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 23100150 春日井市押沢台1-3-25

伊藤 聡子

ｲﾄｳ ｻﾄｺ

伊藤社会保険労務士事務所

0568-70-0976

2 23050036 春日井市押沢台1-6-3

山本 晃大

ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾛ

山本労務管理事務所

0568-91-5626

3 23820310 春日井市押沢台1-6-3

山本 正成

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾅﾘ

山本労務管理事務所

0568-91-5626

4 23100121 春日井市押沢台4-4-9

渡邊 智宏

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ

社会保険労務コンサルタント渡辺事務所

0568-92-4864

5 23070040 春日井市押沢台7-10-2

水野 洋司

ﾐｽﾞﾉ ﾖｳｼﾞ

みずの社会保険労務士事務所

0568-92-9226

6 23980049 春日井市乙輪町3-53-1

渡邉 好子

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｺ

渡辺社会保険労務士事務所

0568-87-0324

7 23030013 春日井市下条町2-1-12

久保田 和美

ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾐ

久保田社会保険労務士事務所

0568-82-7800

8 23060052 春日井市岩成台1-6-14

長沼 聖子

ﾅｶﾞﾇﾏ ｾｲｺ

長沼合同事務所

0568-29-8656

9 23110081 春日井市岩成台9-10-7

大河内 純子

ｵｵｺｳﾁ ｼﾞｭﾝｺ

大河内労務管理事務所

0568-91-9491

10 23020079 春日井市岩野町1-110

近藤 秀文

ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾌﾐ

近藤税理士社会保険労務士事務所

0568-83-1943

11 23040099 春日井市牛山町1029-45

長瀬 和紀

ﾅｶﾞｾ ｶｽﾞﾉﾘ

長瀬社会保険労務士事務所

0568-34-6248

12 23150034 春日井市牛山町2407-2

鈴木 規旦

ｽｽﾞｷ ﾉﾘｱｷ

鈴木社会保険労務士事務所

0568-34-4728

13 23850043 春日井市牛山町2843-2

古橋 勝治

ﾌﾙﾊｼ ｶﾂｼﾞ

古橋労務管理事務所

0568-31-1158

14 23090070 春日井市高座台5-2-1

伊藤 光江

ｲﾄｳ ﾐﾂｴ

すず社会保険労務士事務所

0568-95-1070

15 23080093 春日井市高山町2-10-14

米田 博幸

ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

米田社会保険労務士事務所

0568-35-7588

16 23070112 春日井市高森台4-18-18

伊藤 正孝

ｲﾄｳ ﾏｻﾀｶ

伊藤正孝社会保険労務士事務所

0568-95-1187

17 23120067 春日井市高森台9-1-1-107-103

本島

ﾓﾄｼﾞﾏ ﾋﾛｼ

本島社労士事務所

0568-92-8702

18 23880019 春日井市高蔵寺町5-11-5

森川 郁彦

ﾓﾘｶﾜ ｲｸﾋｺ

森川マネジメントオフィス

0568-51-7185

19 23950039 春日井市高蔵寺町7-7-6

太田 雅巳

ｵｵﾀ ﾏｻﾐ

太田雅巳社会保険労務士事務所

0568-52-8210

20 23070020 春日井市高蔵寺町北4-1-12

中牧 正太

ﾅｶﾏｷ ｼｮｳﾀ

中牧事務所

0568-52-5144

21 23080009 春日井市坂下町2-1180-20

池田 一巳

ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾐ

社会保険労務士いけだ事務所

0568-88-6102

22 23040025 春日井市篠木町3-61-3

宮本 明子

ﾐﾔﾓﾄ ｱｷｺ

宮本経営労務事務所

0568-85-4312

23 23900001 春日井市篠木町5-1313-21

杉田 貴信

ｽｷﾞﾀ ﾀｶﾉﾌﾞ

杉田労務管理事務所

0568-87-2258

24 23160099 春日井市若草通2-17-3

大西 正高

ｵｵﾆｼ ﾏｻﾀｶ

おおにし社会保険労務士事務所

0568-31-3322

25 23180005 春日井市若草通2-17-3

大西 真由美

ｵｵﾆｼ ﾏﾕﾐ

大西社会保険労務士事務所

0568-31-3322

26 23110104 春日井市勝川町9-6-6

松井 富士雄

ﾏﾂｲ ﾌｼﾞｵ

松井社会保険労務士事務所

0568-33-2704

27 23040052 春日井市勝川町9-6-8

平野 悟史

ﾋﾗﾉ ｻﾄｼ

中部労研コンサルタント

0568-32-1463

28 23830742 春日井市上条町6-30

安藤 秀司

ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｼ

社会保険労務士安藤事務所

0568-81-1837

洋

29 23090031 春日井市上野町409-4

浅田 邦凡

ｱｻﾀﾞ ｸﾆﾋﾛ

ＯＳＳ社会保険労務士事務所

0568-70-1084

30 23900006 春日井市神屋町1423-120

宮崎 幸子

ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｷｺ

宮崎労務管理事務所

0568-88-0376

31 23980068 春日井市神屋町2298-21

加藤 晶英

ｶﾄｳ ｱｷﾋﾃﾞ

社会保険労務士法人加藤事務所

0568-88-4477

32 23920070 春日井市神屋町2298-21

加藤 裕子

ｶﾄｳ ﾕｳｺ

社会保険労務士法人加藤事務所

0568-88-4477

33 23830082 春日井市神屋町2298-646

三大寺 正男

ｻﾝﾀﾞｲｼﾞ ﾏｻｵ

社会保険労務士三大寺正男事務所

0568-88-0433

34 23020068 春日井市神屋町654-494

杉村 俊一

ｽｷﾞﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ 杉村社会保険労務士事務所

0568-88-2104

35 23910019 春日井市西屋町字中新田72-2

大脇 一男

ｵｵﾜｷ ｶｽﾞｵ

大脇労務行政事務所

0568-31-8222

36 23960028 春日井市西尾町364-13

井野 人美

ｲﾉ ﾋﾄﾐ

井野社会保険労務士事務所

0568-93-9188

37 23110124 春日井市石尾台1-2-1

佐野 孝輔

ｻﾉ ｺｳｽｹ

佐野孝輔社会保険労務士事務所

0568-91-1190

38 23020117 春日井市石尾台4-1-1

伊藤 妙子

ｲﾄｳ ﾀｴｺ

いとう労務経営事務所

0568-95-0041

39 23090097 春日井市前並町1-18-3

志多 一峰

ｼﾀﾞ ｶｽﾞｵ

ＤＲ人事労務マネジメント事務所

0568-41-8487

40 23050052 春日井市大手町2-119

佐久間 正光

ｻｸﾏ ﾏｻﾐﾂ

佐久間正光社会保険労務士事務所

0568-86-5536

41 23820754 春日井市大手町字大辻1094-6

新美 とし子

ﾆｲﾐ ﾄｼｺ

新美経営労務事務所

0568-32-2996

42 23960044 春日井市大留町1-19-27

石橋 孝子

ｲｼﾊﾞｼ ﾀｶｺ

石橋社会保険労務士事務所

0568-52-7577

43 23940071 春日井市知多町3-155

水野 紀美代

ﾐｽﾞﾉ ｷﾐﾖ

社会保険労務士水野事務所

0568-31-3060

44 23170014 春日井市中央台5-3-2

小林 健太郎

ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ

小林健太郎事務所

0568-90-8010

45 23830011 春日井市中央台6-1-12

石田 康身

ｲｼﾀﾞ ﾔｽﾐ

石田労務管理事務所

0568-92-6688

46 23010010 春日井市中央台6-14-15

吉田 健児

ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

吉田社会保険労務士事務所

0568-92-4262

47 23060084 春日井市中央台6-3-2

山下 清人

ﾔﾏｼﾀ ｷﾖﾄ

ヤマシタ労務管理事務所

0568-48-9010

48 23050098 春日井市中央通2-63-5

菅

ｶﾝ ﾏｻｷ

カン労務士事務所

0568-37-2227

49 23980045 春日井市中央通2-97-1

山崎 哉人

ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾅﾄ

社会保険労務士山崎事務所

0568-83-2118

50 23820534 春日井市中新町2-14-5

坂本

ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｼ

坂本経営労務事務所

0568-32-9527

51 23050112 春日井市中野町1-2-22

岩田 武司

ｲﾜﾀ ﾀｹｼ

いわたサポート・オフィス

0568-32-8954

52 23130022 春日井市鳥居松町1-177

岩田 直美

ｲﾜﾀ ﾅｵﾐ

社会保険労務士岩田直美事務所

0568-64-6600

53 23820134 春日井市鳥居松町4-16

田中 美明

ﾀﾅｶ ﾖｼｱｷ

田中社会保険労務士事務所

0568-82-4152

54 23050118 春日井市天神町1-11

細江 恒次

ﾎｿｴ ｺｳｼﾞ

細江恒次社会保険労務士事務所

0568-29-8115

55 23830182 春日井市東野町4-9-1

増方 佐久良

ﾏｽｶﾀ ｻｸﾗ

増方労務管理オフィス

0568-85-7521

56 23070011 春日井市藤山台5-1-15

石垣 隆久

ｲｼｶﾞｷ ﾀｶﾋｻ

石垣社会保険労務士事務所

0568-91-1688

57 23040022 春日井市如意申町2-11-8

鈴木 雅貴

ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ

鈴木事務所

0568-34-4680

58 23040106 春日井市如意申町4-24-13

水谷 健次

ﾐｽﾞﾀﾆ ｹﾝｼﾞ

水谷社会保険労務士事務所

0568-37-3785

雅樹

博

59 23030010 春日井市如意申町6-4-2

松室 憲治

ﾏﾂﾑﾛ ｹﾝｼﾞ

春日井コンサルタント

0568-34-7716

60 23150062 春日井市如意申町8-3-6

福田 博司

ﾌｸﾀ ﾋﾛｼ

ふく田社会保険労務士事務所

0568-33-8131

61 23930030 春日井市白山町8-8-15

髙木 幸仁

ﾀｶｷﾞ ﾕｷﾋﾄ

アズ・マネジメント

0568-52-2132

62 23920039 春日井市八田町1-13-11

共田 容脩

ﾄﾓﾀﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ

トータルマネジメント

0568-56-1777

63 23040101 春日井市堀ノ内町2-12-8

齊藤 高弘

ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ

齊藤社会保険労務士事務所

0568-37-1256

64 23830304 春日井市味美白山町1-4-15

杉山 鉦子

ｽｷﾞﾔﾏ ｼｮｳｺ

社会保険労務士杉山鉦子事務所

0568-31-8119

65 23170039 春日井市明知町1104

長谷川 修

ﾊｾｶﾞﾜ ｵｻﾑ

労務オフィスｅｎｎ

0568-97-8572

66 23170102 春日井市六軒屋町3-70

古池 寿朗

ｺｲｹ ﾄｼﾛｳ

こいけ社会保険労務士事務所

080-5522-4816

67 23070077 小牧市安田町137-1

淺野 博之

ｱｻﾉ ﾋﾛﾕｷ

淺野博之社会保険労務士事務所

0568-73-7836

68 23830009 小牧市安田町190

加藤 重之

ｶﾄｳ ｼｹﾞﾕｷ

社会保険労務士法人セルズ

0568-73-9218

69 23100053 小牧市下小針天神1-183

小倉 史久

ｵｸﾞﾗ ﾌﾐﾋｻ

小倉社会保険労務士事務所

0568-76-0330

70 23830648 小牧市古雅4-5-9

豊島 英夫

ﾄﾖｼﾏ ﾋﾃﾞｵ

ＪＤＣ・トウカダイローム

0568-79-8687

71 23170063 小牧市光ケ丘3-2-3

平野 禎信

ﾋﾗﾉ ｻﾀﾞﾉﾌﾞ

平野禎信社会保険労務士事務所

0568-54-7704

72 23110110 小牧市篠岡1-1-10

水野 恵子

ﾐｽﾞﾉ ｹｲｺ

めぐみ社会保険労務士事務所

0568-79-9601

73 23000096 小牧市小牧1-135

伊佐治 憲

ｲｻｼﾞ ｹﾝ

小牧山事務所

0568-77-6955

74 23080032 小牧市小木東3-99

谷 由里香

ﾀﾆ ﾕﾘｶ

多聞社労士事務所

0587-38-3080

75 23170046 小牧市小木南3-64

三宅 将之

ﾐﾔｹ ﾏｻﾕｷ

三宅社労士事務所

0568-76-7610

76 23830494 小牧市城山5-38-11

佐久間 義己

ｻｸﾏ ﾖｼﾐ

佐久間労務管理事務所

0568-79-7688

77 21100008 小牧市常普請1-65

浅井 みどり

ｱｻｲ ﾐﾄﾞﾘ

社会保険労務士法人みらい

0568-43-3373

78 21100007 小牧市常普請1-65

髙木 麻由

ﾀｶｷﾞ ﾏﾕ

社会保険労務士法人みらい

0568-43-3373

79 23970007 小牧市常普請1-65

田中 靖久

ﾀﾅｶ ﾔｽﾋｻ

社会保険労務士法人みらい

0568-43-3373

80 21150022 小牧市常普請2-74

小栗 多喜子

ｵｸﾞﾘ ﾀｷｺ

社会保険労務士法人とうかい 小牧支店

0568-54-3131

81 23120081 小牧市常普請3-101

伊藤 和郷

ｲﾄｳ ｶﾂﾞｻﾄ

社会保険労務士法人オフィス敬愛

0568-39-6870

82 23120134 小牧市常普請3-101

大島 和惠

ｵｵｼﾏ ｶｽﾞｴ

社会保険労務士法人オフィス敬愛

0568-39-6870

83 23060007 小牧市西島町89

坪井 俊樹

ﾂﾎﾞｲ ﾄｼｷ

坪井俊樹社会保険労務士事務所

0568-72-5403

84 23970096 小牧市大字久保一色216-111

野村 健一

ﾉﾑﾗ ｹﾝｲﾁ

野村社会保険労務士事務所

0568-77-8777

85 23970057 小牧市大字久保一色字野中39-1

伊藤 孝司

ｲﾄｳ ﾀｶｼ

いとう労務総合事務所

0568-74-7320

86 23830330 小牧市大字小牧原新田1721-1

酒井 勝御

ｻｶｲ ｶﾂﾐ

さかい労働・安全相談事務所

0568-72-6277

87 23820763 小牧市大字村中572-1

岩本 春夫

ｲﾜﾓﾄ ﾊﾙｵ

中部労務総合事務所

0568-76-9194

88 23030053 小牧市中央3-127

横井

ﾖｺｲ ﾐﾂﾙ

社会保険労務士横井充事務所

0568-71-5505

充

89 23830516 小牧市桃ヶ丘3-10-3

下田 精宥

ｼﾓﾀﾞ ｷﾖﾋﾛ

社会保険労務士下田事務所

0568-79-1317

90 23880045 小牧市藤島1-47

荻本

ｵｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳ

荻本社会保険労務士事務所

0568-76-7249

91 23820007 瀬戸市はぎの台4-41

加納 義一

ｶﾉｳ ﾖｼｲﾁ

加納社会保険労務士事務所

0561-48-1593

92 23150031 瀬戸市みずの坂4-88

谷口 陽子

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｳｺ

社労士事務所オフィスたにぐち

0561-48-2826

93 23060015 瀬戸市ゆりの台28

庭山

修

ﾆﾜﾔﾏ ｵｻﾑ

にわやま労務管理事務所

0561-48-7781

94 23010089 瀬戸市ゆりの台63

永井

亨

ﾅｶﾞｲ ｱｷﾗ

永井社会保険労務士事務所

0561-48-4840

95 23910059 瀬戸市共栄通1-6

小野木 正和

ｵﾉｷﾞ ﾏｻｶｽﾞ

小野木社会保険労務士事務所

0561-82-7501

96 23160083 瀬戸市共栄通4-53

加藤 春午

ｶﾄｳ ｼｭﾝｺﾞ

加藤社会保険労務士事務所

0561-41-2323

97 23170004 瀬戸市共栄通5-2

坂井 昭二

ｻｶｲ ｼｮｳｼﾞ

坂井社会保険労務士事務所

090-4182-1420

98 23070073 瀬戸市共栄通5-9-1

加藤 千晴

ｶﾄｳ ﾁﾊﾙ

かとう年金サポートセンター

0561-59-1644

99 23830227 瀬戸市五位塚町11-501

玉井

ﾀﾏｲ ﾄｵﾙ

玉井労務管理事務所

0561-89-7188

亮

徹

100 23140111 瀬戸市山手町306

藤井 眞澄

ﾌｼﾞｲ ﾏｽﾐ

ふじいますみ年金と生活の社会保険労務士相談所

090-8739-2545

101 23160014 瀬戸市十軒町589

熊﨑 昌子

ｸﾏｻﾞｷ ﾏｻｺ

熊﨑社会保険労務士事務所

090-5332-9162

102 23960031 瀬戸市新道町60

加藤 修子

ｶﾄｳ ｼｭｳｺ

愛知マネジメント加藤事務所

0561-82-0867

103 23930040 瀬戸市西原町2-30-2

矢野 明人

ﾔﾉ ｱｷﾋﾄ

矢野社会保険労務士事務所

0561-87-3027

104 23100122 瀬戸市陶原町3-54

横地 宏文

ﾖｺﾁ ﾋﾛﾌﾐ

瀬戸労務管理センター

0561-82-6332

105 23070089 瀬戸市菱野町199-1

伊藤 正人

ｲﾄｳ ﾏｻﾄ

社会保険労務士伊藤事務所

0561-89-5233

106 21930004 瀬戸市北山町80

久保田 秀教

ｸﾎﾞﾀ ﾋﾃﾞﾉﾘ

久保田労務管理事務所

0561-89-7856

107 23930053 瀬戸市落合町105

犬飼 佳寿子

ｲﾇｶｲ ｶｽﾞｺ

犬飼社会保険労務士事務所

0561-41-2178

108 23020103 長久手市井堀1210

則竹 由紀子

ﾉﾘﾀｹ ﾕｷｺ

のりたけ労務行政事務所

0561-76-2222

109 23140006 長久手市下川原1-122

成田 友香

ﾅﾘﾀ ﾕｶ

あいち社労士オフィス

0561-62-2181

110 23970046 長久手市喜婦獄804-1

水野 敦史

ﾐｽﾞﾉ ｱﾂｼ

水野社会保険労務士事務所

0561-62-6498

111 23040069 長久手市喜婦嶽1004

鬼頭 和裕

ｷﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ

きとう社会保険労務士事務所

0561-61-3383

112 23080059 長久手市久保山1601-1

有馬 裕之

ｱﾘﾏ ﾋﾛﾕｷ

アイビー社労士事務所

0561-57-5232

113 23170079 長久手市五合池501

中島

潤

ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ

社会保険労務士中島潤事務所

0561-63-0701

114 23080099 長久手市山野田207-4

梛野

誠

ﾅｷﾞﾉ ﾏｺﾄ

誠社会保険労務士事務所

0561-71-9846

115 23060085 長久手市打越509

水野 勝康

ﾐｽﾞﾉ ｶﾂﾔｽ

社会保険労務士水野勝康事務所

0561-62-0438

116 23020119 長久手市丁子田15-181

棚橋 敏男

ﾀﾅﾊｼ ﾄｼｵ

棚橋社会保険労務士事務所

0561-62-2580

117 23040056 長久手市東原山34-1

松田

ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾀｶ

エスアール事務所まつだ

0561-61-0347

118 23960070 長久手市仏が根201

小池 香寿美

ｺｲｹ ｶｽﾞﾐ

小池香寿美社会保険労務士事務所

0561-62-5987

豊

119 23090096 長久手市坊の後1120

後藤 彰文

ｺﾞﾄｳ ｱｷﾌﾐ

後藤社労士事務所

052-737-5011

120 23070065 尾張旭市印場元町5-13-1

竹内 維江

ﾀｹｳﾁ ｽﾐｴ

竹内すみえ社会保険労務士事務所

0561-52-9647

121 23160044 尾張旭市桜ケ丘町3-96-2

坂柳 あゆみ

ｻｶﾔﾅｷﾞ ｱﾕﾐ

坂柳あゆみ社会保険労務士事務所

0561-52-6923

122 23090052 尾張旭市渋川町2-4-6

長縄 未来

ﾅｶﾞﾅﾜ ﾐｸ

長縄社会保険労務士事務所

0561-53-5973

123 23060021 尾張旭市庄南町1-1-13

伴野 史明

ﾊﾞﾝﾉ ﾌﾐｱｷ

ばんの社会保険労務士事務所

052-777-7892

124 23000049 尾張旭市城山町三ッ池6173-4

寺本 宣隆

ﾃﾗﾓﾄ ﾉﾘﾀｶ

寺本社会保険労務士事務所

0561-54-3485

125 23070081 尾張旭市新居町寺田3011-1

一場

ｲﾁﾊﾞ ﾀﾀﾞｼ

一場社会保険労務士事務所

0561-76-2216

126 23030011 尾張旭市西山町1-9-7

太田 兼之

ｵｵﾀ ｶﾈﾕｷ

愛知社労士事務所

052-760-7075

127 23050152 尾張旭市大久手町中松原996-5

木村

ｷﾑﾗ ﾏﾅﾌﾞ

労務プロテクトきむら事務所

0561-54-7855

128 23140097 尾張旭市東大久手町3-2-17

水野 佐知

ﾐｽﾞﾉ ｻﾁ

さち労務相談室

090-4237-7510

129 23140084 尾張旭市南原山町石原109-2

尾関

ｵｾﾞｷ ｻﾄｼ

尾関経営労務管理事務所

0561-53-2539

130 23910006 尾張旭市南新町中畑1-15

岡田 尚子

ｵｶﾀﾞ ﾋｻｺ

オフィス・ナビ

0561-54-0088

131 23040034 尾張旭市南本地ケ原町2-112

林田 憲昭

ﾊﾔｼﾀﾞ ﾉﾘｱｷ

旭綜合事務所

0561-52-3301

132 23170020 尾張旭市平子町中通226

内木 隆也

ﾅｲｷ ﾀｶﾔ

ナイキ社会保険労務士事務所

0561-52-3270

133 23040065 尾張旭市北原山町鳴湫1784-11

西川 桂爾

ﾆｼｶﾜ ｹｲｼﾞ

西川労務管理事務所

0561-54-9464

134 23080055 尾張旭市緑町緑ケ丘122-72

清水

ｼﾐｽﾞ ｹﾝ

旭清水社会保険労務士事務所

0561-52-8345

135 23020024 名古屋市北区安井1-11-25

長瀬 善紀

ﾅｶﾞｾ ﾖｼﾉﾘ

長瀬善紀社会保険労務士事務所

052-912-0707

136 23990101 名古屋市北区安井1-9-8

武内 光秋

ﾀｹｳﾁ ﾐﾂｱｷ

武内労務事務所

052-912-6750

137 23130035 名古屋市北区丸新町187

今井 利昌

ｲﾏｲ ﾄｼﾏｻ

今井事務所

052-901-5275

138 23990001 名古屋市北区丸新町187

加藤 麻紀

ｶﾄｳ ﾏｷ

かとう事務所

052-901-5275

139 23820397 名古屋市北区喜惣治1-300

林

正之

ﾊﾔｼ ﾏｻﾕｷ

社会保険労務士林正之事務所

052-902-1104

140 23030024 名古屋市北区喜惣治1-300-1

林

憲之

ﾊﾔｼ ﾉﾘﾕｷ

社会保険労務士林事務所

052-902-1104

141 22820262 名古屋市北区金城4-10-6

賀村 道弘

ｶﾑﾗ ﾐﾁﾋﾛ

賀村社会保険労務士事務所

052-911-0337

142 23830610 名古屋市北区金城町3-31-1

林

ﾊﾔｼ ｹﾝｲﾁ

林鍵一社会保険労務士事務所

052-914-7337

143 23830059 名古屋市北区駒止町2-89

大野 貞幸

ｵｵﾉ ｻﾀﾞﾕｷ

大野社会保険労務士事務所

052-991-4806

144 23950017 名古屋市北区玄馬町124

辻

ﾂｼﾞ ｷｸｴ

辻社会保険労務士事務所

052-901-3235

145 23090022 名古屋市北区光音寺町1-5

大沼 純子

ｵｵﾇﾏ ｼﾞｭﾝｺ

大沼社会保険労務士事務所

052-917-4832

146 36970004 名古屋市北区山田1-11-9

杉本 安行

ｽｷﾞﾓﾄ ﾔｽﾕｷ

ＹＡビジネスサポート

052-325-6890

147 23050021 名古屋市北区山田1-4-20

長澤 英喜

ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾃﾞｷ

アルファ社会保険労務士事務所

052-917-1112

148 23110002 名古屋市北区志賀町4-60-1-7-806

大瀧 義博

ｵｵﾀｷ ﾖｼﾋﾛ

大瀧社会保険労務士事務所

052-915-3725

忠

学

聡

健

鍵一

きくゑ

149 23930076 名古屋市北区志賀町4-60-22

堀

150 23010032 名古屋市北区志賀町4-60-33

明美

ﾎﾘ ｱｹﾐ

ホリマネジメント

052-916-7783

篠澤 恵美

ｼﾉｻﾞﾜ ｴﾐ

しのざわ社労士事務所

052-913-2558

151 23170105 名古屋市北区志賀町4-60-9

濱岡 武三

ﾊﾏｵｶ ﾀｹｿﾞｳ

社会保険労務士濱岡事務所

052-911-7797

152 23130116 名古屋市北区志賀本通1-21

青山

ｱｵﾔﾏ ｽｽﾑ

青山労務管理事務所

052-325-5761

153 23060070 名古屋市北区志賀本通1-38

廣岡 勝也

ﾋﾛｵｶ ｶﾂﾔ

廣岡社会保険労務士事務所

052-846-2280

154 23030092 名古屋市北区上飯田通2-40-1

森

ﾓﾘ ﾖｼﾀｶ

森社会保険労務士事務所

052-914-5352

155 23960012 名古屋市北区上飯田北町4-75-4-3-423

淺野 真理子

ｱｻﾉ ﾏﾘｺ

あさ社労士事務所

052-217-0239

156 23920082 名古屋市北区水切町1-17

稲垣

ｲﾅｶﾞｷ ｱｷﾗ

稲垣彰社会保険労務士事務所

052-981-5513

157 23170075 名古屋市北区成願寺1-6

脇田 幸雄

ﾜｷﾀ ﾕｷｵ

社会保険労務士脇田幸雄オフィス

052-938-3936

158 23000005 名古屋市北区清水4-15-1

太田 隆充

ｵｵﾀ ﾀｶﾐﾂ

太田経営労務研究所

052-912-6811

159 23050025 名古屋市北区清水4-15-1

佐藤 利衣子

ｻﾄｳ ﾘｴｺ

社会保険労務士青い鳥事務所

052-916-3700

160 23870013 名古屋市北区清水4-15-1

長谷川 清

ﾊｾｶﾞﾜ ｷﾖｼ

長谷川社労士事務所

052-912-0185

161 23830531 名古屋市北区清水4-6-8

大河内 勇

ｵｵｺｳﾁ ｲｻﾑ

大河内労務管理事務所

052-991-8933

162 23830202 名古屋市北区清水5-9-5

山口

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｺﾄ

社会保険労務士法人Ｔ＆Ｍ

052-990-8877

163 23100130 名古屋市北区西志賀町1-102-1

鈴木 昭明

ｽｽﾞｷ ﾃﾙｱｷ

鈴木社会保険労務士事務所

052-914-7170

164 23950057 名古屋市北区西志賀町5-26-4

曽根 桂子

ｿﾈ ｹｲｺ

曽根労務行政事務所

052-913-3511

165 23120145 名古屋市北区西味鋺4-206-1

石川 時久

ｲｼｶﾜ ﾄｷﾋｻ

いしかわ社労士・行政書士事務所

050-3488-3739

166 23160062 名古屋市北区西味鋺5-105

池邉

ｲｹﾍﾞ ｱｷﾗ

池辺社会保険労務士事務所

052-901-5565

167 23950054 名古屋市北区大曽根1-1-16

鷹橋 律子

ﾀｶﾊｼ ﾘﾂｺ

鷹橋社会保険労務士事務所

052-910-7790

168 23070050 名古屋市北区大曽根1-15-11

岩田 弘美

ｲﾜﾀ ﾋﾛﾐ

岩田社会保険労務士事務所

052-991-5880

169 23960010 名古屋市北区中切町1-86-1

峯垣 康代

ﾐﾈｶﾞｷ ﾔｽﾖ

みねがき労務管理事務所

052-910-7225

170 23110130 名古屋市北区辻本通3-18-1301

杉谷 紀子

ｽｷﾞﾔ ﾉﾘｺ

すぎや社会保険労務士事務所

052-910-1876

171 23160012 名古屋市北区楠2-801-3

加藤 俊一

ｶﾄｳ ｼｭﾝｲﾁ

あみん社会保険労務士事務所

052-903-1936

172 23180036 名古屋市北区楠味鋺1-208

近藤 慎治

ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾝｼﾞ

ピーチ社労士事務所

090-1861-7868

173 23170050 名古屋市北区楠味鋺3-2701-201

林

ﾊﾔｼ ﾋﾛﾕｷ

社会保険労務士林事務所

052-508-7513

174 23030004 名古屋市北区如意4-96

岡田 信次

ｵｶﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

岡田社会保険労務士事務所

052-909-4618

175 23140081 名古屋市北区萩野通1-45

吉川 高宏

ｷｯｶﾜ ﾀｶﾋﾛ

吉川経営労務マネジメントオフィス

052-938-4240

176 23960082 名古屋市北区敷島町38

磯貝 孝行

ｲｿｶﾞｲ ﾀｶﾕｷ

磯貝孝行社会保険労務士事務所

052-912-5331

177 23050061 名古屋市北区敷島町41-3

田中 重宏

ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾋﾛ

田中重宏社会保険労務士事務所

052-917-7401

178 23970024 名古屋市北区平安2-1-10

山口

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹｼ

社会保険労務士法人絆

052-982-6571

晋

吉隆

彰

眞

晃

宏行

剛

179 23020080 名古屋市北区柳原1-17-15

東

文雄

ﾋｶﾞｼ ﾌﾐｵ

ひがし経営相談事務所

052-913-2566

