2018/5/1
数 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 23120092 あま市七宝町安松下屋敷2126-1

服部 欽一

ﾊｯﾄﾘ ﾖｼｶｽﾞ

こころ労務応援センター

052-441-5561

2 23820371 あま市七宝町秋竹四町田805-9

栗原 一男

ｸﾘﾊﾗ ｶｽﾞｵ

栗原社会保険労務士事務所

052-444-2404

3 23170108 あま市七宝町秋竹西屋敷695

河瀬 敏明

ｶﾜｾ ﾄｼｱｷ

河瀬社会保険労務士事務所

052-445-3696

4 23100126 あま市七宝町秋竹東屋敷669

後藤 辰実

ｺﾞﾄｳ ﾀﾂﾐ

社会保険労務士後藤事務所

052-880-4105

5 23010019 あま市篠田稲荷151

山田 武史

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ

オフィス エール

052-627-0815

6 23980017 あま市篠田南長無22

赤塚 善夫

ｱｶﾂｶ ﾖｼｵ

社会保険労務士法人名功労務管理センター

052-442-5011

7 23820757 あま市篠田南長無22

伊藤 碩茂

ｲﾄｳ ﾋﾛｼｹﾞ

社会保険労務士法人名功労務管理センター

052-442-5011

8 23050088 あま市篠田南長無22

梶川 真味

ｶｼﾞｶﾜ ﾏﾐ

社会保険労務士法人名功労務管理センター

052-442-5011

9 23120146 あま市小路1-7-11

丹羽 佳代子

ﾆﾜ ｶﾖｺ

加藤社会保険労務士事務所

052-485-6488

10 23150056 あま市上萱津白髭40-1

佐々木 健二

ｻｻｷ ｹﾝｼﾞ

佐々木総合研究所

052-446-2580

11 23090035 あま市上萱津北ノ川3-2

船岡 和彦

ﾌﾅｵｶ ｶｽﾞﾋｺ

船岡社会保険労務士事務所

052-445-7747

12 23170006 あま市上萱津矢台56-7

山口 隆之

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ

山口社会保険労務士事務所

090-6804-6430

13 23110138 あま市新居屋山9

國松

ｸﾆﾏﾂ ﾏｺﾄ

スター労務総合事務所

052-442-6777

14 23110105 あま市森6-15-15

伊藤 はるみ

ｲﾄｳ ﾊﾙﾐ

伊藤行政労務管理事務所

052-441-5187

15 23120099 あま市甚目寺郷中115-3

水野 雅章

ﾐｽﾞﾉ ﾏｻｱｷ

水野社労士・ＦＰ事務所

052-444-0581

16 23130007 あま市甚目寺松山50-504

増川 次雄

ﾏｽｶﾜ ﾂｸﾞｵ

増川社会保険労務士事務所

052-443-0912

17 23930080 あま市蜂須賀三反割328-12

浅井 晃道

ｱｻｲ ｱｷﾐﾁ

浅井労務管理事務所

052-444-1830

18 23030068 あま市木田道下1-2

木本 多一郎

ｷﾓﾄ ﾀｲﾁﾛｳ

木本社会保険労務士事務所

090-1759-9175

19 23170077 愛西市稲葉町米野310

加藤 久徳

ｶﾄｳ ﾋｻﾉﾘ

リリクス経営労務事務所

090-9128-2761

20 23020121 愛西市西保町西川原245-9

加賀 文人

ｶｶﾞ ﾌﾐﾄ

加賀経営労務管理事務所

0567-28-0117

21 23820821 愛西市善太新田町十割上50

神田 康史

ｶﾝﾀﾞ ﾔｽｼ

社会保険労務士神田事務所

0567-32-1236

22 23120052 愛西市大井町宮新田34-23

立松 玲子

ﾀﾃﾏﾂ ﾚｲｺ

立松玲子社会保険労務士事務所

090-8954-8395

23 23980021 愛西市町方町南堤外28-66

西

ﾆｼ ﾚｲｺ

オフィスイトウ

0587-23-1102

24 23910028 愛西市内佐屋町河原4-3

竹口 英利

ﾀｹｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾄｼ

竹口社会保険労務士事務所

0567-26-9210

25 23970014 愛西市北一色町北田面75

柴﨑

ｼﾊﾞｻｷ ｽｽﾑ

柴﨑社会保険労務士事務所

0567-26-7375

26 23820437 海部郡蟹江町学戸7-123

横江 一光

ﾖｺｴ ｶｽﾞﾐﾂ

横江社会保険労務士事務所

0567-95-4570

27 23030035 海部郡蟹江町学戸7-123

横江

ﾖｺｴ ﾃﾙ

横江社会保険労務士事務所

0567-95-4570

28 23060115 海部郡蟹江町今東郊通8

林

ﾊﾔｼ ﾖｼﾉ

林労務経営事務所

090-9196-3253

誠

玲子

進

輝
淑乃

29 23150083 海部郡蟹江町桜1-38-103

羽根 豪一

ﾊﾈ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

ごういち社労士事務所

0567-55-7240

30 23030112 海部郡蟹江町八幡1-80

杉本 直樹

ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵｷ

杉本直樹社会保険労務士事務所

0567-94-0025

31 23100143 海部郡蟹江町富吉1-500

和泉 章博

ｲｽﾞﾐ ｱｷﾋﾛ

いずみ社労士事務所

0567-55-9992

32 23000074 海部郡蟹江町富吉4-113

須渕 堅作

ｽﾌﾞﾁ ｹﾝｻｸ

須渕社労士事務所

0567-96-1367

33 23830088 海部郡蟹江町富吉4-92

豊田 光子

ﾄﾖﾀﾞ ﾐﾂｺ

豊田労務士事務所

0567-95-5177

34 23820512 海部郡大治町大字三本木字柳原82

礒野 英明

ｲｿﾉ ﾋﾃﾞｱｷ

礒野労務事務所

052-442-1435

35 23160094 海部郡大治町大字西條字石間畑55

横井 良栄

ﾖｺｲ ﾖｼｴ

よこいよしえ社会保険労務士事務所

052-441-3332

36 23120037 海部郡飛島村大字渚1-162

栗元 貴司

ｸﾘﾓﾄ ﾀｶｼ

栗元社会保険労務士事務所

0567-52-1723

37 23150015 海部郡飛島村大字松之郷5-46

丹村 正章

ﾆﾑﾗ ﾏｻｱｷ

ＭＳＫ社会保険労務士事務所

090-9920-6463

38 23820784 清須市阿原星の宮153

寺澤 璋人

ﾃﾗｻﾞﾜ ｱｷﾄ

寺澤璋人社会保険労務士事務所

052-409-1671

39 23970055 清須市春日流18

戸嶋 章雄

ﾄｼﾏ ｱｷｵ

戸嶋社会保険労務士事務所

052-508-5500

40 23070026 清須市新清洲3-2-32

大倉 昭治

ｵｵｸﾗ ｼｮｳｼﾞ

あらた経営労務事務所

052-400-8709

41 23120101 清須市須ケ口2247-11

古川

ﾌﾙｶﾜ ｶﾂﾗ

古川社会保険労務士事務所

052-508-7022

42 23920023 清須市清洲1209-1

髙木 一仁

ﾀｶｷﾞ ｶｽﾞﾋﾄ

髙木社会保険労務士事務所

052-408-1886

43 23180025 清須市西市場4-10-22

中島 敏雄

ﾅｶｼﾏ ﾄｼｵ

中島敏雄社会保険労務士事務所

090-6618-0044

44 23060072 清須市西田中本城113

髙山 孝治

ﾀｶﾔﾏ ｺｳｼﾞ

社会保険労務士髙山事務所

052-409-3938

45 23170086 清須市西枇杷島町旭2-24

新留 博士

ｼﾝﾄﾒ ﾂﾖｼ

新留博士社会保険労務士事務所

052-504-9616

46 23130070 清須市西枇杷島町大黒23

松永 隆男

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｶｵ

松永社会保険労務士事務所

052-501-6934

47 23900045 清須市西枇杷島町片町96-1

正村 和子

ﾏｻﾑﾗ ｶｽﾞｺ

正村社会保険労務士事務所

052-505-0931

48 23090100 清須市西堀江1310-1

丸岡 弘幸

ﾏﾙｵｶ ﾋﾛﾕｷ

丸岡社会保険労務士事務所

052-401-2007

49 23050092 清須市桃栄1-32

伊藤 美恵子

ｲﾄｳ ﾐｴｺ

伊藤社会保険労務士事務所

052-325-3315

50 23050116 西春日井郡春日町落合宮重町194

吉田 年宏

ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ

オフィス ヨシダ

052-401-3368

51 23140021 西春日井郡豊山町大字豊場字伊勢山355

石黒 圭一

ｲｼｸﾞﾛ ｹｲｲﾁ

石黒社会保険労務士事務所

0568-97-2668

52 23860052 西春日井郡豊山町大字豊場字大門11

熊澤 信行

ｸﾏｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ

社会保険労務士 熊澤信行 事務所

0568-28-1267

53 23020118 西春日井郡豊山町豊場下戸30

村瀬 健二

ﾑﾗｾ ｹﾝｼﾞ

村瀬社会保険労務士事務所

090-8324-1678

54 23140058 西春日井郡豊山町豊場諏訪28-2

水野 淳司

ﾐｽﾞﾉ ｱﾂｼ

ミズノ社労士事務所

0568-28-5173

55 23980016 西春日井郡豊山町豊場中之町155

戸田 昌代

ﾄﾀﾞ ﾏｻﾖ

戸田社会保険労務士事務所

0568-28-2077

56 23820486 津島市橘町1-26

位田 昭男

ｲﾝﾃﾞﾝ ｱｷｵ

位田労務管理事務所

0567-28-0972

57 23890023 津島市橘町1-26

位田 達哉

ｲﾝﾃﾞﾝ ﾀﾂﾔ

位田労務管理事務所

0567-28-0972

58 23990005 津島市橘町2-68-2

墨

ｽﾐ ﾊﾅﾖ

墨社会保険労務士事務所

0567-55-7734

桂

華代

59 23060082 津島市青塚町6-80

山田 政義

ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾖｼ

山田社会保険労務士事務所

0567-24-3479

60 23970059 津島市中一色町柳原70-2

筧

ｶｹﾋ ｶｽﾞﾖｼ

筧社会保険労務士事務所

0567-32-3980

61 23950025 津島市百町字みどり台132

筈見 文江

ﾊｽﾞﾐ ﾌﾐｴ

筈見労務管理事務所

052-936-8066

62 23820693 津島市百町字みどり台88

大橋 道夫

ｵｵﾊｼ ﾐﾁｵ

大橋事務所

0567-28-1691

63 23830739 津島市埋田町4-99-3

松浦 嘉雄

ﾏﾂｳﾗ ﾖｼｵ

松浦労務管理事務所

0567-26-6261

64 23980015 津島市葉苅町綿掛89

伊藤 正藏

ｲﾄｳ ｼｮｳｿﾞｳ

社会保険労務士伊藤正藏事務所

0567-28-1744

65 23960035 津島市立込町4-178

野々山 枝利子 ﾉﾉﾔﾏ ｴﾘｺ

野々山枝利子労務士事務所

0567-26-2614

66 23160026 津島市杁前町1-62-1

服部 義博

ﾊｯﾄﾘ ﾖｼﾋﾛ

服部社会保険労務士事務所

0567-25-0340

67 23060043 北名古屋市九之坪東町4-5

植木 寿美

ｳｴｷ ﾋｻﾐ

植木寿美社会保険労務士事務所

0568-24-2638

68 23990008 北名古屋市高田寺北の川15-2

渡邉 陽子

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｺ

ＳＲオフィス・ワタナベ

0568-22-4892

69 23160043 北名古屋市鹿田3926-10

山脇

ﾔﾏﾜｷ ﾀｹｼ

山脇社会保険労務士事務所

080-2659-1017

70 23960076 北名古屋市鹿田天王山5-5

黒川 慎也

ｸﾛｶﾜ ｼﾝﾔ

社会保険労務士黒川事務所

0568-23-2860

71 23140104 北名古屋市西之保宮前44

奈尾 昌幸

ﾅｵ ﾏｻﾕｷ

ファイン社労士事務所

0568-54-1608

72 23070018 北名古屋市西之保三町地4-20

太田

ｵｵﾀ ﾐﾂﾙ

アルファ社労士事務所

0568-22-7809

73 23820596 北名古屋市西之保清水田2

加藤 仁一

ｶﾄｳ ﾆｲﾁ

加藤経営労務事務所

0568-22-9977

74 23060022 北名古屋市西之保藤塚97

田島 真由美

ﾀｼﾞﾏ ﾏﾕﾐ

田島まゆみ社会保険労務士事務所

090-1413-9148

75 23990046 北名古屋市西之保立石107-1

林

ﾊﾔｼ ﾋｻｺ

林久子社会保険労務士事務所

0568-22-9693

76 23050103 北名古屋市徳重12-4

小林 陽子

ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｺ

小林社会保険労務士事務所

0568-25-0217

77 23950030 北名古屋市弥勒寺東1-87

澤田 史郎

ｻﾜﾀﾞ ｼﾛｳ

澤田労務士事務所

0568-25-4380

78 23170036 北名古屋市弥勒寺東2-167

福田 之保

ﾌｸﾀﾞ ﾕｷﾔｽ

フクダ社労士事務所

0568-25-8695

79 23120147 北名古屋市六ッ師1080-108

大口 泰史

ｵｵｸﾞﾁ ﾔｽｼ

大口泰史社労士事務所

0568-25-6083

80 23130111 名古屋市西区花の木3-17-15

木村 文隆

ｷﾑﾗ ﾌﾐﾀｶ

アリンク社会保険労務士法人

052-908-2451

81 23130069 名古屋市西区花原町149

湯浅 哲夫

ﾕｱｻ ﾃﾂｵ

みのり社会保険労務士事務所

052-501-9256

82 23940076 名古屋市西区貝田町1-47

大島 啓史

ｵｵｼﾏ ﾋﾛｼ

名西労務管理事務所

052-531-9350

83 23030048 名古屋市西区笠取町4-75-4

山内

ﾔﾏｳﾁ ﾏｺﾄ

山内社会保険労務士事務所

052-521-0760

84 23140003 名古屋市西区菊井1-5-3

佐々 貴紀

ｻｯｻ ﾀｶｷ

労務・年金まちかど相談窓口オフィスさっさ

052-446-5466

85 23090079 名古屋市西区菊井2-20-17

田澤 木綿子

ﾀｻﾞﾜ ﾕｳｺ

名古屋国際綜合事務所

052-561-8877

86 23130013 名古屋市西区牛島町6-1

石井 祐子

ｲｼｲ ﾕｳｺ

創経社会保険労務士法人

052-581-0082

87 23150092 名古屋市西区牛島町6-1

志村

ｼﾑﾗ ﾏｺﾄ

社会保険労務士志村誠事務所

052-569-1798

88 23020059 名古屋市西区玉池町211-2

伊藤 銃治

ｲﾄｳ ﾐﾂﾊﾙ

いとう事務所

052-505-9282

和喜

健

満

久子

洵

誠

89 23150061 名古屋市西区五才美町281-1

沖

90 23980071 名古屋市西区香呑町1-2

佳代子

ｵｷ ｶﾖｺ

沖社会保険労務士事務所

052-508-4957

松岡 洋介

ﾏﾂｵｶ ﾖｳｽｹ

社会保険労務士松岡洋介事務所

052-531-6945

91 23120006 名古屋市西区香呑町6-60-1

川地 友裕

ｶﾜﾁ ﾄﾓﾋﾛ

社会保険労務士かわち事務所

052-524-6680

92 23850022 名古屋市西区山木1-119

寺島 直美

ﾃﾗｼﾏ ﾅｵﾐ

東労務コンサルタント

052-503-3808

93 23140102 名古屋市西区市場木町478

北見 幸子

ｷﾀﾐ ｻﾁｺ

社会保険労務士法人北見事務所

052-505-6237

94 23070120 名古屋市西区市場木町478

北見 弘美

ｷﾀﾐ ﾋﾛﾐ

社会保険労務士法人北見事務所

052-505-6237

95 23940068 名古屋市西区市場木町478

北見 昌朗

ｷﾀﾐ ﾏｻｵ

社会保険労務士法人北見事務所

052-505-6237

96 23970054 名古屋市西区児玉1-14-8

林

ﾊﾔｼ ﾖｼﾀｶ

アイアール人材マネジメント研究所

052-531-2195

97 23090005 名古屋市西区児玉2-9-20

村瀬 正一

ﾑﾗｾ ﾏｻｶｽﾞ

村瀬事務所

052-521-2626

98 23060090 名古屋市西区児玉3-9-25

長谷川 圭子

ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲｺ

長谷川圭子社会保険労務士事務所

052-523-2787

99 23170111 名古屋市西区庄内通3-37

大野 正志

ｵｵﾉ ﾏｻｼ

大野正志社会保険労務士事務所

052-991-4992

100 23160095 名古屋市西区上堀越町1-32

佐藤 義松

ｻﾄｳ ﾖｼﾏﾂ

佐藤義松労務管理事務所

052-522-6843

101 23020046 名古屋市西区上名古屋4-8-25

中嶋 たまき

ﾅｶｼﾏ ﾀﾏｷ

オフィスなかしま

052-528-1501

102 23920007 名古屋市西区城西4-11-18

桑山 忠孝

ｸﾜﾔﾏ ﾀﾀﾞﾀｶ

愛知労働法規事務所

052-524-0913

103 23100041 名古屋市西区城西4-18-13

山下 裕子

ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｺ

社会保険労務士法人アシスト

052-325-8936

104 23990070 名古屋市西区城西4-22-8

山田 耕司

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ

山田労務マネジメント

052-522-1999

105 23080037 名古屋市西区城町125

成田 一秋

ﾅﾘﾀ ｶｽﾞｱｷ

成田社会保険労務士事務所

052-325-3413

106 23140068 名古屋市西区新道1-10-12

三浦 孝子

ﾐｳﾗ ﾀｶｺ

銀河労務管理事務所

052-583-1133

107 23890019 名古屋市西区新道1-12-27

大野

ｵｵﾉ ｷﾖｼ

縹事務所

052-446-8570

108 23070144 名古屋市西区浅間2-12-7

小橋 三郎

ｺﾊﾞｼ ｻﾌﾞﾛｳ

小橋労務管理サポート事務所

052-325-2841

109 23160024 名古屋市西区則武新町2-3-6-503

齋藤 晃子

ｻｲﾄｳ ｱｷｺ

社会保険労務士事務所ライフヴィジョンサポート

080-1603-6485

110 23010068 名古屋市西区則武新町3-1-80

金田 一利

ｶﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ

金田労務管理事務所

052-583-5489

111 23050153 名古屋市西区則武新町4-1-40

岩田 京子

ｲﾜﾀ ｷｮｳｺ

岩田労務管理事務所

052-551-4865

112 23830524 名古屋市西区大金町1-18-1

小林

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ

社会保険労務士法人サピロス

052-325-3515

113 23180031 名古屋市西区大金町1-18-1

長谷川 文子

ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾔｺ

社会保険労務士法人サピロス

052-325-3515

114 23080038 名古屋市西区大金町1-42-2

杉崎 勝彦

ｽｷﾞｻｷ ｶﾂﾋｺ

杉崎社会保険労務士事務所

052-531-2865

115 23850031 名古屋市西区大野木3-46-5

沖

ｵｷ ｺｳｲﾁﾛｳ

沖社会保険労務士事務所

052-501-9006

116 23060093 名古屋市西区中小田井1-281

徳永 国行

ﾄｸﾅｶﾞ ｸﾆﾕｷ

徳永社会保険労務士事務所

052-503-3437

117 23880044 名古屋市西区鳥見町1-6

服部 善一

ﾊｯﾄﾘ ｾﾞﾝｲﾁ

服部善一社会保険労務士事務所

052-532-1881

118 23160068 名古屋市西区鳥見町2-22-1

中藤

ﾅｶﾄｳ ﾕﾀｶ

ＹＹ社労士事務所

052-532-0716

芳孝

清

豊

晃一郎

裕

119 23910063 名古屋市西区天塚町3-32-2

余吾 和雄

ﾖｺﾞ ｶｽﾞｵ

余吾社会保険労務士事務所

052-522-3106

120 23820327 名古屋市西区天塚町4-56-4

水谷 弘治

ﾐｽﾞﾀﾆ ｺｳｼﾞ

水谷社会保険労務士行政書士事務所

052-532-0768

121 23090068 名古屋市西区那古野1-14-18

尾﨑 美和子

ｵｻｷ ﾐﾜｺ

尾﨑社労士事務所

052-571-7557

122 23020002 名古屋市西区那古野1-14-18

熊澤 郁子

ｸﾏｻﾞﾜ ｲｸｺ

熊澤郁子社会保険労務士事務所

052-586-4414

123 23000092 名古屋市西区南川町164

伊藤 英昭

ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ

イトウ労務管理事務所

052-502-2073

124 23130115 名古屋市西区八筋町37-3A

山本 与志子

ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｺ

愛とらすと年金労務サポートオフィス

070-5406-0445

125 23940009 名古屋市西区八筋町59

河合 久子

ｶﾜｲ ﾋｻｺ

社会保険労務士法人河合事務所

052-504-5328

126 23090112 名古屋市西区比良1-20-1

古澤 真弓

ﾌﾙｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ

ふるざわ社会保険労務士事務所

052-325-8385

127 23100048 名古屋市西区比良1-332

別府 知里

ﾍﾞｯﾌﾟ ﾁｻﾄ

別府知里社会保険労務士事務所

052-508-7542

128 23110059 名古屋市西区枇杷島5-14-21

熊﨑

滋

ｸﾏｻﾞｷ ｼｹﾞﾙ

クマザキ社会保険労務士事務所

052-982-9936

129 23110067 名古屋市西区浮野町44-4

藤井

剛

ﾌｼﾞｲ ﾂﾖｼ

ふじい社会保険労務士事務所

052-880-5558

130 23040023 名古屋市西区名駅2-23-14

佐藤 泰一

ｻﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ

社会保険労務士法人名功労務管理センター 名古屋事務所

052-533-0776

131 23100078 名古屋市西区名駅2-29-3

神谷 康之

ｶﾐﾔ ﾔｽﾕｷ

Ｅｐｉｃ＆Ｃｏｍｐａｎｙ

090-9939-1871

132 23120118 名古屋市西区名駅2-4-3

武田 佳久

ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾋｻ

社会保険労務士名古屋セントラルオフィス

052-526-9758

133 23070076 名古屋市西区名塚町1-8

内藤 久則

ﾅｲﾄｳ ﾋｻﾉﾘ

内藤社会保険労務士事務所

052-521-6091

134 23000066 名古屋市中村区井深町1-1

中山 幸枝

ﾅｶﾔﾏ ﾕｷｴ

中山幸枝社会保険労務士事務所

052-459-1648

135 23080063 名古屋市中村区烏森町4-13-2

本間

ﾎﾝﾏ ｻﾄｼ

ライフ社労士事務所

052-414-7440

136 23170015 名古屋市中村区烏森町4-15

野口 卓司

ﾉｸﾞﾁ ﾀｸｼﾞ

野口卓司社会保険労務士事務所

090-1827-6185

137 23000028 名古屋市中村区横井1-245

楠井 祐次

ｸｽｲ ﾕｳｼﾞ

楠井労務管理事務所

052-412-0291

138 23120027 名古屋市中村区黄金通1-7

酒井 利晃

ｻｶｲ ﾄｼﾃﾙ

中部労務管理センター

052-414-5603

139 23000035 名古屋市中村区黄金通2-54

遠島 万里子

ﾄｵｼﾏ ﾏﾘｺ

遠島万里子社会保険労務士事務所

052-482-6607

140 23110026 名古屋市中村区黄金通3-22

西垣 太志

ﾆｼｶﾞｷ ﾌﾄｼ

西垣社会保険労務士事務所

052-451-3310

141 23970101 名古屋市中村区黄金通6-12-2

松永

ﾏﾂﾅｶﾞ ｲｻｵ

社会保険労務士松永勲事務所

052-451-4087

142 23110052 名古屋市中村区亀島2-17-23

西原 卓也

ﾆｼﾊﾗ ﾀｸﾔ

西原社労士事務所

052-485-8376

143 23070032 名古屋市中村区香取町2-27

松田 博史

ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｼ

松田博史社会保険労務士事務所

052-411-1004

144 23820755 名古屋市中村区高道町3-1-10

浅野 雅武

ｱｻﾉ ﾏｻﾀｹ

浅野雅武事務所

052-471-4821

145 23930031 名古屋市中村区若宮町4-2-5

竹内 伸夫

ﾀｹｳﾁ ﾉﾌﾞｵ

総和社会保険労務士事務所

052-485-8883

146 23930032 名古屋市中村区若宮町4-2-5

横田 弘美

ﾖｺﾀ ﾋﾛﾐ

総和社会保険労務士事務所

052-485-8883

147 23140011 名古屋市中村区宿跡町3-65

川北 健二

ｶﾜｷﾀ ｹﾝｼﾞ

川北社会保険労務士事務所

052-413-2468

148 23030123 名古屋市中村区上石川町2-18

後藤 真弓

ｺﾞﾄｳ ﾏﾕﾐ

後藤真弓社会保険労務士事務所

052-411-2470

聡

勲

149 23160001 名古屋市中村区草薙町2-69-4

八代 茂樹

ﾔｼﾛ ｼｹﾞｷ

しげねこ社労士事務所

052-446-8957

150 23030111 名古屋市中村区則武1-10-6-703

古橋 真里

ﾌﾙﾊｼ ﾏﾘ

社会保険労務士古橋事務所

052-454-3250

151 23150093 名古屋市中村区則武1-13-9

牧野

ﾏｷﾉ ﾐﾉﾙ

社会保険労務士牧野オフィス

052-485-6931

152 23130095 名古屋市中村区大秋町2-71

近藤 紳二

ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾝｼﾞ

こんどう社会保険労務士事務所

090-1527-9489

153 23130108 名古屋市中村区大秋町2-83

白井 伸明

ｼﾗｲ ﾉﾌﾞｱｷ

オフィスシライ

052-718-1979

154 23030001 名古屋市中村区大正町3-16-1

鷲野 裕子

ﾜｼﾉ ﾕｳｺ

鷲野社会保険労務士事務所

052-459-0141

155 23150069 名古屋市中村区竹橋町16-14

横井 智子

ﾖｺｲ ﾄﾓｺ

社労士事務所ethic

052-443-3010

156 23180028 名古屋市中村区中村町1-51-5

打田 美佐子

ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｺ

打田社会保険労務士事務所

052-483-5352

157 23830255 名古屋市中村区中村町3-31-3

中島 義子

ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｺ

楠労務事務所

052-471-5645

158 23040014 名古屋市中村区中村町8-39

宇野 次男

ｳﾉ ﾂｷﾞｵ

宇野社会保険労務士事務所

052-486-6235

159 23170082 名古屋市中村区中村本町4-33

伊東 秀希

ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ

オフィス伊東

052-483-3826

160 23820865 名古屋市中村区中島町3-17

渡邉 芳博

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ

渡邉芳博社会保険労務士事務所

052-526-2093

161 23960080 名古屋市中村区中島町3-3

丹羽 靖和

ﾆﾜ ﾔｽｶｽﾞ

社会保険労務士法人セントラル労務管理事務所

052-471-6266

162 21020010 名古屋市中村区長戸井町3-40-1

吉田 典邦

ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘｸﾆ

吉田社会保険労務士事務所

052-453-3178

163 23070036 名古屋市中村区長戸井町4-65-1

安

ｱﾝ ﾄﾞｯｽ

愛知商工労務事務所

052-459-0361

164 23120121 名古屋市中村区椿町1-3

古川 昌奏

ﾌﾙｶﾜ ｼｮｳｿﾞｳ

名古屋社会保険労務士法人

070-5333-6944

165 23110019 名古屋市中村区椿町1-3

松浦 聖哲

ﾏﾂｳﾗ ｾｲﾃﾂ

松浦事務所

052-485-5480

166 23150029 名古屋市中村区椿町14-13

大原 啓介

ｵｵﾊﾗ ｹｲｽｹ

社会保険労務士法人心

052-485-4108

167 23110001 名古屋市中村区椿町14-13

清水 千絵

ｼﾐｽﾞ ﾁｴ

社会保険労務士法人心

052-485-4108

168 23870026 名古屋市中村区藤江町2-54-2

竹内 安人

ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾋﾄ

竹内労務管理事務所

052-481-2569

169 28140058 名古屋市中村区道下町4-7-201

牟田 昂平

ﾑﾀ ｺｳﾍｲ

社会保険労務士ムタオフィス

080-5607-9279

170 23100018 名古屋市中村区日ノ宮町3-27

林

ﾊﾔｼ ﾖｼﾋﾛ

千成社労士事務所

052-481-9656

171 23100124 名古屋市中村区八社1-296

加藤 環枝

ｶﾄｳ ﾀﾏｴ

社会保険労務士事務所みらいデザイン

052-412-2440

172 23050056 名古屋市中村区並木2-327-1

後藤 昌雄

ｺﾞﾄｳ ﾏｻｵ

社会保険労務士事務所労務サポート

052-413-2272

173 23090013 名古屋市中村区本陣通3-33

本橋 正男

ﾓﾄﾊｼ ﾏｻｵ

本橋正男社会保険労務士事務所

052-481-3677

174 23960045 名古屋市中村区名駅1-1-1

大津 章敬

ｵｵﾂ ｱｷﾉﾘ

社会保険労務士法人名南経営

052-589-2355

175 23940047 名古屋市中村区名駅1-1-1

髙木 隆司

ﾀｶｷﾞ ﾀｶｼ

社会保険労務士法人年金相談サービス

052-856-3275

176 23990092 名古屋市中村区名駅1-1-1

服部 英治

ﾊｯﾄﾘ ｴｲｼﾞ

社会保険労務士法人名南経営

052-589-2355

177 23160015 名古屋市中村区名駅1-1-1

馬場 麻利

ﾊﾞﾊﾞ ﾏﾘ

社会保険労務士法人トップアンドコア 名古屋支店

052-589-8753

178 23130062 名古屋市中村区名駅2-36-2

石川 綾夫

ｲｼｶﾜ ｱﾔｵ

社会保険労務士石川事務所

052-485-4100

実

徳守

良宏

179 23170096 名古屋市中村区名駅2-40-16

水谷 智成

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾄﾓﾅﾘ

社会保険労務士事務所その先へ

052-990-2759

180 23130081 名古屋市中村区名駅2-45-19

廣江 淳哉

ﾋﾛｴ ｼﾞｭﾝﾔ

ひろえＦＰ社労士事務所

052-589-6582

181 23150070 名古屋市中村区名駅3-23-16

鈴木 智子

ｽｽﾞｷ ﾄﾓｺ

社会保険労務士法人ステラコンサルティング 名古屋支社

052-551-5670

182 23000008 名古屋市中村区名駅3-23-16

船戸 ゆかり

ﾌﾅﾄ ﾕｶﾘ

社会保険労務士船戸ゆかり事務所

052-753-7120

183 23130027 名古屋市中村区名駅3-23-16

丸山 大輔

ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ

社労士オフィスＣＡＮＤＩＥＳ

052-533-2865

184 23160013 名古屋市中村区名駅3-28-12

武智 百合子

ﾀｹﾁ ﾕﾘｺ

ＭＡＣ社会保険労務士法人

052-261-6815

185 23110129 名古屋市中村区名駅3-28-12

矢野 智子

ﾔﾉ ﾄﾓｺ

社会保険労務士法人ブレインパートナー

052-446-7830

186 23070123 名古屋市中村区名駅3-28-12

吉田 卓生

ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ

社会保険労務士法人ブレインパートナー

052-446-7830

187 23050076 名古屋市中村区名駅3-3-2

大藪 雅弘

ｵｵﾔﾌﾞ ﾏｻﾋﾛ

社会保険労務士大藪雅弘事務所

052-551-0145

188 23160054 名古屋市中村区名駅3-3-2

花井

ﾊﾅｲ ｱﾂｼ

花井綜合社会保険労務士事務所

052-485-5655

189 23160057 名古屋市中村区名駅3-9-13

澤

ｻﾜ ｼﾝｼﾞ

澤社会保険労務士事務所

052-446-8790

190 23150104 名古屋市中村区名駅3-9-13

土江 啓太郎

ﾂﾁｴ ｹｲﾀﾛｳ

ワンネス社会保険労務士法人

052-587-3039

191 23120113 名古屋市中村区名駅4-23-9

羽田 僚史

ﾊﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ

ＫＳＳ社会保険労務士法人

052-566-0077

192 23070015 名古屋市中村区名駅4-3-10

伊藤

ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾙ

伊藤舞社会保険労務士事務所

052-561-5400

193 23150116 名古屋市中村区名駅4-3-10

村松 由紀子

ﾑﾗﾏﾂ ﾕｷｺ

クローバー社会保険労務士事務所

052-561-5400

194 23100090 名古屋市中村区名駅5-16-17

市川 孝友

ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾄﾓ

社会保険労務士事務所リバシティーオフィス

052-446-6061

195 13820766 名古屋市中村区名駅5-16-17

伊東 達郎

ｲﾄｳ ﾀﾂﾛｳ

社会保険労務士伊東達郎事務所

052-581-0178

196 01130011 名古屋市中村区名駅5-21-8

宮崎

ﾐﾔｻﾞｷ ｱｷﾗ

ＳＡＴＯ社会保険労務士法人 名古屋オフィス

052-414-5836

197 23110083 名古屋市中村区名駅5-27-13

増田 将信

ﾏｽﾀﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ

増田将信社会保険労務士事務所

052-586-8842

198 23090114 名古屋市中村区名駅5-31-10

田村 喜彦

ﾀﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋｺ

アンビシャス人的資源管理事務所

052-766-6400

199 23130118 名古屋市中村区名駅5-3-6

舞

ﾏｲ ｱｷﾋﾛ

社会保険労務士事務所エベレスト

052-938-3037

200 23110037 名古屋市中村区名駅5-3-8

加藤 大和

ｶﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ

東京社会保険労務士法人 名古屋事務所

052-588-9850

201 23960020 名古屋市中村区名駅5-3-8

金森 史枝

ｶﾅﾓﾘ ﾉﾌﾞｴ

金森史枝社会保険労務士事務所

052-561-5566

202 23180037 名古屋市中村区名駅5-6-18

服部 勇人

ﾊｯﾄﾘ ﾊﾔﾄ

服部勇人社会保険労務士事務所

052-756-3955

203 23140036 名古屋市中村区名駅南1-19-29

齋藤 弘文

ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ

Ｆｌｅｘｅｅｄｓ社労士事務所

052-846-5385

204 26100012 名古屋市中村区名駅南1-21-19

古江

ﾌﾙｴ ｱｷﾗ

社会保険労務士事務所ＴＳＣ愛知

052-559-0340

205 23150071 名古屋市中村区名駅南1-24-30

河村 真樹子

ｶﾜﾑﾗ ﾏｷｺ

ＳＭＧ社会保険労務士法人

052-485-4394

206 23040075 名古屋市中村区名駅南2-11-44

浅野 貴之

ｱｻﾉ ﾀｶﾕｷ

アライツ社労士事務所

052-414-6903

207 23010023 名古屋市中村区名駅南3-11-34

花村 俊広

ﾊﾅﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ

花村社会保険労務士事務所

052-582-0666

208 23830634 名古屋市中村区名駅南4-6-17

池井戸 貞夫

ｲｹｲﾄﾞ ｻﾀﾞｵ

池井戸労務総合管理事務所

052-583-8432

淳
慎司

舞

輝

晃弘

章

209 23160047 弥富市佐古木6-168-4

太田 秀和

ｵｵﾀ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

社会保険労務士事務所タリサ・クミ

090-6468-1582

210 23120058 弥富市佐古木6-200-59

森内 善明

ﾓﾘｳﾁ ﾖｼｱｷ

アガット社労士事務所

0567-67-2159

211 23860018 弥富市佐古木6-208-25

隅田 裕志

ｽﾐﾀﾞ ﾋﾛｼ

隅田労務管理事務所

0567-67-3001

212 23080040 弥富市前ケ須町南本田411-11

藤田

茂

ﾌｼﾞﾀ ｼｹﾞﾙ

藤田社会保険労務士事務所

0567-65-0802

213 23150016 弥富市鯏浦町東気開37-1

伊藤

強

ｲﾄｳ ﾂﾖｼ

ラポート社会保険労務士事務所

0567-65-6508

214 24040020 弥富市鯏浦町南前新田25

亀永 達也

ｶﾒﾅｶﾞ ﾀﾂﾔ

経営労務・亀永事務所

0567-65-7231

215 23150053 弥富市鯏浦町方六28-9

山口 智史

ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄｼ

ヤマグチ労務管理事務所

0567-31-8004

