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 23920078 一宮市せんい2-9-1

宮田 雅史

ﾐﾔﾀ ﾏｻｼ

一宮労務管理センター

0586-77-2155

2 23080039 一宮市せんい2-9-16

吉川 未佐子

ﾖｼｶﾜ ﾐｻｺ

朝日社会保険労務士事務所

0586-75-4430

3 23970071 一宮市せんい2-9-21

杉戸 俊之

ｽｷﾞﾄ ﾄｼﾕｷ

杉戸社会保険労務士事務所

0586-76-8857

4 23090047 一宮市印田通3-23-6

江﨑 琢磨

ｴｻｷ ﾀｸﾏ

社会保険労務士江﨑琢磨事務所

0586-58-8455

5 23030125 一宮市栄4-6-8

加藤 武志

ｶﾄｳ ﾀｹｼ

社会保険労務士法人大和総合労務事務所

0586-85-8688

6 23820012 一宮市栄4-6-8

加藤 良克

ｶﾄｳ ﾖｼｶﾂ

社会保険労務士法人大和総合労務事務所

0586-85-8688

7 23040082 一宮市猿海道1-9-7

馬場 清人

ﾊﾞﾊﾞ ｷﾖﾋﾄ

馬場社会保険労務士事務所

0586-48-5768

8 23130113 一宮市奥町字墓南25-3

中村 友保

ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔｽ

社会保険労務士法人Ｈ＆Ｐ

0586-52-2155

9 23110089 一宮市奥町内込67

長瀬 昌彦

ﾅｶﾞｾ ﾏｻﾋｺ

長瀬社会保険労務士事務所Ｍ．Ｎ労務管理オフィス

0586-58-6635

10 23100032 一宮市音羽1-6-5

藤井 貴子

ﾌｼﾞｲ ﾀｶｺ

ノエル社会保険労務士事務所

0586-64-9139

11 23820216 一宮市開明字雲閑寺郭40-3

大宮

ｵｵﾐﾔ ﾕﾀｶ

大宮社会保険労務士事務所

0586-45-4121

12 23070096 一宮市開明字杁西郭14-6

河野 浩明

ｺｳﾉ ﾋﾛｱｷ

労務コンサルタント河野総合社労士事務所

0586-85-5497

13 23150088 一宮市開明字杁先12-1

平瀬 雄次

ﾋﾗｾ ﾕｳｼﾞ

社会保険労務士平瀬事務所

0586-61-4908

14 23110039 一宮市観音寺1-7-20

長屋 慎二

ﾅｶﾞﾔ ｼﾝｼﾞ

社会保険労務士長屋労務管理事務所

0586-45-7744

15 23020122 一宮市牛野通2-36-4

杁山 真司

ｲﾘﾔﾏ ﾏｻｼ

杁山社会保険労務士事務所

0586-25-2718

16 23110030 一宮市九品町3-26-3

後藤 健太

ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾀ

社会保険労務士ごとう事務所

0586-64-9086

17 23090044 一宮市古金町1-7-1

小出

ｺｲﾃﾞ ﾑﾂﾐ

小出社会保険労務士事務所

0586-73-6862

18 23080061 一宮市向山南1-5-14

戸崎 守人

ﾄｻｷ ﾓﾘﾋﾄ

戸崎守人社会保険労務士事務所

0586-73-5720

19 21100019 一宮市更屋敷字屋敷1105-4

大河内 圭一

ｵｵｺｳﾁ ｹｲｲﾁ

大河内社会保険労務士事務所

0586-85-7288

20 23060017 一宮市今伊勢町宮後字西松山37-9

井上 有希代

ｲﾉｳｴ ﾕｷﾖ

井上有希代社会保険労務士事務所

0586-44-0813

21 23070071 一宮市今伊勢町馬寄字舟入1-1

伊藤 千草

ｲﾄｳ ﾁｸﾞｻ

伊藤千草社会保険労務士事務所

0586-24-3806

22 23040055 一宮市三ツ井2-14-18

日置 芳和

ﾋｵｷ ﾖｼｶｽﾞ

日置経営労務事務所

0586-76-8848

23 23120049 一宮市時之島字山王46

後藤 尚美

ｺﾞﾄｳ ﾅｵﾐ

社会保険労務士事務所あおいコンサルティング

0586-51-7237

24 23130025 一宮市若竹3-4-5

土川 美智子

ﾂﾁｶﾜ ﾐﾁｺ

土川社会保険労務士事務所

0586-76-2692

25 23000068 一宮市小信中島北東山55-1

川地 雅子

ｶﾜﾁ ﾏｻｺ

川地雅子社会保険労務士事務所

0586-61-7500

26 23820335 一宮市昭和3-5-27

桑原 暲二

ｸﾜﾊﾞﾗ ｼｮｳｼﾞ

桑原暲二社会保険労務士事務所

0586-45-4747

27 23120020 一宮市昭和3-8-12

伊藤 隆史

ｲﾄｳ ﾀｶｼ

社会保険労務士伊藤隆史事務所

0586-46-3724

28 23920088 一宮市松降2-5-6

谷

ﾀﾆ ｹｲｺ

谷恵子社会保険労務士事務所

0586-71-6211

豊

睦

恵子

29 23170094 一宮市松降2-7-12

片山 哲也

ｶﾀﾔﾏ ﾃﾂﾔ

片山社会保険労務士事務所

0586-59-2479

30 23000023 一宮市松降通7-1-2

上

博美

ｶﾐ ﾋﾛﾐ

上社会保険労務士事務所

0586-55-2062

31 23050024 一宮市新生2-5-11

森

律子

ﾓﾘ ﾘﾂｺ

森律子社会保険労務士事務所

0586-43-6088

32 23870027 一宮市森本3-22-23

奥田 善樹

ｵｸﾀﾞ ﾖｼｷ

奥田社会保険労務士事務所

0586-73-0088

33 23110005 一宮市森本3-9-19

木村 久子

ｷﾑﾗ ﾋｻｺ

アクト社会保険労務士事務所

0586-23-3036

34 23970028 一宮市森本5-33-39

中谷 一郎

ﾅｶﾔ ｲﾁﾛｳ

中谷労務管理事務所

0586-64-5210

35 23070007 一宮市真清田2-5-16

小川 晃子

ｵｶﾞﾜ ｱｷｺ

小川晃子社会保険労務士事務所

0586-85-9132

36 23050110 一宮市千秋町加納馬場字野際40

畑

ﾊﾀ ﾔﾁﾖ

畑社会保険労務士事務所

0586-81-1165

37 23990073 一宮市浅井町前野字郷西1

小川 明男

ｵｶﾞﾜ ｱｷｵ

小川明男社会保険労務士事務所

0586-53-1107

38 23000044 一宮市浅井町前野字新開19-1

簗瀬 昌孝

ﾔﾅｾ ﾏｻﾀｶ

やなせ社会保険労務士事務所

0586-78-5426

39 23130106 一宮市浅井町大野字郷中1019-1

大野 浩徳

ｵｵﾉ ﾋﾛﾉﾘ

おおの社会保険労務士事務所

080-5135-3711

40 23110023 一宮市浅野字古道東6-1

大野 一雄

ｵｵﾉ ｶｽﾞｵ

大野社会保険労務士事務所

0586-77-9205

41 23060061 一宮市相生1-1-24-403

大嶋 美由紀

ｵｵｼﾏ ﾐﾕｷ

大嶋経営提案事務所

0586-24-7529

42 23000019 一宮市相生2-4-18

牧野 幸雄

ﾏｷﾉ ﾕｷｵ

牧野幸雄社会保険労務士事務所

0586-71-2638

43 23930037 一宮市大宮1-5-4

木村 哲也

ｷﾑﾗ ﾃﾂﾔ

社会保険労務士法人Ｔ＆Ｍ 一宮事務所

0586-25-5620

44 23980018 一宮市大志1-2-4

丹羽 俊彦

ﾆﾜ ﾄｼﾋｺ

丹羽俊彦労務管理事務所

0586-82-4130

45 23830347 一宮市大和町於保字上次1-17

川邊 政信

ｶﾜﾍﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ

川辺社会保険労務士事務所

0586-45-8753

46 23100070 一宮市大和町馬引字郷戌亥2199-1

浅井 裕美子

ｱｻｲ ﾕﾐｺ

浅井裕美子社会保険労務士事務所

0586-47-1061

47 23090086 一宮市大和町妙興寺字地蔵恵47-1

青山 里子

ｱｵﾔﾏ ｻﾄｺ

青山社会保険労務士事務所

0586-43-5529

48 23060038 一宮市中町2-1-25

伊藤 七郎

ｲﾄｳ ｼﾁﾛｳ

Ｓ.伊藤社会保険労務士事務所

0586-45-5945

49 23160045 一宮市長島町5-12

林

ﾊﾔｼ ﾖｼｷ

社会保険労務士林事務所

0586-58-2984

50 23020017 一宮市天王1-2-19

黒田 玲子

ｸﾛﾀﾞ ﾚｲｺ

社会保険労務士黒田玲子事務所

0586-45-6237

51 23980043 一宮市天王2-6-4

田中 敏照

ﾀﾅｶ ﾄｼﾃﾙ

田中労務管理事務所

0586-45-0849

52 23940060 一宮市伝法寺1-12-16

山路 紀美子

ﾔﾏｼﾞ ｷﾐｺ

山路社会保険労務士事務所

0586-75-6470

53 23090084 一宮市伝法寺1-12-16

山路 千尋

ﾔﾏｼﾞ ﾁﾋﾛ

社会保険労務士Office YAMAJI

0586-75-6470

54 23030127 一宮市伝法寺11-5-11

松本 浩二

ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｼﾞ

マツモト事務所

0586-58-1260

55 23950015 一宮市島村字上老光寺66

川上 貴英

ｶﾜｶﾐ ﾀｶﾋﾃﾞ

川上社会保険労務士事務所

0586-78-3883

56 23100071 一宮市東五城字中通り西15-4

古田 豊和

ﾌﾙﾀ ﾄﾖｶｽﾞ

古田社会保険労務士事務所

0586-62-3495

57 23020097 一宮市東五城字備前9-1

稲垣 嘉章

ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼｱｷ

渡辺相互事務所

0586-62-8215

58 23960018 一宮市萩原町花井方975

森

ﾓﾘ ｱｷﾗ

社会保険労務士森事務所

0586-68-5711

八千代

良樹

晃

59 23100155 一宮市萩原町東宮重257

中野 驗一

ﾅｶﾉ ｹﾝｲﾁ

中野社会保険労務士事務所

0586-68-0881

60 23820255 一宮市萩原町萩原字寺屋敷45-2

森

ﾓﾘ ﾖｼｷ

森社会保険労務士事務所

0586-69-6236

61 23830441 一宮市八幡2-13-3

川松 保夫

ｶﾜﾏﾂ ﾔｽｵ

川松保夫社会保険労務士事務所

0586-45-4527

62 23950016 一宮市北神明町4-8-3

松下 及子

ﾏﾂｼﾀ ﾁｶｺ

松下及子社会保険労務士事務所

0586-72-5877

63 23140054 一宮市北方町中島字森所寺915-8

八巻 幸弘

ﾔﾏｷ ﾕｷﾋﾛ

ヤマキ社会保険労務士事務所

0586-84-1633

64 23120021 一宮市北方町北方字狐塚郷83-2

下島 健一

ｼﾓｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ

しもじま人事労務支援事務所

0586-55-1465

65 23980027 一宮市末広1-4-13

上田 幸治

ｳｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ

上田社会保険労務士事務所

0586-44-1050

66 23160079 一宮市木曽川町外割田字天王西4-6

鷹巣 辰也

ﾀｶｽ ﾀﾂﾔ

鷹巣辰也社会保険労務士事務所

0586-87-2832

67 23000013 一宮市木曽川町玉ノ井字宮東52

岸田 まなみ

ｷｼﾀﾞ ﾏﾅﾐ

岸田社会保険労務士事務所

0586-86-2683

68 23140055 一宮市木曽川町玉ノ井字穴太部61

岸田

ｷｼﾀﾞ ﾐﾂﾙ

岸田総合事務所

0586-86-6399

69 23020089 一宮市木曽川町黒田四ノ通り20-5

西岡 研司

ﾆｼｵｶ ｹﾝｼﾞ

あんしん社労士事務所

0586-86-9440

70 23030088 一宮市野口1-1-6

堀田 利一

ﾎｯﾀ ﾄｼｶｽﾞ

堀田利一社会保険労務士事務所

0586-46-4560

71 23820110 一宮市緑2-6-8

霞

ｶｽﾐ ﾊﾙｵ

霞社会保険労務士事務所

0586-24-1701

72 23080117 稲沢市井之口町大宮前5580

野田 千賀

ﾉﾀﾞ ﾁｶ

野田社会保険労務士事務所

0587-22-0067

73 23040026 稲沢市稲葉5-1-10

廣田 優子

ﾋﾛﾀ ﾕｳｺ

廣田社会保険労務士事務所

0587-22-0373

74 23980052 稲沢市駅前3-1-12

三宅 淳司

ﾐﾔｹ ｼﾞｭﾝｼﾞ

三宅社会保険労務士事務所

0587-33-0252

75 23050004 稲沢市奥田町八反田3843-40

中西

ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｼ

中西年金社会保険労務士事務所

0587-23-6006

76 23120106 稲沢市下津南山2-5-1

梶浦 忠明

ｶｼﾞｳﾗ ﾀﾀﾞｱｷ

梶浦社会保険労務士事務所

0587-32-9303

77 23070053 稲沢市高御堂2-1-12

天池 亮介

ｱﾏｲｹ ﾘｮｳｽｹ

天池社会保険労務士事務所

0587-74-0126

78 23100066 稲沢市桜木宮前町5-2

石黒 美知子

ｲｼｸﾞﾛ ﾐﾁｺ

社労士石黒事務所

0587-21-4304

79 23070114 稲沢市山口町15

山田 幸代

ﾔﾏﾀﾞ ｻﾁﾖ

山田幸代社会保険労務士事務所

0587-36-8955

80 23040074 稲沢市小沢3-8-29

石黒 紀子

ｲｼｸﾞﾛ ﾉﾘｺ

石黒紀子社会保険労務士事務所

0587-23-0443

81 23940057 稲沢市小池2-28-17

花木 裕明

ﾊﾅｷ ﾋﾛｱｷ

花木社会保険労務士事務所

0587-24-6560

82 23820381 稲沢市小池3-16-21

佐々木 義人

ｻｻｷ ﾖｼﾄ

佐々木社会保険労務士事務所

0587-21-5958

83 23170025 稲沢市正明寺2-12-1-204号

桐木 俊一

ｷﾘｷ ｼｭﾝｲﾁ

エスケイパーソネル社労士事務所

0587-81-4801

84 23000056 稲沢市正明寺2-26-1

吉井 勝子

ﾖｼｲ ｶﾂｺ

吉井社会保険労務士事務所

0587-21-4313

85 23850047 稲沢市祖父江町四貫堤外1-28

田中 隆雄

ﾀﾅｶ ﾀｶｵ

田中社労士事務所

0587-97-1515

86 23830682 稲沢市祖父江町森上本郷2-2-11

牧野

ﾏｷﾉ ｷﾖｼ

牧野社会保険労務士事務所

0587-97-5308

87 23070041 稲沢市祖父江町神明津3624

吉川 栄雄

ﾖｼｶﾜ ﾋﾃﾞｵ

吉川栄雄事務所

0587-97-1962

88 23030038 稲沢市祖父江町祖父江居中39-1

岩田

ｲﾜﾀ ｽｽﾑ

岩田社労士事務所

0587-97-5220

芳樹

満

晴雄

弘

清

進

89 23080088 稲沢市中之庄町行燈18-55

原

90 23050007 稲沢市島子安賀町79

信夫

ﾊﾗ ﾉﾌﾞｵ

原社会保険労務士事務所

0587-21-6852

櫻井 隆仁

ｻｸﾗｲ ﾀｶﾋﾄ

杉浦･櫻井総合事務所

0587-32-0789

91 23170103 稲沢市東緑町3-53

大矢

ｵｵﾔ ｱﾂｼ

大矢社会保険労務士事務所

090-4403-4864

92 23030116 稲沢市平和町勝幡新田38

兵頭 義文

ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾖｼﾌﾐ

兵頭社会保険労務士事務所

0567-46-5583

93 23150019 稲沢市北島町戌亥1-47

木矢 真由美

ｷﾔ ﾏﾕﾐ

きや社会保険労務士事務所

0587-23-5671

94 23980031 岩倉市栄町2-77

浅井 敏松

ｱｻｲ ﾄｼﾏﾂ

浅井労務経営事務所

0587-65-3603

95 23150059 岩倉市下本町真光寺4-1

早野

ﾊﾔﾉ ﾉｿﾞﾐ

はやの社会保険労務士事務所

0587-96-7279

96 23140078 岩倉市下本町天神塚60-1

楳田 龍雅

ｳﾒﾀﾞ ﾀﾂﾏｻ

楳田社労士事務所

0587-37-3954

97 23050139 岩倉市下本町燈明庵140-4

五十嵐 学

ｲｶﾞﾗｼ ﾏﾅﾌﾞ

イオン社労士事務所

0587-74-5871

98 23020048 岩倉市神野町平久田11-2

羽田野 貴志

ﾊﾀﾉ ﾀｶｼ

羽田野社会保険労務士事務所

0587-38-5087

99 23160009 岩倉市泉町板屋1-39

常世 俊吾

ﾄｺﾖ ｼｭﾝｺﾞ

常世社会保険労務士事務所

0587-50-2333

100 23990091 岩倉市曽野町下街道723-7

伊藤 正美

ｲﾄｳ ﾏｻﾐ

伊藤正美労務管理事務所

0587-38-2683

101 23930014 岩倉市大山寺町773

櫻井 錦一

ｻｸﾗｲ ｷﾝｲﾁ

社会保険労務士櫻井錦一事務所

0587-37-2331

102 23850032 岩倉市大地町野辺4-1

水野

ﾐｽﾞﾉ ﾄｵﾙ

水野社会保険労務士事務所

0587-66-7072

103 23940072 岩倉市中央町1-25

伊藤 和典

ｲﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ

伊藤和典社会保険労務士事務所

0587-37-1845

104 23130030 岩倉市中本町中市場30-7

岩田 健一

ｲﾜﾀ ｹﾝｲﾁ

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー 岩田事務所

0587-96-6617

105 23940006 岩倉市北島町1316

伴

ﾊﾞﾝ ｴﾘｶ

ＶＡＮ ＯＦＦＩＣＥ

0587-37-4112

106 23120144 岩倉市鈴井町中島104

宮田 五十鈴

ﾐﾔﾀ ｲｽｽﾞ

さくら社会保険労務士事務所

080-2635-2753

107 23060087 犬山市五郎丸隅田7

松浦 竜彦

ﾏﾂｳﾗ ﾀﾂﾋｺ

松浦社会保険労務士事務所

0568-78-8468

108 23050133 犬山市五郎丸皿屋敷25-4

久世 高裕

ｸｾﾞ ﾀｶﾋﾛ

久世社会保険労務士事務所

0568-62-8029

109 23140105 犬山市上坂町2-194

小川 圭一

ｵｶﾞﾜ ｹｲｲﾁ

小川社会保険労務士事務所

0568-54-8050

110 23120114 犬山市上野新町490

髙木 隆司

ﾀｶｷﾞ ﾀｶｼ

髙木隆司社会保険労務士事務所

0568-54-3605

111 23050113 犬山市上野前川田1301-1

大西 一彦

ｵｵﾆｼ ｶｽﾞﾋｺ

大西社会保険労務士事務所

0568-62-6858

112 23100129 犬山市大字羽黒字成海郷21-4

伊藤 慈浩

ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ

伊藤労務コンサルタント

0568-70-0588

113 23920076 犬山市大字上野字大門728-5

田中 幸子

ﾀﾅｶ ｻﾁｺ

社会保険労務士田中幸子事務所

090-3453-7953

114 23110094 犬山市大字前原字高森塚23-16

重松 征一郎

ｼｹﾞﾏﾂ ｾｲｲﾁﾛｳ オフィス・アスチルベ

0568-62-7778

115 23860039 犬山市中山町1-63

山口 民雄

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾐｵ

社会保険労務士山口民雄事務所

0568-62-8797

116 23850016 犬山市中山町2-46

小島 勇次

ｺｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ

社会保険労務士法人Ｏ’Ｚ

0568-61-3886

117 23070044 犬山市中山町2-46

松波

ﾏﾂﾅﾐ ﾀｶｼ

社会保険労務士法人Ｏ’Ｚ

0568-61-3886

118 23050003 犬山市中山町2-46

三輪 信隆

ﾐﾜ ﾉﾌﾞﾀｶ

社会保険労務士法人Ｏ’Ｚ

0568-61-3886

睦

希

徹

枝里香

孝

119 23930022 犬山市薮畔145

池田 裕史

ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｼ

池田社会保険労務士事務所

0568-67-1012

120 23110102 江南市安良町地蔵136

河村 亜実

ｶﾜﾑﾗ ﾂｸﾞﾐ

河村つぐみ社会保険労務士事務所

0587-56-3234

121 23130057 江南市古知野町久保見104

髙橋

ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾙ

相談OFFICE Ku･Maハウス

0587-56-0720

122 23010018 江南市後飛保町両家50

八橋 昭郎

ﾔﾂﾊｼ ｱｷｵ

八橋社会保険労務士事務所

0587-57-5851

123 23980058 江南市高屋町遠場67-6

吉田 雅代

ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾖ

吉田社会保険労務士事務所

0587-53-9456

124 23040095 江南市高屋町本郷145

石川 哲也

ｲｼｶﾜ ﾃﾂﾔ

石川哲也社会保険労務士事務所

050-1378-6496

125 23000094 江南市今市場町秋津258-2

澤木 平治

ｻﾜｷ ﾋﾗﾊﾙ

Ａ＆Ｓ社労士事務所

0587-55-0185

126 23930063 江南市小折町八反畑69

兵藤 末知子

ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾏﾁｺ

兵藤社会保険労務士事務所

0587-55-6879

127 23060066 江南市小折本町小松原73

大岩 裕子

ｵｵｲﾜ ﾋﾛｺ

大岩労務管理事務所

0587-53-5215

128 23100025 江南市小折本町柳橋6

駒田 尚子

ｺﾏﾀﾞ ﾅｵｺ

こまだ社会保険労務士法人

0587-81-4192

129 23080126 江南市小折本町柳橋6

駒田 洋平

ｺﾏﾀﾞ ﾖｳﾍｲ

こまだ社会保険労務士法人

0587-81-4192

130 23180013 江南市赤童子町大堀82

野邑 一輝

ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾃﾙ

野邑一輝社会保険労務士事務所

0587-22-7091

131 11030014 江南市赤童子町良原156-1-303

友野

ﾄﾓﾉ ｹﾝ

友野労務行政事務所

0587-59-8181

132 23900041 江南市前飛保町緑ヶ丘294

名和 賢久

ﾅﾜ ﾏｻﾋｻ

名和賢久社会保険労務士事務所

0587-56-4540

133 23890024 江南市東野町郷前129

長谷川 喜美

ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼﾐ

長谷川社会保険労務士事務所

0587-55-5370

134 23970047 江南市東野町神上124

丹羽 啓介

ﾆﾜ ｹｲｽｹ

丹羽労務綜合事務所

0587-55-7952

135 13070440 江南市東野町神上124

丹羽 浩太郎

ﾆﾜ ｺｳﾀﾛｳ

丹羽浩太郎経営労務事務所

0587-54-7752

136 23920035 江南市飛高町門野212-1

神戸 敏治

ｶﾝﾍﾞ ﾄｼﾊﾙ

社会保険労務士神戸事務所

0587-52-1806

137 23820158 江南市布袋下山町南191

宮川 安江

ﾐﾔｶﾜ ﾔｽｴ

社会保険労務士宮川安江事務所

0587-55-3421

138 23060035 江南市布袋町北59

中村 康志

ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｼ

桜花社会保険労務士事務所

0587-55-2510

139 23980075 江南市木賀東町新塚220-1

須藤

基

ｽﾄﾞｳ ﾓﾄｲ

社会保険労務士法人江南労務

0587-54-9035

140 23100111 丹羽郡大口町秋田2-261

佐竹

睦

ｻﾀｹ ｱﾂｼ

佐竹社会保険労務士事務所

0587-95-3163

141 23010051 丹羽郡大口町城屋敷2-17

平松 英治

ﾋﾗﾏﾂ ｴｲｼﾞ

平松社会保険労務士事務所

0587-95-9115

142 23980059 丹羽郡扶桑町高雄南東川118

兵藤 善茂

ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾖｼｼｹﾞ

兵藤労務管理事務所

0587-93-0996

143 23060020 丹羽郡扶桑町大字高木字桜木558

今井 和寿

ｲﾏｲ ｶｽﾞﾄｼ

特定社会保険労務士今井和寿事務所

0587-81-5106

144 23090026 丹羽郡扶桑町大字高雄字北屋敷172

林本 文紀

ﾊﾔｼﾓﾄ ﾌﾐﾉﾘ

林本労務行政事務所

0587-96-9260

145 23030119 丹羽郡扶桑町大字斎藤字旭322

國枝 伸生

ｸﾆｴﾀﾞ ﾉﾌﾞｵｸﾆ アイ・ディ合同事務所

0587-74-3814

146 23040067 丹羽郡扶桑町大字斎藤字旭322

中村 敏基

ﾅｶﾑﾗ ﾄｼｷ

アイ・ディ合同事務所

0587-74-3814

147 23110114 丹羽郡扶桑町大字斎藤字宮添137

森島 亜紀

ﾓﾘｼﾏ ｱｷ

エー・ケイ・アイ社労士事務所

090-6582-6239

148 23110077 丹羽郡扶桑町大字柏森字長畑574

松山 修慈

ﾏﾂﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ

Ｍ＆Ａ社会保険労務士丹羽事務所

0587-81-6633

勝

健

149 23820186 丹羽郡扶桑町大字柏森字天神134

間瀬

勝

ﾏｾ ﾏｻﾙ

間瀬社会保険労務士事務所

0587-93-2231

