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 23060068 安城市宇頭茶屋町大浜屋敷6

伊藤 清人

ｲﾄｳ ｷﾖﾋﾄ

愛知中央労務管理事務所

0566-98-3051

2 23010062 安城市高棚町芦池122-3-D

鳥居

ﾄﾘｲ ﾔｽｼ

碧労務管理事務所

0566-55-4040

3 23870023 安城市高棚町大道81

奥谷 郁子

ｵｸﾔ ｲｸｺ

奥谷社会保険労務士事務所

0566-92-2131

4 23080109 安城市三河安城町2-7-2

石田 博幸

ｲｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

石田社会保険労務士事務所

0566-79-3880

5 23830276 安城市三河安城町2-8-4

深津 繁美

ﾌｶﾂ ｼｹﾞﾐ

深津社会保険労務士事務所

0566-76-4666

6 23100086 安城市三河安城南町1-15-10

長坂 満知子

ﾅｶﾞｻｶ ﾏﾁｺ

長坂社会保険労務士事務所

0566-70-9500

7 23960079 安城市三河安城南町2-7-5

二村 恭世

ﾆﾑﾗ ﾔｽﾖ

社会保険労務士法人二村事務所

0566-70-7196

8 23080119 安城市三河安城本町2-1-10

白石 美佐子

ｼﾗｲｼ ﾐｻｺ

白石社会保険労務士事務所

0566-91-3128

9 23120044 安城市三河安城本町2-1-10

仲井 達治

ﾅｶｲ ﾀﾂｼﾞ

かがやき社会保険労務士法人

0566-77-0815

10 23130103 安城市三河安城本町2-7-18

鈴置 理愛

ｽｽﾞｵｷ ﾘｴ

スズオキ社労士事務所

0566-91-2662

11 23960078 安城市篠目町古林78-6

高梨 泰子

ﾀｶﾅｼ ﾔｽｺ

高梨労務総合事務所

0566-75-9291

12 23080135 安城市小川町山田20

加藤 康彦

ｶﾄｳ ﾔｽﾋｺ

かとう社労士事務所

0566-99-0268

13 23020078 安城市小堤町15-3

岩間 正満

ｲﾜﾏ ﾏｻﾐﾂ

岩間社会保険労務士事務所

0566-72-4712

14 23110098 安城市昭和町13-8

川澄 琴枝

ｶﾜｽﾐ ｺﾄｴ

琴労務総合事務所

0566-74-0424

15 23150080 安城市城南町1-5-5

志波 和佳

ｼﾊﾞ ｶｽﾞﾖｼ

志経営労務事務所

090-6509-1720

16 23830282 安城市赤松町新屋敷70

大参 直子

ｵｵﾐ ﾅｵｺ

社会保険労務士事務所みらいサポート

0566-75-5590

17 23050064 安城市池浦町丸田178

山口 俊雄

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼｵ

山口俊雄社会保険労務士事務所

0566-76-8847

18 23900012 安城市池浦町池東20-4

小野内 友子

ｵﾉｳﾁ ﾄﾓｺ

小野内社会保険労務士事務所

0566-74-2711

19 23070117 安城市福釜町河原21

杉浦 正章

ｽｷﾞｳﾗ ﾏｻｱｷ

杉浦正章社会保険労務士事務所

0566-75-4043

20 23920017 安城市箕輪町半夏1-2

萩原 美納子

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐﾅｺ

社会保険労務士法人森田経営

0566-77-3028

21 23830519 安城市箕輪町半夏1-2

森田 忠義

ﾓﾘﾀ ﾀﾀﾞﾖｼ

社会保険労務士法人森田経営

0566-77-3028

22 23140091 安城市里町4-8-1

鈴木 義崇

ｽｽﾞｷ ﾖｼﾀｶ

Oplysning社会保険労務士事務所

0566-93-4985

23 23820864 安城市里町石橋21-11

前田 幸一

ﾏｴﾀﾞ ｺｳｲﾁ

前田社会保険労務士事務所

0566-97-9379

24 23050067 安城市里町日吉41

浅見 孝男

ｱｻﾐ ﾀｶｵ

浅見社会保険労務士事務所

0566-98-1388

25 23070048 安城市里町北井畑1-63

前田 美絵子

ﾏｴﾀﾞ ﾐｴｺ

Ｍieko労務管理事務所

0566-96-5006

26 23830151 安城市里町北井畑1-78

下村

ｼﾓﾑﾗ ﾕﾀｶ

下村社会保険労務士事務所

0566-97-0130

27 23000069 刈谷市一ツ木町1-7-25

加藤 尚彦

ｶﾄｳ ﾅｵﾋｺ

加藤事務所

0566-78-7571

28 23140016 刈谷市恩田町1-169-2

名屋 浩志

ﾅﾔ ﾋﾛｼ

名屋社労士事務所

052-308-5086

靖

豊

29 23100063 刈谷市御幸町1-58

鈴木 久美子

ｽｽﾞｷ ｸﾐｺ

八千代社会保険労務士事務所

090-8957-8379

30 23090028 刈谷市幸町2-3-3

守山 暁子

ﾓﾘﾔﾏ ｱｷｺ

守山社会保険労務士事務所

0566-23-3240

31 22090001 刈谷市高松町1-8

杉浦 資子

ｽｷﾞｳﾗ ﾓﾄｺ

ハミング労務管理事務所

0566-45-5851

32 23000054 刈谷市高松町4-26

鎌田 さち代

ｶﾏﾀ ｻﾁﾖ

鎌田社会保険労務士事務所

0566-21-7180

33 23900033 刈谷市高須町石山24-3

永井 敏子

ﾅｶﾞｲ ﾄｼｺ

永井社会保険労務士事務所

0566-22-4870

34 23000089 刈谷市今岡町宮本9-1

木嵜 真一

ｷｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ

社労士アシストアップ

0566-61-8077

35 23030122 刈谷市今川町1-651

塚本 好惠

ﾂｶﾓﾄ ﾖｼｴ

塚本好恵社会保険労務士事務所

0566-36-0538

36 23100002 刈谷市今川町赤羽根5-1

中山

ﾅｶﾔﾏ ﾉﾎﾞﾙ

中山社会保険労務士事務所

0566-78-1829

37 23960039 刈谷市若松町2-103

手嶋 真理

ﾃｼﾏ ﾏﾘ

手嶋労務マネジメント

0566-21-2064

38 23080050 刈谷市寿町2-201-1

佐々木 朱美

ｻｻｷ ｱｹﾐ

佐々木朱美社会保険労務士事務所

0566-93-9998

39 23900016 刈谷市小垣江町下110

杉浦 章浩

ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶﾋﾛ

社会保険労務士杉浦労務管理事務所

0566-27-9933

40 23140116 刈谷市小垣江町下110番地

杉浦 悠仁

ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳﾄ

社会保険労務士杉浦労務管理事務所

0566-27-9933

41 23060054 刈谷市小垣江町下半ノ木29-1

杉浦 啓治

ｽｷﾞｳﾗ ｹｲｼﾞ

杉浦人事労務

0566-23-7202

42 23900074 刈谷市小垣江町中98

金原 静子

ｷﾝﾊﾞﾗ ｼｽﾞｺ

刈谷労務管理センター

0566-22-1416

43 23000055 刈谷市小垣江町中98

柴垣 仁美

ｼﾊﾞｶﾞｷ ﾋﾄﾐ

刈谷労務管理センター

0566-22-1416

44 23820283 刈谷市小垣江町中伊勢山10-1

吉浦 実男

ﾖｼｳﾗ ｼﾞﾂｵ

吉浦経営労務事務所

0566-24-1483

45 23140087 刈谷市松栄町2-2-8

内藤 えみ

ﾅｲﾄｳ ｴﾐ

内藤えみ社会保険労務士事務所

0566-21-5071

46 23820358 刈谷市新栄町3-53

河合 清文

ｶﾜｲ ｷﾖﾌﾐ

河合社会保険労務士事務所

0566-21-5100

47 23820477 刈谷市神明町6-302

御所園 輝雄

ｺﾞｼｮｿﾞﾉ ﾃﾙｵ

御所園会計事務所

0566-22-9373

48 23040068 刈谷市大手町1-50

渡部 千鶴

ﾜﾀﾍﾞ ﾁﾂﾞﾙ

オフィス渡部

0566-21-0167

49 23110136 刈谷市大正町3-208

樋口 ゆかり

ﾋｸﾞﾁ ﾕｶﾘ

樋口社会保険労務士事務所

0566-21-2260

50 23920027 刈谷市大正町6-315

村松 昌樹

ﾑﾗﾏﾂ ﾏｻｷ

村松労務管理事務所

0566-22-2580

51 23100073 刈谷市中山町1-3

宮本 友紀

ﾐﾔﾓﾄ ﾕｷ

社会保険労務士事務所ワークフル

0566-24-5519

52 23150114 刈谷市中手町3-405

磯村 康雄

ｲｿﾑﾗ ﾔｽｵ

磯村社会保険労務士事務所

0566-56-2729

53 23970078 刈谷市南桜町1-17

内藤 小次郎

ﾅｲﾄｳ ｺｼﾞﾛｳ

内藤事務所

0566-22-7761

54 23050023 刈谷市八幡町6-45

飛田 勝彦

ﾋﾀﾞ ｶﾂﾋｺ

ひだかつひこ事務所

0566-22-3812

55 23970087 刈谷市半城土中町3-17-11

加藤 高善

ｶﾄｳ ﾀｶﾖｼ

グッドローム

0566-24-3948

56 23100080 刈谷市板倉町1-3-9

池 ちひろ

ｲｹ ﾁﾋﾛ

池社会保険労務士事務所

0566-21-1904

57 23890032 刈谷市末広町3-14-10

粂

ｸﾒ ﾄﾓﾐ

粂労務管理事務所

0566-28-0218

58 23990082 高浜市呉竹町6-2-26

岩月 剛史

ｲﾜﾂｷ ﾀｹｼ

つばさ人事労務

0566-52-1002

昇

友實

59 23990019 高浜市春日町3-1-13

小川

義

ｵｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ

高浜労務管理事務所

0566-52-1636

60 23120072 高浜市春日町7-8-20

長木

智

ﾅｶﾞｷ ｻﾄｼ

ながき社労士事務所

0566-53-1783

61 23820183 高浜市青木町4-5-31

福井 雅利

ﾌｸｲ ﾏｻﾄｼ

社会保険労務士福井事務所

0566-53-0772

62 23900067 高浜市湯山町8-8-16

柴田 比呂志

ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ

あおみ労務事務所

0566-53-7870

63 23820357 高浜市稗田町3-7-25

笠松 弘子

ｶｻﾏﾂ ﾋﾛｺ

笠松社会保険労務士事務所

0566-53-3253

64 23920025 西尾市一色町赤羽下郷中21

髙須 昭彦

ﾀｶｽ ｱｷﾋｺ

高須社会保険労務士事務所

0563-73-5673

65 23070125 西尾市一色町赤羽後田90-5

小池 勝美

ｺｲｹ ｶﾂﾐ

社会保険労務士事務所ＶＩＢ

0563-74-2722

66 23040046 西尾市一色町池田松原33

髙津 直治

ﾀｶﾂ ﾅｵｼﾞ

たかつ経営労務事務所

0563-73-5282

67 23910039 西尾市下永長町広畑38-2

野々山 秀美

ﾉﾉﾔﾏ ﾋﾃﾞﾐ

野々山経営労務事務所

0563-52-2236

68 23820046 西尾市花ノ木町3-2

犬塚 伸行

ｲﾇﾂﾞｶ ﾉﾌﾞﾕｷ

犬塚労務管理事務所

0563-54-3531

69 23820247 西尾市寄住町柴草16-2

坂田 陽信

ｻｶﾀ ﾊﾙﾉﾌﾞ

坂田労働研究所

0563-56-8023

70 23120064 西尾市吉良町津平上天神141

平井 裕二

ﾋﾗｲ ﾕｳｼﾞ

平井コンサルティング事務所

0563-35-4718

71 23850046 西尾市熊味町大道南68

安田 真司

ﾔｽﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

安田社会保険労務士事務所

0563-54-4429

72 23010108 西尾市熊味町大道北86-1

杉浦 卓二

ｽｷﾞｳﾗ ﾀｸｼﾞ

杉浦労務管理事務所

0563-54-9378

73 23120150 西尾市熊味町大道北86-1

杉浦 宏幸

ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾛﾕｷ

杉浦労務管理事務所

0563-54-9378

74 23830021 西尾市戸ヶ崎4-19-10

山口

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾗ

山口社会保険労務士事務所

0563-57-1593

75 23940024 西尾市吾妻町45

三浦 眞澄

ﾐｳﾗ ﾏｽﾐ

三浦事務所

0563-54-2258

76 23820560 西尾市行用町東屋敷104

小池

ｺｲｹ ﾀｶｼ

小池社会保険労務士事務所

0563-56-2677

77 23110092 西尾市桜木町4-44

平山 文生

ﾋﾗﾔﾏ ﾌﾐｵ

社会保険労務士ひらやま年金・労務綜合事務所

0563-65-6031

78 23830391 西尾市寺津2-11-6

早川

ﾊﾔｶﾜ ｱｷﾗ

早川晃社会保険労務士事務所

0563-75-0135

79 23070049 西尾市住崎町経塚7-14

齋藤 泰之

ｻｲﾄｳ ﾔｽﾕｷ

斉藤社会保険労務士事務所

0563-56-6034

80 23110034 西尾市上町焼山18-2

出口 隆史

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾀｶｼ

出口労務保険事務所

0563-56-1671

81 23020045 西尾市上町南荒子10

加藤 祐治

ｶﾄｳ ﾕｳｼﾞ

あい人事オフィス

0563-55-0351

82 23940023 西尾市城崎町4-25

大山 葉子

ｵｵﾔﾏ ﾖｳｺ

大山葉子社会保険労務士事務所

0563-56-3176

83 23940067 西尾市西幡豆町荒佐分63-4

深谷 実知子

ﾌｶﾔ ﾐﾁｺ

深谷社会保険労務士事務所

0563-62-3032

84 23150072 西尾市川口町神明52-2

石川 洋一

ｲｼｶﾜ ﾖｳｲﾁ

石川社会保険労務士事務所

090-1236-0072

85 23050123 西尾市中畑町前山61-1

髙須 忠弘

ﾀｶｽ ﾀﾀﾞﾋﾛ

髙須忠弘社会保険労務士事務所

0563-59-6268

86 23080042 西尾市鳥羽町平松59-3

大澤

ｵｵｻﾜ ﾀｶｼ

大澤社会保険労務士事務所

0563-62-3069

87 23130099 西尾市徳永町北屋敷59-2

永谷 浩太

ﾅｶﾞﾔ ｺｳﾀ

永谷社会保険労務士事務所

0563-77-3772

88 23030052 西尾市法光寺町西畑56-2

手島 美和

ﾃｼﾏ ﾐﾜ

てしま事務所

0563-53-1223

章

孝

晃

隆

89 23930065 西尾市緑町4-24

鈴木 豊治

ｽｽﾞｷ ﾄﾖｼﾞ

鈴木豊治社会保険労務士事務所

0563-54-3211

90 23100145 知立市逢妻町金山7-85

竹内

ﾀｹｳﾁ ｶﾝ

竹内幹社会保険労務士事務所

0566-91-8855

91 23830707 知立市広見4-36

福澤 悌輔

ﾌｸｻﾞﾜ ﾃｲｽｹ

福沢税理士事務所

0566-81-2682

92 23020056 知立市昭和4-11-7

中村

ﾅｶﾑﾗ ﾕﾀｶ

中村労務管理事務所

0566-83-5588

93 23170041 知立市新地町西広見27-5

山村 宙司

ﾔﾏﾑﾗ ﾋﾛｼ

山村社会保険労務士事務所

090-9191-4133

94 23110014 知立市新林町東新切58-11

小椋 恵子

ｵｸﾞﾗ ｹｲｺ

おぐら社会保険労務士事務所

0566-83-7692

95 23070095 知立市谷田町本林2-16-5

木村 正士

ｷﾑﾗ ﾏｻｼ

ＧＯＬＧＯ社労士事務所

0566-83-0830

96 28120014 知立市谷田町本林3-11-8

矢野 美香

ﾔﾉ ﾐｶ

はるかぜ社労士事務所

090-9119-3029

97 23920015 知立市谷田町本林3-1-4

久松 明祥

ﾋｻﾏﾂ ｱｷﾖｼ

久松労務行政事務所

0566-81-6221

98 23920067 知立市長田1-11

貝沼

ｶｲﾇﾏ ｹｲ

貝沼社会保険労務士事務所

0566-82-5055

99 23020096 知立市堀切3-36

中野 ひとみ

ﾅｶﾉ ﾋﾄﾐ

ケーアイ労務管理事務所

0566-84-5585

100 23820237 知立市来迎寺町古城21

中島

修

ﾅｶｼﾏ ｵｻﾑ

中島社会保険労務士事務所

0566-81-2170

101 23050094 知立市来迎寺町古城21

中島

実

ﾅｶｼﾏ ﾏｺﾄ

中島社会保険労務士事務所

0566-81-2170

102 23120115 碧南市栄町4-13

森本 智恵子

ﾓﾘﾓﾄ ﾁｴｺ

森本社会保険労務士事務所

0566-93-1920

103 23970003 碧南市久沓町1-22

森田 千恵子

ﾓﾘﾀ ﾁｴｺ

森田千恵子社会保険労務士事務所

0566-48-1671

104 23040005 碧南市源氏神明町287

加藤 理恵

ｶﾄｳ ﾘｴ

ｆｅｌｉｘ社労士事務所

0566-42-1356

105 23840044 碧南市源氏町2-71

榊原 安夫

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾔｽｵ

榊原労務行政事務所

0566-41-0957

106 23890021 碧南市向陽町2-75

江坂

ｴｻﾞｶ ｽｽﾑ

江坂社会保険労務士事務所

0566-41-1177

107 23840025 碧南市作塚町1-38-3

杉浦 勇治

ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳｼﾞ

杉浦社会保険労務士事務所

0566-42-6908

108 23820164 碧南市山神町2-111

山田 純嗣

ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾂｸﾞ

社会保険労務士山田純嗣事務所

0566-41-1015

109 23850017 碧南市松本町137

青山 憲朗

ｱｵﾔﾏ ｹﾝﾛｳ

青山憲朗社会保険労務士事務所

0566-48-3515

110 23960085 碧南市松本町143

永坂 裕子

ﾅｶﾞｻｶ ﾕｳｺ

永坂社会保険労務士事務所

0566-41-2662

111 23090059 碧南市松本町144

杉浦 裕子

ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳｺ

へきなん社労士事務所

0566-42-6873

112 23140101 碧南市新川町2-87-3

植田

ｳｴﾀﾞ ﾐﾉﾙ

社会保険労務士事務所レモンハウス

0566-46-2532

113 23940001 碧南市沢渡町68-2

角谷 直人

ｽﾐﾔ ﾅｵﾋﾄ

角谷労務士事務所

0566-42-6511

114 23050041 碧南市中町2-109

鈴木 和秀

ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

鈴木和秀社会保険労務士事務所

0566-46-9365

115 23890018 碧南市中町2-121

小林

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ

小林尚社会保険労務士事務所

0566-41-1153

116 23920004 碧南市鶴見町6-3

角谷 正典

ｽﾐﾔ ﾏｻﾉﾘ

衣浦労務事務所

0566-41-7404

117 23990049 碧南市二本木町2-33

山田 正吾

ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

社会保険労務士ショーゴ事務所

0566-41-1414

118 23080074 碧南市立山町2-26-1

杉浦 香苗

ｽｷﾞｳﾗ ｶﾅｴ

さくら総合労務管理事務所

0566-48-1344

幹

豊

圭

進

實

尚

119 23010004 碧南市六軒町1-69-1

榊原 悟志

ｻｶｷﾊﾞﾗ ｻﾄｼ

榊原社労士事務所

0566-48-5651

