2018/5/1
数 登録番号

事務所所在地

氏名

譲二

フリガナ

事務所名

電話番号

ﾀｹ ｼﾞｮｳｼﾞ

武社会保険労務士事務所

0561-37-5037

1 23000071 愛知郡東郷町春木台3-11-14

武

2 23120075 愛知郡東郷町春木白土1-117

近藤 貴幸

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ

こんどう社会保険労務士事務所

090-3552-7106

3 23920038 愛知郡東郷町大字諸輪字仁登57

山内

ﾔﾏｳﾁ ﾀｹｼ

山内経営会計事務所

0561-38-3766

4 23150115 愛知郡東郷町大字諸輪字北山158-134

小島 尚記

ｺｼﾞﾏ ﾅｵｷ

社労士小島事務所

090-5632-6280

5 23040085 愛知郡東郷町白鳥4-5-1

後藤 竹則

ｺﾞﾄｳ ﾀｹﾉﾘ

社会保険労務士後藤事務所

0561-38-4574

6 23140039 愛知郡東郷町兵庫1-16-10

内倉 亜哉子

ｳﾁｸﾗ ｱﾔｺ

内倉社会保険労務士事務所

0561-41-9860

7 23070126 日進市栄3-1307

加藤 菜代

ｶﾄｳ ｻﾖ

ＳＡＹＯ社会保険労務士事務所

0561-72-4138

8 23080098 日進市岩崎台3-1705-2

岡村 立信

ｵｶﾑﾗ ﾀﾃﾉﾌﾞ

おかむら社労士事務所

0561-58-7247

9 23010017 日進市五色園1-1131

佐藤 正彦

ｻﾄｳ ﾏｻﾋｺ

さとう社会保険労務士事務所

0561-72-1668

10 23100061 日進市香久山1-514

市川 美奈子

ｲﾁｶﾜ ﾐﾅｺ

市川美奈子社会保険労務士事務所

052-804-1650

11 23100074 日進市赤池4-604

梶野 照夫

ｶｼﾞﾉ ﾃﾙｵ

日本ビジネスコンサルタント

090-4403-7288

12 23140005 日進市赤池5-1514

大江 正輝

ｵｵｴ ﾏｻｷ

Ｏffice ＯＥ

080-3965-2715

13 23140015 日進市赤池町箕ノ手2-1854

吉田 直美

ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾐ

吉田社会保険労務士事務所

052-803-5895

14 23940049 日進市折戸町高松52-568

佐野 拓雄

ｻﾉ ﾀｸｵ

佐野拓雄社会保険労務士事務所

05617-4-1003

15 23120120 日進市竹の山4-602

丸田 浩一

ﾏﾙﾀ ｺｳｲﾁ

マルタ社会保険労務士事務所

0561-56-1070

16 23140096 日進市東山1-808

大橋 詩緒莉

ｵｵﾊｼ ｼｵﾘ

大橋しおり社会保険労務士事務所

0561-74-1105

17 23100054 日進市東山5-2005

石﨑 啓司

ｲｼｻﾞｷ ﾋﾛｼ

石﨑労務事務所

0561-58-6471

18 23080073 日進市南ケ丘3-19-13

松野 純子

ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｺ

松野純子社会保険労務士事務所

0561-57-4966

19 23070108 日進市梅森町上松344-5

丸田 麻美

ﾏﾙﾀ ｱｻﾐ

ＯＦＦＩＣＥマルタ

052-700-7001

20 23120019 名古屋市昭和区塩付通1-12-4

小野 素尊

ｵﾉ ﾓﾄﾀｶ

パートナーズ・オフィス小野事務所

052-745-5401

21 23090021 名古屋市昭和区塩付通6-76-1

中村

ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ

ふくざわ介護社会保険労務士事務所

052-858-3360

22 23980023 名古屋市昭和区花見通2-11

井森 文惠

ｲﾓﾘ ﾌﾐｴ

社会保険労務士井森文惠事務所

052-861-7537

23 23130098 名古屋市昭和区宮東町217

近藤 正之

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ

近藤正之事務所

052-781-8639

24 24930017 名古屋市昭和区御器所2-5-23

加藤 大造

ｶﾄｳ ﾀｲｿﾞｳ

加藤社会保険労務士事務所

090-3837-7906

25 23100024 名古屋市昭和区広路町字石坂80-69

室原 國彦

ﾑﾛﾊﾗ ｸﾆﾋｺ

名古屋中社会保険労務士事務所

052-893-8336

26 23020055 名古屋市昭和区広路町石坂16-13

彦坂 雅司

ﾋｺｻｶ ﾏｻｼ

ヒコサカ社会保険労務士事務所

052-834-5647

27 23060048 名古屋市昭和区広路通8-13

山田 美紀

ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷ

山田美紀社会保険労務士事務所

052-833-8560

28 23950020 名古屋市昭和区桜山町3-51-2

鈴木 京子

ｽｽﾞｷ ｷｮｳｺ

あいけん労務マネジメント

052-853-1410

猛

充

29 23040087 名古屋市昭和区山脇町3-14-2

安部 光洋

ｱﾍﾞ ﾐﾂﾋﾛ

あべ社会保険労務士事務所

052-734-8353

30 23070045 名古屋市昭和区曙町3-15

幡野 英司

ﾊﾀﾉ ﾋﾃﾞｼ

はたの社会保険労務士事務所

052-735-8846

31 23150090 名古屋市昭和区川原通5-6

松下

ﾏﾂｼﾀ ﾔｽｼ

社会保険労務士法人亀井労務管理事務所

052-763-3111

32 23930069 名古屋市昭和区川原通5-6

三ッ口 美恵子 ﾐﾂｸﾞﾁ ﾐｴｺ

社会保険労務士法人亀井労務管理事務所

052-763-3111

33 23920081 名古屋市昭和区川原通5-6

三ッ口 幸男

ﾐﾂｸﾞﾁ ﾕｷｵ

社会保険労務士法人亀井労務管理事務所

052-763-3111

34 23000039 名古屋市昭和区川名町2-20

渡邉 惠子

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺ

渡邉惠子社会保険労務士事務所

052-763-3811

35 23970050 名古屋市昭和区川名町4-14-2

竹尾 英二

ﾀｹｵ ﾋﾃﾞｼﾞ

竹尾社会保険労務士事務所

052-751-9251

36 23010100 名古屋市昭和区滝川町26-4

伴

ﾊﾞﾝ ﾕｷｺ

伴人事労務研究所

052-835-4522

37 29100016 名古屋市昭和区滝川町47-147

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

38 23010109 名古屋市昭和区檀渓通3-10

松本

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ

松本労務管理事務所

052-853-3337

39 23080016 名古屋市昭和区長戸町2-16-3

益田 俊信

ﾏｽﾀﾞ ﾄｼﾉﾌﾞ

マスダコンサルタント社労士事務所

052-851-5229

40 23080104 名古屋市昭和区長池町4-10-4

石田 由和

ｲｼﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ

石田社会保険労務士事務所

052-851-0780

41 23130049 名古屋市昭和区長池町5-55

伊東 真文

ｲﾄｳ ﾏｻﾌﾐ

伊東真文社会保険労務士事務所

052-893-6438

42 23820745 名古屋市昭和区鶴舞3-1-15

石川 澄男

ｲｼｶﾜ ｽﾐｵ

社会保険労務士石川澄男事務所

052-741-7311

43 23060001 名古屋市昭和区鶴舞4-13-22

菅田 芳惠

ｽｶﾞﾀ ﾖｼｴ

グッドライフ設計塾

052-733-6526

44 23820202 名古屋市昭和区鶴舞町3-8-9

平井 浜子

ﾋﾗｲ ﾊﾏｺ

平井社会保険労務士事務所

052-733-0220

45 23080029 名古屋市昭和区東畑町1-30

近藤 芳弘

ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋﾛ

中部労研コンサルタント

090-1745-8550

46 23940011 名古屋市昭和区東畑町2-39-1

佐藤 文子

ｻﾄｳ ﾌﾐｺ

社会保険労務士法人びいずろうむ

052-753-4866

47 23830155 名古屋市昭和区陶生町2-21-2

後藤 好弘

ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾋﾛ

社会保険労務士後藤好弘事務所

052-852-2111

48 23990096 名古屋市昭和区南分町6-1

衣笠 和延

ｷﾇｶﾞｻ ｶｽﾞﾉﾌﾞ

衣笠労務管理事務所

052-858-1661

49 23830062 名古屋市昭和区南分町6-28

藤田 智也

ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾔ

アイチ総合研究所社会保険労務士事務所

052-852-1077

50 23830272 名古屋市昭和区白金1-6-10

八田 正信

ﾊｯﾀ ﾏｻﾉﾌﾞ

八田労務総合事務所

052-881-0935

51 23910047 名古屋市昭和区福江1-19-5

船間 廣治

ﾌﾅﾏ ｺｳｼﾞ

社会保険労務士船間事務所

052-746-6866

52 23820466 名古屋市中区伊勢山1-3-11

小松 康宏

ｺﾏﾂ ﾔｽﾋﾛ

社会保険労務士小松康宏事務所

052-332-8716

53 23010056 名古屋市中区伊勢山2-11-15

吉岡 規子

ﾖｼｵｶ ﾉﾘｺ

Ｂeeパートナーズ社労士事務所

052-265-8612

54 23020041 名古屋市中区伊勢山2-5-10

平野 匡彦

ﾋﾗﾉ ﾏｻﾋｺ

名北労務管理事務所

052-322-7772

55 23140029 名古屋市中区栄1-12-5

八木 義昭

ﾔｷﾞ ﾖｼｱｷ

社会保険労務士法人Ｓ＆Ｒ

052-218-2616

56 23110070 名古屋市中区栄1-12-5

横山 佑希

ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ

社会保険労務士法人Ｓ＆Ｒ

052-218-2616

57 23930060 名古屋市中区栄1-14-23

森岡 徳次郎

ﾓﾘｵｶ ﾄｸｼﾞﾛｳ

森岡徳次郎社会保険労務士事務所

052-203-4430

58 23060059 名古屋市中区栄1-15-6

池田 隆充

ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾐﾂ

社会保険労務士法人人事パートナーズ

052-219-2565

靖

由紀子

浩

59 21830159 名古屋市中区栄1-22-2

大塚 弘道

ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾐﾁ

大塚労務管理事務所

052-203-1549

60 23170034 名古屋市中区栄1-23-2

福田 一博

ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

福田一博社会保険労務士ＦＰ事務所。

052-253-8371

61 23050018 名古屋市中区栄1-4-8

河野 多智子

ｺｳﾉ ﾀﾁｺ

ひいらぎ社労士事務所

052-253-5858

62 23990039 名古屋市中区栄2-10-19

久保 直也

ｸﾎﾞ ﾅｵﾔ

名古屋中央社会保険労務士法人

052-228-8731

63 23010076 名古屋市中区栄2-1-12

都築

ﾂﾂﾞｷ ﾋｻｼ

ＡＭＧヒューマンアソシエイツ

052-223-1037

64 23980053 名古屋市中区栄2-2-17

水野 裕之

ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛﾕｷ

ひまわり丸の内労務オフィス

052-212-8931

65 23010103 名古屋市中区栄2-4-11

栗本

ｸﾘﾓﾄ ｱｷﾗ

栗本社会保険労務士事務所

052-231-8517

66 11990022 名古屋市中区栄2-4-18

岡田 烈司

ｵｶﾀﾞ ｱﾂｼ

社会保険労務士法人みらいコンサルティング 名古屋オフィス

052-228-7083

67 23090103 名古屋市中区栄2-4-3

宮崎 祐輔

ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｽｹ

社会保険労務士法人Ｈ＆Ｐ

052-684-6971

68 23980020 名古屋市中区栄2-8-12

奥田 正名

ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾅ

社会保険労務士法人ザイムパートナーズ

052-223-1645

69 23120048 名古屋市中区栄2-8-12

吉田 彩乃

ﾖｼﾀﾞ ｱﾔﾉ

社会保険労務士法人ザイムパートナーズ

052-223-1645

70 23100064 名古屋市中区栄2-9-30

河合 美奈

ｶﾜｲ ﾐﾅ

河合美奈社会保険労務士事務所

052-218-2006

71 23110086 名古屋市中区栄3-11-31

郡山 弥生

ｺｵﾘﾔﾏ ﾔﾖｲ

アクア社会保険労務士法人

052-251-6160

72 23020065 名古屋市中区栄3-11-31

久森 英樹

ﾋｻﾓﾘ ﾋﾃﾞｷ

アクア社会保険労務士法人

052-251-6160

73 24960004 名古屋市中区栄3-22-22

伊藤 里美

ｲﾄｳ ｻﾄﾐ

ヤマワ労務開発

052-242-1719

74 23120110 名古屋市中区栄3-2-3

岡本 邦裕

ｵｶﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ

あんしん社会保険労務士事務所

052-269-8043

75 23990047 名古屋市中区栄3-25-3

中島 浩喜

ﾅｶｼﾏ ﾋﾛｷ

社会保険労務士中島浩喜事務所

052-238-2917

76 23960008 名古屋市中区栄3-27-33

井野 芳子

ｲﾉ ﾖｼｺ

久納事務所

052-262-5608

77 23910035 名古屋市中区栄3-28-21

山本 昌幸

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾕｷ

社会保険労務士事務所東海マネジメント

052-269-3630

78 23020061 名古屋市中区栄4-14-19

伊藤 麻美

ｲﾄｳ ｱｻﾐ

エスプリ経営労務事務所

052-746-9450

79 23920056 名古屋市中区栄4-14-31

新美 裕志

ﾆｲﾐ ﾋﾛｼ

ＭＡＲＫコンサルタンツ

052-251-0723

80 23070038 名古屋市中区栄4-17-20-305号

松浦 良介

ﾏﾂｳﾗ ﾘｮｳｽｹ

社会保険労務士法人西村社会保険労務士事務所 愛知支部

052-249-4334

81 23100058 名古屋市中区栄4-3-26

秋山 伸生

ｱｷﾔﾏ ﾉﾌﾞｵ

社会保険労務士あゆむOFFICE

052-228-0671

82 23100134 名古屋市中区栄4-3-26

河口

ｶﾜｸﾞﾁ ﾂﾖｼ

ふたば社労士事務所

052-684-4863

83 23110133 名古屋市中区栄4-3-26

久保 将之

ｸﾎﾞ ﾏｻﾕｷ

久保社会保険労務士事務所

052-740-6601

84 23120152 名古屋市中区栄4-3-26

髙木 登茂子

ﾀｶｷﾞ ﾄﾓｺ

高木ともこ社会保険労務士事務所

052-228-0671

85 23050062 名古屋市中区栄4-3-26

福士 友美

ﾌｸｼ ﾄﾓﾐ

ふくし社会保険労務士事務所

052-228-0481

86 23130087 名古屋市中区栄5-19-31

佐々木 淳行

ｻｻｷ ｱﾂﾕｷ

リブレ社会保険労務コンサルティング

052-249-5155

87 23130122 名古屋市中区栄5-26-39

吾妻 要治

ｱﾂﾞﾏ ﾖｳｼﾞ

名中ＦＰ・社労士オフィス

090-5623-7939

88 23120031 名古屋市中区栄5-26-39

橋爪 宏明

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾛｱｷ

スクエア社会保険労務士事務所

052-261-8350

寿

哲

剛

89 23830060 名古屋市中区丸の内1-14-24

酒井

90 23100095 名古屋市中区丸の内1-1-5

衛

ｻｶｲ ﾏﾓﾙ

社会保険労務士酒井事務所

052-703-3468

毛受 三奈

ﾒﾝｼﾞｭ ﾐﾅ

丸の内労務管理事務所21

052-231-7041

91 23820028 名古屋市中区丸の内1-1-5

山梨 良三

ﾔﾏﾅｼ ﾘｮｳｿﾞｳ

丸の内労務管理事務所

052-231-7041

92 23820045 名古屋市中区丸の内1-15-28

森下

ﾓﾘｼﾀ ｼｹﾞﾙ

森下経営法務事務所

052-228-0047

93 23120151 名古屋市中区丸の内1-17-19

平野 淳司

ﾋﾗﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ

平野国際労務事務所

050-3569-2578

94 23140072 名古屋市中区丸の内1-17-29

辻

ﾂｼﾞ ﾄｼﾋｺ

社会保険労務士法人ティグレ名古屋

052-205-7215

95 23170030 名古屋市中区丸の内1-3-10

今津 正弘

ｲﾏﾂﾞ ﾏｻﾋﾛ

中日労務センター

052-231-2373

96 23830437 名古屋市中区丸の内1-3-10

渡邊 冬樹

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾕｷ

中日労務センター

052-231-2373

97 23080014 名古屋市中区丸の内1-8-39

大橋 育也

ｵｵﾊｼ ｲｸﾔ

ポプラ社会保険労務士事務所

052-209-9962

98 23130097 名古屋市中区丸の内1-9-21

岡本 泰希

ｵｶﾓﾄ ﾀｲｷ

社会保険労務士事務所GATE

052-253-8641

99 23960060 名古屋市中区丸の内2-11-24

中川 美紀

ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｷ

中川社会保険労務士事務所

052-201-5335

100 23990061 名古屋市中区丸の内2-1-24

野間

ﾉﾏ ﾐﾉﾙ

ノマ労務管理事務所

052-202-5365

101 23010045 名古屋市中区丸の内2-14-4

石野 晴美

ｲｼﾉ ﾊﾙﾐ

オフィス石野

052-211-5185

102 21000010 名古屋市中区丸の内2-14-4

大野 祐貴

ｵｵﾉ ﾕｳｷ

社会保険労務士事務所ビークス

052-265-9561

103 23070034 名古屋市中区丸の内2-14-4

鈴木 達也

ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ

ブルーローズ社会保険労務士事務所

052-265-8970

104 23820196 名古屋市中区丸の内2-15-30

村田 輝幸

ﾑﾗﾀ ﾃﾙﾕｷ

村田社会保険労務士事務所

052-211-2002

105 23030060 名古屋市中区丸の内2-16-22

中條 修二

ﾁｭｳｼﾞｮｳ ｼｭｳｼﾞ ちゅうじょう労務総合事務所

052-222-9001

106 21030006 名古屋市中区丸の内2-16-3

吉田

ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾙ

社会保険労務士事務所アクティブイノベーション

052-229-1900

107 23110045 名古屋市中区丸の内2-17-13 2F

樋口 靖治

ﾋｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ

社会保険労務士樋口事務所

080-1603-4934

108 23180029 名古屋市中区丸の内2-17-22

青山 裕治

ｱｵﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

社会保険労務士法人Ａ＆Ｊ

052-990-2645

109 23010034 名古屋市中区丸の内2-18-14

小島 真希

ｺｼﾞﾏ ﾏｷ

小島社会保険労務士事務所

052-228-7566

110 23070061 名古屋市中区丸の内2-18-25

四宮 寛子

ｼﾉﾐﾔ ﾋﾛｺ

社会保険労務士事務所Bricks&UK

052-228-0759

111 23100029 名古屋市中区丸の内2-19-24

林

ﾊﾔｼ ﾕｳｷ

中央総研社会保険労務士事務所

052-232-7800

112 23160070 名古屋市中区丸の内2-19-24

早瀬 美由貴

ﾊﾔｾ ﾐﾕｷ

中央総研社会保険労務士事務所早瀬美由貴

052-232-7800

113 23170001 名古屋市中区丸の内2-19-24

横井 彩実

ﾖｺｲ ｱﾔﾐ

中央総研社会保険労務士事務所

052-232-7800

114 23030067 名古屋市中区丸の内2-19-32

齊藤 隆宏

ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ

社会保険労務士サイトウオフィス

052-203-8063

115 23150135 名古屋市中区丸の内2-20-25

浅野 了一

ｱｻﾉ ﾘｮｳｲﾁ

名古屋総合社労士事務所

052-231-2601

116 13822442 名古屋市中区丸の内2-2-19

竹尾 祥子

ﾀｹｵ ｼｮｳｺ

竹尾労務管理事務所

052-219-5141

117 23100109 名古屋市中区丸の内2-7-24

伊藤 さおり

ｲﾄｳ ｻｵﾘ

伊藤労務経営管理事務所

052-209-7870

ﾀｶﾊｼ ﾁｴｺ

高橋社会保険労務士事務所

052-951-5131

茂

俊彦

実

勝

悠希

118 23070131 名古屋市中区丸の内3-16-11丸の内ﾊﾟｰｸﾏﾝｼｮﾝ 髙橋 千惠子

119 23010091 名古屋市中区丸の内3-17-13

小島 史靖

ｺｼﾞﾏ ﾌﾐﾔｽ

ユナイテッド・パートナーズ社労士事務所

052-212-7801

120 23110068 名古屋市中区丸の内3-17-6

川嵜 哲弥

ｶﾜｻｷ ﾃﾂﾔ

情報バンク社会保険労務士事務所

052-990-6699

121 23900079 名古屋市中区丸の内3-17-6

水野 昌徳

ﾐｽﾞﾉ ｱｷﾉﾘ

セントラル社会保険労務士法人

052-950-2347

122 23880038 名古屋市中区丸の内3-19-12

鬼頭 統治

ｷﾄｳ ﾄｳｼﾞ

社会保険労務士法人ネクストｉ．Ｄ．

052-951-8081

123 23900054 名古屋市中区丸の内3-19-12

中島

ﾅｶｼﾏ ｱｲ

社会保険労務士法人ネクストｉ．Ｄ．

052-951-8081

124 23120056 名古屋市中区丸の内3-19-12

三重 英則

ﾐｴ ﾋﾃﾞﾉﾘ

三重総合社労士事務所

052-951-8080

125 23950009 名古屋市中区丸の内3-20－20

中島

ﾅｶｼﾏ ﾀﾀﾞｼ

中島労務管理事務所

052-961-7589

126 23900022 名古屋市中区丸の内3-21-21

岡部 すみ子

ｵｶﾍﾞ ｽﾐｺ

社会保険労務士法人名古屋労災

052-951-0470

127 23080013 名古屋市中区丸の内3-21-21

岡部 弘子

ｵｶﾍﾞ ﾋﾛｺ

社会保険労務士法人名古屋労災

052-951-0470

128 23950041 名古屋市中区丸の内3-21-21

髙橋 美保

ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ

髙橋美保社会保険労務士事務所

052-951-0470

129 23160073 名古屋市中区丸の内3-21-21

吉田 朋弘

ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

吉田朋弘社会保険労務士事務所

052-684-6541

130 23090053 名古屋市中区丸の内3-21-25

福井 研吾

ﾌｸｲ ｹﾝｺﾞ

名古屋人事オフィス

052-961-5151

131 23160067 名古屋市中区丸の内3-21-31

橋本 将来

ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｷ

橋本社会保険労務士事務所

052-955-5805

132 23140062 名古屋市中区丸の内3-22-21

山本 雅美

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐ

ＡＳＫ社会保険労務士法人

052-971-1122

133 23170070 名古屋市中区丸の内3-2-29

大内 直子

ｵｵｳﾁ ﾅｵｺ

大内直子社会保険労務士事務所

052-971-5277

134 23030107 名古屋市中区丸の内3-2-29

原田

ﾊﾗﾀﾞ ｻﾄｼ

原田聡社会保険労務士事務所

052-971-5277

135 23050138 名古屋市中区丸の内3-2-29ヤガミビル5F6F

小木曽 裕子

ｵｷﾞｿ ﾕｳｺ

小木曽社会保険労務士事務所

052-971-5277

136 23150022 名古屋市中区丸の内3-5-10

佐藤 淳子

ｻﾄｳ ｱﾂｺ

佐藤社会保険労務士事務所

090-7866-1475

137 23080030 名古屋市中区丸の内3-5-33

秋田 映子

ｱｷﾀ ｴｲｺ

ＥＩ社労士・ＦＰ事務所

052-772-7568

138 22970001 名古屋市中区丸の内3-5-35

佐野 直子

ｻﾉ ﾅｵｺ

飛鳥總合社会保険労務士事務所

052-971-4058

139 23820332 名古屋市中区丸の内3-6-19

市谷 まり子

ｲﾁﾀﾆ ﾏﾘｺ

市谷まり子社会保険労務士事務所

052-954-1555

140 23150094 名古屋市中区丸の内3-6-4

桐山 幸浩

ｷﾘﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ

桐山幸浩社会保険労務士事務所

052-957-7805

141 23150126 名古屋市中区丸の内3-6-4

安江 葉子

ﾔｽｴ ﾖｳｺ

エイタックス社会保険労務士事務所

052-955-2890

142 23100105 名古屋市中区丸の内3-7-26

大木 拓郎

ｵｵｷ ﾀｸﾛｳ

アベルト社会保険労務士事務所

052-959-3560

143 23110118 名古屋市中区丸の内3-7-26

倉橋 和之

ｸﾗﾊｼ ｶｽﾞﾕｷ

ケイツ社労士事務所

052-265-8577

144 23150006 名古屋市中区丸の内3-7-26

髙木 健太郎

ﾀｶｷﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

髙木海事法務事務所

050-1547-6350

145 24080004 名古屋市中区丸の内3-8-8

田平 智子

ﾀﾋﾗ ﾄﾓｺ

社会保険労務士事務所柴田会計

052-953-5811

146 23120126 名古屋市中区橘1-23-4

宮地 真利

ﾐﾔﾁ ﾏﾘ

宮地社会保険労務士事務所

052-324-7558

147 23900063 名古屋市中区橘1-26-18

安井 尚郎

ﾔｽｲ ﾋｻｵ

安井社会保険労務士事務所

052-331-0090

148 23150046 名古屋市中区錦1-10-12

長田 高幸

ﾅｶﾞﾀ ﾀｶﾕｷ

社労士オフィスオリオン

052-212-5078

愛

正

聡

149 23180041 名古屋市中区錦1-16-14

神戸 みどり

ｶﾝﾍﾞ ﾐﾄﾞﾘ

テンプラス社労士事務所

070-2617-0737

150 23090090 名古屋市中区錦1-17-13

奥村 和也

ｵｸﾑﾗ ｶｽﾞﾔ

奥村社会保険労務士事務所

090-9891-5087

151 23010093 名古屋市中区錦1-17-26

伊藤 康浩

ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ

伊藤経営労務事務所

052-265-6806

152 23090116 名古屋市中区錦1-20-25

武内 万由美

ﾀｹｳﾁ ﾏﾕﾐ

中京社会保険労務士法人

052-265-7578

153 23100146 名古屋市中区錦1-20-25

平澤 匡志

ﾋﾗｻﾜ ﾀﾀﾞｼ

中京社会保険労務士法人

052-265-7578

154 23160038 名古屋市中区錦2-12-8

浦野 晋司

ｳﾗﾉ ｼﾝｼﾞ

Ｉ・Ｏ社労士事務所

052-684-4305

155 23080128 名古屋市中区錦2-12-8

大上 晃延

ｵｵｶﾐ ｱｷﾉﾌﾞ

大上社会保険労務士事務所

052-684-4303

156 23080090 名古屋市中区錦2-17-11

岡林 勇人

ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ

社会保険労務士 ｔｏ Ｕ ＯＦＦＩＣＥ

052-385-2114

157 13900091 名古屋市中区錦2-17-11

馬場 三紀子

ﾊﾞﾊﾞ ﾐｷｺ

馬場社会保険労務士事務所

052-204-0305

158 23010110 名古屋市中区錦2-17-11

本村 正勝

ﾓﾄﾑﾗ ﾏｻｶﾂ

社労士事務所アシストマネ－ジメント

052-218-2711

159 23140008 名古屋市中区錦2-17-11

山﨑 貴徳

ﾔﾏｻｷ ﾀｶﾉﾘ

社労士オフィス結

052-204-0305

160 23120063 名古屋市中区錦2-4-23

馬場 佐和子

ﾊﾞﾊﾞ ｻﾜｺ

馬場社労士事務所

052-232-1385

161 23110090 名古屋市中区錦3-11-25

山口 隆司

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｼﾞ

社労士事務所ビズラボ

052-212-5713

162 23060105 名古屋市中区錦3-1-30

小林 雄気

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ

小林雄気社労士事務所

052-228-0062

163 23080089 名古屋市中区錦3-1-30

水野 由里

ﾐｽﾞﾉ ﾕﾘ

人事労務マネジメントひととき

052-684-4020

164 23150079 名古屋市中区錦3-22-24

森 紗代子

ﾓﾘ ｻﾖｺ

森社会保険労務士事務所

052-955-8821

165 23970080 名古屋市中区錦3-23-18

河村 正樹

ｶﾜﾑﾗ ﾏｻｷ

パーソネルコンサルタンツ

052-955-3133

166 23110123 名古屋市中区錦3-23-18

中山 敦彦

ﾅｶﾔﾏ ｱﾂﾋｺ

中山社会保険労務士事務所

052-253-5101

167 23010015 名古屋市中区錦3-2-32

髙木 基行

ﾀｶｷﾞ ﾓﾄﾕｷ

社会保険労務士法人ＡＢＣオフィス

052-684-6508

168 23130114 名古屋市中区錦3-4-26

安藤

ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾔ

安藤社会保険労務士事務所

090-2139-2019

169 23170048 名古屋市中区錦3-6-35

梅山 隆弘

ｳﾒﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ

大本社会保険労務士事務所

052-962-4320

170 23930039 名古屋市中区金山1-11-10

浅野 代司郎

ｱｻﾉ ﾖｼﾛｳ

浅野社会保険労務士事務所

052-324-7013

171 23890035 名古屋市中区金山1-11-10

小山田 政義

ｵﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾖｼ

タイシン事務所

052-331-3756

172 23080065 名古屋市中区金山1-14-18

室園 貴司

ﾑﾛｿﾞﾉ ﾀｶｼ

ＡＯＳ社会保険労務士事務所

052-228-7771

173 23010033 名古屋市中区金山1-15-3-1003

二階堂 麻衣子 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾏｲｺ

社会保険労務士二階堂事務所

052-265-7263

174 23990050 名古屋市中区金山1-4-4

岩瀬 秀幸

ｲﾜｾ ﾋﾃﾞﾕｷ

社会保険労務士法人あすなろ事務所

052-737-6321

175 23020022 名古屋市中区金山1-4-4

松永 裕美

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾛﾐ

ＡＳＡＫ社会保険労務士事務所

052-331-0135

176 23080033 名古屋市中区金山2-10-2

久松 一規

ﾋｻﾏﾂ ｶｽﾞﾉﾘ

久松事務所

052-339-3431

177 14140009 名古屋市中区金山5-2-26

岡田 至弘

ｵｶﾀﾞ ﾉﾘﾋﾛ

アイル社会保険労務士事務所

052-217-0670

178 23120023 名古屋市中区松原2-14-21

永田 裕美子

ﾅｶﾞﾀ ﾕﾐｺ

三永社労士事務所

090-4864-3895

彩

179 23080048 名古屋市中区松原2-22-15

保田

180 23120085 名古屋市中区上前津2-10-24

恵

ﾎﾀ ﾒｸﾞﾐ

めぐみ社会保険労務士事務所

052-332-7888

櫻木 直幸

ｻｸﾗｷﾞ ﾅｵﾕｷ

櫻木直幸社会保険労務士事務所

052-339-3613

181 23090083 名古屋市中区上前津2-14-15

日向 寛子

ﾋｭｳｶﾞ ﾋﾛｺ

ひゅうが社会保険労務士事務所

052-339-0633

182 23100104 名古屋市中区新栄1-12-24

磯井 香名

ｲｿｲ ｶﾅ

やまねこ総合事務所

052-249-5193

183 23040076 名古屋市中区新栄1-12-24

磯井 隆之

ｲｿｲ ﾀｶﾕｷ

やまねこ総合事務所

052-249-5193

184 23030109 名古屋市中区新栄1-20-3

齋藤

ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ

社会保険労務士齋藤事務所

052-269-0050

185 23860025 名古屋市中区新栄1-2-30

髙江 剛和

ﾀｶｴ ﾀｹｶｽﾞ

髙江剛和社会保険労務士事務所

052-263-3162

186 23060089 名古屋市中区新栄2-1-9

木村 憲彦

ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋｺ

きむら社会保険労務士事務所

052-251-2233

187 23960049 名古屋市中区新栄3-1-5

筧

ｶｹｲ ﾀﾂﾔ

筧労務経営事務所

052-253-5705

188 23080111 名古屋市中区新栄3-20-27

井戸 真奈美

ｲﾄﾞ ﾏﾅﾐ

セントレック マネジメント

052-262-2774

189 23140103 名古屋市中区新栄町2-1

栗木 佳子

ｸﾘｷ ﾖｼｺ

社会保険労務士法人アイビス 名古屋事務所

052-846-5910

190 23940046 名古屋市中区新栄町2-1

葉山 憲夫

ﾊﾔﾏ ﾉﾘｵ

葉山社会保険労務士事務所

052-953-5768

191 23090066 名古屋市中区千代田1-10-19

遠藤 江吏子

ｴﾝﾄﾞｳ ｴﾘｺ

遠藤江吏子社会保険労務士事務所

052-718-1150

192 23070046 名古屋市中区千代田1-10-22

川邊 和枝

ｶﾜﾍﾞ ｶｽﾞｴ

川辺社会保険労務士事務所

052-241-2646

193 23830615 名古屋市中区千代田3-14-22

杉浦 正康

ｽｷﾞｳﾗ ﾏｻﾔｽ

葵労務管理事務所

052-331-1708

194 23850012 名古屋市中区千代田3-14-22

杉浦 玲子

ｽｷﾞｳﾗ ﾚｲｺ

葵労務管理事務所

052-331-1708

195 23010025 名古屋市中区千代田3-27-17

川端 康浩

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ

かわばた社会保険労務士事務所

052-324-7551

196 23050106 名古屋市中区千代田4-5-17

稲垣 瑠香

ｲﾅｶﾞｷ ﾙｶ

稲垣瑠香社労士事務所

052-710-3511

197 23850021 名古屋市中区千代田5-15-25

原

茂人

ﾊﾗ ｼｹﾞﾄ

はらろうむコンサルタント

052-252-7621

198 23900056 名古屋市中区千代田5-19-4

伊藤

洋

ｲﾄｳ ﾋﾛｼ

伊藤洋社会保険労務士事務所

052-265-7551

199 23990026 名古屋市中区千代田5-22-25

大橋 英敏

ｵｵﾊｼ ﾋﾃﾞﾄｼ

大橋社会保険労務士事務所

052-269-3733

200 23930009 名古屋市中区大井町2-11

國井 祥行

ｸﾆｲ ﾖｼﾕｷ

社会保険労務士法人労務管理センター

052-331-0844

201 23110132 名古屋市中区大須1-28-21

林

ﾊﾔｼ ﾀﾂｵ

ハヤシ労務管理事務所

052-228-7223

202 23820583 名古屋市中区大須1-34-23

水野 ゆう子

ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｺ

みずき社会保険労務士法人

052-211-6657

203 23170058 名古屋市中区大須1-34-23

三輪 則子

ﾐﾜ ﾉﾘｺ

みずき社会保険労務士法人

052-211-6657

204 23090024 名古屋市中区大須3-14-55

若井 ひろみ

ﾜｶｲ ﾋﾛﾐ

三和社会保険労務士事務所

052-251-5385

205 13110396 名古屋市中区大須3-24-21

南

ﾐﾅﾐ ﾋﾛﾄ

南博人社会保険労務士事務所

052-684-6410

206 23920019 名古屋市中区大須4-10-11

神谷 さつき

ｶﾐﾔ ｻﾂｷ

神谷さつき労務管理事務所

052-259-0166

207 23820851 名古屋市中区大須4-11-39

富田

ﾄﾐﾀ ｹﾝ

富田謙社会保険労務士事務所

052-261-2611

208 23080106 名古屋市中区大須4-11-39

三輪 幸子

ﾐﾜ ｻﾁｺ

ミワ社会保険労務士事務所

090-7301-0284

剛

達也

達雄

博人

謙

209 23150012 名古屋市中区大須4-13-28

二之宮 友宏

ﾆﾉﾐﾔ ﾄﾓﾋﾛ

二之宮社会保険労務士事務所

052-559-9101

210 23010083 名古屋市中区大須4-13-28

堀江 知江

ﾎﾘｴ ﾁｴ

ほりえ社会保険労務士事務所

052-242-6162

211 23920086 名古屋市中区富士見町13-19

江口 聖臣

ｴｸﾞﾁ ｷﾖｵﾐ

江口労務管理総合事務所

052-331-7185

212 23130079 名古屋市中区富士見町13-19

光田 雅男

ﾐﾂﾀﾞ ﾏｻｵ

光田社会保険労務士事務所

052-331-1621

213 23060053 名古屋市中区富士見町15-39

岩堀 宏和

ｲﾜﾎﾘ ﾋﾛｶｽﾞ

名古屋社会保険労務士事務所

052-332-4646

214 23920013 名古屋市天白区井口2-614

後藤 俊樹

ｺﾞﾄｳ ﾄｼｷ

後藤俊樹社会保険労務士事務所

052-801-1560

215 23110073 名古屋市天白区一つ山3-34

加藤 知美

ｶﾄｳ ﾄﾓﾐ

エスプリーメ社労士事務所

052-720-5533

216 23070088 名古屋市天白区塩釜口1-635

後藤 和久

ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾋｻ

後藤和久社会保険労務士事務所

052-833-7146

217 23090009 名古屋市天白区横町201-3-106

神田 季久代

ｶﾝﾀﾞ ｷｸﾖ

アリス労務管理事務所

090-2266-6858

218 23020008 名古屋市天白区海老山町2112

山村 好郎

ﾔﾏﾑﾗ ﾖｼﾛｳ

山村労務管理事務所

052-804-7525

219 23030080 名古屋市天白区元植田1-2222

藤澤 貴司

ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｶｼ

藤澤労務行政事務所

052-802-5453

220 23040111 名古屋市天白区元植田2-2313

山田 麻衣

ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲ

社会保険労務士あおば事務所

052-807-3559

221 23830511 名古屋市天白区元八事1-157

上田 一雄

ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｵ

上田事務所

052-832-9508

222 23070027 名古屋市天白区元八事2-138

一ノ本 佐江子 ｲﾁﾉﾓﾄ ｻｴｺ

さくら社会保険労務士事務所

052-837-0212

223 23140046 名古屋市天白区元八事3-138

伊藤

ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ

ＩＴＯ社労士事務所

090-2927-3296

224 23140026 名古屋市天白区元八事5-234

早川 槇子

ﾊﾔｶﾜ ﾏｷｺ

未翔社会保険労務士事務所

052-833-5679

225 23010107 名古屋市天白区原1-1212

伊藤 由一

ｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ

伊藤戦略人事研究所

052-800-1900

226 23000041 名古屋市天白区原2-201

戸田 和夫

ﾄﾀﾞ ｶｽﾞｵ

戸田労務管理事務所

052-803-5256

227 23080007 名古屋市天白区原3-103-602

三輪 貴哉

ﾐﾜ ﾀｶﾔ

ＡＳＯＴパートナー

050-5575-2202

228 23030019 名古屋市天白区御幸山1201

石原 宮昭

ｲｼﾊﾗ ﾐﾔｱｷ

石原社会保険労務士事務所

052-832-1455

229 23900066 名古屋市天白区向が丘3-501

岩佐 佳代子

ｲﾜｻ ｶﾖｺ

岩佐社会保険労務士事務所

052-802-9831

230 23100019 名古屋市天白区荒池2-926

夏山

ﾅﾂﾔﾏ ｲｻﾑ

夏山労務管理事務所

052-838-8601

231 23110063 名古屋市天白区植田1-2116

服部 克己

ﾊｯﾄﾘ ｶﾂﾐ

はっとり人事労務コンサルタンツ

052-838-6315

232 23180052 名古屋市天白区植田3-1206

仙田 里紗

ｾﾝﾀﾞ ﾘｻ

社労士オフィスいぶき

090-4797-3052

233 23950040 名古屋市天白区植田山1-501-37

櫻井 明美

ｻｸﾗｲ ｱｹﾐ

シーズろうむコンサルティングオフィス

052-784-2406

234 23160089 名古屋市天白区植田山4-901

田中 裕二

ﾀﾅｶ ﾋﾛｼﾞ

たなかひろじ社労士事務所

090-1728-4253

235 23150117 名古屋市天白区植田南2-202

大嶽 徳之

ｵｵﾀｹ ﾉﾘﾕｷ

大嶽社会保険労務士事務所

052-805-3333

236 23950038 名古屋市天白区菅田2-1403

田中

智

ﾀﾅｶ ｻﾄｼ

HRM社会保険労務士田中事務所

052-806-2700

237 23820235 名古屋市天白区大根町75

太田

勇

ｵｵﾀ ｲｻﾑ

太田社会保険労務士事務所

052-802-6370

238 23820249 名古屋市天白区池見2-190-2

福海 幸雄

ﾌｸｳﾐ ﾕｷｵ

福海社会保険労務士事務所

052-832-8547

潤

勇

239 23930083 名古屋市天白区中平1-207

蓑田 大輔

ﾐﾉﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

社労士蓑田オフィスワン・トｳ・ワン

052-808-3246

240 23920057 名古屋市天白区中平1-517

坂野 照代

ﾊﾞﾝﾉ ﾃﾙﾖ

坂野社会保険労務士事務所

052-804-1451

241 23910032 名古屋市天白区中平3-1108-2

松原 基子

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾓﾄｺ

松原基子社会保険労務士事務所

052-800-2010

242 23820895 名古屋市天白区中平5-1001-1

市川 育生

ｲﾁｶﾜ ｲｸｵ

社会保険労務士法人市川行政総合事務所

052-848-1910

243 23970036 名古屋市天白区中平5-1001-1

米川

ﾖﾈｶﾜ ﾀﾓﾂ

社会保険労務士法人市川行政総合事務所

052-848-1910

244 23040072 名古屋市天白区中平5-615-2

小野田 理恵子 ｵﾉﾀﾞ ﾘｴｺ

小野田社労士・ＦＰオフィス

052-805-3831

有

245 23160003 名古屋市天白区天白町大字八事字裏山67-158 濱田 朋矢

ﾊﾏﾀﾞ ﾄﾓﾔ

濱田社会保険労務士事務所

090-1784-9463

246 23880014 名古屋市天白区島田3-407

牧

ﾏｷ ﾄﾐﾅﾘ

島田労務管理事務所

052-802-0877

247 23980054 名古屋市天白区梅が丘2-1601-2

三林 久美

ﾐﾂﾊﾞﾔｼ ｸﾐ

Ｊ－ＭＡＣＳ社労士事務所

052-806-1001

248 23970074 名古屋市天白区八事天道203

足立 明郎

ｱﾀﾞﾁ ｱｷﾛｳ

足立社会保険労務士事務所

052-837-4500

249 23130073 名古屋市天白区表山2-506

岡村 宏統

ｵｶﾑﾗ ﾋﾛﾉﾘ

エスアールヒルズ社労士事務所

052-835-8568

250 23820125 名古屋市天白区福池2-43

廣瀬 博正

ﾋﾛｾ ﾋﾛﾏｻ

広瀬労務士事務所

052-896-0066

251 23820885 名古屋市天白区平針2-602

鈴木 敏子

ｽｽﾞｷ ﾄｼｺ

社会保険労務士鈴木敏子事務所

052-893-7546

252 23960059 名古屋市天白区平針5-204

坂田 宏信

ｻｶﾀ ﾋﾛﾉﾌﾞ

社会保険労務士坂田事務所

052-808-7440

253 23100094 名古屋市天白区平針南1-1202

日野 洋一

ﾋﾉ ﾖｳｲﾁ

日野社労士事務所

052-803-1929

254 23820900 名古屋市天白区平針南2-2007

鳥居 敦子

ﾄﾘｲ ｱﾂｺ

社会保険労務士鳥居事務所

052-803-8564

255 23850026 名古屋市天白区野並2-290

小野田 裕己

ｵﾉﾀﾞ ﾋﾛﾐ

小野田労務管理事務所

052-896-5059

256 23930007 名古屋市天白区野並3-414

山下 善弘

ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾋﾛ

山下労務総合事務所

052-899-2500

257 23070035 名古屋市天白区野並3-420-1

寺岡

ﾃﾗｵｶ ﾏﾅﾌﾞ

寺岡労務管理オフィス

052-680-8201

富成

学

