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愛知三河ＳＲ経営労務センター会員社労士名簿 令和3年8月20日現在

こちらの社会保険労務士名簿は全会員のうち希望者のみ掲載しています

（50音順）

会　員　名 会　員　事　業　所　名　称 郵便番号 住　　　　　　　　所 電話番号

朝倉　淳 朝倉労務管理事務所 471-0067 豊田市栄生町5丁目40番地7 （0565）31-6144

阿部　勉 阿部社会保険労務士事務所 441-3502 田原市赤羽根町西瀬古91-4 （0531）45-4470

天野初音 天野社会保険労務士事務所 473-0906 豊田市竹町谷間120-1 （0565）53-2670

天野洋一 社会保険労務士　天野事務所 471-0034 豊田市小坂本町1-5-5 YAMATO BLDG 2F 090-5305-8944

有田恵子 有田労務管理事務所 441-8083 豊橋市東脇1丁目8-5 （0532）21-6614

安藤隆幸 社会保険労務士　安藤事務所 444-0847 岡崎市六名東町4-22 （0564）55-3345

安藤直樹 安藤労務経営事務所 442-0857 豊川市八幡町黒仏62-4 （0533）55-6020

池ちひろ 池社会保険労務士事務所 448-0034 刈谷市神明町7-60　メゾンローズ１０１号 （0566）56-2386

井沢文子 井沢社会保険労務士事務所 441-0101 豊川市宿町寺前39番地 （0533）72-5858

石田武則 石田社会保険労務士事務所 443-0005 蒲郡市水竹町上り島5番地 （0533）79-8935

石渡委津子 石渡社会保険労務士事務所 443-0002 蒲郡市清田町上中郷18 （0533）68-0267

磯部晃作 ｉ-Ｒｏｕｍ社会保険労務士事務所 471-0833 豊田市山之手8丁目124番地　コスモビル山之手403号室 （0565）28-2911

磯村康雄 磯村社会保険労務士事務所 448-0049 刈谷市中手町3-405 （0566）56-2729

市川照美 市川社会保険労務士事務所 471-0875 豊田市下市場町8-38-2　バンベール下市場206号室 （0565）33-6428

市田恭教 イチダ社労士事務所 479-0806 常滑市大谷字浜条110 （0569）37-1755

伊藤幸恵 あおば労務サポート 442-0066 豊川市金屋元町1-31-1　グローリアス豊川501 （0533）86-0876

伊藤　悟 アイエス社労士事務所 441-8082 豊橋市往完町4-1 （0532）35-1616

伊東　毅 いとう社会保険労務士事務所 444-0826 岡崎市若松町萱林26-16 （0564）54-1350

伊藤晴海 伊藤経営労務管理事務所 444-0816 岡崎市羽根町字大池51-2 （0564）51-6708

岩郷賢寛 aevis社会保険労務士事務所 444-0011 岡崎市欠町字金谷10-1　S＆Sビル4F （0564）25-8078

岩月剛史 つばさ人事労務 444-1336 高浜市呉竹町6-2-26　タウンハイツ柴林103号 （0566）52-1002

岩間正満 岩間社会保険労務士事務所 446-0036 安城市小堤町15-3　安城第26東海ビル2Ｆ-Ａ （0566）72-4712

鵜飼尋子 社会保険労務士　鵜飼尋子事務所 473-0916 豊田市吉原町前田28 （0565）53-2727

太田美代子 太田労務総合事務所 441-8011 豊橋市菰口町2丁目40番地3 （0532）34-3252

大山葉子 大山税理士・社会保険労務士事務所 445-0065 西尾市城崎町四丁目25番地 （0563）56-3176

岡田祥輝 東海労務保険事務所 444-0203 岡崎市井内町字久世25-2 （0564）53-0656

奥村直也 社会保険労務士　奥村事務所 444-0031 岡崎市梅園町2-7-5 （0564）65-5585

奥谷郁子 奥谷社会保険労務士事務所 446-0053 安城市高棚町大通81 （0566）92-2131
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尾崎　宏 社会保険労務士　尾崎事務所 444-3335 岡崎市茅原沢町茅生5-9 （0564）47-3423

鬼塚孝子 おにづか社会保険労務士事務所 440-0086 豊橋市下地町前田4-1 （0532）26-6861

小野内友子 小野内社会保険労務士事務所 446-0066 安城市池浦町池東20-4 （0566）74-2711

貝沼　圭 貝沼社会保険労務士事務所 472-0035 知立市長田1-11 （0566）82-5055

春日井由崇 かすがい労務管理 471-0866 豊田市上挙母3-27-1　IIDAビル2Ｆ-Ａ （0565）34-2839

片山政彦 片山社会保険労務士事務所 448-0843 刈谷市新栄町53番地 070-2244-1213

加藤大悟 豊田中央社労士FP事務所 471-0024 豊田市元城町3-48 （0565）36-4864

加藤康彦 かとう社労士事務所 444-1162 安城市小川町山田20 （0566）99-0268

加藤祐治 あい人事オフィス 445-0894 西尾市上町南荒子10　髙須会計事務所 （0563）55-0311

金田英男 金田社会保険労務士事務所 442-1377 新城市宮ノ西4-16　セントラルプラザ1-Ｂ （0536）24-3077

包原智幸 社会保険労務士法人　Felicia 447-0872 碧南市源氏神明町287 （0566）91-1457

川合厚子 川合厚子社会保険労務士事務所 441-3106 豊橋市中原町字東山21-5 （0532）41-7607

河合守弘 河合経営労務管理事務所 441-8133 豊橋市大清水町字大清水13-7 （0532）25-2863

川澄琴枝　 琴労務総合事務所 446-0063 安城市昭和町13番地8号 （0566）74-0424

河原優美子 河原社会保険労務士FP事務所 444-0951 岡崎市北野町字東河原31-1 （0564）32-5057

木嵜真一 社労士アシストアップ 448-0008 刈谷市今岡町宮本9-1 （0566）61-8077

木村正士 ＧＯＬＧＯ社労士事務所 472-0015 知立市谷田町本林2-16-5-101 （0566）83-0830

久野三世司 久野社労士行政書士事務所 470-0221 みよし市西陣取山92　陣取総合事務所 （0561）34-4022

窪谷多津江 窪谷社会保険労務士事務所 470-1206 豊田市永覚新町1-23-6 （0565）24-3737

熊谷　篤 社会保険労務士法人　An-field 442-0886 豊川市牛久保駅通4−20  NAVIC2階 （0533）74-3962

倉田　晃 エーエムエス労務管理事務所 471-0031 豊田市朝日町2丁目7-1 （0565）36-0463

倉橋大輔 倉橋社会保険労務士事務所 470-0343 豊田市浄水町伊保原305　Y's GARDEN708号 （0565）47-0547

畔柳富雄 社会保険労務士　クロヤナギ事務所 444-0864 岡崎市明大寺町字銭堤20番地5 （0564）55-2370

小池勝美 社会保険労務士法人　ＶＩＢ 447-0876 碧南市野田町231　藤和ビル3Ｆ （0566）45-5070

小林英一郎 オフィス小林 443-0046 蒲郡市竹谷町迫62 （0533）67-9077

小林克正 小林社会保険労務士事務所 444-0806 岡崎市緑ヶ丘１丁目28-1　中央マンション緑丘703 （0564）71-7616

近藤伊惠子 近藤社会保険労務士事務所 471-0818 豊田市室町2-55-1 （0565）58-2555

齋藤泰之 斉藤社会保険労務士事務所 445-0876 西尾市住崎町経塚7-14 （0563）56-6034

齋藤由美子 齋藤由美子社会保険労務士事務所 444-0011 岡崎市欠町字三田田南通１番地1　第一カタオカビル２０３号 090-1474-2582

齋藤好美 齋藤好美社会保険労務士事務所 473-0913 豊田市竹元町南嶋134-9　エクシードB105号 （0565）85-0360

堺　國久 社会保険労務士　堺國久事務所 444-2121 岡崎市鴨田町字山ノ圦55 （0564）22-8736
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榊原悟志 あいかた社労士事務所 474-0003 大府市神田町4-150 090-3456-1145

榊原安夫 榊原労務行政事務所 447-0886 碧南市源氏町2-71 （0566）41-0957

清水　昇 清水社会保険労務士事務所 470-1207 豊田市鴛鴨町上高根41-3 （0565）27-4455

下村　豊 下村社会保険労務士事務所 446-0001 安城市里町北井畑1-78 （0566）97-0130

杉浦宏幸 杉浦労務管理事務所 445-0071 西尾市熊味町大道北86-1 （0563）54-9378

杉浦資子 ハミング労務管理事務所 448-0853 刈谷市高松町1-8　504号 （0566）45-5851

杉浦勇治 杉浦社会保険労務士事務所 447-0874 碧南市作塚町1-38-3 （0566）42-6908

鈴置理愛 スズオキ社労士事務所 448-0803 刈谷市野田町森前29番地10 （0566）91-2662

鈴木志信 社会保険労務士法人　Office Aim 444-0913 岡崎市葵町1-10 （0564）83-6689

鈴木康弘 オフィス鈴木 444-0241 岡崎市赤渋町字蔵西12-1 （0564）83-9351

高藻啓充 高藻経営労務事務所 441-3417 田原市豊島町豊丘153-2 （0531）22-5823

竹内　幹 竹内幹社会保険労務士事務所 472-0021 知立市逢妻町金山7-85 （0566）91-8855

武田崇義 武田労務管理事務所 444-0204 岡崎市土井町字駒之舞3 （0564）59-3700

田中亜矢子 サン＆ムーン 444-0034 岡崎市十王町2-31-1　ANDOビル203 （0564）73-3080

田中勢子 田中せいこ社会保険労務士事務所 442-0802 豊川市麻生田町大屋敷７ （0533）83-8871

田中康裕 田中社会保険労務士事務所 441-8032 豊橋市花中町74　ヤマニ花中ハイツ102号室 （0532）33-0518

谷口健司 谷口社会保険労務士事務所 471-0078 豊田市昭和町2-22-3　イトーピア豊田Ⅱ701号 （0565）31-9521

塚本好惠 塚本好惠社会保険労務士事務所 448-0005 刈谷市今川町1丁目651番地　塚本裕三税理士事務所内 （0566）36-0538

都築伸児 ツヅキ社労士事務所 473-0917 豊田市若林西町象面32 （0565）52-0560

寺田好伸 寺田好伸社会保険労務士事務所 471-0025 豊田市西町6-3-1-5Ｂ （0565）41-7240

冨田高子 あかつき社労士事務所 442-0818 豊川市中条町宮坪13-1 （0533）89-6593

鳥居　靖 ミドリ社労士事務所 447-0076 碧南市白砂町2-28 （0566）55-4040

内藤美登里 社会保険労務士 内藤美登里事務所 470-0341 豊田市上原町西山675番地4 （0565）46-9201

仲井達治 かがやき社会保険労務士法人 446-0059 安城市三河安城本町2-1-10 （0566）77-0803

長木　智 ながき社労士事務所 444-1334 高浜市春日町7-8-20 （0566）53-1783

永坂裕子 永坂社会保険労務士事務所 447-0878 碧南市松本町143 （0566）41-2662

中瀬高子 中瀬社会保険労務士事務所 444-0837 岡崎市柱4-2-9　アクティブ72　2F （0564）58-4357

中村浩二 なかむら経営労務管理事務所 471-0812 豊田市野見町9-36-2　カーサ・エレガンテ102 （0565）41-5020

中村仁美 社会保険労務士　中村仁美事務所 444-3505 岡崎市本宿町下トコサフ1-119 （0564）48-2095

永谷浩太 永谷社会保険労務士事務所 444-0315 西尾市徳永町北屋敷59番地2 （0563）77-3772

永谷律子 よつば労務管理事務所 444-2115 岡崎市百々町字七社4-1-1 （0564）74-2774
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成田直政 成田社会保険労務士事務所 471-0029 豊田市桜町2-51 （0565）35-7678

新美清嗣 社会保険労務士　新美清嗣事務所 444-3522 岡崎市藤川台1丁目5番11号 （0564）48-7868

西山　透 西山透社会保険労務士事務所 471-0035 豊田市小坂町5-57-5 （0565）32-0399

二村恭世 社会保険労務士法人　二村事務所 446-0058 安城市三河安城南町2-7-5 （0566）70-7196

野々山秀美 野々山経営労務事務所 445-0016 西尾市下永良町広畑38番地2 080-5113-1184

袴田ほほみ 袴田社会保険労務士事務所 441-3625 田原市亀山町岡山1番地245 （0531）34-2005

萩原計一 萩原社会保険労務士事務所 441-0203 豊川市長沢町大榎10番地 （0533）87-8480

波多野とよ子 波多野とよ子社会保険労務士事務所 441-0321 豊川市御津町広石小前58-9 （0533）76-2263

羽田野美和子 羽田野美和子社会保険労務士事務所 441-8141 豊橋市草間町字平南3 （0532）38-5231

原　充里 原社会保険労務士事務所 442-0888 豊川市千歳通2-1　山田種苗ビル2F　 （0533）80-2339

彦坂泰秀 彦坂ＳＲオフィス 441-3112 豊橋市東細谷町字小寒102 （0532）21-2468

久松明祥 久松労務行政事務所 472-0044 知立市谷田町本林3-1-4　蜷川ビル3F （0566）81-6221

平野謙吾 社会保険労務士事務所　リンク・サポート 444-0855 岡崎市真宮町3-3 （0564）55-3941

平山文生 社会保険労務士ひらやま年金・労務綜合事務所 445-0853 西尾市桜木町4丁目44 （0563）65-6031

深津繁美 深津社会保険労務士事務所 446-0056 安城市三河安城町2丁目8番地4　ユニーブル安城Ⅱ401号 （0566）76-4666

舟越正行 舟越社会保険労務士事務所 442-0033 豊川市豊川町辺通4-4　豊川商工会議所3階 （0533）86-5239

堀岡喜美男 城北労務管理事務所 444-0057 岡崎市材木町96-1 （0564）23-3645

松井　宝史 社会保険労務士法人　愛知労務 442-0889 豊川市南大通5-41-1　スカイシティ・イシハラ2-1号室 （0533）83-6612

松本敦子 MIO社会保険労務士事務所 441-0106 豊川市美園2丁目12-48 （0533）72-7587

松山　薫 さくら社会保険労務士事務所 442-0873 豊川市山道町2-75-2 （0533）75-6720

松山澄生 松山労務経営事務所 440-0025 豊橋市井原町26-1　ツインピークスA203 （0532）66-4121

丸地康仁 まるちやすひと総合事務所 441-8083 豊橋市東脇4-21-6　福信ビル2F （0532）35-0187

三浦真澄 三浦事務所 445-0861 西尾市吾妻町45 （0563）54-2258

水出典宏 社会保険労務士法人　あつた労務　三河支所 445-0865 西尾市本町38-1 （0563）56-1671

宮地　昇 ミヤチ社労士事務所 441-0011 岡崎市欠町字三田田南通1-1　坂口ビル201号 （0564）83-7083

村松昌樹 村松労務管理事務所 448-0852 刈谷市住吉町3丁目８番地　コスモビル住吉104号室 （0566）22-2580

森下正義 森下社会保険労務士事務所 441-8001 豊橋市野田町字野田167-1 （0532）31-0558

森本智恵子 森本社会保険労務士事務所 447-0855 碧南市天王町7-60 （0566）93-1920

守山暁子 守山社会保険労務士事務所 448-0003 刈谷市一ツ木町折戸10−20 （0566）57-7560

安井大晃 安井大晃社会保険労務士事務所 441-1315 新城市大海字中貝津66-3 （0536）25-0053

矢田綾子 くろねこ社会保険労務士事務所 444-0835 岡崎市城南町2-5-12 080-2385-4546
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矢頭文由己 矢頭文由己社会保険労務士事務所 440-8135 豊橋市富士見台5-1-25 （0532）25-8701

柳川　雄 柳川社会保険労務士事務所 470-0207 みよし市福谷町杁ﾉ奥4-17 （0561）36-3603

簗瀬将啓 さくらぎ労務管理事務所 442-0021 豊川市小桜町39-2 （0533）86-3531

山下明美 山下労務管理事務所 441-8153 豊橋市高師本郷町字東上21-19 （0532）48-5795

山下スガ子 社会保険労務士　山下スガ子事務所 471-0802 豊田市志賀町香九礼1番地173 （0565）87-3099

横山要範 社会保険労務士法人　Sunny Job Design 473-0901 豊田市御幸本町1-133-6　ホワイトキャッスル豊田Ⅰ　2Ｆ （0565）63-5895

若杉さなえ 竜城労務管理事務所 444-0015 岡崎市中町大門通21-9 （0564）22-6735

渡辺裕一郎 渡辺裕一郎社会保険労務士事務所 442-0877 豊川市下野川町1丁目9-1 （0533）86-0271


