静岡県社会保険労務士会 『特定社会保険労務士』 一覧
※平成２７年５月末時点
No． 登録番号 支部 種別

氏名

事務所名

郵便番号

1

22820036 三島 開業

中茎 幸治

中茎労務管理事務所

411-0858

2

22820483 三島 開業

野口 佳位

野口労務管理事務所

411-0815

3

22820024 三島 開業

杉村 武司

杉村労務管理事務所

414-0032

4

22820403 三島 開業

藤井 正春

藤井労務管理事務所

414-0001

5

22880012 三島 開業

相原 容子

パーソナルマネージメントオフィス相原 410-2122

6

22920019 三島 開業

伊藤 英雄

社会保険労務士伊藤事務所

415-0036

7

22920027 三島 開業

岡田 順二

岡田労務管理事務所

411-0025

8

22970019 三島 開業

浜村 亘

伊豆長岡社会保険労務士事務所

410-2221

9

22000009 三島 開業

髙妻 理愛

髙妻社会保険労務士事務所

411-0024

10 22040054 三島 開業

古屋 博敏

ふるや社労士事務所

410-2311

11 22060046 三島 開業

秋津 俊二

秋津社会保険労務士事務所

419-0112

12 22950015 三島 開業

遠藤 典子

遠藤社会保険労務士事務所

410-2303

13 22050030 三島 開業

山本 雅昭

社会保険労務士 山本事務所

414-0055

14 22090037 三島 開業

遠山 茂雄

つばさ社会保険労務士事務所

414-0045

15 22940002 三島 開業

白井 穣

白井社会保険労務士事務所

411-0039

16 40080020 三島 開業

永井 浩一

永井浩一社労士事務所

411-0801

17 22030043 三島 開業

稲葉 正久

いなば社会保険労務士事務所

413-0302

18 22000023 三島 法人

川口 隆

社会保険労務士法人 東海労務

413-0101

19 22900019 三島 法人

鈴木 亨

社会保険労務士法人 東海労務

413-0101

20 22050031 三島 法人

佐野 高根

あおば社会保険労務士法人

411-0039

21 22820358 三島 法人

渡邊 修身

社会保険労務士法人 渡邊労務管理事務所

411-0836

22 22050022 三島 法人

遠藤 修弘

社会保険労務士法人 渡邊労務管理事務所

411-0836

23 22820113 沼津 開業

関根 拓司

関根社会保険労務士事務所

410-0831

24 22820119 沼津 開業

湯山 稔

湯山労務管理事務所

412-0017

25 22850003 沼津 開業

本崎 肇

本崎経営管理事務所

412-0033

26 22020011 沼津 開業

関 岳人

社会保険労務士関岳人事務所

410-0873

27 22030033 沼津 開業

井出 貴之

井出社会保険労務士事務所

410-0873

開業・法人の社員のみ記載
事務所所在地
三島市中央町３－１９
三島市安久６１５－３
伊東市音無町６－１７
伊東市宇佐美１９６３－２
伊豆の国市寺家４８９－５
下田市西本郷２－６－１５
三島市壱町田３－１１
伊豆の国市南江間８０１－１
三島市若松町４６７１－２
伊豆の国市浮橋１２６－９
田方郡函南町柏谷１０７３－１０
伊豆の国市立花２－２９５
伊東市岡1308-17
伊東市川奈1261-71
三島市寿町２－１２
三島市谷田１５８－３０
賀茂郡東伊豆町奈良本８６９
熱海市上多賀１０４６－３
熱海市上多賀１０４６－３
三島市寿町３－３９
三島市富田町１３－３０
三島市富田町１３－３０
沼津市市場町３－４
御殿場市塚原１１０５－１０
御殿場市神山１１１４－９
沼津市大諏訪６７７－１
沼津市大諏訪６７７－１
沼津市岡宮１０９４－４
沼津市東間門１４８－１
駿東郡長泉町下土狩６－６
駿東郡清水町伏見777-1
沼津市高沢町１－３－１３０５
沼津市鳥谷５２５－９
沼津市日の出町２-１８
沼津市宮本８５－１３３

電話
055-971-3596
055-977-4334
0557-35-0110
0557-48-0015
055-949-5534
0558-22-0921
055-988-2133
090-3573-1729
055-988-2607
0558-79-0191
055-978-8899
0558-75-5670
0557-45-4242
0557-35-9283
055-991-1620
055-983-4040
0557-23-5840
0557-67-7505
0557-67-7505
055-983-6770
055-971-2247
055-979-8077
055-932-7755
0550-89-6336
0550-87-3247
055-941-6064
055-941-6063

28 22040009 沼津 開業 小宮山 靖行 小宮山社会保険労務士事務所

410-0011

29 22050013 沼津 開業

木村 昌宏

木村昌宏社会保険労務士事務所

410-0865

30 22820404 沼津 開業

山本 利雄

山本労務管理事務所

411-0943

31 22060015 沼津 開業

望月 雅子

望月雅子社会保険労務士事務所

411-0907

32 22070027 沼津 開業

栗原 正

栗原社会保険労務士事務所

410-0057

33 22070045 沼津 開業

本間 康典

本間社労士事務所

410-0305

34 22080018 沼津 開業

西原 幹一

西原社会保険労務士事務所

410-0032

35 22090040 沼津 開業

古川 眞人

古川社労士事務所

410-0301

36 22010029 沼津 開業

高橋 忠昭

高橋労務管理事務所

055-923-0213
411-0943 駿東郡長泉町下土狩１１１６－７０ 055-986-1867

37 22110019 沼津 開業

杉山 幸一

杉山社会保険労務士事務所

410-0047 沼津市庄栄町１０－２２

38 22110024 沼津 開業

鈴木 幸子

鈴木ゆきこ社会保険労務士事務所 410-0821 沼津市大平２８７４―５９８

055-928-5551

39 22070025 沼津 開業

瀧 由光

瀧社会保険労務士事務所

410-1121 裾野市茶畑２０３６－７２

055-993-5309

40 22110016 沼津 開業

小森 浩史

小森経営労務管理事務所

411-0942 駿東郡長泉町中土狩５５７－５２ 055-988-0986

41 22990002 沼津 法人

大村 愛美

社会保険労務士法人 労務サポート 410-0003 沼津市新沢田町６－１６

055-921-2382

42 14930004 沼津 法人

石原 敏行

社会保険労務士法人 石原事務所 410-0003 沼津市新沢田町８－３２

055-921-2077

43 22070012 沼津 法人

石原 勝也

社会保険労務士法人 石原事務所 410-0003 沼津市新沢田町８－３２

055-921-2077

44 22820129 富士 開業

市川 宏

市川宏労務管理事務所

417-0809 富士市中野５６１－９

0545-35-2552

45 22910028 富士 開業

渡邉 裕文

渡邉社会保険労務事務所

417-0061 富士市伝法２４８４－１１

0545-51-3838

46 22930028 富士 開業

本多 良和

静岡労務経営研究所 富士オフィス 417-0061 富士市伝法２４５７－５

0545-52-5930

47 22860003 富士 開業

川口 徹

川口社会保険労務士事務所

417-0814 富士市西船津１０９－５

0545-38-1284

48 22950014 富士 開業

佐藤 昌広

静岡県東部労務管理事務所

418-0064 富士宮市元城町５－１２

0544-22-5150

1／5

055-923-0135
055-964-1331
055-981-7721
055-975-1830
055-928-5227
055-960-9702
055-922-7357

055-923-8221

No． 登録番号 支部 種別

氏名

49 22970009 富士 開業

井上 幹世

井上労務管理オフィス

419-0201 富士市厚原１２４４－４

0545-73-1520

50 22980009 富士 開業

小関 忠則

小関経営事務所

416-0945 富士市宮島１５３－７

0545-66-2127

51 22830382 富士 開業

渥美 昌義

渥美社会保険労務士事務所

418-0071 富士宮市東阿幸地１７０

0544-27-5961

52 22960005 富士 開業

久松 啓子

久松社会保険労務管理事務所

417-0047 富士市青島町１５８－１Ｆ

0545-30-7117

53 22950031 富士 開業 秋山 登志子 秋山社会保険労務士事務所

417-0048 富士市高島町１４－２

0545-52-0546

54 22990008 富士 開業

志村 高子

志村社会保険労務事務所

419-0201 富士市厚原１７０－４

0545-72-5851

55 22030031 富士 開業

若林 隆司

Ｐ＆Ｍサポート合同事務所

417-0041 富士市御幸町３－１６

0545-57-5282

56 22030041 富士 開業 渡邊 亜矢美 Ｐ＆Ｍサポート合同事務所

417-0041 富士市御幸町３－１６

0545-57-5282

57 22040018 富士 開業

418-0041 富士宮市淀川町２８－８

0544-28-5811

齊藤

事務所名

章

58 22040024 富士 開業

吉﨑 登

59 22050005 富士 開業
60 22050057 富士 開業

齊藤労務行政事務所

郵便番号

事務所所在地

電話

社会保険労務士吉﨑サポートオフィス 416-0906 富士市本市場２０５

0545-62-7065

黒﨑 敦仁

労政ケイエイオフィス

418-0056 富士宮市西町２１－４

0544-22-3464

小松 一德

小松社会保険労務士事務所

416-0909 富士市松岡１２９６－７

0545-60-0076

61 22060059 富士 開業

後藤 耕二

社会保険労務士 オフィス ゴトック 417-0821 富士市神谷517

0545-34-0151

62 22080057 富士 開業

増田 格充

増田社会保険労務士事務所

416-0941 富士市十兵衛２５５－１

0545-67-1136

63 22070052 富士 開業

近藤 朋宏

こんどう社会保険労務士事務所

417-0001 富士市今泉６－２－１

0545-32-7285

64 22070014 富士 開業

望月 昭宏

望月昭宏社会保険労務士事務所

417-0057 富士市瓜島町２４－２

0545-53-1731

65 22990006 富士 法人 小豆川 善久

社会保険労務士法人 人事給与 小豆川事務所

417-0001 富士市今泉３－１４－２

0545-54-1033

66 22070008 富士 法人

植竹 一樹

社会保険労務士法人 労務協会 富士事務所

416-0944 富士市横割３－１－１

0545-61-0215

67 22910002 清水 開業

磯部 陽子

磯部社会保険労務士事務所

424-0066 静岡市清水区七ツ新屋４３０－２２ 054-348-5006

68 22930017 清水 開業

望月 敬介

望月経営労務管理事務所

424-0037 静岡市清水区袖師町１９７４－４４ 054-368-5598

69 22990026 清水 開業

水﨑 智美

社会保険労務士 水﨑智美事務所 424-0806 静岡市清水区辻４－９－１６

70 22020002 清水 開業

村上 和秀

村上和秀社会保険労務士事務所

71 22820458 清水 開業

小野田 昇

静岡労務管理事務所

72 22030024 清水 開業

前澤 光則

前澤労務管理事務所

73 22060011 清水 開業

望月 直樹

社会保険労務士望月直樹事務所

424-0886 静岡市清水区草薙３－２３－１４－１F 054-347-0316
424-0034 静岡市清水区横砂中町２９－２１ 054-367-5574

74 22080062 清水 開業

権藤 光二

権藤労務管理事務所

424-0821 静岡市清水区相生町6-17

054-355-2201

75 22080075 清水 開業

朝原 邦夫

朝原労務会計事務所

421-3203 静岡市清水区蒲原１－４－２１

054-385-5539

76 22110007 清水 開業

望月 泰宏

望月泰宏社会保険労務士事務所

424-0038 静岡市清水区西久保２１３－１

054-368-7712

054-371-6250
424-0812 静岡市清水区小芝町２－３２－４０１ 054-361-4700

77 22060057 清水 開業

小松 正彦 社会保険労務士小松正彦事務所 424-0938 静岡市清水区梅が岡４-３９
78 22000020 清水 開業 一ノ宮 俊人 中小企業福祉労務協会 清水事務所 424-0008 静岡市清水区押切782-4
79 22090043 清水 開業

牧田 豊

80 22820004 清水 法人

海野 要三

81 22830448 清水 法人

望月 芳夫

054-371-4555

424-0806 静岡市清水区辻５丁目３－１７

054-353-0380
054-345-1056

牧田社会保険労務士事務所

424-0821 静岡市清水区相生町６－１７
054-355-1170
社会保険労務士法人 ロームシステム 424-0044 静岡市清水区江尻台町２１－２１ 054-364-9311
社会保険労務士法人 ロームシステム 424-0044 静岡市清水区江尻台町２１－２１ 054-364-9311

82 22910013 清水 法人

横澤 肇

横澤社会保険労務士法人

424-0825 静岡市清水区神田町１－１

054-340-2910

83 22820203 静岡 開業

大橋 正美

社会保険労務士大橋正美事務所

420-0839 静岡市葵区鷹匠２－１７－３

054-251-5138

84 22820206 静岡 開業

前川 芳朗

前川経営労務コンサルタント事務所 421-2117 静岡市葵区幸庵新田８１－２

054-296-2182

85 22830033 静岡 開業

我妻 和男

社会保険労務士我妻和男事務所

054-257-2633

86 22840005 静岡 開業

織田 茂

87 22850020 静岡 開業

421-0133 静岡市駿河区鎌田９６－４７

織田労経事務所

串田 裕

422-8037 静岡市駿河区下島３７４－９
054-238-6760
労務サポートセンター串田労務管理事務所 421-0113 静岡市駿河区下川原３－６－１４ 054-268-0010

88 22880010 静岡 開業

森 保郎

森事務所

89 22880017 静岡 開業

杉本 忠重

420-0813 静岡市葵区長沼６３２

054-265-0932

経営労務コンサルタント杉本事務所 422-8052 静岡市駿河区緑ケ丘町１４－１２ 054-283-3100

90 22930036 静岡 開業 深澤 和一郎 深澤社会保険労務士事務所

420-0041 静岡市葵区双葉町３－１０

054-252-5072

91 22950013 静岡 開業

杉山行彦社会保険労務士事務所

421-0122 静岡市駿河区用宗３－２－３４

054-257-2309

野崎労務経営事務所

420-0803 静岡市葵区千代田２－１４－１２ 054-248-6275
422-8004 静岡市駿河区国吉田６－３－４５ 054-208-4500

杉山 行彦

92 22950020 静岡 開業

野崎 修

93 22820368 静岡 開業

川崎 博史

社会保険労務士川崎博史事務所

94 22960027 静岡 開業 久保田 利彦 久保田社労士事務所

420-0886 静岡市葵区大岩２－３４－１７

054-249-1127

95 22890016 静岡 開業

420-0006 静岡市葵区若松町１番地

054-260-7030

落合 紀子

落合紀子社会保険労務士事務所

96 22980019 静岡 開業 井出 登志夫 社会保険労務士井出登志夫事務所 422-8006 静岡市駿河区曲金５－３－４

054-266-3388

97 22990005 静岡 開業

石上 未紀

石上社会保険労務士事務所

98 22990014 静岡 開業

塚本 澄子

塚本澄子社会保険労務士事務所

054-202-7007
420-0816 静岡市葵区沓谷４－１４－２８－９ 054-265-1441

99 22010025 静岡 開業

臼田 智晴

社会保険労務士事務所リーガルテック静岡

420-0844 静岡市葵区緑町９－７

054-247-3609

100 22030012 静岡 開業

大川 千恵

社会保険労務士大川事務所

420-0839 静岡市葵区鷹匠2-15-10

054-269-6151
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422-8076 静岡市駿河区八幡５－１３－２

No． 登録番号 支部 種別

氏名

101 22030044 静岡 開業

伊藤 善久

事務所名
伊藤社労士事務所

郵便番号

事務所所在地

420-0805 静岡市葵区城北１７－３

電話
054-260-9078

102 22030045 静岡 開業 大石 光太郎 社会保険労務士大石光太郎事務所 420-0047 静岡市葵区清閑町９－９

054-254-5202

103 22040044 静岡 開業

420-0816 静岡市葵区沓谷１－２７－１０

054-245-2660

104 22040047 静岡 開業 岩崎 菜穂子 社会保険労務士 OFFICE 菜穂子

大坪 豊

421-2105 静岡市葵区郷島２８０

054-294-1475

105 22050025 静岡 開業

420-0853 静岡市葵区追手町3-11

054-275-2223

杉本 雄二

大坪社労士事務所
社会保険労務士杉本事務所

106 22040039 静岡 開業

小田 卓也 社会保険労務士事務所総合経営 420-0884 静岡市葵区大岩本町２０－７
054-248-1839
107 22060014 静岡 開業 河合 優一郎 河合優一郎社会保険労務士事務所 422-8017 静岡市駿河区大谷３８００－１９９ 054-237-0731
108 22060023 静岡 開業

小山 圭子

社会保険労務士 小山事務所

109 22060027 静岡 開業 山崎 めぐみ めぐみ社会保険労務士事務所

422-8067 静岡市駿河区南町11-10

054-283-1533

420-0068 静岡市葵区田町６－３６－３

054-253-8768

110 22060037 静岡 開業 石原 とも子 社会保険労務士石原とも子事務所 420-0885 静岡市葵区大岩町１０－１７

054-207-9553

111 22040019 静岡 開業

吉田 慶敏

吉田社会保険労務士事務所

054-297-3108

112 22050039 静岡 開業

川島 正史

川島社会保険労務士事務所

113 22070039 静岡 開業

辻本 元彦

420-0873 静岡市葵区籠上１０－７
054-273-1309
すんぷ経営辻本社会保険労務士事務所 420-0913 静岡市葵区瀬名川２丁目３１－１ 054-374-3680

114 22080001 静岡 開業

丸山 博之

労務経営ｻﾎﾟｰﾄﾏﾙﾔﾏ事務所

115 22040043 静岡 開業

北澤 哲也

青葉社会保険労務士事務所

116 22080009 静岡 開業

伊藤 美恵

OFFICE ITO

117 22060001 静岡 開業

田中 千賀

424-0828 静岡市清水区千歳町９－１

054-287-7333

118 22080065 静岡 開業

杉本 順子

社会保険労務士杉本順子事務所

422-8076 静岡市駿河区八幡３－１－６

054-283-1221

119 22030016 静岡 開業

新海 洋一

新海社会保険労務士事務所

422-8063 静岡市駿河区馬渕３－５－１５

054-291-5250

120 22080049 静岡 開業

神藤 浩美

424-0009 静岡市清水区柏尾７１６－２

090-4165-6164

121 22090033 静岡 開業

森澤 一司

森澤労務会計事務所

421-0121 静岡市駿河区広野５－９－２１

054-258-4151

122 22100005 静岡 開業

望月 洋子

望月洋子社会保険労務士事務所

422-8063 静岡市駿河区馬渕3-9-10-1

054-291-5570

123 22100047 静岡 開業

大城 雄大

大城雄大社会保険労務士事務所

420-0852 静岡市葵区紺屋町１１

054-255-0161

124 22110011 静岡 開業

三輪 伴典

トモノ社労士事務所

422-8043 静岡市駿河区中田本町13-33

054-202-0385

125 22090002 静岡 開業

戸田 純子

社会保険労務士戸田純子事務所

422-8077 静岡市駿河区大和１－７－１２

054-266-7537

126 22010020 静岡 開業

岩﨑 朱美

AIOFFICE 岩﨑労務管理事務所

420-0858 静岡市葵区伝馬町９-２５

054-250-8355

127 22120022 静岡 開業

白鳥 友子

白鳥社会保険労務士事務所

420-0028 静岡県静岡市葵区屋形町36-7 054-252-0528

128 22070013 静岡 開業

渡邉 幸秀

わたなべ労務管理事務所

420-0911 静岡市葵区瀬名３－１０－２４

420-0845 静岡市葵区太田町１２

420-0868 静岡市葵区宮ヶ崎町７６

054-275-2241
421-0113 静岡市駿河区下川原４丁目６－９ 054-204-9088
422-8004 静岡市駿河区国吉田５－２－１７ 054-264-1847

054-261-8372

129 22130006 静岡 開業 齋藤 希実子 齋藤希実子社会保険労務士事務所 420-0881 静岡市葵区北安東5-53-12

054-245-7519

130 22080014 静岡 開業

422-8033 静岡市駿河区登呂５－８－２５

054-281-5327

131 22090036 静岡 開業 中谷 江津子 なかたに社会保険労務士事務所

422-8005 静岡市駿河区池田８２３－２

054-277-9044

132 22080022 静岡 開業 岩崎 まゆみ まゆみ社会保険労務士事務所

422-8043 静岡市駿河区中田本町５０－１ 054-659-5427

133 22140004 静岡 開業

420-0816 静岡市葵区沓谷５－５８－２７

054-262-1406

134 22040022 静岡 法人 長谷川 建裕 社会保険労務士法人静岡労経会

420-0046 静岡市葵区吉野町８－１９

054-251-2825

135 22000022 静岡 法人

東 浩美

422-8005 静岡市駿河区池田３８７５－９２ 054-264-3168

136 22990019 静岡 法人

安竹 治光

社会保険労務士法人 第一労務事務所 420-0804 静岡市葵区竜南３－１０－１８

054-246-4774

137 22930013 静岡 法人

原口 良子

社会保険労務士法人 ﾍﾟﾙﾀﾞ・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 420-0923 静岡市葵区川合２－２２－７６

054-655-6006

138 22930032 静岡 法人

原口 富夫

社会保険労務士法人 ﾍﾟﾙﾀﾞ・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 420-0923 静岡市葵区川合２－２２－７６

054-655-6006

139 22820376 静岡 法人
140 22060016 静岡 法人
141 22060017 静岡 法人

久保田 忍

田中 裕美

中小企業福祉労務協会

Ｒｉｔａ 社会保険労務士事務所
アイクス社会保険労務士法人

白鳥 建

社会保険労務士法人ＴＬＣＭ白鳥労務事務所

422-8076 静岡市駿河区八幡1-2-17-2

054-287-1030

櫻井 奈美

社会保険労務士法人ＴＬＣＭ白鳥労務事務所

422-8076 静岡市駿河区八幡1-2-17-2

054-287-1030

鈴木 隆将

社会保険労務士法人ＴＬＣＭ白鳥労務事務所

422-8076 静岡市駿河区八幡1-2-17-2

054-287-1030

142 22970010 静岡 法人 小林 きよみ 社会保険労務士法人 リアン

422-8067 静岡市駿河区南町３－１２－６０２ 054-270-3572

143 22100021 静岡 法人 久保池 洋明 社会保険労務士法人 リアン

422-8067 静岡市駿河区南町３－１２－６０２ 054-270-3572

144 22130025 静岡 法人

伊原 健

シャノアス社会保険労務士法人 静岡オフィス

420-0853 静岡市葵区追手町１－１３

054-273-0277

145 22830001 島田 開業

北川 美雪

北川社会保険労務士事務所

426-0061 藤枝市田沼１－２５－１４

054-634-1922

146 22880009 島田 開業

小倉 章広

小倉社会保険労務士事務所

425-0026 焼津市焼津４－１３－１７

054-629-6651

147 22890004 島田 開業

伊藤 彰彦

伊藤社会保険労務士事務所

426-0061 藤枝市田沼３－２３－３５

054-637-3131

148 22910027 島田 開業

栁原 広卓

社会保険労務士栁原ヒロタカ事務所 426-0067 藤枝市前島３－４－４０

054-636-1863

149 22940009 島田 開業 戸本 由紀子 戸本社会保険労務士事務所

425-0036 焼津市西小川１－８－１５

054-626-3362

150 22920015 島田 開業

太田 由実

志太榛原労務労災

427-0034 島田市伊太２３１３－３９

0547-35-4821

151 22000008 島田 開業

小泉 孝之

小泉孝之社会保険労務士事務所

421-0204 焼津市高新田１３９８

054-622-5859

152 22020022 島田 開業

西形 新一

西形労務経営事務所

426-0017 藤枝市大手１－８－１７

054-643-6276
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No． 登録番号 支部 種別

氏名

事務所名

153 22030042 島田 開業

伊藤 信行

154 22040006 島田 開業

北川 昭

郵便番号

事務所所在地

電話

伊藤労務経営事務所

425-0081 焼津市大栄町１－３－１７

054-620-3993

北川昭社会保険労務士事務所

428-0006 島田市牛尾２９５－３

0547-45-0058

155 22040016 島田 開業 大坪 みつ江 おおつぼ社会保険労務士事務所

425-0057 焼津市下小田６２２－１

054-623-2400

156 22040038 島田 開業 小長谷 一夫 小長谷一夫社労士事務所

427-0053 島田市御仮屋町９５５３－２３

0547-37-8384

157 22050035 島田 開業 天王澤 洋規 天王澤社会保険労務士事務所

427-0038 島田市稲荷２－１２－３１

0547-34-5122

158 22060040 島田 開業

中畑 美保

社会保険労務士 リリス事務所

421-0218 焼津市下江留１８８９

054-622-3585

159 22080020 島田 開業

三浦

三浦労務経営事務所

428-0006 島田市牛尾１１５８－３

0547-45-5811

160 22080055 島田 開業

小倉 克美

小倉克美社会保険労務士事務所

427-0046 島田市若松町２４９７－３

0547-36-6293

161 22010028 島田 開業

近藤 隆久

中部経営労務管理事務所

425-0041 焼津市石津９９７－２

054-624-6338

162 22090028 島田 開業

山本 寛

かん社会保険労務士事務所

426-0033 藤枝市小石川町２－９－２７

054-643-9623

163 22070032 島田 開業

齋藤 幸夫

S.R.六合社労士事務所

427-0019 島田市道悦２－２１－２

0547-36-6920

164 22130010 島田 開業

加藤 龍兒

加藤りゅうじ社労士事務所

426-0053 藤枝市善左衛門2-15-12

054-637-2312

165 22840026 磐田 開業

加藤 光久

加藤労務管理事務所

438-0077 磐田市国府台５９－８

0538-32-7792

166 22920003 磐田 開業

山下 恭幸

山下労務管理事務所

茂

437-0064 袋井市川井１８８－１

0538-42-4011

167 22930025 磐田 開業 髙田 ちはや 高田経営労務管理事務所

438-0086 磐田市見付１９１５－３

0538-32-8773

168 13822883 磐田 開業 落合 てる子 落合社会保険労務士事務所

436-0042 掛川市二瀬川９－２２

0537-24-5813

169 22950001 磐田 開業

梅村 直

梅村社会保険労務士事務所

436-0059 掛川市城北１－１１－１１

0537-22-7458

170 22990010 磐田 開業

鵜藤 明

鵜藤経営労務事務所

437-1401 掛川市高瀬１２４２

0537-63-2455

171 22000012 磐田 開業

鈴木 啓之

鈴木啓之社会保険労務士事務所

438-0047 磐田市豊島１４４８－５

0538-21-1555

172 22010009 磐田 開業

中村 司

中村社会保険労務士事務所

437-0064 袋井市川井１１－１

0538-42-6109

173 22030014 磐田 開業

野田 八重

中小企業掛川労務協会

436-0030 掛川市杉谷南１－４－１

0537-21-3300

174 22040003 磐田 開業

後藤 慎司

後藤社会保険労務士事務所

436-0020 掛川市矢崎町６－２６

0537-23-8451

175 22060003 磐田 開業

飯田 英子

飯田英子社会保険労務士事務所

438-0824 磐田市赤池３２－２

0538-37-7264

176 22070055 磐田 開業

鈴木 佳枝

鈴木佳枝社会保険労務士事務所

438-0071 磐田市今之浦２－８－７

0538-35-3535

177 21030009 磐田 開業

石川 雅晶

石川雅晶社会保険労務士事務所

436-0043 掛川市大池２９００－２

0537-64-7765

178 22080064 磐田 開業

桜井 俊文

桜井社会保険労務士事務所

438-0078 磐田市中泉３丁目８－１５

0538-36-5066

179 22080066 磐田 開業

村越 怜子

村越怜子社会保険労務士事務所

438-0071 磐田市今之浦１－１１－５

0538-35-5388

180 22090008 磐田 開業

梅田 明美

梅田社会保険労務士事務所

437-0064 袋井市井川929番地の9

0538-43-4323

181 22070044 磐田 開業

光吉 祐二

光吉社会保険労務士事務所

438-0002 磐田市大久保７３４－６１

0538-59-0080

182 22080043 磐田 開業

松永 康裕

社会保険労務士オフィス・一心堂

437-0215 周智郡森町森３８４

0538-85-1166

183 22130003 磐田 開業 嘉野内 雅文 嘉野内社会保険労務士事務所

438-0083 磐田市富士見町2丁目27-1

0538-33-2950

184 22110005 磐田 開業

平野 達彦

平野経営労務管理事務所

438-0835 磐田市豊田西之島３５７

0538-35-0723

185 22120046 磐田 開業

一木 伸充

掛川総合労務管理事務所

436-0022 静岡県掛川市上張２０２番地

0537-24-4607

186 22820285 浜松 開業

小杉 俊雄

小杉経営研究所

433-8118 浜松市中区高丘西１－２８－３６ 053-436-7036

187 22820288 浜松 開業

中村 友三

浜松経営労務管理事務所

435-0036 浜松市南区渡瀬町２０

053-461-8521

188 22820320 浜松 開業

立石 健之

立石社会保険労務士事務所

430-0906 浜松市中区住吉１丁目４－１３

053-473-0776

189 22870001 浜松 開業

流王 明美

リュウオー経営研究所

431-1103 浜松市西区湖東町１８１５－６４ 053-486-2585

190 22880005 浜松 開業

内山 吉則

天王労務管理事務所

431-3105 浜松市東区笠井新田町１６２６

053-434-3111

191 22820316 浜松 開業

大石 晴久

大石労務管理事務所

430-0917 浜松市中区常盤町１３２－１３

053-456-8181

192 22930030 浜松 開業 川合 七三恵 川合事務所

435-0056 浜松市東区小池町１１４８－１６ 053-433-1805

193 22960014 浜松 開業

渥美 尚人

渥美尚人社会保険労務士事務所

431-3114 浜松市東区積志町１２０８

053-434-2843

194 22960016 浜松 開業

水野 幸信

水野労務管理事務所

435-0029 浜松市東区龍光町３１５

053-421-9573

195 22960030 浜松 開業

大野 和代

大野和代社会保険労務士事務所

432-8013 浜松市中区広沢２－１２－３

053-454-9361

196 22960032 浜松 開業

小山 惠子

小山惠子社会保険労務士事務所

430-0926 静岡県浜松市中区砂山町３５７－１４ 053-451-5111

197 22970003 浜松 開業

澤井 清恵

澤井社会保険労務士事務所

431-0101 浜松市西区雄踏町山崎３６１２－４ 053-489-3173

198 22850015 浜松 開業

土屋 佳子

竹内労務管理事務所

432-8002 浜松市中区富塚町１２２０－１３ 053-472-8251

199 22940024 浜松 開業

池田 秀子

アイアール人事・労務研究所

430-0935 浜松市中区伝馬町３１３－２４

053-413-5501

200 22910006 浜松 開業

鈴木 一弘

鈴木一弘経営労務事務所

430-0917 浜松市中区常磐町１３２－１３

053-458-5311

201 22950018 浜松 開業 内藤 千恵美 内藤社会保険労務士事務所

431-0442 湖西市古見８６５－５

053-576-0256

202 22900012 浜松 開業

廣田 眞澄

廣田社会保険労務士事務所

435-0048 浜松市東区上西町1330-3

053-544-6633

203 22000006 浜松 開業

山内 修身

山内修身社会保険労務士事務所

431-2102 浜松市北区都田町８５０４－１

053-428-2185

204 22020029 浜松 開業

永田 誉人

社会保険労務士永田誉人事務所

430-0911 浜松市中区新津町359

053-462-5437
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氏名

事務所名

205 22020031 浜松 開業

村松 貴通

村松貴通社会保険労務士事務所

206 22020032 浜松 開業

片桐 保司

社会保険労務士みなみ総合事務所 430-0817 浜松市南区頭陀寺町３２３－７

053-545-4744

207 22030028 浜松 開業

渡邊 正敏

社会保険労務士渡邊事務所

431-0424 湖西市新所原２－６－３３

053-577-0463

208 22040007 浜松 開業

大塚 光貢

大塚光貢社会保険労務士事務所

432-8021 浜松市中区佐鳴台３－５１－３５ 053-449-3554

209 22040055 浜松 開業

金原 邦雄

金原邦雄社会保険労務士事務所

435-0013 浜松市東区天龍川町１０５６

210 22830452 浜松 開業 長谷川 俊明 長谷川経営サポート

郵便番号

事務所所在地

434-0014 浜松市浜北区本沢合８２９

電話
053-586-5318

053-422-2023

団社労士事務所

053-472-2181
431-1113 浜松市西区古人見町１４３２－９２ 053-485-1281

木下 尚己

木下社会保険労務士事務所

433-8122 浜松市中区上島３－３６－１９

213 22980003 浜松 開業

豊田 誠司

社会保険労務士エスティー・オフィス 430-0856 浜松市中区中島１－４－３１

053-589-4791

214 22000005 浜松 開業

鈴木 美江

笑み社労士事務所

430-0853 浜松市南区三島町６９８Ｎ１０４

053-441-1525

215 22020026 浜松 開業

太田 法行

太田労務管理事務所

431-0301 湖西市新居町中之郷１０６６－８ 053-594-5976

216 22060060 浜松 開業

小塩 卓志

社会保険労務士小塩卓志事務所

433-8117 浜松市中区高丘東３－２２－１０ 053-523-6580

217 22040004 浜松 開業

坂本 和美

武田労務管理事務所

432-8033 浜松市中区海老塚２－１２－１４ 053-453-7997

218 22050001 浜松 開業

早戸 久江

社会保険労務士 早戸事務所

432-8021 浜松市中区佐鳴台３－５４－３８ 053-449-2155

219 22070040 浜松 開業

植嶋 信広

社会保険労務士 植嶋信広事務所 430-0911 浜松市中区新津町５７８－１

211 22050016 浜松 開業

団 明子

212 22050027 浜松 開業

433-8123 浜松市中区幸４－１９－２３

053-464-4489

053-460-4710

220 22070042 浜松 開業 袴田 久美子 袴田久美子社会保険労務士事務所 433-8112 浜松市北区初生町90番地の1

053-430-4330

221 22080003 浜松 開業 平間 江利子 社会保険労務士事務所 フラット

430-0924 浜松市中区龍禅寺町７９６－２

053-525-8877

222 22080010 浜松 開業

鈴木 文義

社会保険労務士鈴木文義事務所

435-0016 浜松市東区和田町３９２

053-461-1651

223 22080048 浜松 開業

八木 良和

八木社会保険労務士事務所

432-8001 浜松市西区西山町２０５－５

053-489-4721

224 22090045 浜松 開業 小田切 克子 小田切克子社会保険労務士事務所 430-0904 浜松市中区中沢町２７－１７

053-412-6100

225 13060230 浜松 開業

露木 利行

社会保険労務士露木事務所

432-8023 浜松市中区鴨江２－７－３０

053-415-9947

226 22020001 浜松 開業

前橋 哲夫

みらいく労務事務所

431-0302 湖西市新居町新居２１６－１

053-594-1527

227 22890014 浜松 開業

鈴木 宣二

鈴木宣二技術士事務所

430-0924 浜松市中区龍禅寺町８００－２

053-452-6862

228 22100024 浜松 開業

立石 祐介

立石社会保険労務士事務所

430-0906 浜松市中区住吉１－４－１３

053-473-0776

229 22090049 浜松 開業

中村 慎

なかむら事務所

431-3113 浜松市東区大瀬町２２７７－１

053-433-8629

230 22040045 浜松 開業

原田 増夫

原田増夫社労士事務所

430-0903 浜松市中区助信町８-５２

053-473-8023

432-8058
432-8023
431-3123
435-0045
430-0929
433-8112
433-8112
430-0946
430-0946
432-8044
430-0853
432-8044
433-8121
430-0853

053-447-5431
053-456-1881
053-475-4618
053-443-8096
053-454-8896
053-420-0320
053-420-0320
053-455-1003
053-455-1003
053-444-0077
053-444-4604
053-444-0077
053-412-5454
053-444-4604

231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

22000019
22080071
22000011
22080002
22020012
22000024
22020024
22060002
22070009
22050003
22910020
22080046
22060019
22070016

浜松
浜松
浜松
浜松
浜松
浜松
浜松
浜松
浜松
浜松
浜松
浜松
浜松
浜松

開業
松本 久
社会保険労務士松本事務所
開業 髙須 久二子 シロキ社会保険労務士事務所
開業 戸松 幹雄 社会保険労務士 戸松事務所
開業 平野 慎一郎 社労士事務所ラシック
法人 上田 師朗 社会保険労務士法人杉浦会
法人 石田 暁久 社会保険労務士法人 中央労務コンサルタント
法人 加藤 佳靖 社会保険労務士法人 中央労務コンサルタント
法人 小出 綾子 社会保険労務士法人浜松労務管理事務所
法人 山﨑 惠子 社会保険労務士法人浜松労務管理事務所
法人 小澤 映子 社会保険労務士法人 浜松共済
法人
牧野 剛
社会保険労務士法人ローム
法人 谷口 幹也 社会保険労務士法人 浜松共済
法人 杉村 小織 社会保険労務士法人 人力社
法人 上本 舞子 社会保険労務士法人 ローム
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浜松市南区新橋町６４２－２
浜松市中区鴨江３－１０－１５
浜松市東区有玉西町163-9
浜松市中区細島町２２５－１
浜松市中区中央３－３－６
浜松市北区初生町920-5
浜松市北区初生町920-5
浜松市中区元城町１１３－１５
浜松市中区元城町１１３－１５
浜松市中区南浅田２－１－２０
浜松市南区三島町１６０５－１
浜松市中区南浅田２－１－２０
浜松市中区萩丘４－２０－３２
浜松市南区三島町１６０５－１

