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 23140070 みよし市園原1-5-1

三宅 勇司

ﾐﾔｹ ﾕｳｼﾞ

みやけ社会保険労務士事務所

0561-76-4681

2 23050075 みよし市黒笹いずみ3-18-10

冨田

ﾄﾐﾀ ﾂﾄﾑ

冨田事務所

0561-36-2162

3 23110042 みよし市三好丘1-7-12

鈴木 常夫

ｽｽﾞｷ ﾂﾈｵ

鈴木常夫社会保険労務士事務所

0561-36-1938

4 23020099 みよし市三好丘あおば2-8-5

塚本 祥博

ﾂｶﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ

塚本社会保険労務士事務所

0561-42-5337

5 23090023 みよし市三好丘旭1-14-6

石田 輝樹

ｲｼﾀﾞ ﾃﾙｷ

石田社会保険労務士事務所

0561-76-2255

6 23910014 みよし市三好町前畑38-2

深谷 正規

ﾌｶﾔ ﾏｻｷ

社会保険労務士法人深谷社労士事務所

0561-34-2330

7 23820181 みよし市三好町前畑38-2

深谷 雄二

ﾌｶﾔ ﾕｳｼﾞ

社会保険労務士法人深谷社労士事務所

0561-34-2330

8 23890036 みよし市西一色町中984-3

加藤 正志

ｶﾄｳ ﾏｻｼ

社会保険労務士加藤正志事務所

080-3621-0465

9 23820814 みよし市西陣取山92

久野 三世司

ｸﾉ ﾐﾖｼ

陣取労務管理事務所

0561-34-4022

10 23020023 みよし市打越町下屋敷18

光岡 紀子

ﾐﾂｵｶ ﾉﾘｺ

光岡社会保険労務士事務所

0561-32-4510

11 23000011 みよし市福谷町杁ノ奥4-17

柳川

ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀｹｼ

柳川社会保険労務士事務所

0561-36-3603

12 23110016 岡崎市葵町1-10

鈴木 志信

ｽｽﾞｷ ｼﾉﾌﾞ

Office Aim.

0564-83-6689

13 23070075 岡崎市井田町1-137

川本 泰基

ｶﾜﾓﾄ ﾔｽｷ

川本社労士事務所

0564-21-4776

14 23820849 岡崎市井田町字1-116

市川 万洋

ｲﾁｶﾜ ﾊﾞﾝﾖｳ

市川事務所

0564-21-0015

15 23040064 岡崎市井田町字4-166

上杉 典子

ｳｴｽｷﾞ ﾉﾘｺ

上杉社会保険労務士事務所

0564-25-1356

16 23010043 岡崎市井内町字久世25-2

岡田 祥輝

ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ

社会保険労務士法人東海労務保険事務所

0564-53-0656

17 23010044 岡崎市井内町字久世25-2

髙原 美智代

ﾀｶﾊﾗ ﾐﾁﾖ

髙原社会保険労務士事務所

0564-53-0656

18 23890045 岡崎市稲熊町字3-73

中嶋 素啓

ﾅｶｼﾞﾏ ﾓﾄﾋﾛ

中嶋労務管理事務所

0564-22-5431

19 23980065 岡崎市羽根町鰻池70-3

新美 英一

ﾆｲﾐ ｴｲｲﾁ

ニイミ社会保険労務士事務所

0564-51-2039

20 23920085 岡崎市羽根町字大池41-2

畔柳 富雄

ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾄﾐｵ

社会保険労務士畔柳富雄事務所

0564-55-2370

21 23900026 岡崎市羽根町字大池51-2

伊藤 晴海

ｲﾄｳ ﾊﾙﾐ

伊藤経営労務管理事務所

0564-51-6708

22 23140014 岡崎市羽根町字北ノ郷45

古井 奈緒子

ﾌﾙｲ ﾅｵｺ

古井社会保険労務士事務所

0564-54-3777

23 23170076 岡崎市下和田町字神宮司12-4

判治 朋哉

ﾊﾝｼﾞ ﾄﾓｷ

判治社会保険労務士事務所

0564-77-7178

24 23930074 岡崎市鴨田町字山ノ圦55

堺

ｻｶｲ ｸﾆﾋｻ

社会保険労務士堺國久事務所

0564-22-8736

25 23820973 岡崎市鴨田町字池内54-10

手嶋

ﾃｼﾏ ﾏﾅﾌﾞ

社会保険労務士手嶋学事務所

0564-24-6262

26 23050034 岡崎市鴨田町字北魂場53-2

伊藤 利之

ｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ

伊藤利之社会保険労務士事務所

0564-23-7526

27 23000080 岡崎市茅原沢町字茅生5-9

尾﨑

ｵｻﾞｷ ﾋﾛｼ

社会保険労務士尾﨑事務所

0564-47-3423

28 23980001 岡崎市岩津町2-2-7

松井 和代

ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾖ

松井和代社会保険労務士事務所

0564-45-4402

力

雄

國久
学

宏

29 23030071 岡崎市橋目町御小屋西190-2

下村 悦子

ｼﾓﾑﾗ ｴﾂｺ

社会保険労務士下村事務所

0564-31-1784

30 23900053 岡崎市欠町字金谷10-1

岩郷 賢寛

ｲﾜｺﾞｳ ﾏｻﾋﾛ

社会保険労務士法人アイビス

0564-25-8078

31 23060047 岡崎市欠町字三田田南通1-1

宮地

ﾐﾔﾁ ﾉﾎﾞﾙ

人事労務総合マネジメント ミヤチ社労士事務所

0564-83-7083

32 23050013 岡崎市欠町字石ケ崎19-1

杉浦 章允

ｽｷﾞｳﾗ ｱｷﾖｼ

すぎうら労務管理事務所

0564-77-3013

33 24070022 岡崎市欠町字石ヶ崎71-1

鈴木 和則

ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾉﾘ

ＫＳ社労士事務所

0564-22-6235

34 23050101 岡崎市戸崎町字越舞25-4

伊奈 道江

ｲﾅ ﾐﾁｴ

伊奈社会保険労務士事務所

0564-54-6680

35 23010036 岡崎市戸崎町字東山31-2

山崎

啓

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｼ

山崎社会保険労務士事務所

0564-55-6113

36 23100067 岡崎市康生通南3-5

沼田

修

ﾇﾏﾀ ｵｻﾑ

社会保険労務士事務所ＴＳＣ岡崎

0564-77-9544

37 23820275 岡崎市材木町96-1

堀岡 喜美男

ﾎﾘｵｶ ｷﾐｵ

城北労務管理事務所

0564-23-3645

38 23960019 岡崎市松本町1-51

加藤 雄士

ｶﾄｳ ﾕｳｼﾞ

加藤雄士社会保険労務士事務所

0564-21-3825

39 23100033 岡崎市上地1-36-22

山森 弘久

ﾔﾏﾓﾘ ﾋﾛﾋｻ

山森社会保険労務士事務所

0564-52-9009

40 23980038 岡崎市上地4-1-5

杉浦 友彦

ｽｷﾞｳﾗ ﾄﾓﾋｺ

社会保険労務士杉浦事務所

0564-55-6411

41 23050032 岡崎市上和田町字南屋敷3

平野 謙吾

ﾋﾗﾉ ｹﾝｺﾞ

社会保険労務士事務所リンク・サポート

0564-55-3941

42 23160011 岡崎市西本郷町字和志山12

中垣 聖代

ﾅｶｶﾞｷ ﾏｻﾖ

中垣社会保険労務士事務所

0564-73-2324

43 23150120 岡崎市赤渋町字蔵西12-1

鈴木 康弘

ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ

オフィス鈴木

0564-83-9351

44 23960027 岡崎市大和町字荒田57-9

尾寺 貴子

ｵﾃﾞﾗ ﾀｶｺ

尾寺貴子社会保険労務士事務所

0564-32-5268

45 23820340 岡崎市中町大門通21-9

蜂須賀 正人

ﾊﾁｽｶ ﾏｻﾄ

竜城労務管理事務所

0564-22-6735

46 23070083 岡崎市中島中町4-3-17

三浦 太介

ﾐｳﾗ ﾀｲｽｹ

社会保険労務士三浦事務所

0564-43-3216

47 23920090 岡崎市中島東町3-6-15

平岩 文裕

ﾋﾗｲﾜ ﾌﾐﾋﾛ

社会保険労務士平岩事務所

0564-43-6241

48 23940035 岡崎市柱4-2-9

中瀬 高子

ﾅｶｾ ﾀｶｺ

中瀬社会保険労務士事務所

0564-58-4357

49 23160055 岡崎市柱曙1-2-7

栗田 和明

ｸﾘﾀ ｶｽﾞｱｷ

和経営労務管理事務所

0564-54-2307

50 23960071 岡崎市柱町字東荒子58

寺田 浩文

ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ

寺田労務コンシェルジュ事務所

0564-52-0292

51 23820317 岡崎市伝馬通4-31

神谷

ｶﾐﾔ ｱｷﾗ

神谷旭社会保険労務士事務所

0565-55-1917

52 23020074 岡崎市伝馬通5-68

齋藤 由美子

ｻｲﾄｳ ﾕﾐｺ

齋藤由美子社会保険労務士事務所

0564-26-5863

53 23090032 岡崎市渡町字薬師畔6-10

坂口 千晶

ｻｶｸﾞﾁ ﾁｱｷ

坂口社会保険労務士事務所

0564-32-5716

54 23030094 岡崎市土井町字駒之舞3

武田 崇義

ﾀｹﾀﾞ ﾀｶﾖｼ

社会保険労務士武田労務管理事務所

0564-59-3700

55 23840047 岡崎市藤川台1-5-11

新美 清嗣

ﾆｲﾐ ｷﾖﾂｸﾞ

新美経営

0564-48-7868

56 23820568 岡崎市堂前町2-6-18

片岡 則夫

ｶﾀｵｶ ﾉﾘｵ

社会保険労務士片岡則夫事務所

0564-21-5904

57 23150042 岡崎市洞町八王子11-28

桑原 佐利

ｸﾜﾊﾗ ｻﾄｼ

桑原社会保険労務士事務所

090-8860-1766

58 23040037 岡崎市梅園町2-7-5

奥村 直也

ｵｸﾑﾗ ﾅｵﾔ

社会保険労務士奥村事務所

0564-65-5585

昇

旭

59 23130112 岡崎市八帖南町2-3-14

鎌田 明夫

ｶﾏﾀﾞ ｱｷｵ

かまだ経営労務事務所

0564-24-2534

60 23030028 岡崎市美合町字南屋敷23

安藤 貴文

ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾌﾐ

TAKA労務管理事務所

0564-64-2924

61 23820862 岡崎市美合町字平地63-3

都築 俊之

ﾂﾂﾞｷ ﾄｼﾕｷ

都築労務事務所

0564-51-4123

62 23100068 岡崎市百々町字七社4-1-1

永谷 律子

ﾅｶﾞﾔ ﾘﾂｺ

よつば労務管理事務所

0564-74-2774

63 23050105 岡崎市舞木町字小井沢7-34

中澤 邦夫

ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾆｵ

中澤邦夫社会保険労務士事務所

0564-48-6596

64 23150028 岡崎市福岡町シケ畑84

清水 博幸

ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ

社労士事務所清水

0564-52-3987

65 23130102 岡崎市福岡町字北裏27-1

伊東

ｲﾄｳ ﾀｶｼ

いとう社会保険労務士事務所

0564-54-1350

66 23150099 岡崎市北野町字東河原31-1

河原 優美子

ｶﾜﾊﾗ ﾕﾐｺ

河原社会保険労務士ＦＰ事務所

0564-32-5057

67 13900059 岡崎市本宿町下トコサフ1-119

中村 仁美

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ

社会保険労務士中村仁美事務所

0564-48-2095

68 23050074 岡崎市明大寺町奥山21

永井 いづみ

ﾅｶﾞｲ ｲﾂﾞﾐ

いづみ社労士事務所

0564-51-5091

69 23180053 岡崎市明大寺町諸神57-2

加藤 善士

ｶﾄｳ ﾖｼｼﾞ

もろかみ社会保険労務士事務所

0564-55-8099

70 23020095 岡崎市緑丘1-28-1

小林 克正

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾏｻ

小林社会保険労務士事務所

0564-71-7616

71 23120074 岡崎市緑丘3-7-3

近藤 克明

ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂｱｷ

Ｋｅｉ労務・経営サポートオフィス

0564-53-4966

72 23010067 岡崎市六名新町2-17

鈴木 幸夫

ｽｽﾞｷ ｻﾁｵ

社会保険労務士鈴木事務所

0564-53-5817

73 23060026 岡崎市六名東町1-4

稲葉

ｲﾅﾊﾞ ｱｷﾗ

稲葉晃社会保険労務士事務所

0564-53-1421

74 23920072 岡崎市六名東町4-22

安藤 隆幸

ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ

社会保険労務士安藤事務所

0564-55-3345

75 23130045 岡崎市六名東町4-22

太田 幸子

ｵｵﾀ ｻﾁｺ

社会保険労務士太田事務所

0564-55-3345

76 23090063 額田郡幸田町大字菱池字寺西1-1

都築 俊雄

ﾂﾂﾞｷ ﾄｼｵ

社会保険労務士つづき事務所

0564-62-4377

77 23980050 額田郡幸田町大字菱池字野々宮14

菅沼

ｽｶﾞﾇﾏ ｲｻｵ

すがぬま社会保険労務士事務所

0564-62-1997

78 23170053 額田郡幸田町菱池大久後28-1

粟田 小雪

ｱﾜﾀ ｺﾕｷ

あわた社会保険労務士事務所

090-5107-0624

79 23820599 豊田市井上町10-36-4

加藤 岳義

ｶﾄｳ ﾀｹﾖｼ

加藤社会保険労務士事務所

0565-46-1811

80 23950050 豊田市栄生町5-40-7

朝倉

ｱｻｸﾗ ｱﾂｼ

朝倉労務管理事務所

0565-31-6144

81 23970049 豊田市永覚新町1-23-6

窪谷 多津江

ｸﾎﾞﾔ ﾀﾂｴ

窪谷社会保険労務士事務所

0565-24-3737

82 23820321 豊田市鴛鴨町上高根41-3

清水

ｼﾐｽﾞ ﾉﾎﾞﾙ

清水社会保険労務士事務所

0565-27-4455

83 23010057 豊田市下市場町8-38-2

市川 照美

ｲﾁｶﾜ ﾃﾙﾐ

市川社会保険労務士事務所

0565-33-6428

84 23940050 豊田市花本町宇津木173-5

齋藤 邦夫

ｻｲﾄｳ ｸﾆｵ

社会保険労務士齋藤邦夫事務所

0565-46-3537

85 23100023 豊田市喜多町2-95

加藤 大悟

ｶﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ

豊田中央社労士FP事務所

0565-32-2224

86 23010097 豊田市吉原町前田28

鵜飼 尋子

ｳｶｲ ﾋﾛｺ

社会保険労務士鵜飼尋子事務所

0565-53-2727

87 22140036 豊田市京町3-106-1

小森 章規

ｺﾓﾘ ｱｷﾉﾘ

小森社会保険労務士事務所

0565-42-5853

88 23050117 豊田市京町6-8-2

眞野 秀興

ﾏﾉ ﾋﾃﾞｵｷ

眞野労務管理事務所

0565-46-7216

毅

晃

勲

淳

昇

89 23120103 豊田市御幸本町1-133-6

横山 要範

ﾖｺﾔﾏ ﾄｼﾉﾘ

社会保険労務士法人Sunny Job Design 豊田事務所

0565-63-5895

90 23050014 豊田市御幸本町2-205-8

磯部 晃作

ｲｿﾍﾞ ｺｳｻｸ

i-Roum

0565-28-2911

91 23010059 豊田市幸町下郷中21

稲波 忠臣

ｲﾅﾐ ﾀﾀﾞｵﾐ

オフィス Ⅰ

0565-25-0272

92 23820236 豊田市高上1-10-6

正木 克美

ﾏｻｷ ｶﾂﾐ

正木労務管理事務所

0565-88-5844

93 23970095 豊田市高美町1-37

武川 孝治

ﾀｹｶﾜ ｺｳｼﾞ

武川孝治社労士事務所

0565-52-2954

94 23060033 豊田市桜町2-51

成田 直政

ﾅﾘﾀ ﾅｵﾏｻ

成田社会保険労務士事務所

0565-35-7678

95 23950056 豊田市三軒町7-64

丸地 康仁

ﾏﾙﾁ ﾔｽﾋﾄ

ミッドランド社会保険労務士法人

0565-47-0111

96 23960001 豊田市山之手1-46

加藤 雅夫

ｶﾄｳ ﾏｻｵ

加藤労務管理事務所

0565-27-5125

97 23120014 豊田市山之手1-88

杉田

ｽｷﾞﾀ ﾋﾛﾑ

社会保険労務士山之手事務所

0565-28-5200

98 23180024 豊田市山之手7-25-3

片桐 一穂

ｶﾀｷﾞﾘ ｶｽﾞﾎ

片桐社会保険労務士事務所

090-1757-3211

99 23120040 豊田市四郷町山畑106

渡邉 紀代

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘﾖ

渡邉事務所

0565-44-0405

100 23180055 豊田市市木町1-25-3

大澤 賢悟

ｵｵｻﾜ ｹﾝｺﾞ

大澤賢悟社労士事務所

0565-89-8888

101 23980051 豊田市志賀町香九礼1-173

山下 スガ子

ﾔﾏｼﾀ ｽｶﾞｺ

山下スガ子社会保険労務士事務所

0565-87-3099

102 23110095 豊田市汐見町4-74-2

木戸 義明

ｷﾄﾞ ﾖｼｱｷ

木戸社会保険労務士事務所

0565-32-6271

103 23920083 豊田市室町2-55-1

近藤 伊恵子

ｺﾝﾄﾞｳ ｲｴｺ

近藤社会保険労務士事務所

0565-58-2555

104 14060142 豊田市若林西町象面32

都築 伸児

ﾂﾂﾞｷ ｼﾝｼﾞ

ツヅキ社労士事務所

0565-52-0560

105 23040024 豊田市若林東町宮間8

岩瀬 千秋

ｲﾜｾ ﾁｱｷ

岩瀬社会保険労務士事務所

0565-53-2795

106 23070025 豊田市若林東町上外根1-2

土田 英範

ﾂﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ

つちだ社労士事務所

0565-53-6030

107 23020030 豊田市若林東町新屋敷5-3

齋藤 好美

ｻｲﾄｳ ﾖｼﾐ

齋藤好美社会保険労務士事務所

0565-52-6599

108 23980010 豊田市樹木町5-49

堀切 義人

ﾎﾘｷﾘ ﾖｼﾄ

堀切労務管理事務所

0565-33-6618

109 23070100 豊田市渋谷町3-37-13

中村 浩二

ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ

なかむら経営労務管理事務所

0565-50-5355

110 23050137 豊田市小坂町5-57-5

西山

透

ﾆｼﾔﾏ ﾄｵﾙ

西山透社会保険労務士事務所

0565-32-0399

111 23100021 豊田市小坂町6-64-5

柴田

悟

ｼﾊﾞﾀ ｻﾄﾙ

柴田経営労務研究所

0565-31-7036

112 23950022 豊田市昭和町2-22-3

谷口 健司

ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ

谷口社会保険労務士事務所

0565-31-9521

113 23000079 豊田市上挙母3-27-1

春日井 由崇

ｶｽｶﾞｲ ﾖｼﾀｶ

かすがい労務管理

0565-34-2839

114 23820229 豊田市上原町西山675-4

内藤 美登里

ﾅｲﾄｳ ﾐﾄﾞﾘ

社会保険労務士内藤美登里事務所

0565-46-9201

115 23940032 豊田市浄水町伊保原234-3

永島 壽子

ﾅｶﾞｼﾏ ﾋｻｺ

永島社労士事務所

0565-77-3710

116 23040083 豊田市浄水町伊保原305

倉橋 大輔

ｸﾗﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ

倉橋社会保険労務士事務所

0565-47-0547

117 23090064 豊田市生駒町寿194

林

ﾊﾔｼ ﾕｷﾀｶ

名央経営労務管理事務所

0565-57-2103

118 23080028 豊田市西町4-26-3

寺田 好伸

ﾃﾗﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ

寺田好伸社会保険労務士事務所

0565-41-7240

廣

行孝

119 23910049 豊田市大見町3-87

細井 真一郎

ﾎｿｲ ｼﾝｲﾁﾛｳ

社会保険労務士細井真一郎事務所

0565-58-3170

120 23040007 豊田市大林町15-8-5

成瀬

ﾅﾙｾ ﾄｵﾙ

社会保険労務士成瀬事務所

0565-29-1551

121 23940039 豊田市竹町谷間120-1

天野 初音

ｱﾏﾉ ﾊﾂﾈ

天野社会保険労務士事務所

0565-53-2670

122 23110127 豊田市朝日町2-7-1

倉田

ｸﾗﾀ ｱｷﾗ

エーエムエス労務管理事務所

0565-36-0463

123 23040050 豊田市長興寺2-19

高木 正年

ﾀｶｷ ﾏｻﾄｼ

たかき総合労務事務所

0565-42-2606

124 23070016 豊田市田中町5-39

松永 義彦

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾖｼﾋｺ

松永社会保険労務士事務所

0565-28-0135

125 23820448 豊田市美山町1-58-4

杉本 鋹弘

ｽｷﾞﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ

杉本労務管理事務所

0565-28-9255

126 23010088 豊田市美里2-22-14

林

ﾊﾔｼ ﾃﾂﾛｳ

ネクサスマネジメント

052-228-9842

127 23080054 豊田市平戸橋町永和76-22

成瀬 永朱子

ﾅﾙｾ ｴﾐｺ

成瀬社会保険労務士事務所

0565-77-2609

128 23980033 豊田市本新町5-78-1

今井 一暢

ｲﾏｲ ｶｽﾞﾉﾌﾞ

今井経営労務管理事務所

0565-37-1890

129 23900010 豊田市本新町5-78-1

大滝 春義

ｵｵﾀｷ ﾊﾙﾖｼ

社会保険労務士大滝春義事務所

090-8951-8123

通

晃

哲郎

