
令和5年3月17日時点

法人番号 企業名（商号）/事業所名 本店所在地

5180001152462 株式会社MIコンサルティング 愛知県名古屋市東区葵3-23-3第14オーシャンビル

3010603007058 補助金活用支援会合同会社 東京都江東区永代二丁目23番10号

9012401038568 株式会社Ａ＆Ｄコンサルティングサービス 東京都武蔵野市中町１丁目１０番７号武蔵野Ｋビル３階

8010001111886 株式会社Vコンサル 東京都中央区築地1-12-22コンワビル1Ｆ

5120001245189 株式会社タタアイズ 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目17-12

2011602012041 イー・クオリティ 有限会社 東京都練馬区高松 1-3-19

5011001150844 株式会社HAKUBI 東京都渋谷区神宮前六丁目23番4号桑野ビル2階

Anchor Works 北海道札幌市西区発寒八条11丁目2-20-101

MAサポート 佐賀県佐賀市巨勢町牛島９３番地１５センティア１０１号室

9260001037486 株式会社ＭＡＡＤ 岡山県岡山市北区表町一丁目４番１２８

2120001232850 株式会社ＥＳ＆Ｓｏｌｕｔｉｏｎ 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号１Ｆ

大垣公認会計士・税理士事務所 大阪府大阪市中央区博労町3-6-14TAG北心斎橋ビル204号

7400001008664 株式会社レゾナンスグループホールディングス 岩手県北上市大曲町8-7

6013301031269 株式会社アイドマ・ホールディングス 東京都豊島区南池袋2-25-5 藤久ビル東5号館 4F

石寺総合事務所 神奈川県川崎市宮前区鷺沼４－１４－２－Ｃ６０６

1011001125305 株式会社地方創生推進協同機構 東京都品川区西大井一丁目８番１－３０１号

1011101089706 パイオニアブレイン株式会社 東京都新宿区西新宿７丁目４番７号イマス浜田ビル５階

2500001017833 リマネージ株式会社 愛媛県松山市住吉2丁目10番22号

柿原公認会計士事務所 佐賀県佐賀市鍋島3丁目3番20号 鍋島シェストビル2階

4010001144196 インスパイア＆イノベーション株式会社 東京都中央区日本橋本町1-8-13 日本橋滄浪閣ビル2階西

2020001146689 株式会社旭星トラスト 神奈川県横浜市旭区東希望が丘204-14

黒杭良雄税理士事務所 岡山県新見市新見７１８－３番地

2011101092155 株式会社OWNIC 東京都新宿区新宿1-14-1岩永ビル３階

公認会計士後藤元一事務所 宮城県仙台市泉区泉中央3丁目2-1 ルーセント21 5階

4120003016770 合同会社H&Mビジネスパートナーズ 大阪府大阪市西区西本町１−４−１オリックス本町ビル

スリーアローズ経営研究所 東京都世田谷区三宿1-14-8 205号室

7010001224739 株式会社ヘルスケアバンク 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F KSフロア

藤原公認会計士事務所 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-16-5 DOUBLE COURT 4S

轟幸夫税理士事務所 東京都国分寺市本多三丁目８番１５号

4040001098290 株式会社HoldHands 千葉県船橋市本町6丁目4番15号グラン大誠ビル405号室

4110001018992 ケイワ総合マネジメント株式会社 新潟県上越市五智1-9-15

3240001060990 株式会社フリーゲート 広島県広島市安芸区瀬野西5丁目20番6号

7290001093974 HelpTech株式会社 福岡県福岡市中央区今泉1丁目3-23セルクル今泉404

5011201021671 株式会社内田・アンド・パートナーズ 東京都中野区野方2－4－6－307

1180301014746 株式会社 ＳＢＣ 愛知県知立市長田１－１１

5010001136168 株式会社プライムアドバイザーズ 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館

6300005007054 税理士法人TMサポート 佐賀県佐賀市鍋島2丁目2番13号

2011001050262 株式会社しのざき総研 東京都港区新橋6-11-8 PORTONE新橋5階

広島駅前法律事務所 広島県広島市東区光町１－１２－１６ 広島ビル６階

3360001031402 株式会社つなぐビジョン 沖縄県豊見城市豊崎1-1179 Fステージ豊崎リバーフロント1006号

6010605003390 ＴＣＡ税理士法人 東京都江東区亀戸６丁目５７番１９号－８

笠原勉公認会計士事務所 宮城県仙台市青葉区下愛子字畑合１２番地

3120001227718 日本医療総合パートナーズ株式会社 大阪府大阪市東淀川区東中島1-17-18新大阪ビル東館5階

2240001048780 株式会社フロンティア 広島県広島市安佐南区緑井5丁目3番8－303号

わらべ経営事務所 京都府京都市伏見区深草開土町７６－４

笹本公認会計士事務所 東京都中野区中野3-37-7クレストヒル桃ケ丘502号室

LINKS CONSULTING 東京都練馬区旭丘2-41-2-619

2011001152166 株式会社百年企業 東京都渋谷区渋谷2-7-14 VORT AOYAMA 302

5010001232710 株式会社M&A Crosstie 東京都千代田区富士見一丁目3番11号 富士見デュープレックスB's 4F

行政書士ベル法務事務所 兵庫県宝塚市中山荘園3番19号ベル中山203

7010401128498 プロトスター株式会社 東京都中央区日本橋富沢町９－４日本橋富沢町ビル５０１号室

行政書士飯島事務所 東京都新宿区高田馬場1－6－16 ユニオンビル1002

1010401163708 Aoyama International Advisory株式会社 東京都港区南青山2丁目13番2号 サンライズ青山2階

8010805001647 税理士法人T&Aコンサルティング 東京都大田区中央７－５－６－１F

3010801019012 株式会社T&Aコンサルティング 東京都大田区池上5－3－21－901号

8140005005353 税理士法人はやぶさ 兵庫県神戸市中央区江戸町江戸町98番地の1

1290003008787 リバンク株式会社 福岡県福岡市西区愛宕浜２丁目１番１５－９０２号

9020003023054 合同会社ＦＰアジアンリソーシズ 神奈川県横浜市金沢区西柴3丁目20番23号

5010402036743 有限会社エッセンティア 東京都港区虎ノ門４丁目３番１号城山トラストタワー２７階

9370001016165 株式会社 影山タックスパートナーズ 宮城県仙台市青葉区昭和町３番４２ー４０６号

1010001077829 株式会社パートナーズ・コンサルティング 東京都中央区京橋１丁目３番１号八重洲口大栄ビル１２階

1011105006483 税理士法人タックスモール 東京都千代田区平河町一丁目６番１５号USビル５０２

公認会計士長本事務所 東京都台東区蔵前2-15-7SUS御蔵前401

PITAK LAB 東京都中央区日本橋小網町3-12-303

7430001082368 株式会社road planning 北海道札幌市西区発寒一条4丁目5番8号

7010401101430 株式会社バリューワイヤー 東京都港区南青山2-4-15 天翔南青山ビル

大江・田中・大宅法律事務所 東京都港区虎ノ門1-12-9 スズエ・アンド・スズエビル6階

7120001238380 STANDARDIZATION株式会社 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

8280001000328 株式会社島根銀行 島根県松江市朝日町484番地19

6120001191614 株式会社共立コンサルタント 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目10番22号コーシンビル3階

4010001129610 株式会社中西事務所 東京都品川区東五反田1丁目10番7号アイオス五反田ビル8階

藤原覚税理士事務所 兵庫県西宮市小松西町2丁目3番1号

2290001089762 株式会社M&A LABO 福岡県福岡市中央区天神2-5-17プラッツ天神４F

9470005006458 二川上枝大前税理士法人 香川県高松市中央町１４番１６号

3011101091775 株式会社ファンドライズ 東京都新宿区住吉町4-6 ニュー岡本ビル5階

2011001115825 株式会社ＴＳＫパートナーズ 東京都千代田区神田錦町３－２１－１１９９

2460405000035 大地みらい信用金庫 北海道根室市梅ケ枝町3丁目15番地

2010005004002 農林中央金庫 東京都千代田区大手町１丁目２番１号

6180005014708 一般社団法人中部経営会計支援協会 愛知県一宮市せんい二丁目9番16号

5170001006917 テントゥーワン株式会社 和歌山県和歌山市黒田181-5

1120005011938 テントゥーワン税理士法人 大阪府大阪市淀川区宮原1-2-6 新大阪橋本ビル2F

7122005001351 末吉税理士法人 大阪府東大阪市荒本北1丁目4番17号 クリエイション コア東大阪北館308号

6012701012119 株式会社 Ｆ・Ｒ・Ａ 東京都西東京市南町5丁目11番3号

2010801028492 ジャパンブリッジ株式会社 東京都中央区八重洲2-1-4東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルスクエア601

8011101098056 株式会社コムレイド経営コンサルティングパートナー 東京都新宿区西新宿8-11-1日東星野ビル3F

2240005015496 税理士法人Ｃｏｌｏｒｓ 広島県府中市府川町100番地の5

9010903004402 iSDA合同会社 東京都世田谷区尾山台3-18-10

ミウラ総合研究所 神奈川県川崎市中原区市ノ坪４４９－３－８１３

三保俊輔税理士事務所 広島県広島市東区光町1丁目12-20 もみじ広島光町ビル3F

8010605004081 一般社団法人東京経営サポート協会 東京都江東区辰巳１丁目６番１７－１００３号

3010001206030 株式会社令和マネジメント 東京都千代田区九段南１丁目５－６りそな九段ビル５階

8010401123993 タカミムスビ株式会社 東京都港区台場２－２－２－２１０８

森清会計事務所 兵庫県神戸市中央区伊藤町110-2 神戸ポートビル旧居留地 8階21号室

9290001077001 エグゼック株式会社 福岡県福岡市早良区百道浜3丁目8番33号福岡システムLSI総合開発センター4F

5010801031452 株式会社チアリンク 東京都大田区大森北1-17-2

3011001065838 デザイニック株式会社 神奈川県鎌倉市御成町4-15 みゆきビル201

7021003012503 合同会社stake 神奈川県藤沢市大庭5056-4 1-4 4083/8階3号室

7010001068590 株式会社ソリューションパートナーズ 東京都千代田区神田錦町3-21

5010005030417 銀座スフィア税理士法人 東京都中央区銀座4-10-3 セントラルビル6階

6010001165414 CaN International FAS株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1-9-2 第一稲村ビル7階

5010001232371 インフォバザール株式会社 東京都中央区日本橋兜町５番１号 兜町第一平和ビル３Ｆ

後藤事務所 鳥取県米子市茶町６１番地（１Ｆ）

塚本和成公認会計士・税理士事務所 埼玉県志木市幸町一丁目6番19-209号

4120001224904 堀江コンサルティングオフィス株式会社 大阪府大阪市西区北堀江4-12-10-217

7320001000084 株式会社大分銀行 大分県大分市府内町三丁目４番１号

3130001073657 株式会社グレイスアドバイザリー 京都府京都市中京区元竹田町631番地3エステートビル四条烏丸401号室

堀内総合会計事務所 東京都練馬区羽沢3-31-8

7120001213219 株式会社シナジス 大阪府大阪市平野区加美東６丁目１５－２７

ブレインオフィスNovaEra 埼玉県朝霞市朝志ケ丘4-13-5ハイツウィロウ303

スマイル行政書士事務所 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目6番29号 第３ユヤマビル７C号

7180001154903 あらたコンサルティング株式会社 愛知県一宮市光明寺字出来野５７番地

行政書士オフィスMIRAI 東京都世田谷区松原6丁目23番14 1F

6180005017025 一般社団法人アジアコンサルティングスイート連合会 愛知県名古屋市中川区二女子町1-78

4011001120443 株式会社Dサクセッションパートナーズ 東京都渋谷区富ヶ谷1-35-23

行政書士緒方法務事務所 兵庫県三田市中央町16-31 CO-VILLAGE SANDA 1階3号室

4220005008640 税理士法人山内会計 石川県金沢市西念3丁目29番32号

森山税務会計事務所 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番30号 三晃錦ビル6階

4010001232819 株式会社現 東京都千代田区九段南一丁目５番６号

9010101009410 株式会社シリウス 東京都八王子市子安町三丁目１９番９号

中小企業診断士 木村和広 東京都江東区豊洲６丁目２－３１－２２２３

エグゼック 福岡県福岡市早良区百道浜３－８－３３福岡システムLSI総合開発センター4F

行政書士瀬崎昌彦事務所 大阪府大阪市西淀川区柏里2-12-9

恵比寿経営戦略研究所 東京都渋谷区恵比寿西1-21-10-903

3140003012661 合同会社まるたけ 兵庫県宝塚市雲雀丘3-2-1-102

8180001089165 株式会社名神建工 愛知県名古屋市西区あし原町２２０番地アクティブ横井C

9011101075979 株式会社DTWアドバイザリー 東京都新宿区新宿１－７－１

柾木行政書士事務所 京都府京都市北区上賀茂岩ケ垣内町９８ー６ ３階

2180305005138 りんく税理士法人 愛知県碧南市久沓町1丁目22番地

伊東稔人税理士事務所 愛媛県松山市紅葉町７番９号

6011201014229 株式会社ＮＥＫＯ－ＫＥＮ 東京都三鷹市下連雀３丁目３１番４号ライオンズマンション三鷹第８－２０６号室

アイ中小企業診断士事務所 東京都八王子市東浅川町998番地

4120903001483 ツグクリエイト合同会社 岐阜県大垣市今宿６−５２−１６

3360001020944 株式会社TRAYDINNOVATION 沖縄県那覇市安里381ｰ1ZORKS沖縄

小幡兼志公認会計士事務所 兵庫県神戸市中央区御幸通6丁目1-15御幸ビル201号室

9010001222609 株式会社ARDOR 東京都千代田区九段南１丁目５番６号りそな九段ビル５階ＫＳフロア

米本中小企業診断士事務所 東京都中央区銀座1-12-4N&E BLD 7階

6010405012410 一般社団法人日本外食ベンチャー海外展開推進協会 東京都目黒区自由が丘二丁目９番４号自由が丘吉田ビル３階

行政書士ヤマモト法務事務所 大阪府大阪市東住吉区中野４－６－１０

4140005021354 みなと神戸税理士法人 兵庫県神戸市中央区御幸通６丁目１番１５号御幸ビル２０１

8010401170318 ゴエンキャピタル株式会社 東京都港区西新橋１－１－１－10F

5340003002327 合同会社奄美はなはなエール 鹿児島県大島郡瀬戸内町清水127番地

大音 陽 東京都品川区東五反田２−１６−２−９０４

しのだ会計事務所 岐阜県岐阜市入舟町３の３２の３ 篠田建設ビル三階

中小企業診断士・税理士・行政書士 小山武仁事務所 東京都世田谷区下馬6-32-18

(別紙１）登録フィナンシャル・アドバイザー及び仲介業者一覧(令和4年度公募(2月分))


