2020/8/1
数 支部

登録番号 事務所所在地

氏名

フリガナ

事務所名

電話番号

1 名古屋東 23160077 名古屋市守山区下志段味西新外692

加藤 裕造

ｶﾄｳ ﾕｳｿﾞｳ

加藤社会保険労務士事務所

090-9917-5995

2 名古屋東 23120059 名古屋市守山区喜多山南19-25-208

大久保 広志

ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛｼ

Office Okubo

052-791-1151

3 名古屋東 23050047 名古屋市守山区喜多山南20-21

谷

ﾀﾆ ﾁｵﾘ

オフィス谷

052-791-8111

4 名古屋東 23030063 名古屋市守山区桔梗平1-2302

安江 美和子

ﾔｽｴ ﾐﾜｺ

安江社会保険労務士事務所

052-700-6380

5 名古屋東 23060010 名古屋市守山区金屋2-354

森

ﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ

森コンサルタントオフィス

052-792-2564

6 名古屋東 23090095 名古屋市守山区金屋2-396-6

西村 和幸

ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ

西村社会保険労務士事務所

052-739-6753

7 名古屋東 23030096 名古屋市守山区元郷2-315

横井 寿史

ﾖｺｲ ﾋｻｼ

横井寿史社会保険労務士事務所

052-768-3552

8 名古屋東 23050142 名古屋市守山区御膳洞1112

井上 礼子

ｲﾉｳｴ ﾚｲｺ

井上礼子事務所

052-798-4046

9 名古屋東 23060045 名古屋市守山区御膳洞1112

中村 桂太

ﾅｶﾑﾗ ｹｲﾀ

中村社会保険労務士事務所

052-799-0090

10 名古屋東 23830468 名古屋市守山区向台1-2021-3

荻山 悦孝

ｵｷﾞﾔﾏ ｴﾂﾀｶ

東名社会保険労務士事務所

052-777-0238

11 名古屋東 23050144 名古屋市守山区向台1-2509

川喜田 美香

ｶﾜｷﾀ ﾐｶ

川喜田社労士事務所

052-777-3658

12 名古屋東 23080039 名古屋市守山区今尻町801

吉川 未佐子

ﾖｼｶﾜ ﾐｻｺ

えむわい社会保険労務士事務所

090-3457-4350

13 名古屋東 23900039 名古屋市守山区笹ケ根3-606

水谷 吉晴

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾖｼﾊﾙ

水谷経営会計事務所

052-736-4852

14 名古屋東 23900004 名古屋市守山区守牧町27

中村 知江子

ﾅｶﾑﾗ ﾁｴｺ

中村社会保険労務士事務所

052-791-1222

15 名古屋東 23170030 名古屋市守山区小幡1-6-23

今津 正弘

ｲﾏﾂﾞ ﾏｻﾋﾛ

すずらん労務センター

052-880-7467

16 名古屋東 23140095 名古屋市守山区小幡4-4-13

田中 克明

ﾀﾅｶ ｶﾂｱｷ

田中克明社労士事務所

052-795-4143

17 名古屋東 23990100 名古屋市守山区小幡太田13-7-302

林

ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ

はやし社会保険労務士事務所

052-797-6411

18 名古屋東 23030023 名古屋市守山区小幡中1-10-30

野中 薫子

ﾉﾅｶ ｶｵﾙｺ

野中社会保険労務士事務所

052-793-4082

19 名古屋東 23960002 名古屋市守山区小幡南3-16-13

酒井 由美子

ｻｶｲ ﾕﾐｺ

酒井由美子社会保険労務士事務所

052-793-0554

20 名古屋東 23980069 名古屋市守山区上志段味樹木1623

髙木 康彦

ﾀｶｷﾞ ﾔｽﾋｺ

髙木康彦社会保険労務士事務所

052-736-2818

21 名古屋東 23050155 名古屋市守山区新守町97-1

亀山 康治

ｶﾒﾔﾏ ｺｳｼﾞ

亀山社労士.ＦＰ事務所

052-794-2380

22 名古屋東 23820904 名古屋市守山区森孝1-107

吉橋

ﾖｼﾊｼ ﾁｶﾗ

吉橋社会保険労務士事務所

052-799-7280

23 名古屋東 23150106 名古屋市守山区森孝2-722

荒木 智次

ｱﾗｷ ﾄﾓﾂｸﾞ

ＴＭＴＧＡＲＫ社会保険労務士事務所

080-9729-9429

24 名古屋東 23150036 名古屋市守山区森孝東1-949

小林 克至

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂｼ

小林社会保険労務士事務所

052-776-0407

25 名古屋東 23120003 名古屋市守山区瀬古東1-1701

戸田 淳一

ﾄﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

戸田社労士事務所

052-715-5508

26 名古屋東 23820086 名古屋市守山区瀬古東2-1011

高綱

一

ﾀｶﾂﾅ ﾊｼﾞﾒ

高綱労務管理事務所

052-791-9212

27 名古屋東 23020054 名古屋市守山区西新11-16

三瓶

稔

ｻﾝﾍﾟｲ ﾐﾉﾙ

三瓶労務事務所

052-710-2100

28 名古屋東 23080058 名古屋市守山区川宮町162

松下

操

ﾏﾂｼﾀ ﾐｻｵ

まつした社労士事務所

052-700-4226

千織

宏之

宏曉

力

29 名古屋東 23140090 名古屋市守山区川西1-1401

水谷 佐栄

ﾐｽﾞﾀﾆ ｻｴ

こころ社会保険労務士事務所

052-794-5752

30 名古屋東 23850042 名古屋市守山区村合町37

田中 光彦

ﾀﾅｶ ﾐﾂﾋｺ

田中労務管理事務所

052-791-2433

31 名古屋東 23190030 名古屋市守山区大永寺町35-205

細田 幸夫

ﾎｿﾀﾞ ﾕｷｵ

細田事務所

052-778-8461

32 名古屋東 23140072 名古屋市守山区大字上志段味字東谷2074-61

辻

ﾂｼﾞ ﾄｼﾋｺ

クラウド社会保険労務士事務所

090-7344-2283

33 名古屋東 23100049 名古屋市守山区大森八龍2-1101

水野 祐子

ﾐｽﾞﾉ ｻﾁｺ

あおばアシストオフィス

052-798-3121

34 名古屋東 23060067 名古屋市守山区大牧町4-13

生駒

ｲｺﾏ ｶｵﾙ

生駒社会保険労務士事務所

052-794-3350

35 名古屋東 23820743 名古屋市守山区中志段味西山島1799-3

野田 富雄

ﾉﾀﾞ ﾄﾐｵ

あいち労務管理事務所

052-736-0158

36 名古屋東 23160100 名古屋市守山区中志段味東山島2070-2

染野 信雄

ｿﾒﾉ ﾉﾌﾞｵ

野田社会保険労務士事務所

052-736-2931

37 名古屋東 23130109 名古屋市守山区中志段味東山島2070-2

染野 ゆか里

ｿﾒﾉ ﾕｶﾘ

野田社会保険労務士事務所

052-736-2931

38 名古屋東 23820578 名古屋市守山区天子田3-303-2

横井 邦彦

ﾖｺｲ ｸﾆﾋｺ

横井社会保険労務士事務所

052-775-0138

39 名古屋東 23190019 名古屋市守山区白山4-911

山下 年明

ﾔﾏｼﾀ ﾄｼｱｷ

山下年明社労士事務所

080-9364-6305

40 名古屋東 23050100 名古屋市守山区白沢町165-1

牧田 和子

ﾏｷﾀ ｶｽﾞｺ

和子社会保険労務士事務所

052-880-3502

41 名古屋東 23190084 名古屋市守山区八剣2-1515

小塚 真好

ｺﾂﾞｶ ﾏｻﾖｼ

小塚真好社会保険労務士事務所

052-768-5433

42 名古屋東 23110072 名古屋市守山区本地が丘1101

岩田 聖子

ｲﾜﾀ ｾｲｺ

岩田聖子社会保険労務士事務所

052-779-0688

43 名古屋東 23170091 名古屋市守山区竜泉寺1-203

明比 順子

ｱｹﾋ ｼﾞｭﾝｺ

あけひ社会保険労務士事務所

052-700-6108

44 名古屋東 23830523 名古屋市千種区覚王山通8-34

菅

正之

ｶﾝ ﾏｻﾕｷ

菅社会保険労務士事務所

052-763-8351

45 名古屋東 23080063 名古屋市千種区萱場2-6-5

本間

聡

ﾎﾝﾏ ｻﾄｼ

ライフ社労士事務所

052-414-7440

46 名古屋東 23030069 名古屋市千種区観月町2-68

河合 紀公子

ｶﾜｲ ｷｸｺ

河合紀公子社会保険労務士事務所

052-751-7567

47 名古屋東 23140079 名古屋市千種区丸山町3-63

池堂 芳郎

ｲｹﾄﾞｳ ﾖｼﾛｳ

社会保険労務士池堂芳郎

052-784-4500

48 名古屋東 23120117 名古屋市千種区丘上町1-29

田邉

ﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ

社会保険労務士たなべ事務所

052-753-5900

49 名古屋東 23890043 名古屋市千種区宮根台1-3-18-201

白倉 和彦

ｼﾗｸﾗ ｶｽﾞﾋｺ

白倉社会保険労務士事務所

052-774-9792

50 名古屋東 23020108 名古屋市千種区桐林町1-29

可知 宏顕

ｶﾁ ﾋﾛｱｷ

かち労務経営事務所

052-763-0099

51 名古屋東 23180026 名古屋市千種区高見1-13-18

原田

ﾊﾗﾀ ﾘｮｳ

Ｆｕｎｎｙ社会保険労務士事務所

080-3660-5982

52 名古屋東 23820108 名古屋市千種区今池1-5-9

土屋 範郎

ﾂﾁﾔ ﾉﾘｵ

土屋労務管理事務所

052-745-0755

53 名古屋東 23940070 名古屋市千種区今池1-5-9

土屋 三千子

ﾂﾁﾔ ﾐﾁｺ

土屋労務管理事務所

052-745-0755

54 名古屋東 23910001 名古屋市千種区今池1-6-4

今西 則子

ｲﾏﾆｼ ﾉﾘｺ

今西社会保険労務士事務所

052-735-4541

55 名古屋東 23960036 名古屋市千種区今池3-12-20

山嶋 紀之

ﾔﾏｼﾏ ﾉﾘﾕｷ

社会保険労務士法人Ｗ．Ｉ．Ｓ．Ｅ

052-753-4561

56 名古屋東 23090055 名古屋市千種区今池南21-4

伊藤

ｲﾄｳ ﾋﾛｼ

伊藤広社労士事務所

052-732-2231

57 名古屋東 23080045 名古屋市千種区四谷通1-22

藤原 朋子

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓｺ

朋労務コンサルタントオフィス

052-753-6145

58 名古屋東 23170024 名古屋市千種区自由ケ丘1-18-19

伊澤

ｲｻﾞﾜ ﾄｵﾙ

いざわとおる社会保険労務コンサルティング

052-751-9459

俊彦

薫

崇

亮

広

徹

59 名古屋東 23170066 名古屋市千種区汁谷町11

森川 周子

ﾓﾘｶﾜ ｼｭｳｺ

フォレストリバー総合事務所

052-747-1460

60 名古屋東 23080077 名古屋市千種区春岡2-10-23

青井 由生子

ｱｵｲ ﾕｳｺ

あおい労務コンシェルジュ

052-618-6932

61 名古屋東 23110079 名古屋市千種区松軒2-10-12

宮田 雅子

ﾐﾔﾀ ﾏｻｺ

あいち労務人材マネジメントオフィス

090-8677-7306

62 名古屋東 23130051 名古屋市千種区松竹町1-4

青木 秀憲

ｱｵｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ

青木社会保険労務士事務所

052-720-2901

63 名古屋東 23160020 名古屋市千種区松竹町2-61-3

小見山 幸希

ｺﾐﾔﾏ ﾕｷ

こみやま社会保険労務士オフィス

090-9183-2465

64 名古屋東 23990033 名古屋市千種区振甫町2-66

根村 浩二

ﾈﾑﾗ ｺｳｼﾞ

根村社会保険労務士事務所

052-719-2728

65 名古屋東 23950062 名古屋市千種区新西2-6-25-3A

水野 正和

ﾐｽﾞﾉ ﾏｻｶｽﾞ

水野正和社会保険労務士事務所

052-776-5215

66 名古屋東 23060025 名古屋市千種区神田町1-9

熊田 雅昭

ｸﾏﾀﾞ ﾏｻｱｷ

熊田社会保険労務士事務所

052-722-3075

67 名古屋東 23190012 名古屋市千種区星が丘元町14-4

前田 篤志

ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ

まえだ社労士事務所

052-782-0220

68 名古屋東 23080114 名古屋市千種区星が丘元町17-1

後藤

ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ

オーキッズ社労士事務所

052-784-0912

69 名古屋東 23920046 名古屋市千種区清住町2-36-1

飛田 あゆみ

ﾄﾋﾞﾀ ｱﾕﾐ

飛田あゆみ社会保険労務士事務所

052-781-1062

70 名古屋東 23020088 名古屋市千種区清住町3-79

本田 俊宏

ﾎﾝﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ

本田社会保険労務士事務所

052-783-4698

71 名古屋東 23820531 名古屋市千種区西崎町1-32-2

江口

ｴｸﾞﾁ ﾄｵﾙ

江口社会保険労務士事務所

052-439-6818

72 名古屋東 23090088 名古屋市千種区赤坂町6-17

片貝 典雄

ｶﾀｶﾞｲ ﾉﾘｵ

片貝社会保険労務士事務所

052-711-2770

73 名古屋東 23150098 名古屋市千種区千種3-20-5

鈴木 啓介

ｽｽﾞｷ ｹｲｽｹ

社会保険労務士事務所コルトス

052-770-7900

74 名古屋東 23030074 名古屋市千種区千種3-28-14

竹市 敏子

ﾀｹｲﾁ ﾄｼｺ

竹市敏子社会保険労務士事務所

052-741-2935

75 名古屋東 29100016 名古屋市千種区千種通7-101

大西 陽奈

ｵｵﾆｼ ﾊﾙﾅ

はるな社会保険労務士事務所

080-1431-6422

76 名古屋東 23180073 名古屋市千種区千種通7-105-2

小林 幹生

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷｵ

小林社会保険労務士事務所

052-737-1411

77 名古屋東 23160027 名古屋市千種区千代が丘3-10

長谷川 秀樹

ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ

アームロック社労士事務所

052-776-5567

78 名古屋東 23170084 名古屋市千種区千代が丘5 N-815号

中村 信一郎

ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 社労士中村信一郎事務所

052-774-8327

79 名古屋東 23820914 名古屋市千種区千代が丘5番S-606

木全 耕二

ｷﾏﾀ ｺｳｼﾞ

木全社会保険労務士事務所

052-774-8989

80 名古屋東 23920011 名古屋市千種区川崎町1-47

野嵜 明子

ﾉｻﾞｷ ｱｷｺ

のざき年金コンサルタント

052-751-8024

81 名古屋東 23140030 名古屋市千種区池下1-1-7-403

加藤 正人

ｶﾄｳ ﾏｻﾄ

パーソネル・ラボ 加藤社会保険労務士事務所

052-734-6770

82 名古屋東 23160080 名古屋市千種区池下1-3-5

村田 正治

ﾑﾗﾀ ﾏｻﾊﾙ

タスク社会保険労務士事務所

052-761-1125

83 名古屋東 23140113 名古屋市千種区池下町2-15

石田 将之

ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

社会保険労務士法人ファルベ

080-5127-7994

84 名古屋東 23980056 名古屋市千種区池下町2-37-2

高須

ﾀｶｽ ｶﾂﾗ

高須桂社会保険労務士事務所

052-757-5707

85 名古屋東 23090082 名古屋市千種区茶屋坂通2-69

吉田 実亜子

ﾖｼﾀﾞ ﾐｱｺ

吉田実亜子社会保険労務士事務所

052-722-2292

86 名古屋東 23970090 名古屋市千種区朝岡町1-7-1

花里 尚希

ﾊﾅｻﾞﾄ ﾅｵｷ

花里尚希労務士事務所

052-781-0565

87 名古屋東 23950027 名古屋市千種区唐山町3-14-3

鈴木 有紀

ｽｽﾞｷ ﾕｷ

鈴木有紀社労士事務所

090-7042-3723

88 名古屋東 23140012 名古屋市千種区東千種台16-15

鬼頭 勇次

ｷﾄｳ ﾕｳｼﾞ

鬼頭社会保険労務士事務所

052-776-3308

宏

亨

桂

89 名古屋東 23150024 名古屋市千種区東明町3-10

冨士本 正

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ

冨士本社会保険労務士事務所

052-783-1639

90 名古屋東 17150009 名古屋市千種区内山3-10-17

原田 弘美

ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾐ

社会保険労務士法人人事部サポートＳＲ 名古屋支社

052-766-5000

91 名古屋東 23960025 名古屋市千種区南明町2-34-103

三品 智子

ﾐｼﾅ ｻﾄｺ

三品労務管理事務所

052-759-0370

92 名古屋東 23020086 名古屋市千種区猫洞通3-11

尾関 澄雄

ｵｾﾞｷ ｽﾐｵ

プロタックス

052-763-4811

93 名古屋東 23150081 名古屋市千種区猫洞通4-27

髙野 香里

ﾀｶﾉ ｶｵﾘ

かりん社会保険労務士事務所

052-753-8949

94 名古屋東 23110074 名古屋市千種区猫洞通4-30-6

長谷川 千晶

ﾊｾｶﾞﾜ ﾁｱｷ

キャットロード社労士事務所

090-6619-4193

95 名古屋東 23060107 名古屋市千種区富士見台5-43-1

松本 八千穂

ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾁﾎ

松本社会保険労務士事務所

052-722-8289

96 名古屋東 23100092 名古屋市千種区穂波町1-39

奥村 昭吾

ｵｸﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ

スプラウト社会保険労務士事務所

052-757-3050

97 名古屋東 23930038 名古屋市千種区末盛通1-26

山本 道子

ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾁｺ

社会保険労務士山本道子事務所

052-752-0669

98 名古屋東 23060126 名古屋市東区3-19-3

林

ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾉﾌﾞ

林一伸社会保険労務士事務所

052-979-2008

99 名古屋東 23120097 名古屋市東区葵2-6-5

四橋 良之

ﾖﾂﾊｼ ﾖｼﾕｷ

社会保険労務士四橋事務所

052-936-9761

100 名古屋東 23030101 名古屋市東区葵3-23-3

増田 良平

ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ

麋城労務マネジメント

052-325-2717

101 名古屋東 23140024 名古屋市東区葵3-3-8

木全 理恵

ｷﾏﾀ ﾘｴ

翠理社会保険労務士事務所

052-508-7326

102 名古屋東 23040092 名古屋市東区葵3-3-8

杉浦 礼生

ｽｷﾞｳﾗ ﾚｵ

杉浦礼生社会保険労務士事務所

052-508-8349

103 名古屋東 24180015 名古屋市東区砂田橋1-1-2-905

西村 美夕妃

ﾆｼﾑﾗ ﾐﾕｷ

ＡＳＳＥＭＢＬＹ国際社会保険労務士事務所

080-5606-5606

104 名古屋東 23940061 名古屋市東区砂田橋2-1-A-903

上田 和邦

ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｸﾆ

上田社会保険労務士事務所

052-723-3920

105 名古屋東 23010027 名古屋市東区砂田橋3-2

岡嶋 義幸

ｵｶｼﾞﾏ ﾖｼﾕｷ

岡嶋社会保険労務士事務所

052-721-3106

106 名古屋東 23190073 名古屋市東区泉1-17-10

堀部 由紀子

ﾎﾘﾍﾞ ﾕｷｺ

堀部社会保険労務士事務所

052-962-2016

107 名古屋東 23970084 名古屋市東区泉1-21-21

江崎 幸富美

ｴｻｷ ｻﾄﾐ

ｒｉｓｅ ｈｉｇｈ社会保険労務士法人

052-211-7475

108 名古屋東 23100106 名古屋市東区泉1-21-27

髙木 健由

ﾀｶｷﾞ ﾀｹﾖｼ

社会保険労務士髙木健由事務所

052-265-8325

109 名古屋東 23150049 名古屋市東区泉1-7-38

平嶋

ﾋﾗｼﾏ ﾀｹｼ

名古屋人材開発社労士事務所

052-951-7710

110 名古屋東 23150014 名古屋市東区泉2-21-3

横井 重房

ﾖｺｲ ｼｹﾞﾌｻ

あいさい社会保険労務士センター

052-508-4808

111 名古屋東 23940014 名古屋市東区泉2-26-1

近藤 圭伸

ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾉﾌﾞ

社会保険労務士法人デライトコンサルティング

052-937-5615

112 名古屋東 23180069 名古屋市東区泉2-28-24

小木曽 公美

ｺｷﾞｿ ｸﾐ

小木曽労務事務所

052-325-7965

113 名古屋東 23140022 名古屋市東区泉2-28-24

小谷

聖

ｺﾀﾆ ｾｲ

愛知社会保険労務士事務所

052-932-6601

114 名古屋東 23050145 名古屋市東区泉2-4-19

戸崎

昇

ﾄｻﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ

昇龍社労士事務所

052-931-2443

115 名古屋東 23920020 名古屋市東区泉3-17-10

大嶌 敏夫

ｵｵｼﾏ ﾄｼｵ

大嶌コンサルタントオフィス

052-934-3721

116 名古屋東 23000057 名古屋市東区泉3-4-1

近藤 法政

ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾘﾏｻ

近藤法政事務所

052-508-5196

117 名古屋東 23150040 名古屋市東区相生町55

出宮 かほり

ﾃﾞﾐﾔ ｶｵﾘ

いその社会保険労務士事務所

052-931-1211

118 名古屋東 23010074 名古屋市東区代官町30-1-805

村瀬 義郎

ﾑﾗｾ ﾖｼﾛｳ

村瀬経営事務所

052-933-0168

一伸

毅

119 名古屋東 23090010 名古屋市東区代官町34-12

長谷川 沙美

ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾐ

はせがわ労務管理事務所

052-870-2468

120 名古屋東 23950044 名古屋市東区代官町34-28

大島 久直

ｵｵｼﾏ ﾋｻﾅｵ

社会保険労務士法人葵

052-937-3511

121 名古屋東 23100059 名古屋市東区代官町34-28

水野 幸治

ﾐｽﾞﾉ ｺｳｼﾞ

社会保険労務士法人葵

052-937-3511

122 名古屋東 23150047 名古屋市東区代官町35-16

浅井 健司

ｱｻｲ ｹﾝｼﾞ

社会保険労務士浅井総合法務事務所

052-508-7373

123 名古屋東 23860021 名古屋市東区大曽根1-3-20

伊藤

ｲﾄｳ ﾀｸ

伊藤労務総合事務所

052-982-0730

124 名古屋東 23140004 名古屋市東区東外堀町60

江場 一尊

ｴﾊﾞ ｶｽﾞﾀｶ

社会保険労務士事務所オフィースＥＢＡ

052-750-1284

125 名古屋東 23130121 名古屋市東区東外堀町60

髙橋

ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ

ゆたか社会保険労務士事務所

052-951-3005

126 名古屋東 23000026 名古屋市東区東桜1-10-9

多賀 三佐子

ﾀｶﾞ ﾐｻｺ

社会保険労務士事務所アムール・メディカル

052-602-5885

127 名古屋東 23050146 名古屋市東区東桜1-14-12

越

ｺｼ ﾔｽｵ

越経営労務総合事務所

052-972-6585

128 名古屋東 23820623 名古屋市東区東桜2-6-36

佐藤 茂壽

ｻﾄｳ ｼｹﾞﾄｼ

佐藤茂壽社会保険労務士事務所

052-931-3800

129 名古屋東 23830434 名古屋市東区東大曽根町46-9

棚原

ﾀﾅﾊﾗ ﾀｹｼ

三律コンサルタンツ

052-935-8778

130 名古屋東 23100131 名古屋市東区東大曽根町47-6

金森 大輔

ｶﾅﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ

ブレインバンク社会保険労務士事務所

052-931-7127

131 名古屋東 23820556 名古屋市東区筒井3-16-22

北坂 祐司

ｷﾀｻｶ ﾕｳｼﾞ

北坂労務管理事務所

052-933-4400

132 名古屋東 21910003 名古屋市東区徳川町2107

戸谷 健二

ﾄﾀﾆ ｹﾝｼﾞ

戸谷社会保険労務士事務所

052-933-1020

133 名古屋東 23050096 名古屋市東区徳川町2107

戸谷 匡延

ﾄﾀﾆ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ

とたに労務マネジメント

052-933-1020

134 名古屋東 23000003 名古屋市東区徳川町516

三浦 紀世枝

ﾐｳﾗ ｷﾖｴ

三浦労務管理事務所

052-935-8688

135 名古屋東 23160036 名古屋市東区白壁1-45

田辺

ﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ

名古屋ＥＡＳＴ労務管理事務所

052-212-5868

136 名古屋東 23830037 名古屋市東区白壁2-13-18

石田 幹夫

ｲｼﾀﾞ ﾐｷｵ

社会保険労務士法人愛知労務管理コンサルティング

052-961-0763

137 名古屋東 23900007 名古屋市東区白壁2-13-18

市之瀬 高司

ｲﾁﾉｾ ﾀｶｼ

社会保険労務士法人愛知労務管理コンサルティング

052-961-0763

138 名古屋東 23820555 名古屋市東区明倫町2-41

加藤 敏彦

ｶﾄｳ ﾄｼﾋｺ

加藤労務管理事務所

052-932-0544

139 名古屋東 23910061 名古屋市東区矢田1-3-11

平林 俊一

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｲﾁ 平林社会保険労務士事務所

052-719-0191

140 名古屋東 23060050 名古屋市東区矢田2-4-37

三浦 節子

ﾐｳﾗ ｾﾂｺ

三浦社会保険労務士事務所

052-722-0800

141 名古屋東 23020006 名古屋市東区矢田2-4-6

小寺 佐智子

ｺﾃﾞﾗ ｻﾁｺ

社会保険労務士こでら事務所

052-846-9031

142 名古屋東 23130002 名古屋市東区矢田2-4-6 202

木村 美智子

ｷﾑﾗ ﾐﾁｺ

木村社会保険労務士事務所

090-4260-8305

143 名古屋東 23980024 名古屋市東区橦木町1-30

小堀 美和

ｺﾎﾞﾘ ﾐﾜ

小堀社会保険労務士事務所

052-880-4255

144 名古屋東 23110071 名古屋市名東区よもぎ台3-1409

水野 定雄

ﾐｽﾞﾉ ｻﾀﾞｵ

水野社会保険労務士事務所

052-773-1428

145 名古屋東 23920048 名古屋市名東区一社1-90

竹内 邦子

ﾀｹｳﾁ ｸﾆｺ

竹内社会保険労務士事務所

052-704-5767

146 名古屋東 23060080 名古屋市名東区貴船1-20

山本

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ

社会保険労務士事務所オフィス・ワイ

052-704-9955

147 名古屋東 23110021 名古屋市名東区亀の井1-122

牧

ﾏｷ ﾉﾌﾞｵ

牧伸夫社会保険労務士事務所

052-702-6407

148 名古屋東 23960066 名古屋市名東区亀の井3-5

鈴木 久子

ｽｽﾞｷ ﾋｻｺ

鈴木久子年金総合オフィス

052-709-5117

拓

豊

靖生

健

透

厚
伸夫

149 名古屋東 23060062 名古屋市名東区香流2-1001

松井 靖司

ﾏﾂｲ ﾔｽｼ

松井人事マネジメント

052-776-8233

150 名古屋東 23130094 名古屋市名東区香流2-705

塚本

ﾂｶﾓﾄ ｼｹﾞﾙ

塚本社会保険労務士事務所

052-771-6033

151 名古屋東 23000085 名古屋市名東区高間町395

野々山 誠二

ﾉﾉﾔﾏ ｾｲｼﾞ

野々山社会保険労務士事務所

052-705-6222

152 名古屋東 23970029 名古屋市名東区高社1-89

坂井 哲郎

ｻｶｲ ﾃﾂﾛｳ

坂井哲郎社会保険労務士事務所

052-779-1555

153 名古屋東 23050115 名古屋市名東区高社2-80

土方 聡子

ﾋｼﾞｶﾀ ｻﾄｺ

ひじかた社労士事務所

052-739-7050

154 名古屋東 23030117 名古屋市名東区高針原2-1103 5B

鈴木

ｽｽﾞｷ ﾂｶｻ

鈴木司社会保険労務士事務所

052-702-6120

155 名古屋東 24990017 名古屋市名東区社が丘1-115

松谷 真由子

ﾏﾂﾀﾆ ﾏﾕｺ

社会保険労務士事務所ｇｕパートナーズ

052-770-7560

156 名古屋東 23130061 名古屋市名東区社台3-51-1

濱千代 直人

ﾊﾏﾁﾖ ﾅｵﾄ

濱千代社会保険労務士事務所

090-1780-0552

157 名古屋東 23950037 名古屋市名東区若葉台1117

波多野 眞

ﾊﾀﾉ ﾏｺﾄ

波多野社会保険労務士事務所

052-776-7086

158 名古屋東 23120053 名古屋市名東区上社2-46-1-312

山下 洋史

ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｼ

名東人事オフィス

052-755-3195

159 名古屋東 23140047 名古屋市名東区上社3-220

加藤 好浩

ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ

クレア社労士事務所

052-753-7612

160 名古屋東 23100118 名古屋市名東区上社3-609

上條 真弘

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｻﾋﾛ

上條社会保険労務士事務所

052-768-6867

161 名古屋東 23080097 名古屋市名東区上菅1-716

余語 寿郎

ﾖｺﾞ ﾄｼﾛｳ

余語社会保険労務士事務所

052-777-1663

162 名古屋東 23100103 名古屋市名東区上菅2-1109

丹羽 政勝

ﾆﾜ ﾏｻｶﾂ

社会保険労務士丹羽政勝事務所

052-778-6080

163 名古屋東 23150076 名古屋市名東区植園町2-1-9

曽我部 毅彦

ｿｶﾞﾍﾞ ﾀｹﾋｺ

ソガベ社労士事務所

052-753-8549

164 名古屋東 23100010 名古屋市名東区神月町203

渡邉 弘幸

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ

ワタナベ社労士事務所

052-771-6060

165 名古屋東 23120004 名古屋市名東区勢子坊2-113

吉山 嘉久

ﾖｼﾔﾏ ﾖｼﾋｻ

吉山社会保険労務士事務所

052-701-2947

166 名古屋東 23140108 名古屋市名東区代万町1-64-1

石川 美和

ｲｼｶﾜ ﾐﾜ

人事サポートみわ労務事務所

052-734-2662

167 名古屋東 22060018 名古屋市名東区猪子石2-109

小木曽 晋

ｵｷﾞｿ ｼﾝ

双葉労務事務所

052-433-2617

168 名古屋東 23070010 名古屋市名東区猪子石原2-429

熊谷 里美

ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾐ

社会保険労務士熊谷里美事務所

052-778-6758

169 名古屋東 23160008 名古屋市名東区猪子石原3-1802-2

飯嶋

ｲｲｼﾞﾏ ｻﾄｼ

飯嶋聡社会保険労務士事務所

090-7312-6375

170 名古屋東 23150033 名古屋市名東区藤見が丘93

西村 方志

ﾆｼﾑﾗ ﾏｻｼ

ウィス社会保険労務士事務所

070-5037-1041

171 名古屋東 23060060 名古屋市名東区藤森西町1601

永田 達哉

ﾅｶﾞﾀ ﾀﾂﾔ

永田社会保険労務士事務所

052-777-8093

172 名古屋東 23130021 名古屋市名東区梅森坂西1-801-81

青山 悦士

ｱｵﾔﾏ ｴﾂｼ

青山社会保険労務士事務所

052-808-4803

173 名古屋東 23150125 名古屋市名東区八前2-727-6

阿知波 知子

ｱﾁﾜ ﾄﾓｺ

あちわ社会保険労務士事務所

052-799-3440

174 名古屋東 23060112 名古屋市名東区富が丘147

石神 孝浩

ｲｼｶﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ

石神孝浩社会保険労務士事務所

052-720-3507

175 名古屋東 23990040 名古屋市名東区平和が丘2-122

魚住 保造

ｳｵｽﾞﾐ ﾔｽｿﾞｳ

社労士スズマル事務所

052-778-6755

176 名古屋東 23820917 名古屋市名東区望が丘315-2-103

坂本

ｻｶﾓﾄ ﾋｶﾙ

坂本経営労務管理事務所

052-776-3888

177 名古屋東 23940016 名古屋市名東区牧の里1-702

伊藤 康男

ｲﾄｳ ﾔｽｵ

イトウマネジメント事務所

052-702-6366

178 名古屋東 23990052 名古屋市名東区本郷2－167

國分 紀子

ｺｸﾌﾞ ﾉﾘｺ

国分労務事務所

052-776-7576

茂

司

聡

光

179 名古屋東 23110121 名古屋市名東区本郷2-57

荒木 美弥子

ｱﾗｷ ﾐﾔｺ

アラジン社労士事務所

052-774-2043

180 名古屋東 13870014 名古屋市名東区名東本通2-32

田中

ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ

田中社会保険労務士事務所

052-753-8800

181 名古屋東 23150021 名古屋市名東区名東本通5-7

香月 浩一

ｶﾂｷ ｺｳｲﾁ

あかつき労務士事務所

052-753-8902

182 名古屋東 23980048 名古屋市名東区明が丘100

上川 恵里子

ｶﾐｶﾜ ｴﾘｺ

上川社会保険労務士事務所

052-739-7175

洋

