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 23990088 豊明市阿野町苅外山236

毛受 みどり

ﾒﾝｼﾞｮｳ ﾐﾄﾞﾘ

みどり労務管理事務所

0562-91-1797

2 23900065 豊明市間米町鶴根1212-80

松原 伊智郎

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｲﾁﾛｳ

三優労務行政コンサルタンツ

0562-93-7270

3 23120084 豊明市沓掛町上高根72

加藤

ｶﾄｳ ﾏﾓﾙ

人事労務まもる事務所

0562-74-1879

4 23030120 豊明市三崎町高鴨4-8

堀井 秀雄

ﾎﾘｲ ﾋﾃﾞｵ

堀井社会保険労務士事務所

0562-92-0504

5 23010070 豊明市新田町広長12-4

古居

ﾌﾙｲ ﾏｺﾄ

古居社会保険労務士事務所

0562-95-2364

6 23170109 豊明市新田町南山68-4

田畑 彰悟

ﾀﾊﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ

ＴＡＢＡＴＡ社会保険労務士事務所

0562-95-4389

7 23980067 豊明市新田町南山68-4

田畑 儀弘

ﾀﾊﾞﾀ ﾖｼﾋﾛ

ＴＡＢＡＴＡ社会保険労務士事務所

0562-95-4389

8 23950068 豊明市二村台1-17-3

宇佐見 昭司

ｳｻﾐ ｼｮｳｼﾞ

宇佐見社会保険労務士事務所

0562-77-2205

9 23020125 名古屋市港区九番町5-3-1

福田 剛年

ﾌｸﾀ ﾀｹﾄｼ

社会保険労務士法人エンジー

052-304-8169

10 23940075 名古屋市港区港栄3-15-7

瀬木 吉治

ｾｷﾞ ﾖｼﾊﾙ

瀬木社会保険労務士事務所

052-652-1859

11 23870010 名古屋市港区港北町3-8-2

井上 光治

ｲﾉｳｴ ﾐﾂｼﾞ

社会保険労務士井上事務所

052-880-3525

12 23990006 名古屋市港区港陽3-16-10

大矢 芳敬

ｵｵﾔ ﾖｼﾉﾘ

大矢社会保険労務士事務所

052-653-8112

13 23140094 名古屋市港区高木町2-38-4

伏木 一洋

ﾌｼｷ ｶｽﾞﾋﾛ

伏木一洋社会保険労務士事務所

050-6871-9699

14 23820451 名古屋市港区小碓1-37

神野 正和

ｼﾞﾝﾉ ﾏｻｶｽﾞ

キャリアシステム社労士事務所

052-383-5511

15 23100051 名古屋市港区小碓2-220

石野 慎也

ｲｼﾉ ｼﾝﾔ

石野社会保険労務士事務所

052-389-8076

16 23140040 名古屋市港区小碓4-541

白石 裕子

ｼﾗｲｼ ﾕｳｺ

ひだまり労務士事務所

052-384-2385

17 23160063 名古屋市港区小賀須4-901

豊饒

ﾌﾞﾆｭｳ ｱﾂｼ

ぶにゅう社労士事務所

052-304-4018

18 23040090 名古屋市港区知多2-2105

服部 孝夫

ﾊｯﾄﾘ ﾀｶｵ

ハットリ社会保険労務士事務所

052-303-8641

19 23840007 名古屋市港区藤前1-213

加藤 孝雄

ｶﾄｳ ﾀｶｵ

社会保険労務士加藤孝雄事務所

052-301-7250

20 23160069 名古屋市港区明正1-227

久保川 光弘

ｸﾎﾞｶﾜ ﾐﾂﾋﾛ

みなと国際社会保険労務士事務所

052-720-8174

21 23100101 名古屋市港区木場町8-55

藤山 和彦

ﾌｼﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾋｺ

藤山和彦社会保険労務士事務所

052-694-1145

22 23160081 名古屋市瑞穂区河岸町4-24-4

冨江 拓郎

ﾄﾐｴ ﾀｸﾛｳ

社労士事務所何度目の青空か

090-8157-9818

23 23070003 名古屋市瑞穂区釜塚町2-8

樋口 秀行

ﾋｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ

樋口社会保険労務士事務所

052-831-3275

24 23970043 名古屋市瑞穂区鍵田町1-35-1

近藤 順彦

ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾋｺ

近藤労務事務所

052-799-4407

25 23110029 名古屋市瑞穂区市丘町2-37-2

立松 美由起

ﾀﾃﾏﾂ ﾐﾕｷ

立松美由起社会保険労務士事務所

052-833-3303

26 23820479 名古屋市瑞穂区春敲町4-18-2

鈴木 孝一

ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ

鈴木孝一社会保険労務士事務所

052-881-0805

27 23150134 名古屋市瑞穂区瑞穂通2-32

那須 征史郎

ﾅｽ ｾｲｼﾛｳ

みずほ社会保険労務士事務所

052-893-8657

28 23130086 名古屋市瑞穂区瑞穂通3-24

佐野 実哉

ｻﾉ ｼﾞﾂﾔ

社会保険労務士佐野総合事務所

052-852-3511

衛

真

淳

29 23100100 名古屋市瑞穂区瑞穂通4-39-1-601

小嶋 智子

ｺｼﾞﾏ ﾄﾓｺ

小嶋社会保険労務士事務所

052-720-3654

30 23930044 名古屋市瑞穂区瑞穂通5-37

山田 正史

ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｼ

社労士オフィスヤマダ

052-852-6355

31 23130092 名古屋市瑞穂区石田町2-24-2-302

名倉 良二

ﾅｸﾞﾗ ﾘｮｳｼﾞ

社会保険労務士事務所ベル・ティーロ

090-4211-9169

32 23060124 名古屋市瑞穂区川澄町3-15

中澤 実佳

ﾅｶｻﾞﾜ ﾐｶ

中澤社会保険労務士事務所

052-841-0774

33 23830469 名古屋市瑞穂区田光町3-9-3

村田 誠一

ﾑﾗﾀ ｾｲｲﾁ

村田経営労務事務所

052-853-0166

34 23930070 名古屋市瑞穂区東栄町4-15

目方 敏広

ﾒｶﾀ ﾄｼﾋﾛ

目方安全労務事務所

052-852-4918

35 23920047 名古屋市瑞穂区東栄町8-21-4

粟田 雅司

ｱﾜﾀ ﾏｻｼ

第一労務管理事務所

052-853-3101

36 23090111 名古屋市瑞穂区萩山町3-30

南部 値里

ﾅﾝﾌﾞ ﾁｻﾄ

南部労務管理事務所

052-852-6421

37 23820982 名古屋市瑞穂区萩山町3-30

南部

ﾅﾝﾌﾞ ﾏｻﾙ

南部労務管理事務所

052-852-6421

38 23050129 名古屋市瑞穂区白砂町5-80-2

荻須 清司

ｵｷﾞｽ ｷﾖｼ

名古屋ワークスマネジメントオフィス

052-740-5911

39 23090060 名古屋市瑞穂区姫宮町2-32-2

遠藤 三千代

ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾁﾖ

遠藤社会保険労務士事務所

090-6367-1438

40 23040089 名古屋市瑞穂区苗代町22-4

尾之内 敏彦

ｵﾉｳﾁ ﾄｼﾋｺ

尾之内社会保険労務士事務所

052-819-5016

41 23090004 名古屋市瑞穂区苗代町25-15

稲垣 謙二

ｲﾅｶﾞｷ ｹﾝｼﾞ

稲垣謙二社会保険労務士事務所

052-824-7930

42 23980003 名古屋市瑞穂区北原町1-1-15

仲井 正彦

ﾅｶｲ ﾏｻﾋｺ

仲井経営労務事務所

052-841-3407

43 23110099 名古屋市瑞穂区北原町2-65-2

岩田 金二郎

ｲﾜﾀ ｷﾝｼﾞﾛｳ

岩田社会保険労務士事務所

052-853-3830

44 23050130 名古屋市瑞穂区牧町2-64-1

羽鎌田 敬

ﾊｶﾏﾀﾞ ﾀｶｼ

羽鎌田社会保険労務士事務所

052-841-5126

45 23980042 名古屋市瑞穂区弥富町字桜ヶ岡48

大野 博司

ｵｵﾉ ﾋﾛｼ

大野博司社会保険労務士事務所

052-833-5361

46 23910027 名古屋市中川区愛知町32-13

成瀬 良二

ﾅﾙｾ ﾘｮｳｼﾞ

成瀬良二社会保険労務士事務所

052-354-1659

47 23050127 名古屋市中川区応仁町2-28

洞谷 聖二

ﾎﾗﾔ ｾｲｼﾞ

ホラヤ社会保険労務士事務所

052-353-0707

48 23900047 名古屋市中川区下之一色町東ノ切59

服部 秀己

ﾊｯﾄﾘ ﾋﾃﾞﾐ

服部労務管理事務所

052-301-5956

49 23980070 名古屋市中川区開平町1-8-1

加藤 玲子

ｶﾄｳ ﾚｲｺ

加藤社会保険労務士事務所

052-361-2510

50 23070021 名古屋市中川区牛立町1-10-4

牧野 昌浩

ﾏｷﾉ ﾏｻﾋﾛ

社会保険労務士まきの事務所

052-362-6234

51 23980006 名古屋市中川区牛立町2-60

宮田 直美

ﾐﾔﾀ ﾅｵﾐ

宮田直美社労士事務所

052-304-8018

52 23020084 名古屋市中川区戸田ゆたか1-3301

安井 幸司

ﾔｽｲ ｺｳｼﾞ

安井社会保険労務士事務所

052-303-9353

53 23020083 名古屋市中川区戸田ゆたか2-1508

松井 生郎

ﾏﾂｲ ｲｸｵ

松井経営労務事務所

052-301-4689

54 23150119 名古屋市中川区荒江町27-5

西垣 裕里

ﾆｼｶﾞｷ ﾕﾘ

ゆりりん社会保険労務士事務所

052-352-4050

55 23860051 名古屋市中川区荒中町230

後藤 富美夫

ｺﾞﾄｳ ﾌﾐｵ

社会保険労務士法人後藤事務所

052-362-5888

56 23120071 名古屋市中川区荒中町256

田邊 大輔

ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ

総合保険サービス

052-369-3011

57 23140031 名古屋市中川区高畑1-50

金成 道融

ｶﾈﾅﾘ ﾐﾁﾋﾛ

社会保険労務士メイトク事務所

050-5273-0917

58 23020034 名古屋市中川区高畑2-110

川合 一成

ｶﾜｲ ｶｽﾞﾅﾘ

Ｋｗｉ事務所

052-362-3731

勝

59 23040031 名古屋市中川区高畑2-266

戸田 広直

ﾄﾀﾞ ﾋﾛﾅｵ

社会保険労務士事務所オフィスＴＯＤＡ

052-365-2280

60 23980009 名古屋市中川区高畑2-326

木村 美恵子

ｷﾑﾗ ﾐｴｺ

木村美恵子社会保険労務士事務所

052-361-6262

61 23020010 名古屋市中川区昭明町3-48-7

舘

ﾀﾁ ｶﾂﾉﾘ

舘社会保険労務士事務所

052-653-6469

62 23900061 名古屋市中川区昭和橋通1-27

近藤 実晴

ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾊﾙ

社労士近藤実晴事務所

052-661-0090

63 23060121 名古屋市中川区松重町4-7

山際 昌司

ﾔﾏｷﾞﾜ ﾏｻｼ

ドリナビ社会保険労務士事務所

052-331-8835

64 23120083 名古屋市中川区新家2-501-601

高須 智浩

ﾀｶｽ ﾄﾓﾋﾛ

たかす社会保険労務士事務所

052-414-6840

65 23130071 名古屋市中川区水里5-197

加藤 宏樹

ｶﾄｳ ﾋﾛｷ

加藤宏樹社会保険労務士事務所

052-303-5400

66 23070055 名古屋市中川区西中島2-615

渡部 義啓

ﾜﾀﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ

社会保険労務士渡部義啓事務所

052-383-7266

67 23830743 名古屋市中川区中花町124-2

河村 哲雄

ｶﾜﾑﾗ ﾃﾂｵ

河村社会保険労務士事務所

052-361-9215

68 23050027 名古屋市中川区中郷1-56-2

浅野 由江

ｱｻﾉ ﾖｼｴ

浅野社会保険労務士事務所

052-363-3922

69 23140083 名古屋市中川区中島新町2-1107-1

稲垣 喜規

ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼﾉﾘ

ＢＲＡＶＥ総合マネジメントオフィス

052-387-6396

70 23050042 名古屋市中川区南脇町1-35

伊藤 徳次

ｲﾄｳ ﾄｸｼﾞ

伊藤労務管理事務所

052-353-2884

71 23930078 名古屋市中川区畑田町4-28-1

鈴木 素子

ｽｽﾞｷ ﾓﾄｺ

鈴木労務事務所

052-381-2716

72 23930077 名古屋市中川区畑田町4-28-1

鈴木 義高

ｽｽﾞｷ ﾖｼﾀｶ

社会保険労務士鈴木義高事務所

052-381-2716

73 23090077 名古屋市中川区八熊1-6-16

前田 悦雄

ﾏｴﾀﾞ ｴﾂｵ

まえだ労務管理事務所

052-331-9588

74 23990057 名古屋市中川区八熊2-18-19

加古

ｶｺ ｱｷﾗ

社会保険労務士加古事務所

052-339-0666

75 23910058 名古屋市中川区八熊2-7-16

野原 朋子

ﾉﾊﾗ ﾄﾓｺ

たくみ総合事務所

052-737-7639

76 23840048 名古屋市中川区八熊2-7-16

松岡 憲二

ﾏﾂｵｶ ｹﾝｼﾞ

名古屋労務研究所

052-322-7751

77 23020019 名古屋市中川区八田町404-1

山内 和子

ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｺ

オフィス ヤマウチ

052-369-3016

78 23050158 名古屋市中川区尾頭橋2-2-20

野坂 隆政

ﾉｻﾞｶ ﾀｶﾏｻ

なごや経営労務サービス

090-2576-1567

79 23960032 名古屋市中川区尾頭橋3-3-3

今井 幸子

ｲﾏｲ ｻﾁｺ

今井社会保険労務士事務所

052-331-3015

80 23140082 名古屋市中川区尾頭橋4-13-7

大村 彰宏

ｵｵﾑﾗ ｱｷﾋﾛ

大村社労士事務所

052-253-7783

81 23950058 名古屋市中川区富永3-179-1

若松 優佳

ﾜｶﾏﾂ ﾕｶ

社会保険労務士若松優佳事務所

052-302-7045

82 23160035 名古屋市中川区富田町千音寺土坪3765

小澤 知佐

ｵｻﾞﾜ ﾁｻ

社労士事務所Ｆ＆Ｂ

052-755-6139

83 23820307 名古屋市中川区本前田町63

後藤 征男

ｺﾞﾄｳ ｲｻｵ

本前田労務管理事務所

052-353-6882

84 23100027 名古屋市中川区万場5-818

加藤 正樹

ｶﾄｳ ﾏｻｷ

加藤社会保険労務士事務所

052-414-6875

85 23050122 名古屋市中川区明徳町2-7

山田 洋子

ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｺ

山田洋子社会保険労務士事務所

052-652-7548

86 23970031 名古屋市中川区露橋2-15-53

稲垣 早苗

ｲﾅｶﾞｷ ｻﾅｴ

稲垣労務事務所

052-362-5963

87 23160082 名古屋市南区塩屋町3-5-1

荻野 雄太

ｵｷﾞﾉ ﾕｳﾀ

つくし社会保険労務士事務所

052-821-8294

88 23070124 名古屋市南区駈上2-8-20

向田 香也子

ｺｳﾀﾞ ｶﾅｺ

社会保険労務士こうだ事務所

052-880-2504

克典

朗

89 23920055 名古屋市南区呼続4-26-33

平松 和子

ﾋﾗﾏﾂ ｶｽﾞｺ

平松朗務事務所

052-811-3872

90 23970089 名古屋市南区呼続5-13-26

髙部 孝行

ﾀｶﾍﾞ ﾀｶﾕｷ

髙部社会保険労務士事務所

052-821-9861

91 23990099 名古屋市南区戸部町1-14

梅村 靖彦

ｳﾒﾑﾗ ﾔｽﾋｺ

梅村社会保険労務士事務所

052-819-6160

92 23040038 名古屋市南区桜本町108

加藤 郁実

ｶﾄｳ ｲｸﾐ

社労士 ＫＡＴＯＵ ＯＦＦＩＣＥ

052-823-5895

93 23090056 名古屋市南区上浜町205-201

磯部 法子

ｲｿﾍﾞ ﾉﾘｺ

コンフィア社会保険労務士事務所

052-693-6810

94 23830320 名古屋市南区西桜町38

浅井 裕雅

ｱｻｲ ﾋﾛﾏｻ

浅井社会保険労務士事務所

052-822-5670

95 21020004 名古屋市南区西桜町88-2

内藤 邦生

ﾅｲﾄｳ ｸﾆｵ

内藤労務管理事務所

052-821-5058

96 23060118 名古屋市南区赤坪町134-1

藤山 裕美

ﾌｼﾞﾔﾏ ﾕﾐ

コスモス経営社会保険労務士藤山裕美事務所

052-822-1288

97 23880023 名古屋市南区赤坪町134-1

吉田 秀子

ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｺ

コスモス経営社会保険労務士吉田秀子事務所

052-822-1288

98 23970045 名古屋市南区中割町1-46-4

辻

ﾂｼﾞ ﾕﾀｶ

辻穰嘉社会保険労務士事務所

052-613-5410

99 23820764 名古屋市南区中割町4-46

芝川 勝正

ｼﾊﾞｶﾜ ｶﾂﾏｻ

芝川雅好事務所

052-611-5854

100 23820877 名古屋市南区忠次1-6-11

岩佐 慎一郎

ｲﾜｻ ｼﾝｲﾁﾛｳ

社会保険労務士法人中央労務オフィス

052-694-2277

101 23040071 名古屋市南区忠次1-6-11

小池 剛太

ｺｲｹ ｺﾞｳﾀ

小池事務所

052-692-8134

102 23830074 名古屋市南区忠次1-6-11

谷村 正躬

ﾀﾆﾑﾗ ﾏｻﾐ

谷村労務管理事務所

052-692-8134

103 23120130 名古屋市南区忠次1-6-11

能勢 史明

ﾉｾ ﾌﾐｱｷ

社会保険労務士法人中央労務オフィス

052-694-2277

104 23120129 名古屋市南区忠次1-6-11

波多野 賢

ﾊﾀﾉ ﾀｶｼ

社会保険労務士法人中央労務オフィス

052-694-2277

105 23100001 名古屋市南区鳥栖1-21-14-2

坂口 宣起

ｻｶｸﾞﾁ ﾉﾌﾞｵｷ

坂口社会保険労務士事務所

052-720-7122

106 23830489 名古屋市南区鶴里町3-29

兼子

強

ｶﾈｺ ﾂﾖｼ

社会保険労務士兼子強事務所

052-811-9468

107 23820036 名古屋市南区平子2-8-2

白濱

諭

ｼﾗﾊﾏ ｻﾄｼ

白濱行政事務所

052-822-8645

108 23080047 名古屋市南区豊1-16-6

鈴木 政幸

ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ

鈴木労務・安全総合管理事務所

052-691-8164

109 23050002 名古屋市南区豊田3-1-14

浅井 与四郎

ｱｻｲ ﾖｼﾛｳ

みずほ社会保険労務士事務所

052-718-3056

110 23130064 名古屋市南区本城町1-18-3

中野 郁子

ﾅｶﾉ ｲｸｺ

社会保険労務士中野事務所

052-811-4582

111 23030057 名古屋市南区本星崎町字町475

青山 和芳

ｱｵﾔﾏ ｶｽﾞﾖｼ

青山和芳社会保険労務士事務所

052-811-1625

112 23920052 名古屋市南区明円町34

平田 和代

ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾖ

平田事務所

052-823-3149

113 23050054 名古屋市南区明円町34

平田 幹生

ﾋﾗﾀ ﾐｷｵ

平田事務所

052-823-3149

114 23820744 名古屋市南区弥生町155-2

成田 英二

ﾅﾘﾀ ｴｲｼﾞ

成田事務所

052-823-4148

115 23990045 名古屋市南区弥生町215

松本 康志

ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽｼ

社会保険労務士松本事務所

052-822-7396

116 23100079 名古屋市熱田区一番1-24-10

服部 豊文

ﾊｯﾄﾘ ﾄﾖﾌﾐ

Ｏｆｆｉｃｅ ＫＲＣ

090-4210-3881

117 23020104 名古屋市熱田区一番2-16-32

白木原 成

ｼﾗｷﾊﾗ ｼｹﾞﾙ

白木原社会保険労務士事務所

052-651-4777

118 23040051 名古屋市熱田区横田1-1-52

山内 麻美

ﾔﾏｳﾁ ﾏﾐ

山内麻美社労士事務所

052-682-3195

穰嘉

119 23120095 名古屋市熱田区横田2-1-32-301

小関 亜美

ｺｾｷ ｱﾐ

こせきあみ社会保険労務士事務所

090-2455-4485

120 23960057 名古屋市熱田区横田2-3-2

加藤 文子

ｶﾄｳ ﾌﾐｺ

社会保険労務士加藤文子事務所

052-681-9418

121 23100042 名古屋市熱田区河田町89

尾関 敬介

ｵｾﾞｷ ｹｲｽｹ

オゼキ社会保険労務士事務所

052-212-7695

122 23940041 名古屋市熱田区旗屋2-16-9

奥野 千津子

ｵｸﾉ ﾁｽﾞｺ

奥野社会保険労務士事務所

052-681-7571

123 23990068 名古屋市熱田区金山町1-5-2

坂本 ゆかり

ｻｶﾓﾄ ﾕｶﾘ

ゆかり社会保険労務士事務所

052-681-2260

124 23130006 名古屋市熱田区五本松町1-23

川嶋 英明

ｶﾜｼﾏ ﾋﾃﾞｱｷ

社会保険労務士川嶋事務所

052-684-5576

125 23020126 名古屋市熱田区高蔵町6-11

黒瀬

泉

ｸﾛｾ ｲｽﾞﾐ

黒瀬社会保険労務士事務所

052-681-1546

126 23990098 名古屋市熱田区高蔵町6-11

瀧

浩彰

ﾀｷ ﾋﾛｱｷ

アルファ社会保険労務士事務所

052-265-9358

127 23070129 名古屋市熱田区三本松町17-5

中野 聖信

ﾅｶﾉ ｷﾖﾉﾌﾞ

社会保険労務士法人あさひ合同事務所

052-884-7557

128 23850003 名古屋市熱田区四番二丁目14-34

石川 光男

ｲｼｶﾜ ﾐﾂｵ

石川経営労務事務所

052-651-6000

129 23830547 名古屋市熱田区神宮2-2-8

笠井 典秀

ｶｻｲ ﾉﾘﾋﾃﾞ

社会保険労務士笠井労務事務所

052-682-1539

130 23930072 名古屋市熱田区神宮3-7-13

福田 和彦

ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ

社会保険労務士福田事務所

052-682-8705

131 13140321 名古屋市熱田区神宮3-7-26

額賀 康宏

ﾇｶｶﾞ ﾔｽﾋﾛ

ぬかが社会保険労務士事務所

090-4060-1174

132 23940012 名古屋市熱田区神宮3-9-14

牟田 美智代

ﾑﾀ ﾐﾁﾖ

社会保険労務士牟田美智代事務所

052-681-6006

133 23030105 名古屋市熱田区神宮4-6-25

中嶋 有美

ﾅｶｼﾏ ﾕﾐ

なかしま社労士事務所

052-683-6613

134 23110050 名古屋市熱田区千代田町19-13

清水 健也

ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾔ

清水経営労務事務所

052-683-0247

135 23830186 名古屋市熱田区千年1-18-10

渡辺 節子

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾂｺ

渡辺社会保険労務士事務所

052-653-3266

136 23040036 名古屋市熱田区大宝3-4-17

山川 峰子

ﾔﾏｶﾜ ﾐﾈｺ

山川事務所

052-681-9972

137 23070113 名古屋市熱田区大宝3-6-28

松岡

寿

ﾏﾂｵｶ ﾋｻｼ

イデア社労士事務所

052-799-5519

138 23080080 名古屋市熱田区大宝3-9-10

大森

佳

ｵｵﾓﾘ ﾖｼ

さくら社会保険労務士法人

052-682-9671

139 23070092 名古屋市熱田区大宝3-9-10

竹内 裕二

ﾀｹｳﾁ ﾕｳｼﾞ

さくら社会保険労務士法人

052-682-9671

140 23060037 名古屋市熱田区大宝4-9-20

髙尾 映子

ﾀｶｵ ｴｲｺ

たかお社会保険労務士事務所

052-681-4790

141 23930082 名古屋市熱田区沢上1-5-30

浅井 俊雄

ｱｻｲ ﾄｼｵ

淺井俊雄労務管理事務所

052-682-7272

142 23820561 名古屋市熱田区中田町1-7

鬼頭 喜代志

ｷﾄｳ ｷﾖｼ

鬼頭社会保険労務士事務所

052-681-2975

143 23050109 名古屋市熱田区伝馬2-16-15

大森 茂樹

ｵｵﾓﾘ ｼｹﾞｷ

愛知社会保険労務士ネットワーク

052-485-5650

144 23130063 名古屋市熱田区伝馬2-29-30

小坂 健太

ｺｻｶ ｹﾝﾀ

名古屋熱田社会保険労務士事務所

052-684-5058

145 23010048 名古屋市熱田区伝馬2-7-7

阿萬 裕子

ｱｽﾞﾏ ﾋﾛｺ

あつた労務管理

052-212-8831

146 23010055 名古屋市熱田区伝馬2-7-7

尾﨑 良忠

ｵｻﾞｷ ﾖｼﾀﾀﾞ

尾崎事務所

052-212-8820

147 23100141 名古屋市熱田区二番2-26-2-314

上條 由香里

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｶﾘ

キャリアデザイン

052-651-1785

148 23120024 名古屋市熱田区波寄町7-21

工藤 知代

ｸﾄﾞｳ ﾄﾓﾖ

未来労務

052-750-1180

149 23940002 名古屋市熱田区白鳥2-7-8

南部 健一

ﾅﾝﾌﾞ ｹﾝｲﾁ

社会保険労務士南部健一事務所

052-671-1823

150 23900005 名古屋市熱田区野立町2-14

小栗 恵子

ｵｸﾞﾘ ｹｲｺ

小栗社会保険労務士事務所

052-681-7286

151 23830064 名古屋市熱田区六番1-10-2

鈴木

ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ

鈴木社会保険労務士事務所

052-682-5306

152 23990016 名古屋市熱田区六野2-6

河村 小夜子

ｶﾜﾑﾗ ｻﾖｺ

かわむら社会保険労務士事務所

052-883-2325

153 23130050 名古屋市緑区ほら貝2-172

鈴木 良知

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾁ

社会保険労務士鈴木良知事務所

052-680-9571

154 23040027 名古屋市緑区ほら貝3-20

北浦 善一

ｷﾀｳﾗ ﾖｼｶｽﾞ

北浦経営労務研究所

052-876-8710

155 23110015 名古屋市緑区姥子山1-713

髙嶋 美惠子

ﾀｶｼﾏ ﾐｴｺ

髙嶋社会保険労務士事務所

052-624-3435

156 23050069 名古屋市緑区浦里3-281

加藤

守

ｶﾄｳ ﾏﾓﾙ

かとう労務事務所

052-899-3166

157 23070070 名古屋市緑区浦里3-297-402

野﨑

希

ﾉｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ

野崎事務所

052-893-9455

158 23110024 名古屋市緑区桶狭間西916

石川 美佐子

ｲｼｶﾜ ﾐｻｺ

エム・アイ社会保険労務士事務所

052-621-8068

159 23070087 名古屋市緑区古鳴海1-350

工藤 真人

ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾄ

工藤社会保険労務士事務所

052-899-0512

160 23030098 名古屋市緑区古鳴海2-23-1

石川 みゆき

ｲｼｶﾜ ﾐﾕｷ

石川社会保険労務士事務所

052-896-8228

161 23170087 名古屋市緑区高根山1-913

八木 美貴

ﾔｷﾞ ﾐｷ

八木社労士事務所

052-880-2373

162 23030113 名古屋市緑区黒沢台1-1608

河部

ｶﾜﾍﾞ ﾄｵﾙ

社会保険労務士・行政書士・河部事務所

052-876-9674

163 23970091 名古屋市緑区鹿山2-90-22

宮本 真彦

ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾋｺ

宮本真彦社会保険労務士事務所

052-896-3256

164 23100142 名古屋市緑区小坂2-1214

中嶋 敏男

ﾅｶｼﾏ ﾄｼｵ

中嶋社労士事務所

052-838-7538

165 23120112 名古屋市緑区小坂2-1428

水谷

ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｹﾞﾙ

みずたに社会保険労務士事務所

052-877-3439

166 23050121 名古屋市緑区上旭2-808-1

松原 正和

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏｻｶｽﾞ

松原社会保険労務士事務所

052-892-1212

167 23840006 名古屋市緑区神沢1-614

江嵜 敏夫

ｴｻｷ ﾄｼｵ

愛名労務事務所

052-876-8570

168 23000064 名古屋市緑区神沢3-1314

村嶌 正隆

ﾑﾗｼﾏ ﾏｻﾀｶ

村島事務所

052-876-9038

169 23830629 名古屋市緑区倉坂232

河合 功祐

ｶﾜｲ ｺｳｽｹ

社会保険労務士河合事務所

052-622-5859

170 23960075 名古屋市緑区太子1-361

長谷川 武史

ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｹｼ

社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

052-621-0613

171 23820538 名古屋市緑区太子1-361

長谷川 博司

ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

052-621-0613

172 23860042 名古屋市緑区太子3-140

中根 節子

ﾅｶﾈ ｾﾂｺ

中根労務管理事務所

052-624-7147

173 23110008 名古屋市緑区大高町字殿山21-37

高尾 正明

ﾀｶｵ ﾏｻｱｷ

高尾事務所

052-621-8341

174 23120041 名古屋市緑区大高町字南鶴田12-3

山本 紀子

ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｺ

山本社会保険労務士事務所

090-1489-2527

175 23060004 名古屋市緑区大高町字八幡18-7

小菅 初子

ｺｽｶﾞ ﾊﾂｺ

こすが社会保険労務士事務所

052-622-2850

176 23060117 名古屋市緑区大高町鶴田176

石嶋 琢巳

ｲｼｼﾞﾏ ﾀｸﾐ

Ｉ・Ｃ・Ｅ マネジメント

052-621-5154

177 23990020 名古屋市緑区大将ケ根2-904

成田 泰子

ﾅﾘﾀ ﾔｽｺ

鳴海社労士事務所

052-977-2563

178 23070130 名古屋市緑区大清水2-305

西富 干城

ﾆｼﾄﾐ ｶﾝｼﾞｮｳ

社会保険労務士事務所フォー・ワークス

052-876-9608

煕

徹

茂

179 23830206 名古屋市緑区大清水2-709

大岩 弘幸

ｵｵｲﾜ ﾋﾛﾕｷ

大岩労務管理事務所

052-877-6400

180 23150122 名古屋市緑区滝ノ水1-1601-8

宇佐美 敏夫

ｳｻﾐ ﾄｼｵ

繁栄人事コンサルタンツ

052-891-7688

181 23040047 名古屋市緑区滝ノ水1-1701-2

安井 壽夫

ﾔｽｲ ﾋｻｵ

滝の水ＳＲ事務所

052-891-3853

182 23050120 名古屋市緑区池上台2-87

木村 省吾

ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ

木村社労士・ＦＰ事務所

052-228-0518

183 23090029 名古屋市緑区鶴が沢2-1406

山内 里佳

ﾔﾏｳﾁ ﾘｶ

山内社会保険労務士事務所

052-876-4321

184 23090115 名古屋市緑区桃山4-324-4

松本

ﾏﾂﾓﾄ ｿｳ

松本労務総合事務所

052-710-6679

185 23020073 名古屋市緑区尾崎山2-1108

土井田 克己

ﾄｲﾀﾞ ｶﾂﾐ

といだ経営・労務マネジメント

052-623-6679

186 23160037 名古屋市緑区兵庫1-1208

佐藤 啓治

ｻﾄｳ ｹｲｼﾞ

サトー事務所

052-876-8667

187 23150130 名古屋市緑区兵庫2-507

西村 文伸

ﾆｼﾑﾗ ﾌﾐﾉﾌﾞ

西村社会保険労務士事務所

052-876-7539

188 23070133 名古屋市緑区平子が丘3029

瀨良 孝司

ｾﾗ ﾀｶｼ

瀬良社会保険労務士・ＦＰ事務所

052-623-8769

189 23060071 名古屋市緑区鳴海町向田160

上栁 聡美

ｶﾐﾔﾅｷﾞ ｻﾄﾐ

人事労務コンサルティングオフィス・イデア

052-838-6690

190 23960081 名古屋市緑区鳴海町字森下58-5

小嶌 美教

ｺｼﾞﾏ ﾖｼﾉﾘ

社会保険労務士法人中部労基会小嶌事務所

052-891-2616

191 23900051 名古屋市緑区鳴海町字大清水69-1500

永田 正明

ﾅｶﾞﾀ ﾏｻｱｷ

永田社会保険労務士事務所

052-877-8238

192 23030077 名古屋市緑区鳴海町字長田32

鈴木 慎太郎

ｽｽﾞｷ ｼﾝﾀﾛｳ

社会保険労務士すずきしんたろう事務所

052-895-7896

193 23080043 名古屋市緑区鳴海町字尾崎山76-1

置田 正浩

ｵｷﾀ ﾏｻﾋﾛ

置田労務経営事務所

052-622-7044

194 23020075 名古屋市緑区鳴海町字薬師山37

中村 義隆

ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾀｶ

中村義隆社会保険労務士事務所

052-891-1720

195 23910017 名古屋市緑区鳴海町森下2

坂野 美代子

ﾊﾞﾝﾉ ﾐﾖｺ

ばんの社会保険労務士事務所

052-891-8323

196 23120139 名古屋市緑区鳴海町森下58-5

小嶌 幸子

ｺｼﾞﾏ ﾕｷｺ

社会保険労務士法人中部労基会小嶌事務所

052-891-2616

197 23900017 名古屋市緑区鳴丘2-1308

槙田 芳久

ﾏｷﾀ ﾖｼﾋｻ

槙田労務事務所

052-876-6541

198 23930084 名古屋市緑区鳴子町3-53

高取 由美子

ﾀｶﾄﾘ ﾕﾐｺ

高取社会保険労務士事務所

052-891-6093

199 23970098 名古屋市緑区六田1-150

稲川 広子

ｲﾅｶﾞﾜ ﾋﾛｺ

稲川社会保険労務士事務所

052-622-9416

200 23870036 名古屋市緑区六田2-42

中島 光利

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾂﾄｼ

社会保険労務士中島事務所

052-625-3039

201 23080137 名古屋市緑区六田2-75-1

長岡 大輔

ﾅｶﾞｵｶ ﾀﾞｲｽｹ

長岡大輔社労士事務所

052-622-1215

宗

