社本町１１１ ０７９２－２３－８４３１

兵庫県 尼崎市東難波町５－１９－８ ０６－６４８１－７５０１

奈良県 奈良市林小路町８－１ ０７４２－２６－１２２１

和歌山県 和歌山市本町３－２７ ０７３－４３２－１２８１

鳥取県 鳥取市片原２－２１８ ０８５７－２２－３１７１

鳥取県 米子市東町１６８ ０８５９－３４－２７１１

島根県 松江市殿町２１０ ０８５２－２３－３１３１

島根県 浜田市殿町１２４－２ ０８５５－２３－３０３３

岡山県 岡山市蕃山町４－１ ０８６－２２５－１１３１

広島県 広島市中区大手町２－１－２ ０８２－２４８－１１５１

広島県 広島市西区商工センター１－１４－１ ０８２－２７７－５４２１

広島県 福山市光单町１－１－３０ ０８４－９２２－６８３０

山口県 下関市細江町１－１－１３ ０８３－２２３－１１５１

山口県 周单市御幸通１－１０ ０８３４－２１－４１４１

徳島県 徳島市西船場町２－３０ ０８８－６２３－０１０１

香川県 高松市瓦町１－３－８ ０８７－８２１－６１４５

愛媛県 松山市一番町２－６－４ ０８９－９２１－９１５１

高知県 高知市本町４－２－４６ ０８８－８２２－４４８１

福岡県 福岡市中央区天神１－１３－２１ ０９２－７１２－６５５１

福岡県 福岡市東区多の津１－７－１ ０９２－６２２－２８２１

福岡県 久留米市東町４２－２１ ０９４２－３５－３３８１

福岡県 北九州市小倉北区米町２－１－２ ０９３－５３３－９５６７
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佐    賀 佐賀市駅前中央１－６－２３ ０９５２－２３－８１２１

長    崎 長崎市銅座町２－１３ ０９５－８２３－６２４１

佐 世 保 佐世保市常盤町４－２１ ０９５６－２３－８１４１

熊本県 熊本市中央区城東町２－２３ ０９６－３５２－６１８４

大分県 大分市都町２－１－６ ０９７－５３４－４１５７

宮崎県 宮崎市錦町１－１０ ０９８５－２４－１７１１

鹿児島県 鹿児島市西千石町１７－２４ ０９９－２２３－４１０１

沖縄県 那覇市久茂地２－２２－１０ ０９８－８６６－０１９６

426 海田麻子法律事務所　海田麻子 弁護士 東京都
中央区湊1丁目10番6号 ﾙﾐﾈ東京日本
橋4階403号

03-3537-2707

427 金川征司法律事務所　金川征司 弁護士 東京都 中央区銀座2丁目4番1号 銀楽ﾋﾞﾙ2階 03-5524-6451

428 田畑法律事務所　田畑広太郎 弁護士 東京都 港区虎ﾉ門1-8-7 富田屋ﾋﾞﾙ7階A 03-6268-8688

429 吉岡毅法律事務所　吉岡毅 弁護士 東京都
港区单青山5-11-15 H&M单青山
WEST305

03-6427-2781

430 増田パートナーズ法律事務所　木村康紀 弁護士 東京都
千代田区内神田1-6-10 笠原ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝ
ｸﾞ12階

03-5282-7611

431 宏和法律事務所　飯田　隆 弁護士 東京都
千代田区丸の内3-4-2 新日石ﾋﾞﾙﾁﾞﾝ
ｸﾞ9階

03-3214-5411

東京都
千代田区日比谷公園1番3号市政会館
5階

03-3502-1011

群馬県 高崎市八島町107 027-326-7466

433 味岡法律事務所　味岡　良行 弁護士 東京都
中央区銀座7丁目15-11 銀座7ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝ
ｸﾞ4階

03-3541-2777

434 東京桜橋法律事務所　豊田　賢治 弁護士 東京都 中央区八丁堀3-11-12　大基ﾋﾞﾙ8階 03-3523-3217

435 青单法律事務所　水島直也 弁護士 東京都
千代田区平河町2-7-4砂防会館別館
A7階西

03-6912-3900

436 中野通り法律事務所　上野真裕 弁護士 東京都 中野区中野4-2-1 山忠ﾋﾞﾙ6階 03-5318-6050

437 庄司会計協働事務所　庄司　雅 税理士 東京都 国立市富士見台1-11-9ｺｰﾎﾟ国立102 042-505-4345

438 上米良一也会計事務所　上米良一也 税理士 東京都
港区白金台3丁目18番10号 白金台井
上ﾋﾞﾙ3階

03-6410-5865

439 玉置則壽税理士事務所　玉置則壽 税理士 東京都 中央区銀座8-18-11OGURAﾋﾞﾙ4F 03-3543-3746

440 水戸聖子税理士事務所　水戸　聖子 税理士 東京都 中央区銀座1-9-8 奥野ﾋﾞﾙ213号 03-3564-2232

441 太田勝久税理士事務所　太田勝久 税理士 東京都 中野区野方5-29-4早川ﾋﾞﾙ3F 03-3337-1362

442 税理士法人フローリ 税理士法人 東京都 渋谷区神宮前1-10-34-708 03-3796-4767

443 博英税理士法人 税理士法人 東京都 中央区銀座2-11-15 SF銀座ﾋﾞﾙ8階 03-3546-2828

444 多湖・岩田・田村法律事務所　田村　裕一郎 弁護士 東京都
千代田区平河町2-5-7ﾋﾙｸﾚｽﾄ平河町
301･302･402

03-6272-5923

445 税理士法人YFPクレア 税理士法人 東京都
豊島区東池袋一丁目47番12号ｼｳﾄｳﾋﾞ
ﾙ3階

03-5950-6731

446 高橋英行税理士事務所　高橋　英行 税理士 東京都
台東区浅草橋3丁目18番1号 篠澤忠彦
税理士事務所内

03-3863-1286

447 宮寺克和税理士事務所　宮寺　克和 税理士 東京都 練馬区桜台4-19-17 03-3994-2435

448 Ｐ＆Ｐ税理士法人 税理士法人 東京都 大田区大森北1-11-5 共和七番館7階 03ｰ5753ｰ1311

449 富田税理士事務所　富田　健司 税理士 東京都 豊島区池袋2-77-2小林ﾋﾞﾙ1階 03-3980-2857

450 菅原茂夫税理士事務所　菅原　茂夫 税理士 東京都 台東区東上野1-14-13 東ﾋﾞﾙ302 03-3831-7130

451 笹岡茂税理士事務所　笹岡　茂 税理士 東京都 世田谷区代田5-6-21ｻﾝﾗｲﾌﾀﾞｲﾀ101 03-5432-0744

452
本多公認会計士・税理士事務所　本多　秀
毅

公認会計士 東京都 調布市布田1-43-3 ｵﾘｴﾝﾄﾏﾝｼｮﾝ407 042-485-7826

453 小泉経営会計　小泉　明義 税理士 東京都
台東区池之端2-1-42ｳﾞｧｯｿﾝｼﾉﾊﾞｽﾞ202
号

03-3823-0881

454 飯野法律事務所　飯野　泰子 弁護士 東京都 千代田区内神田3丁目5番5号 03-6206-0415

455 エイム会計事務所　石川　守 税理士 東京都
千代田区神田東松下町24番地KKﾋﾞﾙ2
階

03-5207-9377

456 稲垣富之税理士事務所　稲垣　富之 税理士 東京都 狛江市岩戸北4-5-26-201 03-3489-8878

457 清原税理士事務所　清原　輝茂 税理士 東京都 台東区小島2-18-1 03-3861-0541

458 渡邊衛税理士事務所　渡邊　衛 税理士 東京都 港区赤坂2-16-21 栄屋ﾊｳｽ102号 03-6459-1110

459 税理士法人クリーン会計  渡辺事務所 税理士法人 東京都 港区三田3丁目2番9号大山ﾋﾞﾙ2階 03-5442-2206

460 本間合同法律事務所　片山　智裕 弁護士 東京都
港区赤坂3-11-3赤坂中川ﾋﾞﾙ4F本間
合同法律事務所

03-5570-3270

461 真保裕行税理士事務所　真保裕行 税理士 東京都 世田谷区赤堤2-9-4 03-6379-1451

462 江橋・鈴木法律事務所　八藤後　淳 弁護士 東京都
千代田区丸の内2丁目2番3号丸の内
仲通りﾋﾞﾙ618号A

03-3212-1628

463 安良岡会計事務所　安良岡　昭大 税理士 東京都 北区王子1丁目6番11号 都築ﾋﾞﾙ303 03-3927-2918

464 はるた会計事務所　治田　千州 税理士 東京都 中野区中野2-29-7 はとやﾋﾞﾙ4階 03-5342-5123

465 ゆうき総合法律事務所　大森　啓子 弁護士 東京都
千代田区紀尾井町3番20号鶴屋ﾋﾞﾙ5
階 ゆうき総合法律事務所

03-5226-9055

466 ゆうき総合法律事務所　大峰　義孝 弁護士 東京都
千代田区紀尾井町3番20号鶴屋ﾋﾞﾙ5
階 ゆうき総合法律事務所

03-5226-9055

弁護士法人日比谷パークサイド法律事務所 弁護士法人432
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467 冨永法律特許事務所　冨永　博之 弁護士 東京都
千代田区内神田二丁目5番2号 信交会
ﾋﾞﾙ2階

03-5297-2130

468 垣本税理士事務所　垣本容子 税理士 東京都
中央区日本橋茅場町2-8-8　共同ビル
5階

03-5641-6002

東京都
港区赤坂2丁目17番22号 赤坂ﾂｲﾝﾀﾜｰ
本館7階

03-5573-4661

北海道札幌市北区北7条西6-2-5 011-757-7000

宮城県仙台市青葉区大町1-2-1 022-398-7970

愛知県名古屋市中区錦1-20-25 090-6136-6900

大阪府大阪市北区堂島浜1-4-19 06-6455-1171

福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-36

470 高城盛重税理士事務所　高城盛重 税理士 東京都 世田谷区单烏山4-28-7 03-3326-7781

東京都 港区虎ﾉ門1-12-11 虎ﾉ門ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ3F 03-3503-8495

東京都 板橋区板橋3-6-17 SKT板橋ビル3F 03-5375-8714

472 鴇沢会計事務所　鴇沢裕 税理士 東京都
千代田区平河町1-7-22万代半蔵門ﾋﾞ
ﾙ4階

03-5213-4511

473 田邊・市野澤法律事務所　岡本正 弁護士 東京都
千代田区神田小川町1-7 小川町ﾒｾﾅﾋﾞ
ﾙ6階

03-5283-7251

474 富士見坂法律事務所　井上義之 弁護士 東京都 文京区本郷2丁目16-1 西澤ﾋﾞﾙ203号 03-5689-9355

475 半蔵門総合法律事務所　弁護士　菊地康太 弁護士 東京都
千代田区麹町一丁目6番3号ｸﾚｰﾙ麹
町ﾋﾞﾙ202

03-3262-8844

476 教育の森法律事務所　應本昌樹 弁護士 東京都 文京区大塚3-1-6 ﾗ･ﾄｩｰﾙ小石川2C 03-6902-2616

477 神田お玉ヶ池法律事務所　元橋一郎 弁護士 東京都
千代田区岩本町2-11-7ﾗ･ｱﾄﾚ岩本町3
階

03-3864-3677

478 芝綜合法律事務所　工藤英知 弁護士 東京都 港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ﾋﾞﾙ5階 03-5425-2911

479 松田綜合法律事務所　山口智寛 弁護士 東京都
千代田区大手町2-6-1 朝日生命大手
町ﾋﾞﾙ7階

03-3272-0101

480 本間合同法律事務所　吉岡祥子 弁護士 東京都
港区赤坂3-11-3 赤坂中川ﾋﾞﾙ4階 本
間合同法律事務所

03-5570-3270

481 角家・江木法律事務所　江木晋 弁護士 東京都
中央区日本橋2-15-3ﾋｭｰﾘｯｸ江戸橋ﾋﾞ
ﾙ8階

03-3516-2888

482 木村会計事務所　木村淳二 税理士 東京都
国立市東3丁目6番地7 国立第2ﾍﾞﾙﾊｲ
ﾑ202

042-571-3611

483 霞が関法律会計事務所　大澤　康泰 弁護士 東京都 千代田区霞が関1-4-1 日土地ﾋﾞﾙ4F 03-3519-8070

484 税理士法人東京中央会計 税理士法人 東京都 豊島区池袋2-13-2 03-3982-5633

485
アンダーソン・毛利・友常法律事務所　前山
信之

弁護士 東京都
港区六本木一丁目6番1号 泉ｶﾞｰﾃﾞﾝﾀ
ﾜｰ

03-6888-1071

486 東京中央経営株式会社
民間コンサルティ
ング会社

東京都 中央区日本橋兜町12-1 太洋ﾋﾞﾙ2階 03-5652-3773

487 林さおり税理士事務所　林　さおり 税理士 東京都
千代田区外神田3-5-20-1103号ﾗｲｵﾝ
ｽﾞﾏﾝｼｮﾝ御茶の水

03-3251-8843

488 今井会計事務所　今井信吾 税理士 東京都
中央区日本橋大伝馬町12-17月村ﾏﾝ
ｼｮﾝ№30 204号室

03-5640-2878

489 坂部達夫税理士事務所　坂部達夫 税理士 東京都 墨田区太平3丁目9番5号 加瀬ﾋﾞﾙ2階 03-3829-5062

490 木村弘税理士事務所　木村　弘 税理士 東京都 台東区東上野1-14-13東ﾋﾞﾙ302 03-3831-7101

491 吉川透税理士事務所　吉川　透 税理士 東京都
豊島区单池袋2丁目18番9号ﾏ･ｼｬﾝﾌﾞﾙ
单池袋401

03-5953-3788

492 久德会計事務所　久徳　徹 税理士 東京都 港区赤坂4-3-1 共同ﾋﾞﾙ305 03-3505-8955

493 福田税理士事務所　福田浩二 税理士 東京都
千代田区神田神保町2丁目26番地4 ﾏ
ﾙﾆﾋﾞﾙ302号

03-6272-3955

494 タックスネット税理士法人 税理士法人 東京都 港区赤坂5-5-10赤坂大高ﾋﾞﾙ4階 03-3560-5205

495 應和監査法人 監査法人 東京都
千代田区九段单4-8-13 自動車会館ﾋﾞ
ﾙ

03-3222-6025

496 塩田龍海公認会計士事務所　塩田　龍海 公認会計士 東京都 港区新橋6-8-1信永中和ﾋﾞﾙ3階 03-6721-5446

497 遠藤英明税理士事務所　遠藤　英明 税理士 東京都 八王子市山田町1632番地5 042-661-4145

498 弁護士法人東京フレックス法律事務所 弁護士法人 東京都 新宿区四谷1丁目20番地玉川ﾋﾞﾙ3階 03-3353-3521

499 税理士法人Ａｒｚｔ 弁護士法人 東京都 新宿区高田馬場2-14-2 新陽ﾋﾞﾙ503 03-3232-2911

500 居山範男税理士事務所　居山範男 税理士 東京都
千代田区神田神保町2丁目14番地朝
日神保町ﾌﾟﾗｻﾞ1104号室

03-6272-6161

501 髙﨑会計事務所　髙﨑　英彦 税理士 東京都
千代田区神田鍛冶町3丁目3番9 共同
ﾋﾞﾙ(新千代田)24

03-3256-2535

502 庄村公認会計士事務所　庄村　裕 公認会計士 東京都 中央区八丁堀2-11-8平澤ﾋﾞﾙ6F 03-3537-6363

503 大曽根税理士事務所　大曽根　成行 税理士 東京都 中央区八丁堀2丁目29番13ｰ1004号 03-5540-8631

504 多湖・岩田・田村法律事務所　多湖章 弁護士 東京都
千代田区平河町2-5-7ﾋﾙｸﾚｽﾄ平河町
301･302(受付)

03-3265-9601

505 多湖・岩田・田村法律事務所　岩田充弘 弁護士 東京都
千代田区平河町2-5-7ﾋﾙｸﾚｽﾄ平河町
301･302(受付)

03-3265-9601

506 平山税理士事務所　平山敬夫 税理士 東京都 西多摩郡瑞穂町長岡一丁目23番地5 042-556-5678

507 光和総合法律事務所　白井真 弁護士 東京都 港区赤坂4-7-15陽栄光和ﾋﾞﾙ5階 03-5562-2597

508 髙村法律事務所　髙村定憲 弁護士 東京都
杉並区荻窪4-32-3 AKｵｷﾞｸﾎﾞﾋﾞﾙ5階
501号室

03-3398-8880

509 公益財団法人川崎市産業振興財団 公益財団法人 神奈川県 川崎市幸区堀川町66-20 044-548-4111

510 高梨公認会計事務所　髙梨喜裕 公認会計士 神奈川県
横須賀市大滝町2丁目3番地 吉井ﾋﾞﾙ6
階

046-823-5958

株式会社エスネットワークス
民間コンサルティ
ング会社

東京中央税理士法人 税理士法人471
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511 酒井啓一会計事務所　酒井啓一 公認会計士 神奈川県
横須賀市本町3-31ﾍﾞｲｽｸｴｱよこすか2
番館205

046-823-9140

512 高橋税務会計事務所　高橋浩二 公認会計士 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央2-4-16 045-502-3581

513
三宅綜合会計事務所　公認会計士税理士
三宅啓之

公認会計士 神奈川県 横浜市港北区新吉田東8-41-20-615 045-777-1621

514 長峯会計事務所　長峯徳積 公認会計士 神奈川県
横浜市保土ヶ谷区川島町471-2上星川
ｶﾞｰﾃﾞﾝｺｰﾄ910号

045-383-4529

515 大木会計事務所　大木恆彦 税理士 神奈川県 平塚市八重咲町19番27号 0463-21-1717

516 中村総合会計事務所　中村茂 税理士 神奈川県 相模原市中央区矢部2-3-20 042-756-8005

517 菊池芳秀税理士事務所　菊池芳秀 税理士 神奈川県
横浜市中区太田町1丁目17番地 川島
ﾋﾞﾙ3階

045-641-3885

518 大栗学税理士事務所　大栗　学 税理士 神奈川県
大和市福田2-5-19 藤岡第6ﾋﾞﾙ202号
室

046-279-5951

519 田代芳英税理士事務所　田代芳英 税理士 神奈川県 横浜市金沢区釜利谷单3-10-8 045-367-9694

520 古川会計事務所　古川茂 税理士 神奈川県 横浜市西区单幸2-19-4 折目ﾋﾞﾙ4F 045-323-6131

521 大木会計事務所　大木康彦 税理士 神奈川県 平塚市見附町4番11号 0463-32-8541

522 上甲会計事務所　上甲雅敬 税理士 神奈川県
横浜市中区山下町193-1 昭和ｼｪﾙ山
下町ﾋﾞﾙ６階

045-641-7796

523 眞鍋藤正税理士事務所　眞鍋藤正 税理士 神奈川県 大和市中央5-11-25 046-264-1401

524 大髙昇税理士事務所 大髙昇 税理士 神奈川県 川崎市川崎区宮前町1番地1-302号 044-222-1901

525 錦城誘策税理士事務所　錦城誘策 税理士 神奈川県
大和市大和单1-16-28 雅ﾏﾝｼｮﾝ大和
413号

046-259-7781

526 谷下祥春税理士事務所　谷下祥春 税理士 神奈川県 座間市相模が丘6-12-9 046-240-7521

527 霜鳥正幸税理士事務所　霜鳥正幸 税理士 神奈川県 横浜市西区戸部町6-217  陽光ﾋﾞﾙ2階 045-317-5117

528 工藤雅幸税理士事務所　工藤雅幸 税理士 神奈川県 横浜市港单区港单台1-6-2-202 045-836-2181

529 新福総一税理士事務所　新福総一 税理士 神奈川県
横浜市戸塚区品濃町551-4ﾈｵﾎﾟﾘｽﾄｷ
ﾜ1-506

045-825-9848

530 税理士法人足立会計事務所 税理士法人 神奈川県
横浜市戸塚区戸塚町16-14ﾍﾞﾙﾊﾋﾞﾙ
502

045-865-3081

531 佐久間隆弥税理士事務所　佐久間隆弥 税理士 神奈川県
大和市中央四丁目2番6号 ﾌﾞﾘﾗﾝﾃ大和
401号

046-264-8191

532 税理士法人りんく 税理士法人 神奈川県
相模原市中央区共和4-13-5ﾃﾞｨｱｺｰﾄｻ
ｶﾞﾐ1F

042-730-7891

神奈川県
小田原市栄町一丁目11番16号 Mﾋﾞﾙ5
階

0465-20-1170

神奈川県 横浜市西区单幸2-19-4 折目ﾋﾞﾙ4F 045-313-1546

神奈川県 相模原市单区相模台7-39-8KYﾋﾞﾙ3F 042-744-3011

東京都 新宿区西新宿7-3-5 ピアットワンビル3F 03-5937-5723

535 坂田会計事務所　坂田祥司 税理士 神奈川県
横浜市中区住吉町1-6 MPS関内307号
室

045-228-8971

536 石橋達夫税理士事務所　石橋達夫 税理士 神奈川県
相模原市緑区東橋本2丁目18番3号 臼
井ﾋﾞﾙ202

042-771-9696

537 櫻井康平税理士事務所　櫻井康平 税理士 神奈川県 伊勢原市八幡台1丁目9番地の1 0463-92-1615

神奈川県 横浜市港单区港单台9-29-3 045-831-1230

東京都 港区新橋5-8-1 百楽ビル 03-5776-3100

539 浅木克眞税理士事務所　浅木克眞 税理士 神奈川県
横浜市磯子区東町15-32ﾓﾝﾋﾞﾙ横浜根
岸301号

045-751-2734

540 石渡稔之税理士事務所　石渡稔之 税理士 神奈川県
横浜市青葉区美しが丘5-35-1ﾙﾐｴｰﾙ
ｱｲあざみ野2階 045-904-2711

541 篠原實税理士事務所　篠原實 税理士 神奈川県 海老名市上今泉2-11-40-805 046-232-0030

542 小林税務会計事務所　小林満義 税理士 神奈川県
横浜市保土ヶ谷区天王町1-1-13吉野
ﾋﾞﾙ5F

045-348-7006

543 湘单パートナーズ税理士法人 税理士法人 神奈川県
藤沢市湘单台一丁目14番地17
AQUA-FIRM3F

0466-45-4088

544 篠田正道税理士事務所　篠田正道 税理士 神奈川県
横浜市青葉区あざみ野1-11-1あざみ
野ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ3階

045-901-0199

545 守屋和徳税理士事務所　守屋和徳 税理士 神奈川県 平塚市東八幡1-2-2 朝日ﾊｲﾂﾋﾞﾙ2階 0463-24-2555

546 税理士法人橋本・秦合同会計事務所 税理士法人 神奈川県 横浜市西区浅間町3-167-3 045-311-4384

547 税理士法人三浦会計 税理士法人 神奈川県 川崎市 中原区新丸子東2-908-3 044-455-1500

548 高橋英夫税理士事務所　高橋英夫 税理士 神奈川県 横浜市戸塚区品濃町543-7 ﾕｳﾄﾋﾞﾙ2F 045-410-8003

549 落合崇税理士事務所　落合崇 税理士 神奈川県 横浜市单区高根町3-17 045-334-8173

550 神戸税理士事務所　神戸厚美 税理士 神奈川県
横浜市中区太田町1-4-2 関内川島ﾋﾞﾙ
502

045-226-3780

551 落合和雄税理士事務所　落合和雄 税理士 神奈川県 川崎市中原区新丸子東2-925 044-431-2015

552 品田秀行税理士事務所　品田秀行 税理士 神奈川県
横浜市中区扇町3-8-6日ﾉ出扇町ﾋﾞﾙ8
階

045-662-6793

553 山下智久税理士事務所　山下智久 税理士 神奈川県 横浜市栄区鍛冶ヶ谷町452-35 045-893-7459

554 小形税務会計事務所　小形文夫 税理士 神奈川県 相模原市中央区横山台2-9-17 042-755-8466

555 細田明彦税理士事務所　細田明彦 税理士 神奈川県 相模原市中央区清新2-10-17 042-757-2220

556 税理士法人横浜パートナーズ 税理士法人 神奈川県 横浜市港单区日野五丁目26番1号 045-842-1956

557 篠川徹太郎税理士事務所　篠川徹太郎 税理士 神奈川県 横浜市緑区東本郷3丁目50番11号 045-472-7506

税理士法人押田会計事務所 税理士法人

リタ税理士法人 税理士法人

Ｍ＆Ｈ税理士法人 税理士法人

533

534

538



558 吉野太税理士事務所　吉野太 税理士 神奈川県
伊勢原市伊勢原2-7-31 伊勢原市商工
会館5階

0463-91-0766

559 金子康彦税理士事務所　金子康彦 税理士 神奈川県
横浜市緑区中山町306番地11 ﾄｰﾚ･ｱ
ﾁｪ･ｲｰ303号

045-933-0300

560 田村一夫税理士事務所　田村一夫 税理士 神奈川県
横浜市中区野毛町3-110-1ｶｽﾀﾘｱ桜木
町1307号

045-264-2881

561 古川雅司税理士事務所　古川雅司 税理士 神奈川県
横浜市单区六ｯ川1-693-73 ｻﾝｼﾃｨﾋﾞﾙ
2-A号室

045-741-3423

562 久保田弘税理士事務所　久保田弘 税理士 神奈川県 相模原市中央区相模原3-3-15 042-768-4890

神奈川県
横浜市中区住吉町二丁目27番地
テーオービル6階

045-664-1022

東京都 中央区京橋一丁目1番9号　入船本館7階 03-5200-1088

神奈川県 小田原市中里404番地3 0465-41-1500

神奈川県 逗子市桜山六丁目10番26号 046-871-3867

神奈川県
川崎市中原区小杉町1丁目403番地 武
蔵小杉STMﾋﾞﾙ2階

044-711-4111

神奈川県 横浜市中区本町1-7 東ビル5階 045-309-2354

565 鈴木継一税理士事務所　鈴木継一 税理士 神奈川県
茅ヶ崎市共恵1丁目3番22号ｲｻﾍﾞﾙﾋﾞﾙ
202号室

0467-86-0201

566 池田忠博税理士事務所　池田忠博 税理士 神奈川県
横浜市青葉区藤が丘1-24-13 ﾒﾃﾞｨｶﾙ
ｳﾞｧﾚｰ 1-A

045-972-8281

567 天野俊裕税理士事務所　天野俊裕 税理士 神奈川県 相模原市緑区久保沢3丁目13番16号 042-783-6697

568 横浜税理士法人 税理士法人 神奈川県
横浜市西区高島2丁目12番6号 ﾖｺﾊﾏ
ｼﾞｬｽﾄ1号館4階

0145-451-3761

569 関谷税理士事務所　関谷裕子 税理士 神奈川県
横浜市单区蒔田町字三度台1018番地
の15

045-715-2803

570 野々山英樹税理士事務所　野々山英樹 税理士 神奈川県
相模原市中央区相模原3-8-25 第3JS
ﾋﾞﾙ7F

042-730-5157

571 横山泰夫税理士事務所　横山泰夫 税理士 神奈川県 相模原市单区古淵六丁目6番16号 042-744-2888

572 いしかわ会計　石川明生 税理士 神奈川県 平塚市紅谷町17-1 興栄ﾋﾞﾙ 4階 0463-26-7837

神奈川県
川崎市川崎区駅前本町10-5 ｸﾘｴ川崎
9階

044-221-1631

神奈川県 横浜市港单区下永谷3-41 G202号 045-392-5090

574 吉野広之進税理士事務所　吉野広之進 税理士 神奈川県 小田原市国府津2329-5 0465-49-6119

575 ライトハウス税理士法人 税理士法人 神奈川県 厚木市水引1-1-6 ｻﾐｯﾄ厚木ﾋﾞﾙ4階 046-222-8800

576 キリサワ税理士法人 税理士法人 神奈川県 横浜市西区北幸1-4-1天理ﾋﾞﾙ9階 045-313-3800

577 横山房司税理士事務所　横山房司 税理士 神奈川県 大和市中央5-2-31 青柳ﾋﾞﾙ3F 046-200-3010

578 税理士法人サンパートナーズオフィス 税理士法人 神奈川県 厚木市旭町1-22-8 FMﾋﾞﾙ1F 046-226-9980

神奈川県
川崎市高津区久本3-2-3ヴｪﾙﾋﾞｭ溝の
口8F

044-811-4111

東京都 港区赤坂2-10-0 ラウンドクロス赤坂7F 03-6684-1004

神奈川県 横浜市神奈川区沢渡2-4 YSﾋﾞﾙ3階 045-949-2077

神奈川県
横浜市都筑区茅ケ崎中央26-1 エクレー
ル横浜2階

045-949-2077

581 Ｊ－ＭＯＶＥ横浜法律事務所　二川裕之 弁護士 神奈川県
横浜市中区单仲通3-26 ｶｰﾆｰﾌﾟﾚｲｽ横
浜関内7階

045-227-2127

582
弁護士法人アート総合法律事務所　弁護士
阿野順一

弁護士 神奈川県
川崎市川崎市川崎区東田町5-3 ﾎﾝﾏﾋﾞ
ﾙ7階

044-201-6383

583 横浜綜合法律事務所　弁護士　高橋理一郎 弁護士 神奈川県
横浜市中区住吉町1丁目2番地 ｽｶｰﾌ
会館3階

045-671-9561

584 横浜関内法律事務所　弁護士　庄司道弘 弁護士 神奈川県
横浜市中区单仲通1丁目6番 関内NSﾋﾞ
ﾙ2階

045-212-1233

585 糸井総合法律事務所　弁護士　糸井淳一 弁護士 神奈川県
横浜市中区日本大通15 横浜朝日会館
8階

045-222-6775

586 千歳法律事務所　弁護士　千歳博信 弁護士 神奈川県
横浜市中区住吉町2丁目22番地 松栄
関内ﾋﾞﾙ803号室

045-263-6148

587 内山総合法律事務所　弁護士　内山浩人 弁護士 神奈川県
横浜市西区北幸2-10-34 第2鶴見ﾋﾞﾙ4
階

045-534-7566

588
株式会社マイルストーン・コンサルティング・
グループ

民間コンサルティ
ング会社

神奈川県 川崎市川崎区榎町1-8 ﾆｯｺｰﾋﾞﾙ501 044-223-6871

589 株式会社みなと総合事務所
民間コンサルティ
ング会社

神奈川県
横浜市西区高島2丁目12番6号 ﾖｺﾊﾏ
ｼﾞｬｽﾄ1号館4階

0145-451-3761

590 西村剛税理士事務所　西村剛 税理士 神奈川県
横浜市西区中央1-18-22 秀亜ﾋﾞﾙ105
号

045-312-3693

591 冨岡弘文税理士事務所　冨岡弘文 税理士 神奈川県 相模原市单区東林間7-14-12 042-742-9916

592 古尾谷弘一税理士事務所　古尾谷弘一 税理士 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町16-5 ARKﾋﾞﾙ401 045-392-7311

593 岩岡税理士事務所　岩岡輝二 税理士 神奈川県
相模原市緑区橋本3-19-21 岩岡ﾋﾞﾙ6
階

042-773-2648

594 澤井税務会計事務所　澤井由式 税理士 神奈川県 厚木市東町7-3ｱｰﾊﾞﾝﾋﾙｽﾞ本厚木101 046-225-4991

595 福井一准税理士事務所　福井一准 税理士 神奈川県
横浜市保土ヶ谷区星川1-4-10ﾊｲﾂﾘ
ヴｧｰｽﾀｰ308

045-334-2793

596 森高繁税理士事務所　森高繁 税理士 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央4-35-21-204 045-502-1616

597 林会計事務所　林裕昭 税理士 神奈川県
横浜市中区常盤町2-17 常盤町新井ﾋﾞ
ﾙ3F

045-681-6607

神奈川県
横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企
業ｾﾝﾀｰ9階

045-633-5132

神奈川県
川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振
興会館5階

044-555-2512

599 市川章税理士事務所　市川章 税理士 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区西谷町903-5 045-383-6818

税理士法人創新會計 税理士法人

税理士法人Ｗｉｔｈｙｏｕ 税理士法人

神奈川県中小企業団体中央会
中小企業団体中
央会

税理士法人髙木会計事務所 税理士法人

朝日税理士法人563 税理士法人

税理士法人ちから 税理士法人

580
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564
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600 大久保守人税理士事務所　大久保守人 税理士 神奈川県
川崎市高津区子母口852番地12 第3小
野ﾋﾞﾙ101号

044-798-2121

601 加藤会計事務所　加藤丈視 税理士 神奈川県 川崎市高津区溝口3-1-56 044-811-2321

602 税理士法人さくら共同会計事務所 税理士法人 神奈川県 横浜市中区住吉町5-62 045-681-0723

603 小山税務会計事務所　小山善光 税理士 神奈川県 藤沢市藤沢89-1ﾒｲｷﾋﾞﾙ402号室 0466-29-5365

604 山﨑大樹税理士事務所　山﨑大樹 税理士 神奈川県 相模原市緑区太井509番地11 042-784-7175

605 森健一税理士事務所　森健一 税理士 神奈川県 川崎市麻生区片平5-35-8 044-322-9068

606
田中・石原・佐々木法律事務所　弁護士
佐々木好一

弁護士 神奈川県
川崎市中原区新丸子町915-20三井生
命武蔵小杉ﾋﾞﾙ7階
田中･石原･佐々木法律事務所

044-712-0221

607
田中・石原・佐々木法律事務所　弁護士　石
原廣人

弁護士 神奈川県
川崎市中原区新丸子町915-20三井生
命武蔵小杉ﾋﾞﾙ7階
田中･石原･佐々木法律事務所

044-712-0221

608
田中・石原・佐々木法律事務所　弁護士　田
中康晃

弁護士 神奈川県
川崎市中原区新丸子町915-20三井生
命武蔵小杉ﾋﾞﾙ7階
田中･石原･佐々木法律事務所

044-712-0221

609
よこはま第一法律事務所　弁護士　岩田武
司

弁護士 神奈川県 横浜市中区住吉町1-2 ｽｶｰﾌ会館5階 045-228-2088

610 税理士法人小林会計事務所 税理士法人 神奈川県
横浜市港北区新横浜2-6-13 新横浜ｽ
ﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ

045-475-3677

611 ＳＯＳ法律事務所　弁護士　佐藤修身 弁護士 神奈川県 横浜市中区本町1-5-2-405 045-201-6431

612 鍵谷正視税理士事務所　鍵谷正視 税理士 神奈川県 横浜市栄区鍛冶ヶ谷町452-120 045ｰ893ｰ2227

613 アクア会計事務所　伊藤史哉 公認会計士 神奈川県
横浜市神奈川区鶴屋町2-9-7ｸﾞﾛｰﾘｱ
初穂横浜109

045-548-3700

614 税理士法人リーガルタックスパートナーズ 税理士法人 神奈川県 茅ｹ崎市本村4-18-16ｼﾞｪｰﾑｽ湘单104 0467-50-6211

615 スギハラ経営会計　杉原正道 税理士 神奈川県
伊勢原市東大竹1-13-4ﾊﾟｽﾄﾗﾙﾊｲﾑ三
喜306号

0463-93-3715

616 西迫会計事務所　西迫一郎 税理士 神奈川県 厚木市水引1-9-14 046-221-1328

617 松永国際税務税理士事務所　松永容明 税理士 神奈川県 大和市中央林間5-7-6 小嶋ﾋﾞﾙ202号 046-240-1212

618 今井靖税理士事務所　今井靖 税理士 神奈川県
横浜市中区山下町74番地1 大和地所
ﾋﾞﾙ7階

045-662-1131

619 ｅＣｉｍａ総研　飯島眞一
民間コンサルティ
ング会社

神奈川県 平塚市東中原1-16-26 080-1133-9166

620 ＳＫＹ総合法律事務所　弁護士　横山朗 弁護士 神奈川県 川崎市川崎区東田町6-2 ﾐﾔﾀﾞｲﾋﾞﾙ5階 044-221-5171

621 瀬田川会計事務所　瀬田川伸一 税理士 神奈川県
横浜市单区井土ヶ谷中町157ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ
2F

045-741-8638

622
船﨑法律事務所　船崎　昌幸

弁護士 新潟県
上越市鴨島一丁目230番1号ﾆｭｰｻﾝﾃｵ
ﾌｨｽA号室

025-520-7155

623 中村江花法律事務所　中村　崇 弁護士 新潟県
新潟市花町2069番地 新潟花町ﾋﾞﾙ6階
中村江花法律事務所

025-211-4777

624 新潟県中小企業団体中央会
中小企業団体中
央会

新潟県
新潟市中央区川岸町1-47-1 新潟県中
小企業会館3階

－ 025-267-1100

625 税理士法人　和栗会計事務所 税理士法人 新潟県 上越市富岡3446 025-523-8571

新潟県 新潟市東区豊2-6-52 025-271-2212

新潟県 新潟市江单区亀田緑町3-2-8 025-382-4740

新潟県 見附市上新田町429番地28 0258-66-6393

新潟県 見附市本町3-7-8

628 税理士法人小宮山会計事務所 税理士法人 新潟県 小千谷市土川1丁目4番15号 0258-83-2620

629 新潟中央会計税理士法人 税理士法人 新潟県 新潟市中央区愛宕1-3-4 025-281-6271

630 田中操税理士事務所　　田中　操 税理士 新潟県 燕市吉田法花堂1205番地7 0256-92-6120

631 パートナーズプロジェクト税理士法人 税理士法人 新潟県 長岡市幸町1-3-10 0258-36-2684

632 税理士相田哲事務所　相田　哲 税理士 新潟県 燕市分水桜町二丁目1番3号 0256-98-2301

633 燕三条税理士法人 税理士法人 新潟県 水道町2丁目8番25号 0256-63-2369

634 大谷内信一税理士事務所　大谷内信一 税理士 新潟県
長岡市本町2丁目2番地4 ｴﾇﾋﾞｯｸﾋﾞﾙ2
階

0258-31-3717

635 市村二三代税理士事務所　市村二三代 税理士 新潟県 長岡市三和1丁目3番地42号 0258-89-6702

636 宍戸由喜夫税理士事務所　宍戸由喜夫 税理士 新潟県 村上市岩船横新町2-2 0254-56-7708

637 石田邦経理事務所　石田邦夫 税理士 新潟県 新潟市中央区医学町通1番町68番地2 025-228-8111

638 新潟税理士法人　深滝合同事務所 税理士法人 新潟県 新潟市西区小新西3-15-7 025-267-4843

639 青木美智夫税理士事務所 税理士 新潟県 单魚沼市浦佐1434番地2 025-777-4474

640 小鍛冶税理士事務所　小鍛冶　友一 税理士 新潟県 新潟市北区松浜新町20番19号 025-258-6100

641 中野亘税理士事務所　中野　亘 税理士 新潟県 加茂市柳町1-4-5 0256-52-1516

642 丸山公認会計士事務所　丸山　克巳 公認会計士 新潟県 長岡市幸町1丁目13番20号 0258-37-1771

新潟県 長岡市宮原3丁目12番16号 0258-35-3146

新潟県 新潟市中央区東出来島6-14 025-280-9881

644 財団法人にいがた産業創造機構 公益財団法人 新潟県
新潟市中央区万代島5番1号 万代島ﾋﾞ
ﾙ9階

025-246-0025

645 藤井道明税理士事務所　藤井　道明 税理士 新潟県 三条市興野2丁目15番36号 0256-32-2035

新潟県 糸魚川市寺町2-2-2 025-552-7301

税理士法人みのり 税理士法人

株式会社江口経営センター
民間コンサルティ
ング会社

税理士法人山岸会計 税理士法人

税理士法人小川会計 税理士法人

646

643

627

626



東京都 新宿区新小川町1-14 03-6265-3058

647 古川会計事務所　古川　和夫 税理士 新潟県
長岡市東坂之上町2-1-1 三井生命ﾋﾞﾙ
8F

0258-35-7236

648 田中税務会計事務所　田中　重 税理士 新潟県 長岡市干場2丁目3番3号 0258-35-2135

649 公益財団法人やまなし産業支援機構 公益財団法人 山梨県 甲府市大津町2192-8(ｱｲﾒｯｾ山梨3階) 055-243-1888

650 白壁喜昭税理士事務所　白壁喜昭 税理士 山梨県 单都留郡富士河口湖町船津2091-2 0555-20-3555

651 中込会計事務所　中込敏彦 税理士 山梨県 甲府市国母7-11-7 055-222-8118

652 原田哲税理士事務所　原田哲 税理士 山梨県 中央市若宮7番地2 055-274-2600

653 大森・中込税理士事務所　大森史仁 税理士 山梨県 甲府市太田町18番15号 055-235-8484

654 井上会計事務所　井上卓己 税理士 山梨県 甲府市徳行2丁目16番13号 055-227-6688

655 渡邊儀春税理士事務所　渡邊儀春 税理士 山梨県 富士吉田市下吉田2丁目24番27号 0555-20-1400

656 前田和夫税理士事務所　前田和夫 税理士 山梨県 甲府市大里町2216-3 055-241-9181

657 尾方智紀税理士事務所　尾方智紀 税理士 山梨県
甲府市中央1丁目12番20号異人館ﾋﾞﾙ
3階

055-224-2702

658 後藤和雄税理士事務所　後藤和雄 税理士 山梨県 富士吉田市新屋258番地 0555-22-8081

659 杉本幹弘税理士事務所　杉本幹弘 税理士 山梨県 中巨摩郡昭和町河西938番地1 055-268-5275

660 羽田淳之介税理士事務所　羽田淳之介 税理士 山梨県 富士吉田市下吉田五丁目1番20号 0555-22-4224

661 古島麻生子税理士事務所　古島麻生子 税理士 山梨県
昭和町押越923-1　グリーンボックスⅩ
Ⅳ　3-F

055-288-8781

山梨県 单都留郡富士河口湖町船津642-4 0555-72-0505

山梨県 富士吉田市下吉田6146 0555-30-0557

663
マーケティングコミュニケーション研究所　丸
山孝雄

中小企業診断士 山梨県 甲府市緑が丘1-9-4 055-252-0353

山梨県 甲府市飯田2-2-1 055-237-3215

山梨県 富士吉田市上吉田2277番地3 0555-22-2166

665 内田法律事務所　武藤高晴 弁護士 山梨県 甲府市宝二丁目3番4号 055-232-7835

666 斉藤会計事務所　斉藤共秀 税理士 山梨県 甲府市山宮町2565-3 055-252-2580

667 池田善一税理士事務所　池田善一 税理士 山梨県 甲州市塩山上於曽1872 衣川ﾋﾞﾙ2-D 0553-33-9155

668 税理士法人中山・久保嶋会計 税理士法人 山梨県 甲府市湯田二丁目3-18 055-237-6888

669 株式会社佐々木会計事務所 税理士 長野県 安曇野市穂高5072番地 0263-82-8210

長野県 小諸市荒町1-5-7 0267-23-1881

東京都 港区西新橋1-22-14 03-6273-3672

671 税理士法人望月会計 税理士法人 長野県 松本市城西2-5-15 0263-32-4737

672 長野税理士法人 税理士法人 長野県
長野市大字鶴賀上千歳町1121番地1
長野OSﾋﾞﾙ

026-223-1888

長野県
長野市单石堂町1293番地3 長栄单石
堂ﾋﾞﾙ

026-217-2020

東京都 中央区京橋一丁目1番9号　入船本館7階 03-5200-1044

674 篠原仁志税理士事務所　篠原仁志 税理士 長野県 諏訪市大字中洲2509番地1 0266-54-0508

675 西山会計事務所　西山秀一 税理士 長野県 松川村5781-2番地 0261-62-0789

676 加藤会計事務所　加藤敏夫 税理士 長野県 松本市本庄1丁目14番7号 0263-33-3602

677 長野合同税経事務所　三井和典 税理士 長野県 長野市鶴賀2141番地3
026-232-0282　026-
232-0255

678 朝日長野税理士法人 税理士法人 長野県
長野市新田町1508-2 明治安田生命長
野ﾋﾞﾙ

026-252-7000

679 税理士法人あおば会計 税理士法人 長野県 伊那市山寺284番地1 0265-72-6131

680 松橋税務会計事務所　松橋孝男 税理士 長野県 長野市松代町松代638番地1 026-261-2400

681 大島公認会計士事務所　大島博之 税理士 長野県 佐久市岩村田1275番地42 0267-66-0211

682 小口敏高税理士事務所　小口敏高 税理士 長野県 岡谷市長地小萩1-16-31 0266-28-7477

683 木山沢会計事務所　木山沢由彦 税理士 長野県 松本市笹部3-11-4 0263-25-7422

684 小林将徳税理士事務所　小林将徳 税理士 長野県 松本市丸の内10番28号 平野ﾋﾞﾙ1F 0263-36-0587

685 松﨑会計事務所　松﨑堅太郎 公認会計士 長野県 駒ヶ根市上穂栄町21番20号 0265-83-4531

長野県 長野市岡田178-13 026-224-5740

長野県 松本市大手3-1-1 0263-35-9382

687
公益財団法人長野県中小企業振興セン
ター

公益財団法人 長野県 長野市若里一丁目18番1号 026-227-5028

長野県
長野市大字中御所字岡田131-10県中
小企業会館4階

026-228-1171

長野県
上田市常田2-20-26 トキダビル3階

0268-24-1788

長野県 松本市中央1-23-1 松本商工会館 0263-32-0477

673 あがたグローバル税理士法人 税理士法人

一般財団法人長野経済研究所 一般財団法人

長野県中小企業団体中央会
中小企業団体中
央会

あさひ税理士法人 税理士法人

山梨県中小企業団体中央会
中小企業団体中
央会

エイワ税理士法人 税理士法人

税理士法人山岸会計 税理士法人

670

664

662

646

688

686



長野県
諏訪市高島2-12-1-40 RAKO華乃井ホテ
ルパレス

0266-78-4030

長野県 飯田市为税町3-1 イイダ会館3階 0265-24-7088

689
富士市産業支援センターf-Biz（株式会社イ
ドム）

その他団体 静岡県 富士市永田北町3-3 0545-30-6363

690 公認会計士中村文俊事務所　中村　文俊 公認会計士 静岡県 静岡市清水区草薙3-2-10 054-344-0070

691
大嶽公認会計士・税理士事務所　大嶽　稔
裕

公認会計士 静岡県 沼津市五月町20-19 ｵｵﾀｹﾋﾞﾙ 055-924-6222

692 イセキサイド税理士法人 税理士法人 静岡県 浜松市中区佐鳴台四丁目36番25号 053-445-6161

693
中野純公認会計士・税理士事務所　中野
純

公認会計士 静岡県 磐田市今之浦4-17-10 0538-35-8205

694 税理士法人コンサルタンシー 税理士法人 静岡県 浜松市中区萩丘4-9-21 053-475-7686

695 中西隆一税理士事務所　中西　隆一 税理士 静岡県 富士市増川新町106-2 0545-38-3801

696 石井秀明税理士事務所　石井　秀明 税理士 静岡県 富士市伝法2527番地の4 0545-51-2365

697 兼子会計事務所　兼子　文夫 税理士 静岡県 袋井市川井959番地の5 0538-42-3871

698 鈴木会計事務所　鈴木　廣巳 税理士 静岡県 磐田市見付1951-10 0538-37-7161

699 鈴木達雄税理士事務所　鈴木　達雄 税理士 静岡県 磐田市明ヶ島原10-22 0538-37-5610

700 倉内幸雄税理士事務所　倉内　幸雄 税理士 静岡県 浜松市中区船越町4番10号 053-461-9633

701 神谷佳司税理士事務所　神谷　佳司 税理士 静岡県 浜松市西区篠原町1162 ﾊｲﾂｱｽﾞﾏ101 053-449-5515

702 成田会計コンサルティング　成田　仁 税理士 静岡県 浜松市中区富塚町4667-10 053-458-6304

703 戸田会計事務所　戸田　和民 税理士 静岡県 浜松市東区天王町660-2 053-422-3050

704 渡部拡樹税理士事務所　渡部　拡樹 税理士 静岡県 浜松市单区三島町698-1 S-102 053-442-3456

705 鈴木孝行税理士事務所　鈴木　孝行 税理士 静岡県 浜松市单区松島町389-2 053-425-2619

706 松井泰樹税理士事務所　松井　泰樹 税理士 静岡県 沼津市大岡3525番地の25 055-960-7581

707 望月慎一郎税理士事務所　望月　慎一郎 税理士 静岡県 富士市中柏原新田157-2 0545-31-1601

708 鈴木和臣税理士事務所　鈴木和臣 税理士 静岡県 藤枝市益津364番地の9 054-270-5741

709 大嶽会計事務所　大嶽和哉 税理士 静岡県 静岡市清水区入江1-13-26 054-366-1607

710 鈴木貫司税理士事務所　鈴木貫司 税理士 静岡県 浜松市中区中央1-3-6-210 053-458-3000

711 三輪会計事務所　三輪　映徳 税理士 静岡県 浜松市西区大平台3-29-23 053-482-2031

712 黒松健太郎税理士事務所　黒松　健太郎 税理士 静岡県 富士宮市淀川町27-9 0544-26-4250

713 名波会計事務所　名波　良明 税理士 静岡県 掛川市塩町7-3 ﾀﾞｲﾜﾊｳｽﾋﾞﾙ3階 0537-22-8873

714 牛田策啓税理士事務所　牛田策啓 税理士 静岡県 浜松市中区富塚町1933-1-1E2 053-475-1325

715 野村健一税理士事務所　野村　健一 税理士 静岡県 浜松市北区初生町1154-4 053-438-1513

716 加藤隆司会計事務所　加藤　隆司 税理士 静岡県 浜松市西区大平台4丁目15番1号 053-485-3711

717 宮澤純一税理士事務所　宮澤純一 税理士 静岡県 浜松市北区引佐町井伊谷2094番地1 053-542-2500

718
神村秀和税理士・行政書士事務所　神村
秀和

税理士 静岡県 浜松市中区領家2-11-12 053-545-5966

719 大石淸美税理士事務所　大石淸美 税理士 静岡県 浜松市北区初生町1255番地の1 053-437-6467

720 太田会計事務所　太田　朝夫 税理士 静岡県 牧之原市相良57-12 0548-52-3186

721 田中誠税理士事務所　田中　誠 税理士 静岡県 磐田市天龍247番地の1 0538-36-5555

722 西塚紀男税理士事務所　西塚　紀男 税理士 静岡県 浜松市中区蜆塚2-1-17 053-455-1406

723 佐野良治 税理士事務所　佐野　良治 税理士 静岡県 富士市宇東川東町4-17 0545-52-2797

724 加茂隆久税理士事務所　加茂　隆久 税理士 静岡県 浜松市中区佐藤2-34-22 053-401-5255

725 足立会計事務所　足立　吉松 税理士 静岡県 沼津市御幸町24-30 055-931-6391

726 伊藤由实税理士事務所　伊藤　由实 税理士 静岡県 静岡市清水区上清水町11-17 054-355-2020

727 大橋俊彦税理士事務所　大橋　俊彦 税理士 静岡県 沼津市大岡700番地2 055-961-0084

728 菅沼雅也税理士事務所　菅沼　雅也 税理士 静岡県
浜松市中区中央1丁目17番22号 MKﾋﾞ
ﾙ4階西

053-450-7066

729 西ヶ谷博行税理士事務所　西ヶ谷　博行 税理士 静岡県 静岡市清水区辻4丁目11-22 旭荘 054-371-3000

730 間渕孝義税理士事務所　間渕孝義 税理士 静岡県
浜松市中区山下町2-1 ﾊｲﾀｳﾝ山下310
号

053-474-5862

731 菅沼会計事務所　菅沼　敬之 税理士 静岡県 湖西市鷲津3414番地 053-576-2504

732 野中辰美税理士事務所　野中　辰美 税理士 静岡県 島田市元島田9233-1 0547-35-1540

733 戸塚会計事務所　戸塚　光博 税理士 静岡県 静岡市葵区追町1-13 ｱｺﾞﾗ静岡6階 054-221-7405

734 鈴木康正税理士事務所　鈴木　康正 税理士 静岡県 静岡市葵区羽鳥五丁目6番17号 054-278-2661

静岡県 沼津市大岡877-6 055-922-9870

静岡県
静岡市葵区追手町1-13 アゴラ静岡ビル5
階

054-205-5320税理士法人イワサキ 税理士法人

長野県中小企業団体中央会
中小企業団体中
央会
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静岡県 沼津市大岡877-6 055-922-9870

736 鈴木丈規税理士事務所　鈴木　丈規 税理士 静岡県 静岡市駿河区谷田39番7号 054-655-1555

737 河合利行税理士事務所　河合　利行 税理士 静岡県 浜松市中区早出町1212-11 053-466-3583

738 山田英寿税理士事務所　山田　英寿 税理士 静岡県 静岡市清水区相生町7-22 港屋ﾋﾞﾙ 054-351-2519

739 塚本雅士税理士事務所　塚本　雅士 税理士 静岡県 榛原郡吉田町片岡1708-1 0548-32-0242

740 笹原謙治税理士事務所　笹原　謙治 税理士 静岡県 沼津市下香貫下障子3203‐1 055-935-5228

741 國井会計事務所　國井　勉 税理士 静岡県 浜松市東区有玉台2丁目6番5号 053(434)2832

742 後藤会計事務所　後藤憲治 税理士 静岡県 富士宮市大宮町16-17 0544-27-2225

743 木村美都子税理士事務所  木村　美都子 税理士 静岡県 沼津市東間門148-1 0120-325-156

744 落合史和税理士事務所　落合史和 税理士 静岡県 磐田市上万能494番地 二美ﾋﾞﾙ1階東 0538-33-2425

745 永田税務会計事務所　永田　光浩 税理士 静岡県 沼津市松長118番地の4 055-967-2711

746 税理士法人小長井会計事務所 税理士法人 静岡県 静岡市駿河区馬淵3-6-5 054-284-1438

747 大石康夫税理士事務所　大石康夫 税理士 静岡県 焼津市30番地の2 054-627-5022

748 長谷川清太税理士事務所　長谷川清太 税理士 静岡県
静岡市駿河区中田三丁目1番5号松永
ﾋﾞﾙ2階

054-203-6005

749 山田悦且会計事務所　山田悦且 税理士 静岡県 浜松市单区参野町196-9 053-411-5868

静岡県 浜松市西区大平台3-29-23 053-522-7871

静岡県 浜松市单区領家3-3-1 053-468-6850

751 青嶋伸治事務所　青嶋伸治 税理士 静岡県 浜松市浜北区貴布祢1823 053-586-2642

752 税理士中村利明事務所　中村　利明 税理士 静岡県 浜松市中区北寺島町125-23 053-456-2288

753 室伏敏光税理士事務所　室伏敏光 税理士 静岡県 沼津市新宿町11-9 055-922-3131

754 森　三男税理士事務所　森　三男 税理士 静岡県 静岡市清水区岡町1-17 054-353-3746

755 石渡清和税理士事務所　石渡清和 税理士 静岡県 三島市西本町11-5 TOKENﾋﾞﾙ2F 055-971-9153

756 清水正章税理士事務所　清水正章 税理士 静岡県 静岡市葵区秋山町15番6号 054-205-0797

757 石塚啓治会計事務所　石塚啓治 税理士 静岡県 浜松市中区高丘北3-7-10 053-414-1080

758 杉山嘉一税理士事務所　杉山　嘉一 税理士 静岡県 三島市栄町1-7 055-971-6715

759 小畑裕之税理士事務所　小畑　裕之 税理士 静岡県 浜松市浜北区小松4464-5 053-544-9855

760
税理士・行政書士　中村和明事務所　中村
和明

税理士 静岡県 袋井市川井339番地 0538-30-6641

761 中川巧税理士事務所　中川　巧 税理士 静岡県
浜松市中区東伊場2-7-1 浜松商工会
議所会館 5階

053-455-2481

762 畑義治会計事務所　畑　義治 税理士 静岡県 牧之原市静波1747番地40 0548-22-6196

763 櫻井敏明税理士事務所　櫻井　敏明 税理士 静岡県 牧之原市地頭方994番地1 0548-58-0870

764 新村辰三税理士事務所　新村　辰三 税理士 静岡県 浜松市東区大蒲町124-5 053-465-3896

765 赤堀和孝税理士事務所　赤堀　和孝 税理士 静岡県
静岡市駿河区用宗1丁目31-28 光進ﾋﾞ
ﾙ1階

054-260-6937

766 税理士法人SSS 税理士法人 静岡県 静岡市清水区駒越西二丁目1番1号 054-335-7881

静岡県 浜松市中区佐鳴台二丁目31番21号 053-445-0022

静岡県 浜松市中区萩丘1-18-8 053-473-4140

768
鈴木芳男税理士事務所　税理士　鈴木　芳
男

税理士 静岡県 浜松市中区单浅田2-1-20 053-444-0088

769 小林宏旨税理士事務所 税理士 静岡県 焼津市三ヶ名330-4 054-629-6711

770 鈴木國弘税理士事務所　鈴木　國弘 税理士 静岡県 焼津市駅北1丁目2番15号 054-627-9638

771 石岡正信税理士事務所　石岡正信 税理士 静岡県 浜松市東区上西町48-1 053-465-6677

772 酒井舜平税理士事務所　酒井舜平 税理士 静岡県 浜松市浜北区新原2892番地の5 053-587-5823

773 佐野忠税理士事務所　佐野　忠 税理士 静岡県 静岡市駿河区石田3-18-53 054-286-2447

静岡県 掛川市上張202 0537-24-4607

静岡県 御前崎市池新田3808-1 0537-86-9788

775 金子宏一税理士事務所　金子　宏一 税理士 静岡県 富士市今泉3丁目13番4号 0545-52-7407

776 鈴木哲税理士事務所　鈴木　哲 税理士 静岡県 静岡市駿河区馬渕四丁目1番15号 054-270-7800

777 岩山直樹税理士事務所　岩山　直樹 税理士 静岡県 富士市石坂278番1 0545-22-6558

778 税理士法人坂本＆パートナー 税理士法人 静岡県 浜松市中区高丘西二丁目9番27号 053-437-7117

静岡県 沼津市千本緑町2丁目10番地の1 055-951-0045

静岡県 富士市蓼原26番地の5 0545-32-7375

780 木村治司税理士事務所　木村　治司 税理士 静岡県 沼津市大岡1977-23 055-923-2533

税理士法人イワサキ

税理士法人掛川総合会計事務所 税理士法人

税理士法人トップ 税理士法人779

774

税理士法人

税理士法人ＢＥＴＴ 税理士法人

税理士法人佐鳴事務所 税理士法人767

750
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781 鈴木貴晶税理士事務所　鈴木貴晶 税理士 静岡県
静岡市清水区長崎341番地の1 ｿﾚｲﾕT
A202号室

054-348-6332

782
道上佳弘税理士・中小企業診断士・社労士
事務所 道上佳弘

税理士 静岡県
浜松市中区曳馬一丁目7番13号 加藤
第一ﾋﾞﾙ2階

053-476-1011

783 あおい税理士法人 税理士法人 静岡県 焼津市東小川7-9-1 054-628-7973

784 寺田陽子税理士事務所　寺田陽子 税理士 静岡県 磐田市二之宮393 0538-34-5171

785 知久まさひろ会計事務所　知久正博 税理士 静岡県 榛原郡吉田町片岡321-7 0548-32-7054

786 税理士法人ヤマダ会計 税理士法人 静岡県 浜松市中区佐鳴台一丁目6番11号 053-448-5505

787 税理士法人知久会計 税理士法人 静岡県 牧之原市細江3208-4 0548-22-4590

788 稲葉会計事務所　稲葉　孝 税理士 静岡県 静岡市葵区昭府1-21-23 054-271-1300

静岡県 田方郡函单町塚本940-4 055-982-6001

静岡県 三島市寿町５－１９ 055-981-4815

静岡県 伊東市宇佐美１６６１－１１ 0557-47-3534

静岡県
三島市文教町１－１１－９　マウントヒル・
ビューロ３Ｆ

055-989-0503

790 亥角会計事務所　亥角　裕巳 税理士 静岡県 三島市大宮町2丁目14番29号 055-972-7305

791 たかみや経営会計事務所　髙宮　春樹 税理士 静岡県 島田市金谷根岸町99番地の25 0547-46-2131

792 八木会計事務所　八木　隆雄 税理士 静岡県 沼津市御幸町17-12 055-934-1882

793 望月光男会計事務所 望月　光男 税理士 静岡県 静岡市駿河区谷田4番1号ｱｰﾄﾋﾙｽﾞﾔﾀﾞ 054-264-7318

794 森田太郎会計事務所　森田　太郎 税理士 静岡県 浜松市中区元浜町321番地の2 053-476-3051

795 池谷和久税理士事務所　池谷　和久 税理士 静岡県
静岡市駿河区森下町1番16号静岡駅
前ｴｽｶｲｱ森下ﾋﾞﾙ301号室

080-7084-1101

静岡県 静岡市駿河区池田3875-92 054-264-3171

鳥取県 米子市皆生4-11-12 0859-22-6009

797 太田祥吾税理士事務所　太田　祥吾 税理士 静岡県 磐田市今之浦2-14-3 0538-37-6630

798 伊藤節雄税理士事務所　伊藤　節雄 税理士 静岡県 浜松市東区上西町14-7 053-464-6468

799 税理士法人北川会計 税理士法人 静岡県 島田市若松町2598番地の1 0547-35-4195

800 坂間清会計事務所　坂間　清 税理士 静岡県
富士市増川新町106番地の2 ｳｪﾙｽﾞｵ
ｷﾞﾀA号室

0545-39-0105

801 佐藤央恭税理士事務所　佐藤央恭 税理士 静岡県
浜松市西区舞阪町浜田585ﾊﾟｰｸﾊｳｽ
湖202

053-482-870

802 真野吉三税理士事務所　眞野　吉三雄 税理士 静岡県 富士宮市中島町502-7 0544-24-2730

静岡県 浜松市中区曳馬6丁目22-10 053-473-4647

東京都 荒川区西日暮里5-5-2 03-5604-0177

静岡県 島田市单一丁目13番1号 0547-35-6265

静岡県 静岡市葵区常磐町二丁目７番地の７ 054-273-8316

静岡県
浜松市中区砂山町３２５番地の６　日本生
命浜松駅前ビル４階

053-450-8716

805 税理士法人静岡中央会計 税理士法人 静岡県 静岡市葵区西草深町34番1号 054-246-2202

806
TmaH!コンサルティング　大石中小企業診断
士事務所　大石　徹

中小企業診断士 静岡県 焼津市大住434-8 054-628-2686

807 植松経営労務事務所　植松　誠 中小企業診断士 静岡県 沼津市松長212 055-968-6108

808 駿河綜合法律事務所　弁護士　中村　信 弁護士 静岡県 沼津市御幸町18番13号 平澤ﾋﾞﾙ3階 055-934-7039

809
杉山繁二郎法律事務所　　弁護士　杉山
繁二郎

弁護士 静岡県 静岡市葵区大岩町13番23号 054-209-0486

810 佐々木法律事務所　弁護士　伊藤　祐尚 弁護士 静岡県
浜松市中区板屋町522番地MYﾋﾞﾙ4階
佐々木法律事務所

053-455-0727

811 利他法律事務所　弁護士　二宮　仁 弁護士 静岡県 沼津市御幸町20-16 安全ﾋﾞﾙ2階 055-934-0360

812 Officeパートナー　渡辺　良勝
民間コンサルティ
ング会社

静岡県 伊豆の国市四日町101-8 055-949-8570

813 株式会社　ビジネスパートナー
民間コンサルティ
ング会社

静岡県 浜松市中区高丘西二丁目9番27号 053-437-7117

814 有限会社アペックス
民間コンサルティ
ング会社

静岡県 沼津市大岡1977-23 055-923-2533

静岡県 三島市玉川349番地の2 055-972-3060

東京都 港区三田2-10-6　レオマビル6階 03-5419-3045

816 株式会社Aim 森上会計
民間コンサルティ
ング会社

静岡県 浜松市北区初生町1152-13 053-438-0327

817 税理士法人ビーアンビシャス 税理士法人 静岡県 藤枝市志太2丁目21番地20号2階 054-631-5258

818 まきの会計　牧野　友保 税理士 静岡県 浜松市東区有玉单町2372-1 053-474-6128

819 鈴木千也税理士事務所　鈴木　千也 税理士 静岡県 浜松市中区菅原町13-17-808 053-450-3828

820 石川税務労務事務所　石川　雅晶 税理士 静岡県 掛川市大池2900-2 0537-64-7765

821 小沢康人税理士事務所　小沢　康人 税理士 静岡県 浜松市中区砂山町345-9 053-489-3580

822 秋田聡税理士事務所　秋田　聡 税理士 静岡県 浜松市中区萩丘4丁目10-33 053-412-6600

みしま税理士法人 税理士法人

アイクス税理士法人 税理士法人

税理士法人野中会計事務所 税理士法人

税理士法人TMC803 税理士法人

ひばり税理士法人 税理士法人
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823 千野まり子税理士事務所　千野　まり子 税理士 静岡県 沼津市大岡2136-3 055-922-0044

税理士法人 静岡県 沼津市常盤町2-15 055-951-2715

静岡県 熱海市田原本町2-8-303 055-735-9890

825 村田会計事務所　村田　忠嗣 税理士 静岡県 駿東郡長泉町下土狩798-2 055-986-4950

826 渡邉里香税理士事務所　渡邉　里香 税理士 静岡県 富士市天間1481-2 0545-73-0730

827 寺澤会計事務所　寺澤　強 税理士 静岡県 浜松市中区萩丘3-1-30 053-475-5771

828 税理士法人プラス会計サポート 税理士法人 静岡県 湖西市古見865-5 053-576-0256

829 浜田税理士事務所　濱田　行二 税理士 静岡県 島田市阿知ｹ谷219番地の6 0547-37-8707

830 牧野公司税理士事務所　牧野　公司 税理士 静岡県 静岡市清水区宮下町10-52 054-365-4516

831 伊藤忠税理士事務所　伊藤　忠 税理士 静岡県 浜松市单区若林町2582-30 053-453-3033

832 さくら税理士法人 税理士法人 静岡県 三島市中 336-3 055-971-4659

833 松永文宏税理士事務所　松永　文宏 税理士 静岡県 静岡市葵区黒金町59番6 054-274-0012

834 税理士法人とうめい 税理士法人 静岡県 静岡市駿河区八幡一丁目2番19号 054-283-0784

835 下山伸税理士事務所　下山　伸 税理士 静岡県 沼津市庄栄町2-4 055-921-8320

836 税理士法人桔梗会計事務所 税理士法人 静岡県 掛川市緑ヶ丘一丁目11-6 0537-24-6128

1 平井　基也 税理士 三重県 津市三重町津興４９２番地 ０５９－２２５－５４４４

2 稲垣　勝弘 税理士 愛知県 春日井市柏原町３丁目２５０番地の２ ０５６８－８４－６３７５

3 久田　英詞 公認会計士 愛知県 名古屋市中区大須一丁目１７番１０号 ０５２－２２１－１９０１

4 瀬古　武史 税理士 三重県
鈴鹿市神戸一丁目１９番２５号北栄ビ
ル２０１

０５９－３７３－５６７５

5 鈴木　勝 税理士 愛知県
名古屋市瑞穂区村上町一丁目１３番地
の２

０５２－８５１－３９２０

6 保木　陽三 税理士 岐阜県
瑞穂市只越９８３番地４アネックスⅠ－
３A

０５８－３２６－８６１１

7 平田　勇雄 税理士 愛知県 西尾市寺津３丁目１０－１０ ０５６３－５９－８４１５

8 藤井　悟 税理士 愛知県 岡崎市柱曙１丁目３番地５ ０５６４－７２－０９１０

9 福田　裕文 税理士 愛知県 清須市西市場４丁目１１番地６ ０５２－４０９－７５８７

10 石川　泰隆 税理士 愛知県 刈谷市広小路４丁目２１１番地 ０５６６－２５－１５８５

11 神谷 　隆也 税理士 愛知県 豊田市駒場町西埜中１２１番地 ０５６５－５９－１００１

12 横江　光代 税理士 愛知県 名古屋市瑞穂区河岸１－６－１４ ０５２－８２１－３７７１

13 渡邊　賢淳 税理士 愛知県
名古屋市中区大須4丁目1番21号久屋
单ＫＴビル６Ｆ

０５２－２４２－８２８２

14 税理士法人NEXT　代表社員　一川　明弘 税理士法人 岐阜県 岐阜市本荘中ノ町１丁目１番地 ０５８－２７５－３５５５

15 廣野　一三 税理士 三重県 名張市桔梗が丘５番地４－６ ０５９５－６５－８９２１

16 永井　宏典 税理士 愛知県 知多市岡田字下の山５２番地の１ ０５６２－５６－６５６６

17 菅谷　厚子 税理士 愛知県
名古屋市中川区法華西町２丁目６０番
地

０５２－８２５－６７００

18 加藤　久也 税理士 愛知県
春日井市割塚町１３１番地中京ビル３０
３号室

０５６８－８５－３８７２

19 加田　静夫 税理士 三重県 四日市市楠町单五味塚309番地２ ０５９－３９７－６４６３

20
税理士法人タスクマネジメント　代表社員
井ノ上　由貴男

税理士法人 愛知県 名古屋市千種区池下1丁目３番5号 愛知県 一宮市木曽川町割田字寺前103番地 ０５２－７６１－１１２５

21 名单税理士法人　代表社員　吉田　勤 税理士法人 愛知県
名古屋市中区栄三丁目３番２１号セン
トライズ栄９F

愛知県 名古屋市熱田区神宮二丁目6番7号 ０５２－２３８－７６００

22 浅野　雅大 税理士 岐阜県 本巣郡北方町曲路３丁目４６番地 ０５２－３２０－３１０１

23 水谷　時秀 税理士 愛知県 名古屋市中川区高畑二丁目１６１番地 ０５２－３５３－９９７０

24 菅谷　賢一 税理士 愛知県
名古屋市中川区法華西町２丁目６０番
地

０５２－８２５－６７００

25 加藤　峰男 税理士 愛知県 知立市広見４－６１ ０５６６－８３－１４３１

26 土田　繁 公認会計士 三重県
三重県四日市市大井手1丁目１番４１
号

０５９－３５１－５２９３

27
北斗中央税理士法人　代表社員　長谷川
英輝

税理士法人 愛知県
小牧市中央五丁目２０３番地小牧中央
ビル１階

０５６８－７３－２２３８

28 税理士法人　創経　代表社員　岡田　紀夫 税理士法人 愛知県
名古屋市西区牛島町６番１号　名古屋
ルーセントタワー３６階

０５２－５８１－００８０

29
ミッドランド税理士法人　代表社員　齋藤
孝一

税理士法人 愛知県
名古屋市中区栄３丁目１８番１号ﾅﾃﾞｨｱ
ﾊﾟｰｸﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ１３階

０５２－２６１－６７５１

30 木村　茂徳 税理士 愛知県 名古屋市中川区高畑二丁目３２６番地 ０５２－３６１－６３７７

31 山田　裕 税理士 愛知県
名古屋市昭和区山手通５丁目２２番地
第2籠原ﾋﾞﾙ2A

０５２－８３５－２２００

32 中根　研一 税理士 愛知県 豊橋市下地町字北村７１番地の4 ０５３２－５３－２２３１

33 鈴木　健司 税理士 愛知県 半田市花園町５丁目１０番地の１ ０５６９－２２－２３２３

34 波多野　光裕 税理士 岐阜県 岐阜市則武西２丁目２０番１０号 ０５８－２１０－０６１５

ＭＡＫＯＴＯ税理士法人
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35 伊藤　央 税理士 愛知県
名古屋市北区清水３丁目１９番８号オ
フィスグローブビル内

０５２－９１０－３３９１

36 砂子　貢 税理士 三重県 松阪市单町１８３番地 ０５９８－２１－２１２１

37 田中　英二 税理士 三重県
鈴鹿市白子町2929番地の4　しばたビ
ル2階

０５９－３８８－３９７７

38 長田　久典 税理士 愛知県 名古屋市守山区金屋１丁目１１ー１３ ０５２－７９５－４３４４

39 渡部　薫夫 税理士 愛知県 刈谷市大手町１丁目５０番地 ０５６６－２１－０１６７

40 岡本　修司 税理士 愛知県 豊田市高岡町竹後13番地2 ０５６５－５２－７８３２

41 四俵　正勝 税理士 愛知県
名古屋市中区千代田１－１１－３２　財
形千代田マンション２Ａ

０５２－２６１－２７６８

42 鴻原　常浩 税理士 三重県 伊勢市楠部２６３番地１６４ ０５９６－２２－２２３３

43 谷口　将門 税理士 岐阜県
大垣市禾森町６丁目１３番地三貴ビル
２階西

０５８４－８１－９７３４

44 税理士法人パートナーズ　社員　村瀬　潔 税理士法人 愛知県 名古屋市緑区六田２丁目７５番地の１ ０５２－６２１－１１０５

45 黒野　晃司 税理士 愛知県 岡崎市竜美旭町1番地１０ ０５６４－５９－０１９９

46 中嶋　和夫 税理士 愛知県
名古屋市中川区打出２丁目２５５番地
１

０５２－３５１－３４００

47 野々山　恵 税理士 愛知県
名古屋市熱田区金山町１丁目８番１３
号　彫清ビル单館４０１号

０５２－６８２－２４０７

48 堀内　幹雄 税理士 愛知県
名古屋市中区栄５－２－３８　ミツ桃ビ
ル８Ｂ

０５０－３６４２－２９０３

49 税理士法人イータック　代表社員　髙木　生 税理士 愛知県
名古屋市中村区名駅四丁目１４番１６
号

０５２－５８６－１８９７

50 中田　健一 税理士 三重県 三重県津市一身田中野１３７番地１ ０５９－２３２－９０００

51
税理士法人飛騨会計事務所　代表社員　青
山　真琴

税理士法人 岐阜県 岐阜県高山市天満町四丁目６５番地 岐阜県
飛騨市古川町幸栄町１１番２２号　０５７７
－７３－２１１０　・　岐阜県下呂市森７８２
番地１５　０５７６－２５－６０５０

０５７７－３２－０９７９

52 大板　一志 税理士 愛知県
名古屋市中区栄４－１４－３１　栄オー
クリッジ５階

　 　 ０５２－２４２－００１７

53 大久保　道男 税理士 愛知県
知多郡阿久比町大字横松字前田１０９
番地

０５６９－４８－８１８１

54 セントラル税理士法人　社員　丹羽　靖和 税理士法人 愛知県
名古屋市中村区中島町３－３　セントラ
ルコンサルタンツ３階

０５２－４８３－５２２２

55 菅原　武 税理士 三重県 鈴鹿市西条五丁目４０番地の１ ０５９－３８２－５０５５

56 佐藤　孝也 税理士 愛知県
名古屋市中川区高畑３丁目３１番地
コンセール高畑２F号

０５２－３６３－５２８８

57 多田　武志 税理士 岐阜県 岐阜市東島１－３－１２ ０５８－２３２－４４２５

58 木藤　守人 税理士 愛知県 豊橋市弥生町字東豊和２０番地の２４ ０５３２－３７－１３７８

59 磯野　道則 税理士 愛知県
名古屋市中区栄一丁目１８番地１号
ハイツサンライズ３０５号

０５２－７９９－７７９８

60 土井　竜二 公認会計士 愛知県
名古屋市東区名駅２丁目４１番１０号
アストラーレ名駅８階

０５２－４６２－１９６７

61 税理士法人大樹　代表社員　五藤　一樹 税理士法人 愛知県 一宮市せんい二丁目９番２１号 愛知県
小牧市大字北外山１２２４番地　０５６８－
５４－７６０５

０５８６－７６－８８５７

62 ＳＵＮ税理士法人　代表社員　杉山　美智晴 税理士法人 岐阜県 岐阜市市橋４丁目１４番１２号 ０５８－２７６－１７７６

63 西脇　一郎 税理士 岐阜県 大垣市本町２丁目５１番地 ０５８４－８２－４８９１

64 寺岡　伸浩 税理士 愛知県
名古屋市北区田端１丁目１２番９号
第一山内ビル２階

０５２－９９１－１０５１

65 税理士法人泉　代表社員　三宅　妙子 税理士法人 愛知県
名古屋市東区赤塚町３番２３号モーリ
ビル

岐阜県
土岐市泉町大富２６６番地の１３　０５７２
－５４－１７１７

０５２－９３１－０１２０

66 寺尾　省介 税理士 愛知県 名古屋市緑区六田二丁目78番地の1 ０５２－６２２－２２７９

67 税理士法人双葉　代表社員　田口　康生 税理士法人 岐阜県 岐阜県加茂郡白川町河岐１７３８ ０５７４－７４－００１６

68 彦坂　哲児 税理士 愛知県 豊橋市忠興２丁目６番地の１ ０５３２－６１－８５００

69 下郷　敬子 税理士 岐阜県 海津市海津町高須２１６番地４ ０５８４－５３－４０３３

70 渡邊　廣明 税理士 愛知県 名古屋市西区菊井2丁目8番9号 ０５２－５６１－５１７１

71 長谷川　愛次 税理士 愛知県
名古屋市中区丸の内二丁目１６番２１
号　ライオンズマンション丸の内１０２号

０５２－２０２－９３５５

72 浅井　重宣 税理士 愛知県
一宮市新生一丁目２番２０号　新生ビ
ル２０２号

０５８６－４５－８７３５

73 大橋　裕志 税理士 愛知県 名古屋市瑞穂区日向町５丁目２９番地 ０５２－８３１－８４８１

74 堀　佳一 税理士 岐阜県
岐阜市加納新本町３－１－１　SPAZIO
１Ｆ

０５８－２７４－５５５２

75 今枝　清 税理士 愛知県 名古屋市瑞穂区日向町３－２３－１３ ０５２－８３４－４５２１

76 藤田　裕也 税理士 岐阜県 岐阜市初日町２丁目２２番地 ０５８－２３１－４８９５

77 税理士法人壭美　代表社員　鈴木　和彦 税理士法人 愛知県 名古屋市中区大井町５番２５号 ０５２－３３１－７１５１

78 榊原　睦 税理士 愛知県 半田市桐ケ丘１－８９ ０５６９－２６－１５６６

79 中村　典司 税理士 愛知県
豊橋市春日町２丁目３番地の１　春日
町ムラタビル２０３号室

０５３２－６６－５２５１

80 藤原　正利 税理士 愛知県 豊橋市三ノ輪町４丁目１４番地 ０５３２－６３－６１３１

81 関谷　健二 税理士 岐阜県 岐阜市城東通２－４８－３ ０５８－２６０－５５５０

82 加藤　靖 税理士 岐阜県
岐阜市北一色２－１－７　幸福第一ビ
ル２０２号

０５８－２４５－８６６５

83 鬼頭　孝司 税理士 愛知県
名古屋市東区桜二丁目１２番１号　東
桜スカイハイツ１００１号

０５２－９３５－６３８２

84 井上　新 税理士 愛知県 豊明市水掛町寺内６８番地 ０５６２－９２－８７２０



85 野木森　鐘治 税理士 愛知県
名古屋市北区金城３丁目６－１０　イオ
ラニガーデンⅡ２階

０５２－９１１－６３５１

86 岩田　真实 税理士 愛知県
半田市青山６丁目２番地の１６　マン
ション杉２-Ｂ

０５６９－２３－４１１２

87 若田　喜裕 税理士 愛知県 名古屋市单区寺崎町６番８号 ０５２－８２３－２１２３

88 田口　常代 税理士 愛知県
弥富市鯏浦町上六５９藩地　グランド
シャトー第２藤栄１階

０５６７－６４－１３３１

89 長谷　尚史 税理士 愛知県
名古屋市单区桜本町１４１番地１　桜
本町小林ビル２０２号室

０５２－６１３－９７０１

90 翠　正男 税理士 岐阜県 岐阜市高野町３丁目１０番地２ ０５８－２６２－３９２８

91 竹内　誠 税理士 愛知県 豊橋市高洲町字高洲３９番地の１ ０５３２－３３－３３１６

92 大槻　隆 弁護士 愛知県
名古屋市中区丸の内二丁目２０番２号
オアシス丸の内ＮＯＲＴＨ８階

０５２－２０２－９９７６

93 浅野　佳史 税理士 愛知県
名古屋市東区東桜１－１０－２４　栄大
野ビル７階

０５２－９６２－１６５５

94 榎本　修 弁護士 愛知県
名古屋市中区丸の内三丁目２０番１７
号外　東京海上ビル１２階

０５２－９３８－５５０８

95 奥谷　弘和 税理士 愛知県 碧单市山神町七丁目２番地 ０５６６－４１－１１５５

96 久野　实 弁護士 愛知県
名古屋市中区錦２－４－２３　シトゥラ
スＴビル７階

０５２－２３２－１３８５

97 高桑　誠一 税理士 愛知県 名古屋市名東区延珠町１０１７番地 ０５２－７７４－２０７７

98 青山　正和 弁護士 愛知県
名古屋市中区丸の内２丁目２番５号
丸の内ヒビノオフィスラインズ４階４-Ａ
号室

０５２－２１１－３０３０

99 星加　雅伸 税理士 愛知県 名古屋市天白区山郷町７４番地 ０５２－８０５－５３５１

100 中村　圭佑 弁護士 愛知県 岡崎市明大寺町字奈良井３－９ ０５６４－５８－５６０５

101 白柳　孝 税理士 愛知県 豊橋市曙町字宮前１４番地の１４ ０５３２－４６－８４１１

102 高橋　和宏 税理士 愛知県 西尾市平坂町帄平山４６番地 ０５６３－５５－９２００

103 朋部　正樹 税理士 岐阜県 岐阜市初日町２丁目２２番地 ０５８－２３１－４８９５

104 山下　武司 税理士 愛知県
名古屋市東区橦木町１－１９　日本棋
院会館５Ｆ

０５２－９７１－５０２０

105 堀　正幸 税理士 岐阜県 可児市徳野单１－１０ ０５７４－６０－１０２５

106 大西　正一 弁護士 愛知県 名古屋市東区泉３丁目２９番１３号 ０５２－９３６－００２４

107 大井　健次 税理士 愛知県
名古屋市熱田区金山町一丁目５番２号
クマダ７７ビル3Ｆ

０５２－６８１－２２２５

108 内田　亨 税理士 三重県 津市久居野村町６０６番４３ ０５９－２５６－４３３０

109 柴田　幸正 弁護士 愛知県
瀬戸市西蔵所町１６番地　西蔵カトービ
ル３階

０５６１－８９－７７７１

110 浅野　裕久 税理士 愛知県 名古屋市中川区中郷１丁目５６－２ ０５２－３６３－３９２２

111 日野　三博 税理士 三重県 伊勢市岩渕１丁目１３－１９ ０５９６－２８－５１９５

112 大矢知　哲也 公認会計士 愛知県
名古屋市中区錦３丁目５番３１号　ｼﾞﾌﾞ
ﾗﾙﾀ生命名古屋錦ビル６階

０５２－９６２－０４００

113 宮嶋　英治 税理士 岐阜県 多治見市西坂町３丁目２４番地 ０５７２－２３－３１８８

114 近藤　大補 税理士 愛知県 岡崎市庄司田１丁目１３番地２０ ０５６４－５５－８７７５

115 櫻井　康雄 税理士 愛知県 江单市高屋町大門９９番地２ ０５８７－５９－６７７３

116 後藤　明美 税理士 三重県
四日市市城西町１３番地２８号　第２大
誠ビル３０Ｂ号

０５９－３５４－００８１

117 佐久間　信司 弁護士 愛知県
名古屋市中区丸の内２－１８－２２　三
博ビル５階

０５２－２１１－２２３６

118 林　一伸 税理士 愛知県 名古屋市北区金城町３－３１－１ ０５２－９１４－７３３７

119 酒井　俊皓 弁護士 愛知県
名古屋市中区丸の内３－１７－４　第１
1ＫＴビル１０階

０５２－９５５－２９３０

120
エイタックス税理士法人　代表社員　小山
茂三

税理士法人 愛知県
名古屋市中区丸の内三丁目6番４号
リバーパーク丸の内8階Ａ号

０５２－９５５－２８９０

121 坂倉　正久 税理士 三重県 四日市市曽井町８８９番地 ０５９－３２６－４５４９

122 税理士法人オグリ　代表社員　小栗　悟 税理士法人 岐阜県
岐阜市金宝町１丁目３番地　岐阜第一
生命ビル４階

０５８－２６４－８８５８

123 河村　達一郎 税理士 愛知県 名古屋市西区則武新町１－１－１５ ０５２－５７１－８６６２

124
株式会社ミッドランド経営　代表取締役　古
川　典明

民間企業（コンサ
ル）

三重県 四日市市久保田一丁目６番８号 ０５９－３５３－６７６７

125
税理士法人グッドパートナーズ会計事務所
代表社員　高橋　和宏

税理士法人 岐阜県 岐阜市市橋３丁目１３番１５号 ０５８－２７５－７７８８

126 西川　和仁 税理士 愛知県 豊橋市河合町１丁目２７番地 ０５６５－２８－８８４４

127 早川　仁 税理士 愛知県 大府市共西町六丁目３２番地 ０５６２－４４－５３８６

128
税理士法人みどり経営　代表社員　天野
卓男

税理士法人 愛知県 刈谷市幸町２丁目３番地３ ０５６６－２３－３２４０

129 伊藤　十士男 税理士 愛知県 名古屋市单区明治１丁目２１番６号 ０５２－６９１－９９４７

130 加藤　洪太郎 弁護士 愛知県
名古屋市中区丸の内２丁目１８番２２
号　三博ﾋﾞﾙ５階

０５２－２１１－２２３６

131 松澤　良人 弁護士 愛知県
名古屋市中村区乾出町２－７　正和ﾋﾞ
ﾙ２階

０５２－４８６－７３８８

132 松本　卓也 弁護士 愛知県
名古屋市中村区乾出町２－７　正和ﾋﾞ
ﾙ２階

０５２－４８６－７３８８

133 松村　修平 弁護士 愛知県
岡崎市明大寺町字道城ヶ入３２－１
岡崎法曹ビル

０５６４－８３－５１７１

134 樋田　嘉人 弁護士 愛知県
名古屋市中区丸の内２－１－３７エス
パシオ丸の内ビル５Ａ

０５２－２２３－７８３０



135 渡邊　雅夫 税理士 岐阜県 可児市広見７丁目１２４番地 ０５７４－６０－０３０８

136
税理士法人宇野会計　代表社員　宇野　邦
規

税理士法人 愛知県 名古屋市緑区鳴子町５丁目８８番地 ０５２－８９９－１２７７

137 伊藤　曜史 税理士 愛知県 名古屋市单区明治一丁目２１番６号 ０５２－６９１－９９４７

138
税理士法人TACT高井法博会計事務所　代
表社員　高井　法博

税理士法人 岐阜県 岐阜市打越５４６番地の２ ０５８－２３３－３３３３

139 川本　益二 税理士 愛知県 名古屋市千種区池下１丁目４番１５号 ０５２－７６３－０６６６

140 高野　クミ子 弁護士 愛知県
名古屋市名東区藤森２丁目２８６番ス
テイタスビル３０３号

０５２－７２６－８０３８

141 安形　京子 税理士 愛知県 豊川市本野町北浦101番地の1 ０５３３－８５－０９０６

142 足立　雄一 税理士 愛知県
名古屋市緑区浦里5丁目358番地　近
藤ビル２０５号

０５２－６２４－７３７０

143 堀田　千津子 弁護士 愛知県
名古屋市中区栄二丁目10番19号　名
古屋商工会議所ビル６階

０５２－２２０－０３０６

144 市橋　拓 弁護士 愛知県
名古屋市中区錦2丁目2番2号　名古屋
丸紅ビル１２階

０５２－２２３－５５５５

145 中村　敦夫 税理士 石川県 白山市美川町中町ル１７番地 ０７６－２７８－５２４６

146 柏野　博英 公認会計士 石川県 金沢市中村町２６番４３号 ０７６－２４３－７２２２

147 谷口　勇一 税理士 石川県 加賀市小菅波町２丁目１５番地 ０７６１－７６－５５０３

148
税理士法人泉が丘会計センター 代表社員
山根　敏秀

税理士法人 石川県 金沢市泉が丘２丁目５番１９号 ０７６－２４３－２７６２

149 櫻井　啓年 税理士 富山県
砺波市三島町１２番１６号ムネヨシビル
３階

０７６３－３２－２６８０

150 エートス税理士法人　代表社員　北川　正 税理士法人 石川県 金沢市昭和町７番５号 ０７６－２６３－６１４１

151
石川県中小企業団体中央会　会長　五嶋
耕太郎

中小企業団体中
央会

石川県 金沢市鞍月２丁目２０番地 ０７６－２６７－７７１１

152 姫野　拓雄 税理士 富山県 高岡市石瀬８８５－４ ０７６６－３０－８８８７

153
財団法人富山県新世紀産業機構　理事長
石井　隆一

一般財団法人 富山県 富山市高田５２９番地 ０７６－４４４－５６００

154 新家　利津子 税理士 石川県 白山市相木町６２６ ０７６－２７６－００４１

155 上野　和人 税理士 石川県 金沢市高柳町１３－１－７７ ０７６－２５１－３３９３

156 永井　奈緒美 税理士 石川県 金沢市富樫２－１－２０ ０７６－２４７－７５０８

157 猿田　淳子 税理士 富山県 富山市荒川６５－３ ０７６－４９１－５６４６

158 八木　俊徳 税理士 石川県 金沢市若宮１丁目１８４ＵＳビル２Ｆ ０７６－２２３－６１５５

159 福田　広文 税理士 富山県 富山市月岡西緑町４５８ ０７６－４８２－５８６０

160 池水　龍一 公認会計士 石川県 金沢市西町三番丁１８番地 ０７６－２６３－０４１１

161 森下　昭夫 税理士 石川県 白山市青葉台１－３ ０７６－２７４－２７２８

162 舘　佳秀 税理士 富山県 富山市藤木７３９番地１１ ０７６－４９２－００５０

163 山口　哲也 税理士 富山県 高岡市大町１１－１０　ＳＡＫＡＩ２Ｆ ０７６６－３０－２０２２

164 北村　尚也 税理士 石川県 金沢市長坂台１－３８　山物ビル３Ｆ ０７６－２４３－５５６８

165 浅野　雅幸 弁護士 石川県
金沢市大手町１５番地１４号　アーバン
ハイム大手町４階

０７６－２６２－５７５７

166
株式会社迅技術経営　代表取締役　西井
克己

民間企業（コンサ
ル）

石川県 金沢市鞍月２丁目２番地 ０７６－２６８－５２５８

1 山本総合会計事務所　山本　清輝 税理士 兵庫県 姫路市延末1丁目73番1号 079－289－0555

大阪府
大阪市中央区单船場2－2－14
ActiveTown6階

06－6266－5667

東京都
千代田区有楽町1－6－3　日比谷頴川ビ
ル8階

03－3591－2797

3 京都中央税理士法人 税理士法人 京都府 亀岡市河原町200番地３ 0771－24－1980

4 衣目公認会計士事務所　衣目　修三 公認会計士 大阪府
大阪市中央区船越町1丁目5番2号
PCAビル

06－4794－1000

5 辻本　真也 税理士 京都府
京都市中京区三条柳馬場　日本生命
京都三条ビル5階

075－256－4761

6 八幡　貴芳 税理士 兵庫県
姫路市忍町206番地KS十二所前ビル3
階

079－225－3008

7 税理士法人京都経営ネットワーク 税理士法人 京都府 京都市伏見区深草柴田屋敷町3－14 075－643－1456

8 山田　義弘 税理士 大阪府 大阪市天王寺区上本町6丁目9番１4号 06－6774－7789

9 安井伸夫税理士事務所　安井　伸夫 税理士 京都府
京都市中京区烏丸通竹屋町下る少将
井町230番地　吉村ビル2F

075－256－8628

10 濱﨑　真一 税理士 大阪府 吹田市豊津町1－11　西浦ビル1階 06－6368－8151

11 藤原覚税理士事務所　藤原　覚 税理士 兵庫県
西宮市里中町1丁目1－2マルタカビル2
Ｆ

0798－46－8808

12 家木　健至 公認会計士 兵庫県
神戸市中央区海岸通3－2－16　商船
三井興産ビル2F

078－381－9878

13 尾崎　博司 税理士 兵庫県
神戸市須磨区北落合1丁目4－18－
203

078－766－3822

14 小野 佳代 税理士 大阪府 堺市堺区中之町西1－1－10 072－221－4600

15 小泊　順二 税理士 大阪府 東大阪市長田東2丁目1番33号 06－6744－5000

16 仲本　昌之 公認会計士 奈良県 香芝市真美ヶ丘2－7－20 0745－78－0883

FMBコンサルタンツ株式会社
民間コンサルティ
ング会社

近畿経済産業局

2



17 川淵　佳子 税理士 兵庫県 明石市東人丸町12－9 078－962－4423

18 トリプルグッド税理士法人 税理士法人 大阪府 大阪市中央区单本町二丁目1番1号 06－6260－3165

19 井上　高明 税理士 大阪府 泉单市信達牧野415－3 072－485－2381

20 花田　宏造 税理士 兵庫県 芦屋市楠町9番3－304号 0797－25－1103

21 税理士法人イデア 税理士法人 京都府
京都市下京区室町通五条下ル大黒町
203

075－341－3411

22 税理士法人京都ビジコン 税理士法人 京都府
京都市下京区新町通四条下ル四条町
347番地1　京都西烏丸ビル7F

075－344－5151

23 豊島会計事務所　豊島　寛之 税理士 兵庫県 加古川市平岡町新在家1192番480 079－451－7650

24 谷口　純一 公認会計士 京都府 京都市右京区嵯峨苅分町28 075－865－2150

25 若槻　伴子 税理士 兵庫県
芦屋市大桝町3番15号　フォルテ大桝
204号

0797－25－1453

26 宮尾文也税理士事務所　宮尾　文也 税理士 和歌山県 海单市下津町下222番地 073－492－3649

滋賀県 東近江市佐野町718－5 0748－42－2048

京都府
京都市上京区西院町747番地28　グラン・
ブルー智恵光院通105号

075－822－5302

28 白石　裕之 税理士 兵庫県
西宮市浜脇町3番5号　西宮Ebis会計
事務所

0798－36－8080

29 原田　充啓 公認会計士 兵庫県 尼崎市昭和通9丁目331番地 06－6417－6962

30 松田進税理士事務所　松田　進 税理士 京都府
京都市下京区忠庵町309番地シャトー
庵2階B号室

075－361－3450

31 安本　秀彦 税理士 兵庫県 川西市大和東2丁目12－17 072－791－5675

32 吉岡　浩子 税理士 兵庫県
西宮市田代町6番2号ソレイユ片岡202
号

0798－61－2310

33 税理士法人久保田会計事務所 税理士法人 京都府
京都市中京区丸太町通東洞院東入
関東屋町671番地

075－222－1234

34 神緒美樹税理士事務所　神緒　美樹 税理士 京都府
京都市中京区三条通新町西入釜座町
22番地ストークビル三条烏丸501号

075－212－9123

35 湯川　直樹 税理士 和歌山県 和歌山市数寄屋丁2番地の1 073－423－8261

36 光本　朊浩 税理士 京都府
京都市中京区河原町通二条下ル2丁
目下丸屋町403番地FISビル808号

075－778－5050

37 日比公認会計士事務所　日比　将博 公認会計士 大阪府
大阪市天王寺区清水谷町10番2　大阪
酒販会館301

06－6191－7775

38 世利　裕四郎 公認会計士 大阪府 大阪市旭区大宮4－19－3 06－6957－1065

大阪府 吹田市江坂町一丁目23番38号 06－6339－7177

東京都 中央区京橋一丁目2番5号 03－6225－3010

愛知県 名古屋市中村区名駅单一丁目21番19番 052－563－0678

宮城県 仙台市青葉区中央一丁目3番1号 022－716－5539

福岡県 福岡市博多区博多駅東二丁目6番1号 092－432－4790

40 河野　勉 税理士 兵庫県 尼崎市塚口本町1丁目5番6号201号 06－6423－1771

福井県 大野市陽明町3丁目905番地 0779－65－5811

福井県 福井市新保2丁目106番地 0776－97－5832

42 田中寛之税理士事務所　田中　寛之 税理士 大阪府 岸和田市野田町3－3－31　2－C 072－430－5811

43 森戸　博 その他 京都府 京丹後市峰山町荒山282番地の1 0772－62－5443

44 倉矢勇税理士事務所　倉矢　勇 税理士 大阪府
大阪市天王寺区上汐3-8-4プラスビル
214号

06－6770－6600

45 京都総合税理士法人 税理士法人 京都府 京都市北区紫野門前町44番地91 075－494－5520

46 株式会社増田経営会計
民間コンサルティ
ング会社

兵庫県 姫路市北条宮の町411番地 079－285－3366

47 森田　務 公認会計士 奈良県
奈良市油阪町456番地　第2森田ビル
4F

0742－22－3578

48 田中　彰 税理士 京都府
京都市上京区今出川通堀川東入る飛
鳥井町255の10

075－415－3463

兵庫県
神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル806

078－261－2277

兵庫県 揖保郡太子町東单737番地389 079－277－3499

兵庫県
神戸市長田区御船通1丁目3番地の2　ラ
イトシャルム102号

078－642－2404

50 今仲清税理士事務所　今仲　清 税理士 大阪府
堺市北区中百舌鳥町5丁666ステージ
村田2F

072－257－6050

51 吉田　智代 税理士 兵庫県 神戸市東灘区青木5丁目6番11号 078－452－6286

52 竹内　淳朗 その他 滋賀県 栗東市小平井四丁目二番十一号 077－575－3918

53 坂　龍雄 税理士 大阪府
大阪市中央区大手通3丁目1番2号　エ
スリードビル大手通9階

06－6941－3938

54 梅原　清宏 中小企業診断士 大阪府
大阪市西区京町堀1丁目4番9号　京町
橋八千代ビル6階

06－6115－6288

55 税理士法人大阪合同会計事務所 税理士法人 大阪府 大阪市北区紅梅町6－19 06－6356－0745

大阪府 大阪市北区梅田一丁目1番3－1419号 06－6456－3270

大阪府 豊中市寺内二丁目4番1号緑地駅ビル 06－6868－1192

東京都 千代田区神田司町二丁目13番 03－5283－6154

株式会社エフアンドエム
民間コンサルティ
ング会社

税理士法人ランドマーク 税理士法人

ウィル税理士法人 税理士法人

兵庫太和税理士法人 税理士法人

税理士法人ONE 税理士法人

56

27

39

49

41



57 税理士法人日本経営 税理士法人 大阪府 豊中市寺内二丁目13番3号 06－6868－1351

58 田中　正明 税理士 兵庫県
神戸市中央区海岸通2丁目1番2号　共
栄ビル601号室

078－326－5734

59 関西総合会計事務所　岸田　敏明 税理士 大阪府
大阪市北区梅田1丁目12－17　梅田ス
クエアビル11階

06－6344－6101

大阪府 和泉市桑原町247番地6 0725－45－0063

大阪府 大阪市平野区瓜破2丁目2番51号 06－6790－1701

大阪府 大阪市中央区谷町2丁目6番4号 06－6940－2827

愛知県 名古屋市中区丸の内1丁目17－29 052－205－7213

福岡県 福岡市博多区祇園町2－8 092－273－2887

62 立田　博久 税理士 大阪府
吹田市江坂町1丁目23番101号　大同
生命江坂ビル12階

06-6337-9339

63 税理士法人京都合同会計 税理士法人 京都府
京都市下京区中堂寺单町105番地GH
五条3F

075-311-8207

64 入口　純子 税理士 京都府
京都市上京区西三本木通丸太町上ル
真町483

075-254-5315

65 富村　将之 税理士 京都府
京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋
町620番地COCON烏丸5階

075-361-2111

66 西田　幸二 税理士 京都府 長岡京市長岡2丁目3番14号 075-954-8575

67 税理士法人テイタス 税理士法人 大阪府 大阪市城東区中央1丁目11番3号 06-6933-4351

68 税理士法人アチーブメント 税理士法人 京都府 京都市西京区桂野里町41番73 075-382-1058

69 澤田佳尚税理士事務所　澤田　佳尚 税理士 滋賀県 大津市皇子ヶ丘3丁目4番37号 077-525-1720

70 安田　有一 税理士 大阪府
東大阪市荒本新町2-16　東大阪レジデ
ンス408

06-6782-2123

71 税理士法人京都財務サポート 税理士法人 京都府
京都市上京区丸太町通千本東入中務
町486番地44　丸太町ビル2階B号室

075-841-5337

72 森　一郎 税理士 兵庫県
神戸市東灘区住吉宮町3丁目14番13
号　ジュピタービル501号

078-855-7700

73 大川陽子税理士事務所　大川　陽子 税理士 大阪府
大阪市北区西天満5丁目15番9号　ア
バンセ西天満ビル9階

06-6360-2801

74 あおぞら税理士法人 税理士法人 京都府
京都市右京区常盤東ノ町6番地の5
SKYビル2F

075-863-4775

75 北村　敏之 税理士 大阪府
大阪市北区西天満5丁目11番地メゾン
梅ヶ枝606号

06-6312-7667

76 辻　床治 税理士 大阪府
大阪市北区中崎西1丁目8番24号　アイ
ンズビル梅田506号

06-6359-2102

77 久保　篤彦 税理士 大阪府 大阪市城東区野江4丁目11番6号 06-6930-6388

78 上坪　正人 税理士 兵庫県
姫路市三左衛門堀西の町61番地301
号

079-224-7310

79 橋脇　公彦 税理士 兵庫県 姫路市飾磨区三宅1丁目74番地 079-288-6884

80 株式会社稲田会計事務所
民間コンサルティ
ング会社

兵庫県 宍粟市山崎町船元251-4 0790-62-7277

81 小林　雄介 税理士 兵庫県 姫路市北条252-12 079-222-7332

82 荻堂　正至 税理士 大阪府 大阪市平野区背戸口5丁目6番24号 06-6700-3800

83 山田　眞治 税理士 大阪府
大阪市中央区淡路町4丁目5-2　アイビ
ル

06-6222-1917

84 浜地　正男 税理士 大阪府 大阪市北区豊崎3丁目11番6-1606号 06-6131-5162

85 大田篤敬税理士事務所　大田　篤敬 税理士 大阪府
大阪市中央区北浜3-2-24　北沢ビル
2F

06-6221-3611

86 高砂昭宏税理士事務所　高砂　昭宏 税理士 大阪府 豊中市新千里西町3-2-3　2F 06-6832-8880

87 北川　宜治 税理士 大阪府
高槻市北園町16番15号ナカガワビル3
階

072-685-0088

88 埇田　弘之 税理士 奈良県
奈良市学園北1丁目1-12　和幸ビル3
階

0742－93-9351

89 野垣　浩 公認会計士 大阪府 池田市室町4番52-401号 072-754-5665

90 江尻　幸雄 その他 兵庫県 神戸市兵庫区里山町1丁目46番312号 078-631-0517

91 豊田　孝二 弁護士 大阪府
大阪市中央区伏見町2-3-9　TAG北浜
ビル302号室

06-6227-8497

92 牧野　均 税理士 大阪府 大阪市住之江区中加賀屋3-9-24 06-7501-4820

93 田中　明子 税理士 大阪府 大阪市西区京町堀1-13-19jrビル6階 06-6225-7100

94 竹仲会計事務所　竹仲　勲 税理士 京都府
京都市中京区柳馬場通蛸薬師下る十
文字町444　イーグルコート京都錦小路
210

075-223-3636

95 前田税務会計事務所　前田　雅章 税理士 大阪府
大阪市港区弁天1丁目6番35号　SKSビ
ル3階

06-6571-0100

96 尾木　秀治 税理士 滋賀県
大津市一里山4丁目15番15号　阪源ビ
ル2F

077－545－8222

97 松本　博 税理士 大阪府 和泉市池田下町1779－3－1－105 0725－55－1332

98 寺本　和生 税理士 京都府 京都市伏見区桃山町泰長老81番地7 075－603－1762

99 長友公認会計士事務所　長友　滋尊 公認会計士 大阪府
大阪市浪速区難波中1－10－8　单海
野村ビル11階

06－6636－6526

100 三瓶　智美 税理士 大阪府
大阪市都島区都島北通1丁目10番21
号

06－6924－4887

101 吉田　謙一 税理士 大阪府 守口市長池町6番20号 06－6992－4967

102 ひょうご税理士法人 税理士法人 兵庫県 尼崎市单塚口町2丁目6番27号 06－6429－1301

103 京都あおい税理士法人 税理士法人 京都府
京都市伏見区竹田中内畑町2番地　堀
田ビル2F

075－605－5570

税理士法人サポートワークス 税理士法人

税理士法人パートナーズ関西 税理士法人60

61



104 中井会計事務所　中井　秀行 税理士 和歌山県
和歌山市杉の馬場1－15市駅前中井ビ
ル内

073－431－2200

105 大住　文夫 税理士 和歌山県 和歌山市新中島70－13 073－473－1691

106 中原　雄一 税理士 大阪府 大阪市淀川区東三国1丁目1－1 06－4807－7333

107 大橋　春水 税理士 兵庫県 尼崎市单塚口町1丁目2－1－503 06－6421－0264

108 佐原　三枝子 税理士 兵庫県
宝塚市逆瀬川2丁目6番10号本田ビル
201号

0797－72－5132

109 大橋　優一 税理士 兵庫県 尼崎市单塚口町1丁目2－1－503 06－6421－0264

110 佃　幸祐 税理士 大阪府
大阪市阿倍野区昭和町2丁目18番24
号佃ビル3階

06－6624－7361

111 田坂　隆司 税理士 大阪府
大阪市西区北堀江2－6－18　アドバン
ス心斎橋NEXTURE701号

06－6532－8533

112 松尾寛士税理士事務所　松尾　寛士 税理士 大阪府 豊中市本町2丁目1－21－201 06－6857－6857

113 淡路満会計事務所　淡路　満 税理士 和歌山県 和歌山市单田辺丁30番地 073－426－1400

114 藤村　恭弘 税理士 大阪府 東大阪市菱屋西3丁目1番9号 06－6730－6633

115 吉本　篤子 税理士 兵庫県 尼崎市塚口町6－8－6－203 06－6421－3318

大阪府 大阪市城東区関目1丁目22番6号 06－6923－8100

京都府 京都市左京区頭町357番地3 075－634－6359

117 池崎会計事務所　池崎　繁裕 税理士 大阪府 大阪市生野区生野西4－18－12 06－6717－5595

118 徳脇　重内 税理士 大阪府 堺市中区深井清水町3543单野ビル3F 072－270－8361

119 榎崎　洋 税理士 大阪府 大阪市中央区天満橋京町1番27号 06－6966－4777

120 阪口　修 税理士 大阪府
堺市北区中百舌鳥町6丁819番地　玉
井ビル3F

072－250－9935

121 加藤　芳樹 税理士 大阪府
大阪市中央区谷町1丁目3番5号　アン
フィニイ・天満橋5階

06－6910－7286

122 姥渕公認会計士事務所　姥渕　照夫 公認会計士 大阪府
大阪市西区阿波座1－5－2　第四富士
ビル

06－6563－9483

123 中尾元信税理士事務所　中尾　元信 税理士 大阪府 大阪市淀川区三国本町2－8－3－2F 06－6392－1266

124 木下　隆一 税理士 京都府 京都市左京区若王子町12－5 075－496－8536

125 角谷　雅子 税理士 京都府
京都市伏見区桃山町西尾42－4　T`s
桃山401号

075－644－5024

126 和田総合会計事務所　和田　浩孝 税理士 大阪府 豊中市本町7－4－18　和田ビル2階 06－6849－5631

127 中川公認会計士税理士事務所　中川　博史 税理士 大阪府
大阪市中央区高麗橋4－5－2　高麗橋
ウエストビル2F

06－6208－6230

128 山川　典男 税理士 大阪府 大阪市阿倍野区阪单町1－6－2 06－6622－6238

129 鎌田　克則 税理士 大阪府
大阪市中央区大手前1丁目6番4号　は
なビル9階

06－6943－4500

130 田原　義朗 税理士 兵庫県 丹波市柏原町柏原1116－1 0795－78－9116

131 税理士法人森之宮会計センター 税理士法人 大阪府
大阪市中央区森ノ宮中央1丁目14番2
号

06－6941－2282

132 筒井　修 税理士 大阪府
大阪市中央区谷町9－1－22　NK谷町
ビル105号

06－6762－6603

133 株式会社ティグレ
民間コンサルティ
ング会社

大阪府 大阪市中央区谷町2－6－4 06－6945－0066

134 中井純次税理士事務所　中井　純次 税理士 大阪府
大阪市都島区片町2丁目2番40号京橋
大発ビル

06－6242－3636

135 西岡　義高 税理士 和歌山県 和歌山市蔵小路5番 073－436－6001

大阪府 大阪市北区西天満1丁目8番9－406 06－6362－5701

大阪府 大阪市城東区中央3丁目10番20－101号 06－6933－1633

大阪府 豊中市長興寺单1丁目1番30－101 06－6864－6688

137 税理士法人あゆみ 税理士法人 大阪府
豊中市中桜塚3丁目10番35号　BZ豊中
センタービル2F

06－6846－0871

138 杉澤　毅 税理士 大阪府 柏原市国分本町1－2－25－205 072－977－8570

139 上田　兵二 税理士 大阪府
大阪市中央区单船場4－11－20心斎
橋アルテビル4F

06－6253－5885

140 田中　一志 税理士 大阪府 貝塚市加神1丁目10－14 072－439－1551

141 有限会社ユアブレーン
民間コンサルティ
ング会社

兵庫県 姫路市单条527－1 079－288－3811

142 税理士法人にしかわ 税理士法人 和歌山県 和歌山市有本535番地の3 073－424－4578

143 西山　奈津子 税理士 大阪府
大阪市中央区常盤町1－1－4　谷町細
見ビル2階A号

06－6947－5077

144 西川　洋史 税理士 大阪府 東大阪市永和2－2－32　TKビル3F 06－6728－0015

145 髙橋　満穗 税理士 大阪府
高槻市高槻町5番23号ファイブビル401
号

072－683－4308

146 株式会社テイタスアシスト
民間コンサルティ
ング会社

大阪府 大阪市城東区中央1丁目11番3号 06-6933-4351

147 ASSIST税務総合事務所　阿乘　栄美 税理士 大阪府
大阪市城東区中央1－13－13　村上实
業ビル220号

06－6924－9400

148 近藤　圭子 税理士 大阪府
大阪市阿倍野区昭和町5－1－30－
205

06－6626－6030

149 國澤　光利 税理士 大阪府 池田市渋谷2－6－25 072－752－7700

150 髙津拓也税理士事務所　髙津　拓也 税理士 大阪府 大阪市淀川区西中島5－13－12 06－6304－3336

税理士法人高橋税務会計事務所 税理士法人

税理士法人SAT 税理士法人
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151 花田　園子 税理士 大阪府
大阪市北区天神橋2丁目5番25号　若
杉グランドビル本館906号

06－4950－9057

152 井戸本泰次税理士事務所　井戸本　泰次 税理士 大阪府 大阪市天王寺区小橋町2番13号 06－6761－2610

153 阪口　博司 税理士 滋賀県 野洲市小篠原924 0775－88－1888

154 柴田　洋 公認会計士 大阪府 大阪市中央区大手前1丁目6番4号 06－6966－6335

155 植木　保雄 税理士 大阪府
大阪市福島区玉川1－2－60　プルポビ
ル3階

06－6441－5798

156 中田　隼人 税理士 大阪府
大阪市福島区玉川1－2－60　プルポビ
ル3階

06－6441－5798

157 有限会社グリーン経営サービス
民間コンサルティ
ング会社

大阪府 大阪市中央区单本町2丁目3番8号 06－6484－7705

158 小寺　隆弘 税理士 大阪府
大阪市城東区成育3丁目2番12三進ビ
ル202号

06－6935－5917

159 暁税理士法人 税理士法人 大阪府
吹田市江坂町1－13－41　NF江坂ビル
604号

06－6386－1610

160 中野　洋 税理士 大阪府
大阪市淀川区東三国2－38－7　タニ
コー新大阪ビル6F

06－4807－7000

161 生駒　淳哉 税理士 大阪府
池田市城单1－1－29　サンライズ池田
ビル402

072－751－8558

162 小森　ひろみ 税理士 大阪府 豊中市岡町单1－10－13 06－6855－7604

163 三須　宗次 税理士 滋賀県 彦根市原町660－48 0749－24－9179

164 大林　傳治 税理士 滋賀県
近江八幡市桜宮町206番地23　荒川ビ
ル2階

0748－32－3211

165 池上　陽 税理士 京都府
京都市中京区河原町通三条上る恵比
須町434番地3

075－231－1235

166 帖佐　和孝 税理士 大阪府 岸和田市土生町1丁目4番8号 072－439－9781

167 大髙友紀税理士事務所　大髙　友紀 税理士 京都府 八幡市男山12－32 075－983－3156

168 八木　隆行 税理士 大阪府
東大阪市新池島町3－3－5新池島ハイ
ツ107号

072－985－8311

169 岡田　良次 税理士 大阪府
堺市堺区戎島町4丁45番地1ポルタス
センタービル7F

072－233－5572

170 青木隆幸税理士事務所　青木　隆幸 税理士 大阪府
吹田市江坂町1丁目23番28号　江坂单
口ビル5階

06－6330－6615

171 石山　茂 税理士 大阪府 松原市上田1－4－5　川端ビル3階 072－332－1400

172 石川　勝啓 税理士 大阪府 大阪市天王寺区上汐6丁目2－2 06－6773－2800

173 谷口　薫 税理士 京都府
京都市中京区三条通新町西入ル釜座
町22番地ストークビル三条烏丸401号

075－254－0756

174 岩下　達美 税理士 兵庫県 神戸市北区谷上西町13番13号 078－581－7447

175 山口　拓 税理士 大阪府
大阪市中央区大手通1丁目2番8号
エースマン大手通ビル302

06－6945－1047

176 河村会計事務所　河村　好夫 税理士 大阪府
大阪市中央区内本町1丁目1番1号
OCTビル3F

06－6941－8711

177 单中　平八郎 税理士 大阪府
大阪市北区梅田1丁目2番2－1300号
大阪駅前第二ビル13階18号

06－6341－3095

178 戎　欽也 税理士 大阪府
大阪市中央区石町1－1－1天満橋千
代田ビル2号館10B

06－6809－6809

179 宮崎　知行 税理士 大阪府
大阪市中央区北浜1－9－9北浜長尾ビ
ル3F

06－6121－2881

180 アクト経営会計事務所　中嶋　崇 税理士 大阪府
大阪市中央区谷町6丁目2番33号　ロイ
ヤル谷町216

06－6718－7750

181 溝口　讓 税理士 大阪府 豊中市庄内西町4丁目1番1号 06－6332－3208

182 赤松　和弘 税理士 大阪府
枚方市大垣内町2丁目12－8荒堀ビル
5F

072－861－2770

183 廣瀬　晋 税理士 大阪府 大阪市北区西天満4－6－3－802 06－6362－7260

184 かけはし法律事務所　柿沼　太一 弁護士 兵庫県
神戸市中央区多聞通2－1－10第二法
友会館3階

078－361－9494

185 瀬川　昇 税理士 大阪府
大阪市中央区谷町1丁目7番3号天満
橋千代田ビル2F

06－6947－8822

186 永井博之税理士事務所　永井　博之 税理士 大阪府
大阪市北区西天満3丁目5番10号　オ
フィスポート大阪903号

06－6315－1588

187 新島会計事務所　新島　亮市 税理士 大阪府
大阪市東淀川区瑞光1丁目2－3　井上
ビル3F

06－6329－2804

188 重田　公啓 税理士 京都府
京都市山科区厨子奥若林町57－1松
本ビル3F

075－593－6905

189 上田　孝一 税理士 大阪府 守口市金田町5丁目4番22号 06－6905－7208

190 松岡会計事務所　松岡　茂 税理士 福井県 福井市宝永1丁目37－17 0776－25－7311

191 倉橋総合会計事務所　倉橋　敏文 税理士 兵庫県
神戸市東灘区住吉宮町7丁目3－27－
1403

078－846－8486

192 池田　達夫 税理士 和歌山県 田辺市栄町23番地　秋善ビル2階 0739－26－7870

193 雪松　弘 税理士 大阪府
東大阪市荒川2－8－28　布施スカイハ
イツ109号

06－6729－6873

194 乾　禎則 税理士 大阪府
豊中市中桜塚3丁目10番12号　ヴィラ
森田2階

06－6858－2523

195 税理士法人カインズ 税理士法人 大阪府 豊中市中桜塚4丁目9－38 06－6856－0424

196 小西　大史 税理士 大阪府 岸和田市吉井町1－10－24 072－445－6773

197 谷井　道代 税理士 大阪府 池田市緑丘2丁目2番14号 072－761－7083

198 大原　明 弁護士 大阪府
大阪市北区西天満3丁目6番3号　西天
満福岡ビル3階

06－6363－3886

199 荒家　高志 税理士 大阪府
大阪市淀川区宮原4丁目4番64号　新
大阪千代田ビル6B

06－6393－5151

大阪府 大阪市中央区谷町9－1－18 06－4304－0484
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大阪府 羽曳野市誉田3－14－20 072－958－3908

201 渋谷　隆 税理士 兵庫県
尼崎市東園田町4丁目101－7　ナイ
トー18ビル302

06－6492－3678

202 長島　広明 公認会計士 大阪府
大阪市中央区今橋2丁目2番11号　大
和今橋ビル6F

06－6121－6778

203 原田会計事務所　原田　徹 税理士 大阪府 大阪市東成区深江北1－16－32 06－6976－6121

204 奈良県中小企業団体中央会
中小企業団体中
央会

奈良県
奈良市登大路町38番地の1　奈良県中
小企業会館内

0742－22－3200

205 小林　章博 弁護士 京都府
京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀
鉾町8番　京都三井ビル3階　弁護士法
人中央総合法律事務所　京都事務所

075－257－7411

206 北岡・寳谷・李法律事務所　工藤　大基 弁護士 大阪府
大阪市北区三丁目13番20号　ASビル5
階

06－6365－1303

207 壇　俊光 弁護士 大阪府
大阪市北区西天満6丁目7番4号大阪
弁護士ビル501号室

06－6364－0181

208 山口　心平 弁護士 大阪府
大阪市北区西天満1丁目7番20号
JIN.ORIXビル10階

06－6364－9275

209 神戸H.I.T.法律事務所　久米　知之 弁護士 兵庫県
神戸市中央区御幸通7－1－15　三宮
ビル单館5階

078－200－3066

210 田中　賢一 弁護士 兵庫県 伊丹市西台1丁目2番11号　C-ビル5階 072－781－7327

211 春名　一典 弁護士 兵庫県 伊丹市西台1丁目2番11号　C-ビル5階 072－781－7327

212 森田　和明 弁護士 大阪府
大阪市北区西天満6丁目3番11号　梅
田ベイス・ワン6階606号

06－6361－8613

213 おおかわ法律事務所　大川　伸郎 弁護士 大阪府
大阪市北区西天満5丁目9番5号谷山ビ
ル2階

06－6311－5551

214 柴田　眞里 弁護士 兵庫県
神戸市中央区中町通2丁目3番2号　神
戸駅前ツインビル8階

078－367－6777

215 西脇法律事務所　矢野　耕司 弁護士 兵庫県
西脇市西脇990番地　西脇経済セン
タービル1階

0795－23－7532

216 嘉藤　憲暁 弁護士 兵庫県 西宮市寿町4番22号　O'sビル1階 0798－34－1780

217 倉田　晃 税理士 大阪府 池田市菅原町2番6号エイコービル3F 072－753－3050

218 林会計事務所　林　武 税理士 大阪府
枚方市大垣内町2－16－12　サクセス
ビル7F

072－844－1456

219 税理士法人平岡会計事務所 税理士法人 大阪府
大阪市中央区天満橋京町1番26号尼
信天満橋ビル

06－6966－5858

220 足立　均 税理士 兵庫県 丹波市柏原町母坪346 0795－72－4650

221 酒谷　啓二 税理士 大阪府
大阪市阿倍野区阪单町1－11－2－
205

06－6625－0755

222 新経営サービス清水税理士法人 税理士法人 京都府
京都市下京区河原町通五条上る御影
堂前町843番地

075－343－0870

223 株式会社豊栄総合研究所
民間コンサルティ
ング会社

大阪府 大阪市北区紅梅町6－19 06－6356－0749

224 川口哲義税理士事務所　川口　哲義 税理士 兵庫県
神戸市須磨区平田町2丁目2番12号
アーブビル3A

078－734－3881

225 大森　輝見 税理士 大阪府 東大阪市永和2－2－32　TKビル3F 06－6224－3587

226 村島中小企業診断士事務所　村島　喜信 中小企業診断士 奈良県 大和高田市内本町8番9号 0745－22－5888

227 税理士法人上田中川会計 税理士法人 大阪府
大阪市都島区片町1丁目5番13号　大
手前センチュリービル9階

06－6352－2618

228 三木　由佳子 税理士 兵庫県 姫路市三左衛門堀西の町99－102 079－261－9626

229 松田一彦税理士事務所　松田　一彦 税理士 福井県 大野市本町8－17 0779－65－1426

230 奥村綜合事務所　奥村　量之 税理士 大阪府 豊中市曽根東町5－17－12 06－6863－0461

231 税理士法人ヨシオカ事務所 税理士法人 大阪府 豊中市岡上の町4丁目3番2号 06－6855－3581

232 鈴江　武 公認会計士 大阪府 大阪市中央区平野町1丁目8番13号 06－4963－3792

233 北野　幸子 税理士 大阪府 池田市菅原町2番6号エイコービル3F 072－748－1055

234 税理士法人マークス 税理士法人 大阪府 大阪市住吉区我孫子東1丁目3番13号 06－6607－6006

235 得田　政臣 税理士 大阪府
大阪市東成区大今里单5－20－5ア
ムール新深江102

06－6975－5777

滋賀県 彦根市平田町410－6 0749－23－6412

滋賀県 栗東市北中小路5－2 077－554－7595

237 武田　晃一 税理士 大阪府
大阪市北区東天満2－8－1若杉セン
タービル別館805号室

06－6355－4833

238 原　綱宗 税理士 京都府
京都市下京区綾小路通室町西入善長
寺町143番地マスギビル406号

075－371－8357

239 横山泰税理士事務所　横山　泰 税理士 兵庫県
明石市野々上2－2－8　YKハイツ西明
石北201号

078－920－0990

240 橋本　真二 税理士 大阪府 大阪市城東区成育2－13－17－1203 06－6931－1993

241 髙砂　吉孝 税理士 大阪府
東大阪市長田中2－2－11　コム東大
阪2階

06－6747－3555

242 中川秀夫税理士事務所　中川　秀夫 税理士 京都府 京都市伏見区日野北川頬2－15 075－574－1434

243 奥村綜合事務所　水守　哲也 税理士 大阪府 豊中市曽根東町5－17－12 06－6863－0461

244 川上　高史 弁護士 和歌山県 田辺市今福町98番地2階 0739－23－2110

245 木戸　貴絵 弁護士 和歌山県 田辺市今福町98番地2階 0739－23－2110

246 足立　朊子 弁護士 大阪府 大阪市北区豊崎5丁目6番7号 06－6375－0753

247 梶　広征 弁護士 大阪府
大阪市北区单森町1－2－25　单森町
iSビル4階

06－6365－7292

大辻税理士法人 税理士法人
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248 須知　雄造 弁護士 大阪府
大阪市北区西天満1－10－1　秋田ビ
ル2階26号室

06－6362－7715

249 中村利雄法律事務所　中村　利雄 弁護士 京都府
京都市中京区河原町通二条西入　宮
崎ビル2階

075－256－0224

250 グローバル法律事務所　東　重彦 弁護士 大阪府
大阪市北区西天満2丁目10番2号　幸
田ビル4階401号

06－6365－6154

251 グローバル法律事務所　礒川　剛志 弁護士 大阪府
大阪市北区西天満2丁目10番2号　幸
田ビル4階401号

06－6365－6154

252 グローバル法律事務所　寺中　良樹 弁護士 大阪府
大阪市北区西天満2丁目10番2号　幸
田ビル4階401号

06－6365－6154

253 コスモ法律事務所　阪井　千鶴子 弁護士 大阪府 大阪市北区单森町2丁目1番29号 06－6361－2469

254 梁　栄文 弁護士 大阪府
大阪市北区西天満4丁目3番25号　梅
田プラザビル4階

06－6364－2764

255 鈴木　秋夫 弁護士 大阪府
大阪市北区西天満2－10－2　幸田ビ
ル11階

06－6365－8111

256 菊井　豊 弁護士 兵庫県
姫路市北条宮の町392番地　弁護士法
人菊井法律事務所

079－286－8880

257 法修館法律事務所　安若　多加志 弁護士 大阪府
大阪市中央区单船場2－12－16ルグラ
ン心斎橋9階

06－6251－4858

258 塩路法律事務所　塩路　広海 弁護士 大阪府
大阪市中央区難波3丁目7番12号
GP・GATEビル7階

06－6634－5881

259 松柏法律事務所　折田　啓 弁護士 大阪府
大阪市北区西天満1丁目7番20号
JIN.ORIXビル503号

06－6360－6547

260 福井商工会議所 商工会議所 福井県 福井市西木田2丁目8番1号 0776－36－8111

261 大野雅行税理士事務所　大野　雅行 税理士 大阪府
大阪市港区磯路2丁目1番20号　大和
ビル3F

06－6572－6560

262 谷川洋平税理士事務所　谷川　洋平 税理士 兵庫県
芦屋市西山町4番4号ライフイン芦屋弐
番館205

0797－57－0087

263 濵小路　清子 税理士 兵庫県
芦屋市西山町4番4号ライフイン芦屋弐
番館205

0797－57－0087

264 吉田　枀 税理士 大阪府 吹田市津雲台6丁目8番11号 06－6871－1868

265
むらた・ふたば・たかせ法律特許事務所　末
永　京子

弁護士 大阪府
大阪市北区西天満5丁目1番9号　新日
本曽根崎ビル9階

06－6362－5900

266 村島国際法律事務所　村島　雅弘 弁護士 大阪府
大阪市北区梅田2－2－2　ヒルトンプラ
ザウエスト　オフィスタワー19階

06－6133－5600

267 中屋　正行 税理士 大阪府
大阪市阿倍野区松崎町3丁目13番3号
高橋ビル

06－6624－2785

268 清水　道悦 税理士 大阪府 大阪市平野区瓜破1－1－37 06－6790－9553

269 杉山　孝一 税理士 大阪府 茨木市東中条町1番31号 050－3537－3005

270 宮脇合同事務所　宮脇　康成 税理士 和歌山県 和歌山市畑屋敷雁木丁21 073－431－5241

271 濱田　耕作 税理士 大阪府 大阪市此花区西九条3－9－19 06－6465－7147

272 栃本　彌四郎 税理士 大阪府 大阪市住之江区住之江1－4－47 06－6674－7077

273 アクセス総合会計事務所　鈴木　浩文 税理士 京都府
京都市中京区三条通烏丸西入ル御倉
町85－1　烏丸ビル3F

075－257－5432

274 原　大次郎 税理士 滋賀県 草津市西大路町2－2　西田ビル2F 077－569－4857

275 竹内　政明 税理士 京都府
京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町26
－5　第2シャトーウメダ213号

075－863－3377

276 若木　泰子 税理士 大阪府
池田市室町4－52　ロイヤルグラン池
田301号　小島隆税理士事務所内

072－751－6917

277 髙村　智 税理士 京都府
京都市上京区烏丸通寺之内上る相国
寺門前町647－8　京都烏丸ビル2F

075－411－0031

278 税理士法人たすき会 税理士法人 福井県 福井市乾徳1丁目9番5号 0776－21－5667

279 水城　实 税理士 和歌山県
和歌山市十番丁19番地Wajima十番丁5
階

073－428－8151

280 岩井　美香 税理士 兵庫県 神戸市兵庫区水木通3丁目1－2 078－578－2351

281 髙澤　信之 税理士 大阪府 大阪市北区兎我野町3番8号 06－6367－0903

282 松永和久税理士事務所　松永　和久 税理士 大阪府
大阪市北区梅田1丁目2－2　大阪駅前
第2ビル3階

06－6136－8332

283 大志万　泰範 税理士 大阪府
大東市北条1丁目4番19号　毎弘ビル
2F－7号室

072－879－0048

284 坂　昌樹 弁護士 大阪府
大阪市北区西天満4丁目8番2号　北ビ
ル本館501号

06－6364－6200

285 石川　悦治 税理士 大阪府
大阪市北区梅田1丁目2番2　大阪駅前
第2ビル4階4－1

06－6344－5531

286
鈴木一正公認会計士税理士事務所　鈴木
一正

公認会計士 大阪府 茨木市新庄町10番6－403号 072－601－4208

税理士法人 大阪府 貝塚市東山三丁目7番1号 072－446－3306

大阪府 大阪市中央区久太郎町二丁目5番28号 06－6251－8801

288 安達　理和 税理士 大阪府
大阪市中央区单本町3－1－12　カネセ
中央ビル6階

06－4704－0080

289 宮崎　仁 税理士 大阪府
大阪市阿倍野区阪单町5丁目23番12
号グランデマルマン20B

06－6629－8892

290 コスモ法律事務所　阪井　基二 弁護士 大阪府 大阪市北区单森町2丁目1番29号 06－6361－2469

291 藤田　さえ子 弁護士 大阪府
大阪市中央区平野町1丁目8番13号平
野町八千代ビル4階

06－6232－1986

292 岡村　勇人 弁護士 大阪府
大阪市中央区平野町1丁目8番13号平
野町八千代ビル4階

06－6232－1986

293 新井　教正 弁護士 大阪府
大阪市北区西天満1－2－5　大阪JAビ
ル12階　弁護士法人なにわ橋法律事
務所内

06－6364－0241

294 三宮法律事務所　三木　信善 弁護士 兵庫県 神戸市中央区加納町4－4－17 078－392－3050

295 井﨑　康孝 弁護士 大阪府
大阪市北区西天満1丁目2番5号　大阪
JAビル7階

06－4709－0050

296 井花　正伸 弁護士 福井県
福井市大手二丁目20番12号　大手ビ
ル3階

0776－25－3636

東陽税理士法人287



297 細川　敦史 弁護士 兵庫県
伊丹市西台1丁目2番11号　C-3ビル5
階

072－781－7327

298 かがやき法律事務所　須山　幸一郎 弁護士 兵庫県
神戸市中央区京町74番地　京町74番
ビル6階

078－393－5022

299 洛新法律事務所　野澤　健 弁護士 京都府
京都市中京区丸太町通烏丸東入光リ
堂町420　京都インペリアルビル5階
洛新法律事務所

075－231－1106

300 洛新法律事務所　小嶋　敦 弁護士 京都府
京都市中京区丸太町通烏丸東入光リ
堂町420　京都インペリアルビル5階

075－231－1106

301 イデア綜合法律事務所　坂野　真一 弁護士 大阪府
大阪市北区西天満4－11－22阪神神
明ビル901号

06－6360－6110

302 藤岡　亮 弁護士 大阪府
大阪市西区江戸堀1－2－11大同生命
单館7階

06－6446－1111

303 小林　寛治 弁護士 大阪府
大阪市北区西天満3丁目1番6号　辰野
西天満ビル3階　弁護士法人進取法律
事務所

06－6363－8101

304 古家野　彰平 弁護士 京都府
京都市中京区三条通烏丸西入御倉町
85番地1　烏丸ビル3階　弁護士法人古
家野法律事務所

075－223－2788

305 辻村　和彦 弁護士 大阪府
大阪市北区西天満1丁目2番5号　大阪
JAビル12階

06－6362－1271

306 北島　健太郎 弁護士 兵庫県
神戸市中央区海岸通3丁目1番5号　海
岸ビルヂング202

078－326－7817

307 大砂　裕幸 弁護士 大阪府
大阪市中央区伏見町2丁目5番7号　岡
田伏見町ビル5階

06－6228－0088

308 上田　憲 弁護士 大阪府
大阪市北区西天満6－7－2新日本梅
新ビル5階

06－6365－0384

大阪府 大阪市中央区北浜3丁目5番29号 06－6202－7873

東京都 千代田区有楽町1丁目7番1号 03－5288－1021

310 高橋　昌子 弁護士 大阪府
大阪市中央区農人橋2丁目1番30号谷
町八木ビル9階

06－6944－1271

311 中島　宏治 弁護士 大阪府
大阪市中央区農人橋2丁目1番30号谷
町八木ビル9階

06－6944－1271

312 稲田　堅太郎 弁護士 大阪府
大阪市中央区農人橋2丁目1番30号谷
町八木ビル9階

06－6944－1271

313 乕田　喜代隆 弁護士 大阪府
大阪市中央区農人橋2丁目1番30号谷
町八木ビル9階

06－6944－1271

314 前川　直輝 弁護士 大阪府
大阪市北区西天満4丁目11番22号阪
神神明ビルディング501号

06－6362－8013

315 イデア綜合法律事務所　加藤　真朗 弁護士 大阪府
大阪市北区西天満4－11－22阪神神
明ビル901号

06－6360－6110

316 前田総合法律事務所　前田　英倫 弁護士 大阪府
大阪市北区西天満3丁目1番6号　辰野
西天満ビル7階

06－6313－0031

317 北船場法律事務所　岨中　良太 弁護士 大阪府
大阪市中央区今橋1－7－19　北浜ビ
ルディング8階

06－4707－3335

318 林秀宣税理士事務所　林　秀宣 税理士 大阪府
堺市堺区戎之町東3丁1番4号堺建設
業会館2F

072－232－0066

319 浦田　秀彦 公認会計士 兵庫県 加古郡播磨町東野添3丁目7番13号 078－962－4091

320 松本　鉄平 税理士 大阪府
大阪市北区单扇町7－17　MF梅田ビル
6階D号室

06－6940－0209

321 税理士法人京都経営 税理士法人 京都府
京都市伏見区西大手町307　エイトビル
5F

075－603－9022

322 松尾　雅泰 税理士 大阪府 大阪市阿倍野区阪单町3－43－27 06－6628－1818

323 西村税理士事務所　西村　和彦 税理士 兵庫県 豊岡市立野町7番10号 0796－23－2827

324 中辻会計事務所　中辻　豊 税理士 大阪府
東大阪市西堤本通東1－1－1　東大阪
大発ビル720号

06－6789－6973

325 井関孝之税理士事務所　井関　孝之 税理士 大阪府 豊中市蛍池中町2－4－16－2階 06－4865－7028

326 小山　敏 税理士 京都府
京都市伏見区下鳥羽六反長町115番
地

075－611－0165

327 岸　友子 税理士 和歌山県 海单市名高155－1 073－482－2525

328 河北税理士事務所　河北　裕二 税理士 兵庫県
神戸市兵庫区三川口町1－3－15－
105

078－682－7528

329 安藤税理士事務所　安藤　竜三 税理士 京都府
京都市東山区古門前通大和大路東入
元町368番地アートセンタービル3F

075－532－1860

330 福地　真一 中小企業診断士 大阪府 吹田市山田西1－32－15－408 090－7360－2311

331 多田　信広 税理士 兵庫県 西宮市大畑町2－29　サーティ北口103 0798－67－8762

332 西河　豊 中小企業診断士 京都府
乙訓郡大山崎町円明寺北浦2-6, 1-
403

075－957－1487

333 小笠原博史税理士事務所　小笠原　博史 税理士 大阪府
大阪市天王寺区上本町4丁目1番23号
DKビル3F

06－6766－0006

334 大矢旭税理士事務所　大矢　旭 税理士 大阪府
大阪市中央区本町2丁目3番4号　アソ
ルティ本町10階

06－6261－5532

335 榊山　京子 税理士 大阪府
高槻市城北町2丁目14番28号　関西城
北ビル303号

072－673－5510

336 中島　勤 税理士 大阪府
大東市北条1丁目4番19号　毎弘ビル
2F-7号室

072－879－0048

337 西向　隆夫 税理士 大阪府 大阪市中央区釣鐘町1－1－1 06－6941－9077

338 常田公認会計士事務所　常田　英貴 公認会計士 大阪府
大阪市中央区内本町2－4－6　オフィ
スポート内本町3階

06－4790－7017

339 禪定貞男税理士事務所　禪定　貞男 税理士 大阪府 大阪市福島区海老江7丁目3番4号 06－6453－3137

340 板谷　一郎 税理士 奈良県 奈良市西大寺東町1丁目6番6号 0742－32－1020

341 堀井　弘三 税理士 大阪府
大阪市中央区船越町1-6-6　レナ天満
橋8階

06－6942－1256

342 嶋　敬介 税理士 大阪府
大阪市中央区北浜4丁目1－21　住友
生命淀屋橋ビル2F

06－6229－1817

大阪府
大阪市北区堂島浜1丁目4番16号　アク
ア堂島西館2階

06－6346－2970

東京都
千代田区内幸町2丁目2番2号　富国生命
ビル15階1505

03－3580－6767

弁護士法人きっかわ総合法律事務所 弁護士法人

弁護士法人三宅法律事務所 弁護士法人309
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344 九頭竜法律事務所　八木　宏 弁護士 福井県
福井市順化1丁目24番43号　ストークビ
ル福井一番館8階

0776－22－0168

345 木村　守 税理士 京都府 京都市左京区山端川岸町36－2 075－702－0280

346 株式会社イコール
民間コンサルティ
ング会社

京都府
京都市下京区中堂寺粟田町93番地
京都リサーチパーク6号館3階

075－323－6816

1 清水　俊介
税理士・税理士
法人

広島県 広島市中区十日市町二丁目２番２８号 広島県 082-296-2580

2 近重勉税理士事務所　近重　勉
税理士・税理士
法人

島根県 浜田市殿町８５番地１ 島根県 0855-22-0455

3 原田　眞樹
その他（NPO法
人、民間コンサル
企業等）

山口県 山口市吉敷上東一丁目５番７号 山口県 083-922-2800

4 福井　政夫
税理士・税理士
法人

広島県
広島市佐伯区楽々園４丁目６番１９－
１０２号

広島県 082-942-1323

5
税理士法人　安部事務所　代表社員　安部
知格

税理士・税理士
法人

広島県 広島市西区大宮一丁目２７番４号 広島県 082-238-1541

6 三木　武彦
税理士・税理士
法人

広島県 広島市中区加古町７－１１ 広島県 082-243-2136

7 秋山　伸税理士事務所　代表　秋山　伸
税理士・税理士
法人

岡山県 総社市中央６丁目７－１１２ 岡山県 0866-94-3440

8 馬場輝税理士事務所　代表　馬場輝
税理士・税理士
法人

岡山県
岡山市東区金岡西町８０１－１　石原ビ
ル３F

岡山県 086-942-0226

9 馬越晃一税理士事務所　代表　馬越晃一
税理士・税理士
法人

岡山県 倉敷市児島下の町１－１１－４５ 岡山県 086-474-3719

10 大濱宏税理士事務所　税理士　大濱宏
税理士・税理士
法人

広島県
広島市西区横川町３丁目５－９　世良
ビル３０１

広島県 082-503-2808

11 大原会計事務所　大原正己
税理士・税理士
法人

広島県 広島市中区橋本町１－１０－４０１ 広島県 082-502-7731

12 須田　秀之
税理士・税理士
法人

岡山県 真庭市下市瀬１２６３－７ 岡山県 0867-52-0388

13 岡部寛税理士事務所　岡部寛
税理士・税理士
法人

広島県 福山市千代田町一丁目８番３号 広島県 084-953-7537

14 荒瀬秀俊税理士事務所　代表　荒瀬秀俊
税理士・税理士
法人

広島県 呉市中央１丁目６番９号 広島県 0823-25-7150

15
税理士法人　吉田・内田税理士事務所　代
表社員税理士　吉田陽介

税理士・税理士
法人

岡山県 岡山市北区東島田町1丁目１番8号 岡山県 086-238-5230

16 山本税理士事務所　山本洋介
税理士・税理士
法人

広島県
広島市中区八丁堀6番11号　グレイス
ビル805号

広島県 082-511-2331

17
税理士法人　錦織会計事務所　代表社員
錦織澄

税理士・税理士
法人

島根県
松江市殿町111番地　山陰放送・第一
生命共同ビルディング

島根県 0852-24-4321

18 有福税理士事務所　有福晃一
税理士・税理士
法人

広島県 広島市東区牛田旭2丁目3番2号 広島県 082-511-8877

19 加藤昌也税理士事務所　加藤昌也
税理士・税理士
法人

広島県 広島市西区楠木町1-10-11 広島県 082-295-6222

20 遠藤清二税理士事務所　遠藤清二
税理士・税理士
法人

島根県 安来市飯島町830-10 島根県 0854-22-5114

21 島田直行
弁護士・弁護士
法人

山口県
下関市観音崎町12番10号　太陽生命
下関ビル5階

山口県 083-250-7881

22 竹内優機税理士事務所　税理士　竹内優機
税理士・税理士
法人

島根県 益田市あけぼの西町2-9 島根県 0856-23-5234

23 税理士　矢尾井敏廣
税理士・税理士
法人

島根県  島根県 0852-26-1360

24 江村恭一税理士事務所　税理士　江村恭一
税理士・税理士
法人

山口県 下関市古屋町1丁目5番15号 山口県 083-252-6352

25 弁護士　高岡優
弁護士・弁護士
法人

広島県
広島市中区上八丁堀4番28号　松田ハ
イツ205号

広島県 082-221-5754

26
特定非営利活動法人ＩＴコーディネータ広島
理事長　志多木義浩

ＮＰＯ法人・民間
コンサル企業等

広島県 広島市单区大須賀町17番5-703号 広島県 082-236-3195

27
税理士法人エフ・エム・エス　代表社員　楢
原巧

税理士・税理士
法人

岡山県 岡山市单区豊成1丁目5番3号 岡山県 086-222-3831

28 福島理浩
税理士・税理士
法人

岡山県 岡山市单区福富西1-9-45 岡山県 086-263-8676

29 竹永靖正税理士事務所　竹永靖正
税理士・税理士
法人

広島県 広島市中区十日市町2-2-17 広島県 082-295-1641

30 松本正福税理士事務所　税理士　松本正福
税理士・税理士
法人

鳥取県 境港市外江町3801番地 鳥取県 0859-44-6195

31
株式会社リアライズ　代表取締役　馬越晃
一

ＮＰＯ法人・民間
コンサル企業等

岡山県 倉敷市児島下の町1-11-45 岡山県 086-474-3719

32 中光弘治
弁護士・弁護士
法人

山口県 山口市駅通り2丁目5番13号　未来ビル 山口県 083-901-1080

33 森脇慎税理士事務所　代表　森脇慎
税理士・税理士
法人

岡山県 岡山市北区上中野1-16-5 岡山県 086-243-7447

34 花本浩樹税理士事務所　所長　花本浩樹
税理士・税理士
法人

広島県
広島市安佐单区緑井三丁目10番28号
松岡ビル2Ｆ

広島県 082-877-9183

35 森末英男税理士事務所　森末英男
税理士・税理士
法人

岡山県 岡山市北区富田町1-5-16 岡山県 086-225-5401

36 田中正博税理士事務所　税理士　田中正博
税理士・税理士
法人

岡山県 岡山市北区白石西新町7-100 岡山県 086-255-5462

37 畑税理士事務所　税理士　畑善高
税理士・税理士
法人

山口県 山陽小野田市くし山一丁目13番1号 山口県 0836-83-5454

38 西田正人会計事務所　西田正人
税理士・税理士
法人

山口県
宇部市新天地1丁目2-10ときわ松井ビ
ル

山口県 0836-21-0345

広島県 広島市中区八丁堀2-31　鴻池ビル9階 082-511-7772

広島県
尾道市東御所町４－１６　尾道駅前ビル２
階

0848-21-0045

広島県
大竹市新町１丁目８－３　アーバンタワー
大竹１階

0827-54-1222

40 桒田博正
弁護士・弁護士
法人

広島県
広島市中区基町12-3　ＣＯＩ広島紙屋
町ビル６Ｆ

広島県 082-502-0305

41
税理士法人長谷川会計　代表社員　長谷川
一彦

税理士・税理士
法人

広島県 広島市西区庚午中二丁目11番1号 広島県 082-272-5868

42 荒神五師税理士事務所　荒神五師
税理士・税理士
法人

広島県 広島市单区比治山本町16番58号 広島県 082-256-1660

43 大植浩司
弁護士・弁護士
法人

岡山県
岡山市北区富田町1-5-12アシモ大奈
ビル3階302号

岡山県 086-206-3881

44 江見匡史税理士事務所　所長　江見匡史
税理士・税理士
法人

岡山県 岡山市北区大和町2丁目7-10 岡山県 086-236-1180

弁護士法人広島みらい法律事務所　代表
社員　二國則昭

弁護士・弁護士
法人

39
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45 井上晴夫
弁護士・弁護士
法人

島根県
松江市殿町516番地　山陰鴻池ビル3
階

島根県 0852-61-1500

島根県 松江市北陵町1番地 0852-60-5115

島根県 浜田市相生町１３９１番地８ 0855-24-9301

47
島根県中小企業団体中央会　会長　杉谷雅
祥

中小企業団体中
央会

島根県 松江市母衣町55番地4 島根県 0852-21-4809

48 山本信春税理士事務所　税理士　山本信春
税理士・税理士
法人

広島県 福山市神辺町徳田1167-9 広島県 084-962-3864

49 渡部秀信
税理士・税理士
法人

島根県 江津市二宮町神为2260番地1 島根県 0855-54-3500

50 弁護士　山岡嗣也
弁護士・弁護士
法人

広島県
呉市中央1-2-3　ニッセイ呉シティビル6
階

広島県 0823-36-5255

51 西村正男
弁護士・弁護士
法人

鳥取県 米子市西町１４２番地 鳥取県 0859-31-2840

52 佐多宗税理士事務所　佐多宗
税理士・税理士
法人

島根県 浜田市浅井町１０２－４ 島根県 0855-22-1406

53 赤木洋児税理士事務所　赤木洋児
税理士・税理士
法人

岡山県 総社市三須１１８９－１ 岡山県 0866-92-8624

54 片山城治
税理士・税理士
法人

岡山県 岡山市中区中井１２２－１０ 岡山県 086-275-9220

55 日笠肇税理士事務所　日笠肇
税理士・税理士
法人

岡山県 美作市明見８０７－１ 岡山県 0868-72-0516

56 大立稔税理士事務所　大立　稔
税理士・税理士
法人

広島県 福山市草戸町２－１－２２ 広島県 084-927-5100

57 山元浩
弁護士・弁護士
法人

山口県
下関市竹崎町４丁目４番２号　ヴェルタ
ワー下関１０３号

山口県 083-222-7001

58
髙杉公認会計士・税理士事務所
公認会計士　髙杉　直由

公認会計士・監
査法人

広島県
広島市中区八丁堀１番地２３ヴェル八
丁堀１０２号

広島県 082-224-1795

59
税理士法人　広島経営センター　代表社員
台木信晴

税理士・税理士
法人

広島県
広島市安芸区船越单三丁目２７番２７
号

広島県 082-823-6800

60 井上徹税理士事務所　井上徹
税理士・税理士
法人

広島県 広島市西区己斐本町３丁目１１－５ 広島県 082-507-3335

61 佐伯奉文
弁護士・弁護士
法人

山口県
山口市春日町２０６６番１藩庁門ビル２
階

山口県 083-923-5240

62 井上雅雄
弁護士・弁護士
法人

岡山県 岡山市北区春日町５番６号 岡山県
岡山市北区春日町５番６号　弁護士法人
岡山パブリック法律事務所

086-231-1141

63
弁護士法人中山修身法律事務所　代表社
員　中山修身

弁護士・弁護士
法人

山口県
山口市春日町２０６６番１藩庁門ビル２
階

山口県 083-923-5240

64 生駒和敬税理士事務所　生駒和敬
税理士・税理士
法人

岡山県 津山市東一宮７６－１０ 岡山県 0868-27-7000

65
税理士法人ゆいまーる　代表社員　宮﨑亮
介

税理士・税理士
法人

山口県 周单市新宿通二丁目２２番 山口県 0834-22-1232

66 冨田哲也
税理士・税理士
法人

山口県 山口市宮島町１－１６ 山口県 083-922-4866

67 上田和義
弁護士・弁護士
法人

山口県
防府市八王子１丁目７番４号　ニューマ
ルマンビル５階

山口県 0835-26-3630

68 成田法律事務所　弁護士　成田学
弁護士・弁護士
法人

広島県
福山市西町二丁目１０番１号　福山商
工会議所ビル５階

広島県 084-922-7510

69
弁護士法人広島総合法律会計事務所　弁
護士　中井竜

弁護士・弁護士
法人

広島県 広島市中区東白島町１４－１５－７F 広島県 082-227-1100

70 須山宏行税理士事務所　須山宏行
税理士・税理士
法人

広島県 福山市地吹町１１－２５ 広島県 084-922-5695

71
弁護士法人広島総合法律会計事務所　弁
護士　向井良

弁護士・弁護士
法人

広島県 広島市中区東白島町１４－１５－７F 広島県 082-227-1100

72
弁護士法人広島総合法律会計事務所　弁
護士　河合直人

弁護士・弁護士
法人

広島県 広島市中区東白島町１４－１５－７F 広島県 082-227-1100

73
税理士法人田邉会計事務所　代表社員　田
邉知士

税理士・税理士
法人

広島県 府中市府川町１００番地の５ 広島県 0847-45-3830

74
弁護士法人広島総合法律会計事務所　弁
護士　砂本啓介

弁護士・弁護士
法人

広島県 広島市中区東白島町１４－１５－７F 広島県 082-227-1100

75
弁護士法人広島総合法律会計事務所　弁
護士　武井康年

弁護士・弁護士
法人

広島県 広島市中区東白島町１４－１５－７F 広島県 082-227-1100

76 石田直純税理士事務所　石田直純
税理士・税理士
法人

広島県 福山市草戸町３丁目６番１７－４ 広島県 084-924-3861

77 出原社会保険労務士事務所　出原吉人
その他（NPO法
人、民間コンサル
企業等）

岡山県 岡山市单区豊成1丁目5番3号 岡山県 086-222-3831

78
弁護士法人広島総合法律会計事務所　弁
護士　後藤紀一

弁護士・弁護士
法人

広島県 広島市中区東白島町１４－１５－７F 広島県 082-227-1100

79
弁護士法人広島総合法律会計事務所　弁
護士　小田清和

弁護士・弁護士
法人

広島県 広島市中区東白島町１４－１５－７F 広島県 082-227-1100

80
弁護士法人広島総合法律会計事務所　弁
護士　野曽原悦子

弁護士・弁護士
法人

広島県 広島市中区東白島町１４－１５－７F 広島県 082-227-1100

81
弁護士法人広島総合法律会計事務所　弁
護士　片木晴彦

弁護士・弁護士
法人

広島県 広島市中区東白島町１４－１５－７F 広島県 082-227-1100

82
弁護士法人広島総合法律会計事務所　弁
護士　三井正信

弁護士・弁護士
法人

広島県 広島市中区東白島町１４－１５－７F 広島県 082-227-1100

83 松本智税理士事務所　松本智
税理士・税理士
法人

山口県
光市光ヶ丘３番１号
山口県ソフトウエアセンタービル２Ｆ２０
１号

山口県 0833-71-4022

1 税理士法人徳島 税理士法人 徳島県 徳島市昭和町八丁目46番地の20 088-654-8800

2 刈谷敏久税理士事務所　刈谷　敏久 税理士 高知県 高知市伊勢崎町14-8 088-875-9698

3 大内健税理士事務所　大内　健 税理士 香川県 さぬき市大川町富田中3079番地1 0879-43-6677

4 岩部達雄税理士事務所　岩部　達雄 税理士 香川県 高松市錦町2丁目3番26号 087-851-7865

5 一色美敏税理士事務所　一色　美敏 税理士 愛媛県 西条市三津屋東29番3 0898-64-3900

6 曽我孝志税理士事務所　曽我　孝志 税理士 愛媛県 四国中央市中曽根町973番地の1 0896-24-4187

7 西渕正義税理士事務所　西渕　正義 税理士 香川県 高松市瓦町2丁目2番25号西村ビル3Ｆ 087-835-1235

8 田窪　滋記 税理士 香川県 高松市中央町15-14 ユタカビル3F 087-816-1661

公益財団法人　しまね産業振興財団　代表
理事副理事長　山根泉

その他

四国経済産業局

46



9 税理士法人すばる会計 税理士法人 徳島県 徳島市中州町1丁目45番地の3 088-622-6767

10 和泉由紀夫税理士事務所　和泉　由紀夫 税理士 愛媛県 松山市枝松4丁目6番45号 089-946-1288

11 細川　和彦 税理士 香川県 高松市今里町2-39 P.K.B. 1階 087-832-0757

12 矢野平八税理士事務所　矢野　平八 税理士 高知県 高知市横浜新町2丁目1104番地2 088-841-1218

香川県 高松市塩上町3丁目1番1号 087-834-0081

東京都 千代田区神田多町二丁目1番地 03-3258-5281

14 岡本正雄税理士事務所　岡本　正雄 税理士 香川県 さぬき市志度2205-1 087-894-8488

15 税理士法人多田羅会計事務所 税理士法人 香川県 高松市木太町5040番地13 087-866-8800

16 米田守宏税理士事務所　米田　守宏 税理士 香川県
高松市藤塚町1丁目2-1三和高松ビル7
階

087-862-6715

17 川越宏一税理士事務所　川越　宏一 税理士 高知県 高知市針木本町2番6号 088-844-5055

18 樋口卓也税理士事務所　樋口　卓也 税理士 香川県
高松市丸の内9-3-2ダイアパレス丸の
内102

087-873-2820

19 税理士山中敏行事務所　山中　敏行 税理士 徳島県 徳島市末広2丁目29番5号 088-653-8881

20 植松　浩司 弁護士 香川県 高松市内町1番13号日新内町ビル7階 087-887-0836

21 宇都宮欣毅税理士事務所　宇都宮　欣毅 税理士 愛媛県
松山市松前町2丁目8番地5ベルサン
ローズ１階

089-921-7456

22 德井廣志税理士事務所　德井　廣志 税理士 愛媛県 松山市和泉单5丁目4番25号 089-960-0530

23 高田勝人税理士事務所　高田　勝人 税理士 愛媛県 西条市壬生川107番地9 0898-64-2274

24 下田弘志税理士事務所　下田　弘志 税理士 愛媛県 松山市竹原3-3-11 089-965-0100

25 上田章夫税理士事務所　上田　章夫 税理士 高知県 高知市八反町1丁目8番19号 088-824-0123

26 愛媛県中小企業団体中央会
中小企業団体中
央会

愛媛県 松山市久米窪田町337番地1 089-955-7150

27 越智清治税理士事務所　越智　清治 税理士 愛媛県
今治市单宝来町1丁目2番1号広瀬ビル
4F

0898-23-1760

28 三好豊税理士事務所　三好　豊 税理士 愛媛県 松山市河原町140番地 089-968-2227

29 多田　正孝 公認会計士 徳島県 板野郡藍住町勝瑞字成長110-1 088-641-3101

30 松村　聡一郎 弁護士 香川県 高松市錦町1-15-7 087-811-2025

31 行本まさみ税理士事務所　行本　まさみ 税理士 愛媛県 西条市三芳158番地1 0898-66-0915

32 森木將雄税理士事務所　森木　將雄 税理士 高知県 高知市单はりまや町2-1-27 088-882-7128

33 尾原慎也税理士事務所　尾原　慎也 税理士 香川県
高松市林町2217-15香川産業頭脳化
センタービル309

087-814-5406

愛媛県
大州市中村195-1コスモポリタン中野
No.4

0893-59-0353

愛媛県
松山市大手町1-11-1愛媛新聞・愛媛電算
ビル3階

089-907-5601

35 滝口・上枝法律事務所　滝口　耕司 弁護士 香川県
高松市寿町1丁目2番5号　井門高松ビ
ル6階

087-821-7801

36 滝口・上枝法律事務所　上枝　康 弁護士 香川県
高松市寿町1丁目2番5号　井門高松ビ
ル6階

087-821-7801

税理士法人 徳島県 徳島市春日2丁目3番33号 088-632-6228

徳島県 徳島市蔵本町2丁目30番地1 088-634-0021

大阪府 大阪市西区江戸堀1丁目23番13号 06-6459-2361

38 大石宗史税理士事務所　大石　宗史 税理士 徳島県 徳島市新蔵町１丁目64-2 088-625-7117

1
河上康洋税理士事務所
河上　康洋

税理士 福岡県 福岡市博多区下川端町2－1 092-292-6685

2
坂田会計事務所
坂田　義照

税理士 熊本県 熊本市北区楠野町1115－7 096-245-5811

3
行時税理士事務所
行時　智子

税理士 福岡県 福岡市中央区薬院4丁目1番10号４F 092-522-5732

4
東昭二税理士事務所
東　昭二

税理士 鹿児島県
鹿児島市城西1丁目6番8号アスクビル
301

099-256-2211

5
永井晄税理士事務所
永井　晄

税理士 鹿児島県
鹿児島市城西1丁目6番8号アスクビル
302

099-256-5816

6
小原講一税理士事務所
小原　講一

税理士 鹿児島県
鹿児島市城西1丁目6番8号アスクビル
303

099-256-2211

福岡県 北九州市八幡東区桃園2-7-10 093-662-1663

福岡県
福岡市博多区博多駅单1丁目9番8号ケイ
アイビル501

092-415-1836

8 税理士法人　单九州総合会計 税理士法人 鹿児島県 鹿児島市吉野町1045-15 099-243-9090

9 土井　浩多郎 中小企業診断士 佐賀県 佐賀市水ヶ江1-4-11-10 0952-22-2567

10
福井義憲税理士事務所
福井　義憲

税理士 長崎県 長崎市花丘町7番24号 095-842-3555

11
黒岩公認会計士・税理士事務所
黒岩　延峰

公認会計士 福岡県 久留米市東町508番地13 0942-32-8212

12
原口税理士事務所
原口　卓也

税理士 福岡県
福岡市中央区大名2丁目8番17号
伊藤久ビル5階

092-721-1908

13
原口正信税理士事務所
原口　正信

税理士 福岡県
福岡市中央区大名2丁目8番17号
伊藤久ビル5階

092-721-1908

14
下川和巳税理士事務所
久保田　弘幸

税理士 福岡県
福岡市中央区天神四丁目1番18号サン
ビル３F

092-781-3033

34 弁護士法人たいよう 弁護士法人

13 みどり合同税理士法人 税理士法人

税理士法人マスエージェント37

税理士法人　岩崎会計

九州経済産業局
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15
中井太郎税理士事務所
中井　太郎

税理士 宮崎県 都城市立野町５－１２－２ 0986-26-2901

16
小川清春税理士事務所
小川　清春

税理士 福岡県 大牟田市四山町５番地１ 0944-51-7576

17
市来道啓税理士事務所
市来　道啓

税理士 福岡県 宗像市赤間駅前１-５-１２-２０３ 0940-38-8244

18
松山洋一税理士事務所
松山　洋一

税理士 福岡県 福岡市中央区荒戸2丁目2番21号 092-725-0788

19 税理士法人ひまわりＦＣ 税理士法人 鹿児島県 鹿児島市東開町４－１１２ 099-263-5191

20
牛島行敏税理士事務所
牛島　行敏

税理士 福岡県
福岡市博多区博多駅前1丁目19番3-
412

092-441-8222

21
ふじさわ社会保険労務士税理士事務所藤
澤　久美子

税理士 大分県 日田市大字三和１５２番地２ 0973-24-2639

22
中西裕二公認会計士・税理士事務所
中西　裕二

公認会計士 福岡県
福岡市博多区冷泉町５－３２オーシャ
ン博多ビル３Ｆ

092-282-4020

23
中村会計事務所
公認会計士・税理士事務所
中村　啓利

公認会計士 宮崎県 延岡市北小路9番地8 0982-29-2085

24
野元茂樹税理士事務所
野元　茂樹

税理士 鹿児島県 鹿児島市星ヶ峯1丁目44番16号 099-264-5008

佐賀県
佐賀市駅前中央3丁目5番16号理研ビ
ル２Ｆ

0952-20-3030

福岡県
福岡市西区姪浜駅单１丁目６番２４号高
辰ビル６F

092-882-6366

福岡県
福岡市中央区舞鶴３丁目１番１０号セレス
赤坂門６F

092-718-7430

福岡県
福岡市博多区銀天町2丁目３番１１号くは
らビル１F

092-588-1500

26
川西豊彦税理士事務所
川西　豊彦

税理士 福岡県
福岡市東区香椎4丁目1-36　シャン
ボール香椎宮前406号

092-663-9300

27 税理士法人　富下会計事務所 税理士法人 福岡県
北九州市八幡東区西本町1丁目12番
13号

093-671-1031

28
萩尾税理士事務所
萩尾　和孝

税理士 福岡県 久留米市東和町6-10番地高鍋ビル3F 0942-50-6556

29 有田商工会議所 商工会議所 佐賀県 西松浦郡有田町大樽１－４－１ 0955-42-4111

30
井上明彦税理士事務所
井上　明彦

税理士 福岡県 糸島市篠原西1-12-88 092-332-8808

31
佐原徹三税理士・行政書士事務所
佐原　徹三

税理士 長崎県 長崎市万才町1番2号エムズビル201号 095-824-0519

32
柴田良孝事務所
柴田　大輔

税理士 鹿児島県 鹿児島市宇宿3丁目41番24号 099-256-1881

33
柴田良孝事務所
柴田　良孝

税理士 鹿児島県 鹿児島市宇宿3丁目41番24号 099-256-1881

34 税理士法人鹿児島さくら会計 税理士法人 鹿児島県 鹿児島市東開町３番地170 099-260-0100

35
山之内浩明税理士事務所
山之内　浩明

税理士 鹿児島県 鹿児島市荒田一丁目18番5号 099-253-0777

36
大﨑隆義税理士事務所
大﨑　隆義

税理士 熊本県 熊本市東区京塚本町56番7号 096-381-3637

37
平川税理士事務所
平川　浩紹

税理士 福岡県 福岡市博多区单本町2-1-24-203 092-404-7725

38
ＫＩＴＡＸ木竹会計事務所
木竹　広賢

税理士 長崎県 佐世保市木場田町8-6木竹ビル4階 0956-23-8338

39
平山寿則税理士事務所
平山　寿則

税理士 長崎県 長崎市賑町7番8号田中中央ビル201号 095-826-5006

40
清末会計事務所
清末　和弘

税理士 大分県 別府市石垣東6丁目1番13号 0977-23-3175

41
瀬上税理士事務所
瀬上　格

税理士 熊本県 熊本市中央区保田窪1丁目9-52 096-387-1600

42
岩﨑修一税理士事務所
岩﨑　修一

税理士 長崎県 諫早市永昌東町16番18号 0957-21-0550

43
税理士事務所古閑会計
古閑　宏

税理士 福岡県 福岡市中央区薬院2丁目4-10 092-712-3700

44
上野　吉伸

税理士 宮崎県 小林市細野446番地3 0984-22-4755

45
緒方秀行税理士事務所
緒方　秀行

税理士 福岡県
福岡市中央区大名1-8-36大名柴田ビ
ル601号

092-751-2032

46
折田武尚税理士事務所
折田　武尚

税理士 宮崎県 宮崎市小松台東3丁目7番地5 0985-47-6013

47
織田冬彦税理士事務所
織田　冬彦

税理士 福岡県
久留米市西町1367番地の1祥栄ビル2
階

0942-40-0871

48
グローカルサポート
川野　義美

その他 鹿児島県 鹿児島市上荒田町744-5 099-258-6826

49
久野税理士事務所
久野　浩史

税理士 宮崎県 宮崎市大工2丁目54番3 0985-48-8533

50
神鳥税理士事務所
神鳥　慶子

税理士 大分県 杵築市大字单杵築1673番地3 0978-62-5428

51
税理士法人絆新田事務所
新田　哲也

税理士 熊本県 熊本市中央区神水1丁目15-45TKビル 096-285-3301

52
加藤博道税理士事務所
加藤　博道

税理士 福岡県 遠賀郡水巻町頃末北一丁目4番1号 093-202-3560

53
髙濵三喜夫税理士事務所
髙濵　三喜夫

税理士 熊本県 熊本市西区島崎2丁目24-6 096-274-1200

54
塩倉税理士事務所
塩倉　宏

税理士 鹿児島県 鹿児島市照国町13番11号 099-226-5950

55
大塚公認会計士事務所
大塚　誠之

公認会計士 福岡県
福岡市中央区白金1-6-15
白金プラザビル３Ｆ

092-791-7117

56
鈴木税理士事務所
鈴木　伸一

税理士 熊本県 熊本市西区島崎2-24-16 096-212-6505

57
田中憲治税理士事務所
田中　憲治

税理士 福岡県
筑紫野市桜台2丁目22番1号井上ビル2
階

092-925-0877

58 税理士法人福田・酒匂会計 税理士法人 鹿児島県 鹿児島市薬師1-4-2 099-251-0562

59 税理士法人濱田会計事務所 税理士法人 大分県 中津市殿町1438番3 0979-24-1508

60
磯﨑寿税理士事務所
磯﨑　寿

税理士 福岡県
福岡市单区塩原2-9-31第三大黒ビル
105号室

092-518-7459

61 K&I税理士法人 税理士法人 熊本県 熊本市中央区琴平本町11-13 096-372-0315

税理士法人アーク・パートナーズ 税理士法人25



62
竹下和男税理士事務所
竹下　和男

税理士 福岡県 福津市東福間1丁目2番4-218号 0940-35-9066

63
川庄公認会計士事務所
川庄　康夫

公認会計士 福岡県 福岡市中央区白金1丁目4番10号 092-524-6556

64
松村篤憲税理士事務所
古庄　隆一

税理士 熊本県 熊本市中央区神水2丁目3番17号 096-381-3345

65
野口曠税理士事務所
野口　曠

税理士 福岡県
久留米市諏訪野町2311-2シティマン
ション久留米Ⅱ801号

0942-32-9416

66
前田静雄税理士事務所
前田　静雄

税理士 長崎県 長崎市恵美須町4番５号 095-821-0152

67
松下和生税理士事務所
松下　和生

税理士 大分県 中津市中央町2丁目2-10 0979-22-1052

68
永田経営グループ
永田　吉朗

税理士 長崎県 長崎市馬町47-1 095-825-1132

長崎県 長崎市宝町5番5号HACビル内 095-894-8810

熊本県
熊本県熊本市中央区新屋敷二丁目2番1
号清水谷法律会計事務所内

096-288-2001

東京都
新宿区西新宿七丁目18番18号新宿税理
士ビル別館412号室

03-3363-0851

70
宍倉経営グループ（株）インフォミックス　宍
倉渉税理士事務所
宍倉　渉

税理士 熊本県 八代市鷹辻町5-25 0965-33-3521

福岡県
福岡市博多区博多駅東1丁目14番25
号

092-474-4770

福岡県 福岡市中央区渡辺通2丁目9番18号 092-732-7722

72
木元税務会計事務所
木元　信

税理士 鹿児島県 鹿児島市单林寺町21番20号 099-225-6633

73
白石会計事務所
白石　義富

税理士 熊本県 熊本市单区御幸笛田2-20-46 096-379-5885

74
山内税理士事務所
山内　ユリ子

税理士 熊本県 阿蘇市内牧412番地9 0967-32-0703

75
嶋賢治税理士事務所
嶋　賢治

税理士 長崎県 長崎市深掘町1-11-19 095-871-6017

76
中島税理士事務所
中島　雄二

税理士 福岡県 田川市千代町13番57号 0947-49-1232

77
川原孝行税理士事務所
川原　孝行

税理士 福岡県
筑紫野市原田5丁目6番地13アイランド
コート美しが丘301号

092-403-7990

78 税理士法人くまで会計事務所 税理士法人 福岡県 福岡市单区高宮2-16-11 092-523-4159

79
野中和博税理士事務所
野中　和博

税理士 福岡県
福岡県福岡市单区野間1丁目11-31ク
ロッサM'S205号

092-554-9200

80
たかとりコンサルティング事務所
鷹取　正義

中小企業診断士 福岡県 北九州市若松区畠田1-5-9 093-791-5130

81
松尾会計事務所
松尾　友平

税理士 長崎県 長崎市興善町7番7号 095-823-8876

82
西展宏税理士事務所
西　展宏

税理士 熊本県 熊本市中央区坪井1丁目6番17号 096-344-1491

83 税理士法人福岡中央会計 税理士法人 福岡県 福岡市中央区天神5-7-3 092-715-5551

84
加藤税理士事務所
加藤　茂樹

税理士 宮崎県 串間市大字西方3441番地10 0987-72-4939

85
宍倉経営グループ（株）インフォミックス　小
田規矩夫税理士事務所
小田　規矩雄

税理士 熊本県 熊本市中央区山崎町71 096-355-4101

86
海氣義弘税理士事務所
海氣　義弘

税理士 長崎県 長崎市元船町12番1号タカラビル5階 095-821-3008

87
諸冨信輔税理士事務所
諸冨　信輔

税理士 福岡県
久留米市宮ノ陣4丁目29番11号久留米
ビジネスプラザ509号

0942-38-1180

88
山岡巖税理士事務所
山岡　巖

税理士 福岡県 福岡市单区野多目6丁目8番8号 092-565-8188

89
古家秀樹税理士事務所
古家　秀樹

税理士 福岡県 北九州市門司区吉志2丁目18番15号 093-481-5761

90
高橋斉税理士事務所
高橋　斉

税理士 福岡県 福岡市西区姪の浜2丁目29番1-1014 092-881-7779

91
深見貞臣税理士事務所
深見　貞臣

税理士 福岡県 福岡市单区筑紫丘1-5-5 092-561-7549

92
三浦祐亀税理士事務所
三浦　貴海

税理士 福岡県 北九州市門司区大里東口3番7号 093-391-5656

93
三浦祐亀税理士事務所
三浦　祐亀

税理士 福岡県 北九州市門司区大里東口3番7号 093-391-5656

94
一陽法律事務所
碓井　啓己

弁護士 大分県
大分市都町1丁目3番22号大分都町ビ
ル4階040号室

097-529-8728

95
香月章彦税理士事務所
香月　章彦

税理士 長崎県 佐世保市峰坂町5番29号 0956-22-8691

96
田中義一税理士事務所
田中　義一

税理士 長崎県 長崎市勝山町44番地5 095-824-4558

97
藤元勝税理士事務所
藤元　勝

税理士 鹿児島県 鹿児島市大竜町7番32号 099-248-4820

98
田口寛税理士事務所
田口　寛

税理士 長崎県 佐世保市もみじが丘町40-6 0956-33-3155

99
佐野康隆税理士事務所
佐野　康隆

税理士 佐賀県 佐賀市鍋島2丁目2番13号 0952-31-1855

100
林田税理士事務所
林田　俊一

税理士 福岡県 飯塚市椋本509-5 0948-22-7427

101 税理士法人絆 税理士法人 熊本県 熊本市中央区本荘719 096-363-4520

102
吉岡中小企業診断士事務所
吉岡　達也

中小企業診断士 福岡県 春日市春日原北町4-12-1-1202 092-572-4490

103
玉田光識税理士事務所
玉田　光識

税理士 熊本県
熊本市中央区神水1丁目25番7号パ
ワービル1階

096-340-0817

104
中崎電算機会計事務所
中崎　弘明

税理士 熊本県 熊本市单区富合町古閑889番地4 096-358-3889

105
あまみ法律事務所
正込　健一朗

弁護士 鹿児島県 奄美市名瀬港町22番23号里ビル1階 0997-57-6211

106
櫻木会計事務所
櫻木　健治

税理士 鹿児島県
鹿児島市鴨池新町6番6号鴨池单国ビ
ル11階

099-206-5341

107
平島学税理士事務所
平島　学

税理士 長崎県 長崎市栄町6番3号三浦ビル2F 095-826-6676

税理士法人福田・首藤会計 税理士法人

税理士法人中央総合会計事務所 税理士法人69

71



108
久野初美税理士事務所
久野　初美

税理士 長崎県
佐世保市木場田町1-7木場田ビル201
号

0956-76-7065

109
松尾公認会計士事務所
松尾　英二

公認会計士 福岡県 太宰府市通古賀5丁目17番14号 092-555-9135

110 K・Aパートナーズ税理士法人 税理士法人 熊本県 熊本市单区江越2丁目16番14号 096-288-3178

111
石川了一税理士事務所
石川　了一

税理士 熊本県 熊本市北区植木町植木177番地3 096-273-1151

112
山田重德税理士事務所
山田　重德

税理士 福岡県 福岡市中央区今川1-10-52 092-716-1020

113
花田強志税理士事務所
花田　強志

税理士 鹿児島県 鹿児島市下荒田二丁目42番１号 099-256-0606

114
山﨑士朗税理士事務所
山﨑　士朗

税理士 宮崎県 宮崎市神宮東1丁目1番地31仙波ビル 0985-29-1365

115
岡税務労務会計事務所
岡　徳博

税理士 福岡県 福岡市早良区荒江2-2-5 092-851-3689

116
古賀公認会計士事務所
古賀　光雄

公認会計士 福岡県 福岡市博多区博多駅前2-1-1 092-471-5678

117 財団法人福岡県中小企業振興センター
公益財団法人・
公益社団法人

福岡県 福岡市博多区吉塚本町9番15号 092-622-5432

118
弁護士法人はやて法律事務所鳥栖事務所
福島　直也

弁護士 佐賀県 鳥栖市元町1246番地6保険第1ビル2階 0942-87-3167

119
福田・木下法律事務所
福田　浩久

弁護士 長崎県
長崎市興善町2番31号太陽生命長崎ビ
ル2階

095-816-3261

120
齋藤税務会計事務所
齋藤　正行

税理士 大分県 大分市王子北町5-9ﾌﾚｽﾎﾟ春日浦 097-594-7211

121
近藤日出夫法律事務所
近藤　日出夫

弁護士 宮崎県 宮崎市旭2丁目4番20号 0985-32-1514

122
新宅義憲税理士事務所
新宅　義憲

税理士 福岡県 北九州市八幡西区香月西1-7-7 093-618-7611

123
宮園輝夫税理士事務所
宮園　輝夫

税理士 宮崎県 宮崎市矢の先町117番地2 0985-29-1133

124
北迫税理士事務所
北迫　秀文

税理士 大分県
大分市中島西3丁目7番9号ナイスモア
中島201号

097-537-7070

125
福島直澄税理士事務所
福島　直澄

税理士 熊本県 熊本市東区尾ノ上1丁目37番2号 096-383-0135

126
桜樹法律事務所
下山　和也

弁護士 熊本県
熊本市中央区水道町14番27号KADビ
ル9階

096-278-7205

127
前田俊雄税理士事務所
前田　俊雄

税理士 福岡県 北九州市八幡東区祝町二丁目6番8号 093-651-4266

128
原隆雄税理士事務所
原　隆雄

税理士 宮崎県
宮崎市松橋1-1-32　コーポはまゆう
701号

0985-60-7290

129
宮本孝則税理士事務所
宮本　孝則

税理士 熊本県 熊本市東区花立5丁目13番17号 096-360-1218

130
岩下特許会計事務所
岩下　卓司

税理士 熊本県 熊本市中央区水前寺2丁目5-24-1 096-293-8654

131
井手庸文税理士事務所
井手　庸文

税理士 熊本県 熊本市中央区坪井1丁目1番33号 096-343-7453

132
ウエムラ法律事務所
上村　武

弁護士 福岡県
福岡市中央区赤坂1丁目7番23号赤坂
弁護士ビル401号

092-725-2417

133
東法律事務所
東　健一郎

弁護士 熊本県
熊本市中央区城東町2-12ライオンパー
キングビル3F

096-227-6677

134
海江田経営会計事務所
海江田　博士

税理士 鹿児島県 志布志市志布志町安楽2024-2 099-472-0620

135
寺本憲央税理士事務所
寺本　憲央

税理士 熊本県
熊本市中央区神水1丁目25番11号北
窪ビル4階A-1

096-382-6766

136
下村訓弘法律事務所
下村　訓弘

弁護士 福岡県 福岡市中央区警固2-15-7-603 092-762-3370

137
福田・木下法律事務所
木下　健太郎

弁護士 長崎県
長崎市興善町2番31号太陽生命長崎ビ
ル2階

095-816-3261

138
塩飽志郎法律事務所
北爪　宏明

弁護士 長崎県 長崎市万才町6番11号三井ビル1階 095-824-2333

139
桜樹法律事務所
宮﨑　耕平

弁護士 熊本県
熊本市中央区水道町14番27号KADビ
ル9階

096-278-7203

140
大﨑税理士事務所
梅﨑　宣光

税理士 熊本県 熊本市東区京塚本町56番7号 096-381-3637

141
明倫国際法律事務所
髙山　大地

弁護士 福岡県
福岡市中央区天神1-6-8天神ツインビ
ル7階

092-736-1550

142
濵田諭法律事務所
濵田　諭

弁護士 宮崎県 宮崎市旭1丁目6番29号 0985-23-0630

143
福岡リーガルクリニック法律事務所
木村　道也

弁護士 福岡県 福岡市城单区七隈8-19-1 092-874-9292

144
かばしま法律事務所
椛島　修

弁護士 福岡県 久留米市日吉町23-3メディア7ビル6F 0942-39-2024

145
北里敏明法律事務所
北里　敏明

弁護士 熊本県 熊本市中央区本山町119番地 096-375-3888

146
林税理士事務所
林　高宏

税理士 鹿児島県 鹿児島市下荒田4丁目21番33号 099-284-1555

147
藤田康人税理士事務所
藤田　康人

税理士 宮崎県 宮崎市丸山2丁目115番12 0985-32-2563

148
松村税理士事務所
松村　幸男

税理士 福岡県
北九州市八幡西区光貞台1丁目7番1
号アルファ・NEXT北九州第3-106号

093-602-5750

149
鴻和法律事務所
兒島　聖司

弁護士 福岡県
福岡市中央区赤坂1丁目15番33号ダイ
アビル福岡赤坂401

092-726-2885

150
塩飽志郎法律事務所
荒木　裕史

弁護士 長崎県 長崎市万才町6番11号三井ビル1階 095-824-2333

151
柴田・斉藤・山野法律事務所
山野　史寛

弁護士 熊本県 熊本市中央区草葉町2番27号 096-325-2627

152
落合雅子税理士事務所
落合　雅子

税理士 宮崎県 宮崎市新城町25番地2 0985-22-9073

153
川上隆治税理士事務所
川上　隆治

税理士 熊本県 熊本市東区長嶺東5丁目3番74号 096-288-9377

福岡県 福岡市中央区春吉3丁目25番13号 092-731-0480

長崎県 長崎市桜町3番15号 095-801-5271

155
明倫国際法律事務所
柏田　剛介

弁護士 福岡県
福岡市中央区天神1丁目6番8号天神ツ
インビル7階

092-736-1550

156
松本勝巳会計事務所
松本　勝巳

税理士 福岡県
福岡市博多区博多駅東1-12-17五幸ビ
ル2F

092-411-3311

税理士法人創研 税理士法人154



157
明倫国際法律事務所
田中　雅敏

弁護士 福岡県
福岡市中央区天神1丁目6番8号天神ツ
インビル7階

092-736-1550

158
中元寺達也税理士事務所
中元寺　達也

税理士 福岡県
福岡市单区向野2丁目4番8の701号ｸﾘ
ｻﾞｽ大橋7階

092-404-7175

159
黒岩延時公認会計士・税理士事務所
黒岩　延時

公認会計士 福岡県
福岡市中央区天神1-16-1毎日福岡会
館6階

092-400-2399

160
藤田ひろみ税理士事務所
藤田　ひろみ

税理士 福岡県
福岡市博多区博多駅前1丁目19番3号
博多小松ビル2F

092-441-0012

161
九州合同税務会計権藤説子事務所
権藤　説子

税理士 福岡県 福岡市中央区白金2丁目15-4 092-531-7770

162 税理士法人日隈パートナーズ 税理士法人 熊本県 八代市若草町14-1 0965-32-1313

163
宇都宮弘一税理士事務所
宇都宮　弘一

税理士 鹿児島県 鹿児島市高麗町14番1号 099-251-2363

164
河内洋子税理士事務所
河内　洋子

税理士 福岡県
北九州市八幡西区陣原5丁目10番32
号KRビル3F

093-693-6660

165
江良税理士事務所
江良　正司

税理士 熊本県
熊本市中央区神水1丁目15番27号光
永ビル3階

096-381-5015

166 税理士法人中川会計 税理士法人 佐賀県 佐賀市八幡小路5番26号 0952-23-8168

167
西岡経営管理事務所
西岡　隆

中小企業診断士 福岡県
福岡市中央区天神1-15-5天神明治通
りビル3F(304)

092-761-8808

168
宮田総合法律事務所
森枝　大輔

弁護士 熊本県 熊本市中央区練兵町88-3 096-312-1188

169
松村博税理士事務所
松村　博

税理士 長崎県 佐世保市相生町2-21新良ビル2F 0956-26-0384

170
髙木秀輝税理士事務所
髙木　秀輝

税理士 福岡県 大川市大字向島1760番地2 0944-32-8635

171
渡邉成記税理士事務所
渡邉　成記

税理士 福岡県
北九州市八幡東区中央2丁目24番5号
芳賀ビル別館3F

093-661-0908

172
今林重夫税理士事務所
今林　重夫

税理士 鹿児島県 指宿市大牟礼一丁目22番12号 0993-22-3857

173
梯茂之税理士事務所
梯　茂之

税理士 大分県
大分市中島西1丁目4番14号市民の権
利ビル4F

097-538-2429

174
上杉和良税理士事務所
上杉　和良

税理士 福岡県
福岡市博多区山王一丁目10番27号山
王ビル2F

092-409-8295

175
今林重夫税理士事務所
寺崎　さだ子

税理士 鹿児島県 指宿市大牟礼一丁目22番12号 0993-22-3857

176
松本健司税理士事務所
松本　健司

税理士 福岡県 北九州市八幡西区大浦1丁目5-17 093-691-8888

177
田中正道税理士事務所
田中　正道

税理士 長崎県 長崎市栄町6-18-402 095-828-2666

178
伊藤隆啓税理士事務所
伊藤　隆啓

税理士 大分県 大分市今津留1丁目10番5号 097-552-4141

179
レントスマネジメント株式会社
内田　友壱

その他 福岡県
福岡市中央区赤坂1丁目5-22赤坂え
がしらビル7階

092-734-5800

福岡県 福岡市中央区警固二丁目12番5号 092-751-1605

福岡県
福岡市博多区博多駅東二丁目9番1号東
福第二ビル

092-474-2637

181 株式会社ドーガン・アドバイザーズ
民間コンサルティ
ング会社

福岡県 福岡市中央区大名2丁目4番22号 092-739-2311

182
嶋賢治税理士事務所
寺下　新弥

税理士 長崎県 長崎市深堀町1-11-19 095-871-6017

183 伊藤　健一 中小企業診断士 佐賀県 佐賀市金立町大字千布1450番地10 0952-98-0719

1 金城達也税理士事務所　金城　達也 税理士 沖縄県 那覇市久茂地３－１７－５美栄橋５Ｆ 098-869-5332

2 金城一也税理士事務所　金城　一也 税理士 沖縄県
那覇市泉崎２丁目３番３号ＹＡＫＡビル
５－Ａ

098-834-9575

3 大濵真三朗税理士事務所　大濵　真三朗 税理士 沖縄県
那覇市真嘉比244番１レキオスおもろま
ち駅前ビル601号室

098-882-1962

4 儀間常貞税理士事務所　儀間　常貞 税理士 沖縄県 糸満市西崎１－２９－１５国吉ビル１F 098-992-1456

5 有田貴治税理士事務所　有田　貴治 税理士 沖縄県
宜野湾市宜野湾３－２－１６(株)コウナ
ンビル５Ｆ

098-963-5661

6 有限会社　上原総合研究所
民間コンサルティ
ング会社

沖縄県 沖縄県豊見城市字上田５４８－３ 098-850-1508

7 金城弘明税理士事務所　金城　弘明 税理士 沖縄県 那覇市国場１１７１－１ 098-855-2424

8 大城逸子税理士事務所　大城　逸子 税理士 沖縄県
宜野湾市真志喜３－１５－２４オーシャ
ンビューマシキ２０２号

098-890-2280

9 宮城秀敏税理士事務所　宮城　秀敏 税理士 沖縄県
那覇市前島２丁目９番１３号大城物産
本社ビル５階

098-861-5230

10 糸満克哉税理士事務所　糸満　克哉 税理士 沖縄県
那覇市おもろまち４－１９－３０新都心
ＤＬビル４Ｆ

098-869-9333

11 西村眞一税理士事務所　西村　眞一 税理士 沖縄県 那覇市識名１－７－６３嘉数ビル２０１ 098-853-0774

12 大城眞徳税理士事務所　大城　眞徳 税理士 沖縄県
浦添市伊祖１－３３－１牧港建設第二
ビル３階

098-876-8231

13 福直治税理士事務所　福　直治 税理士 沖縄県
沖縄県那覇市天久２丁目２６番7-201
号室

098-863-8829

篠原・植田税理士法人 税理士法人

沖縄総合事務局
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