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 23880040 常滑市蒲池町4-65

西原 義人

ﾆｼﾊﾗ ﾖｼﾋﾄ

西原社会保険労務士事務所

0569-43-5501

2 23150103 常滑市新田町3-125

伊藤 斉毅

ｲﾄｳ ｷﾖﾀｶ

きよたか労務管理office

0569-42-0359

3 23100035 常滑市西阿野字半月290-1

森下 敦子

ﾓﾘｼﾀ ｱﾂｺ

森下社会保険労務士事務所

0569-34-3707

4 23140077 常滑市青海町6-56-4

田中 容子

ﾀﾅｶ ﾖｳｺ

田中ヨウコ社労士事務所

0569-47-5121

5 23010041 常滑市青海町8-63

坂

ﾊﾞﾝ ﾋﾛｼ

坂社会保険労務士事務所

0569-42-5754

6 23010064 常滑市大谷字浜条110

市田 恭教

ｲﾁﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ

イチダ社労士事務所

0569-37-1755

7 23110006 常滑市大野町8-93

岩田

ｲﾜﾀ ｼﾞｭﾝ

岩田純社会保険労務士事務所

0569-47-8002

8 23130068 常滑市末広町1-16

井上 堅史

ｲﾉｳｴ ｹﾝｼﾞ

井上けんじ社労士事務所

0569-34-5108

9 23110032 大府市共西町7-4

新美 智美

ﾆｲﾐ ﾄﾓﾐ

フローリッシュ社労士事務所

0562-85-2642

10 23980060 大府市共和町7-100

熊谷 由佳

ｸﾏｶﾞｲ ﾕｶ

熊谷社会保険労務士事務所

0562-46-8794

11 23010099 大府市神田町3-241

泉

ｲｽﾞﾐ ｶﾈﾐﾁ

泉労務管理事務所

0562-47-5744

12 23150082 大府市中央町2-226

横山 明巳

ﾖｺﾔﾏ ｱｹﾐ

横山社会保険・企業診断綜合事務所

0562-46-0550

13 23120043 大府市東新町3-1-1

立野

ﾀﾂﾉ ｲｻﾑ

立野社会保険労務士事務所

0562-48-5423

14 23130017 大府市桃山町2-190

横井 寛之

ﾖｺｲ ﾉﾌﾞﾕｷ

あいち許認可事務センター社会保険労務士横井寛之

0562-38-5662

15 23090012 大府市柊山町2-208

浅野 奈緒子

ｱｻﾉ ﾅｵｺ

オフィスアサノ

0562-47-7757

16 23140051 大府市柊山町5-8

梅木 美智人

ｳﾒｷ ﾐﾁﾋﾄ

マネジメントサポート

090-7028-1163

17 23120102 大府市柊山町7-190

谷口

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｺﾄ

谷口社会保険労務士事務所

0562-48-9955

18 23890033 知多郡阿久比町大字阿久比字真向塚4-8

新海 千代子

ｼﾝｶｲ ﾁﾖｺ

新海千代子社会保険労務士事務所

0569-48-5700

19 23860014 知多郡阿久比町大字卯坂字焼山47-69

宮崎 寿子

ﾐﾔｻﾞｷ ﾋｻｺ

宮崎社会保険労務士事務所

0569-48-6026

20 23970085 知多郡阿久比町大字植大字西山ノ手37

竹内 一浩

ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ

竹内一浩社会保険労務士事務所

0569-48-9117

21 23120098 知多郡阿久比町大字草木字下竹林22

都築 伸佳

ﾂﾂﾞｷ ﾉﾌﾞﾖｼ

都築社労士事務所

0569-77-2816

22 23930086 知多郡阿久比町大字福住字脇92

岡戸 満寿美

ｵｶﾄﾞ ﾏｽﾐ

アメニティ労務管理事務所

0569-48-8498

23 23970065 知多郡阿久比町大字矢高字仲組20-1

伊藤 政則

ｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ

いとう労務管理事務所

0569-48-7227

24 23020076 知多郡東浦町大字緒川字西本坪18-21

丸山 恵二

ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｼﾞ

経営システム研究所

0562-34-3753

25 23890027 知多郡東浦町大字森岡字下山之上7

竹田 正巳

ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾐ

竹田社会保険労務士事務所

0562-83-4702

26 23980036 知多郡東浦町大字森岡字上今池10-32

河野 俊作

ｺｳﾉ ｼｭﾝｻｸ

河野俊作社会保険労務士事務所

0562-83-7303

27 23020040 知多郡東浦町大字森岡字田面79

近藤 也人

ｺﾝﾄﾞｳ ﾅﾘﾋﾄ

知多労務管理事務所

0562-83-4139

28 23150044 知多郡東浦町大字石浜字須賀3-2

岡戸 昭男

ｵｶﾄﾞ ｱｷｵ

岡戸社会保険労務士事務所

0562-83-5302

寛

純

錦廸

勇

誠

29 23950002 知多郡東浦町大字石浜字吹付2-41

平

30 23080034 知多郡東浦町大字石浜字吹付2-60

豊子

ﾀｲﾗ ﾄﾖｺ

オフィス・タイラ社会保険労務士事務所

0562-83-7624

小川 泰弘

ｵｶﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ

Ｙ＆Ｙおがわ社会保険労務士事務所

0562-57-1199

31 23130053 知多郡東浦町大字石浜字青木113-7

渡部 照佳

ﾜﾀﾍﾞ ﾃﾙﾖｼ

旺洋労務管理事務所

0562-84-3707

32 23920016 知多郡南知多町大字山海字橋詰67

松下 法子

ﾏﾂｼﾀ ﾉﾘｺ

松下社会保険労務士事務所

0569-64-0030

33 23820658 知多郡南知多町大字豊浜字鳥居51

太田 壽夫

ｵｵﾀ ﾄｼｵ

太田社会保険労務士事務所

0569-65-0473

34 23970100 知多郡武豊町字中山3-47

川合 利一

ｶﾜｲ ﾘｲﾁ

かわい労務管理事務所

0569-72-2382

35 23030044 知多郡武豊町字豊成1-155

石川

ｲｼｶﾜ ﾂﾖｼ

石川社会保険労務士事務所

0569-74-3233

36 23040078 知多郡武豊町大字冨貴字郷北55

植田 浩二

ｳｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ

植田社会保険労務士事務所

0569-72-1807

37 23860034 知多郡武豊町冨貴茶ノ木15-1

小藤 省吾

ｺﾄｳ ｼｮｳｺﾞ

小藤経営労務事務所

0569-73-7140

38 23170035 知多郡武豊町梨子ノ木3-7-3

磯部 璃保

ｲｿﾍﾞ ﾘﾎ

磯部社会保険労務士事務所

090-9127-9520

39 23990075 知多市岡田字宝ノ脇14-14

竹内 陽子

ﾀｹｳﾁ ﾖｳｺ

竹内陽子社会保険労務士事務所

0562-85-6192

40 23080062 知多市佐布里字橋詰35

高橋 慎司

ﾀｶﾊｼ ｼﾝｼﾞ

司社会保険労務士事務所

0562-51-0746

41 23180009 知多市新知字門田60

佐藤

ｻﾄｳ ｻﾄｼ

佐藤経営労務事務所

0562-39-3100

42 23960058 知多市新知東町3-44-12

柳原 奈緒美

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾅｵﾐ

オフィス ナオミ

0562-51-7300

43 23070136 知多市新舞子字明知山102-8

幾世 偉久

ｲｸｾ ﾖﾘﾋｻ

いくせ事務所

0569-89-7750

44 23080064 知多市大興寺字丹波脇44-68

原

ﾊﾗ ﾚｲｺ

原麗子社会保険労務士事務所

0562-74-3966

45 13821098 知多市八幡細見54-7

阿知波 浩平

ｱﾁﾜ ｺｳﾍｲ

阿知波労務管理事務所

0562-33-6276

46 23960055 知多市八幡字平井1-7

久野 敏浩

ｸﾉ ﾄｼﾋﾛ

久野社会保険労務士事務所

0562-36-0806

47 23990097 知多市八幡新町2-13-38

立岩 優征

ﾀﾃｲﾜ ﾏｻﾕｷ

社会保険労務士法人日本人財化ｾﾝﾀｰ

0562-33-8870

48 23100153 東海市加木屋町東大堀27-7

志賀 弘幸

ｼｶﾞ ﾋﾛﾕｷ

志賀社会保険労務士事務所

0562-34-4847

49 23920043 東海市荒尾町中屋敷79-5

足立 光則

ｱﾀﾞﾁ ﾐﾂﾉﾘ

足立労務管理事務所

052-601-6856

50 23050055 東海市荒尾町仏供田68

深谷 惠久

ﾌｶﾔ ｼｹﾞﾋｻ

深谷経営労務管理事務所

052-603-0785

51 23040043 東海市中央町5-1

水野 重利

ﾐｽﾞﾉ ｼｹﾞﾄｼ

みずの事務所

0562-51-2412

52 23820702 東海市東海町7-2-15

梅村

ｳﾒﾑﾗ ｽｽﾑ

梅村労務管理事務所

052-604-0170

53 23820892 東海市名和町一番畑61

早川 幸子

ﾊﾔｶﾜ ｻﾁｺ

早川社会保険労務士事務所

052-603-1459

54 23120030 東海市名和町向田53-1

新井 良典

ｱﾗｲ ﾖｼﾉﾘ

アライ社会保険労務士事務所

052-601-7787

55 23170049 東海市養父町3-22

加藤 伸隆

ｶﾄｳ ﾉﾌﾞﾀｶ

社会保険労務士加藤伸隆事務所

090-6615-5115

56 23820203 半田市阿原町40-2

杉松 博文

ｽｷﾞﾏﾂ ﾋﾛﾌﾐ

杉松社会保険労務士事務所

0569-29-2870

57 23160016 半田市乙川向田町1-29-2

遠藤 芳之

ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾕｷ

社会保険労務士ＤＣえんＦＰ事務所

090-3256-1905

58 23890014 半田市乙川西ノ宮町2-48

小栗 利治

ｵｸﾞﾘ ﾄｼﾊﾙ

東海労働経済研究所

0569-21-6017

剛

聰

麗子

進

59 23080096 半田市花園町1-1-5

中島 麻緒

ﾅｶｼﾏ ﾏｵ

なかしま社会保険労務士事務所

0569-25-1025

60 23150096 半田市岩滑高山町4-38

太田 智俊

ｵｵﾀ ﾁﾄｼ

おおた社会保険労務士事務所

0569-21-7135

61 23110061 半田市岩滑中町2-32

田井 謙一郎

ﾀｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ

社会保険労務士やなべ事務所

0569-47-5236

62 23820207 半田市岩滑中町3-16

山口 金光

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾈﾐﾂ

社会保険労務士山口事務所

0569-23-1695

63 23100151 半田市岩滑中町3-228-2

成瀬 英幸

ﾅﾙｾ ﾋﾃﾞﾕｷ

ナルセ社会保険労務士事務所

0569-21-1663

64 23140009 半田市岩滑東町1-112

中村 和浩

ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

なかむら社労士事務所

0569-58-5277

65 23030114 半田市宮本町3-217-21

清水 裕雅

ｼﾐｽﾞ ﾕｶ

清水社会保険労務士事務所

0569-32-9591

66 23070143 半田市宮本町6-216-9

石川 綾恵

ｲｼｶﾜ ｱﾔｴ

石川あやえ社会保険労務士事務所

0569-20-5656

67 23060098 半田市桐ケ丘2-201-6

河原

ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛｼ

河原労務行政総合事務所

0569-26-4114

68 23020036 半田市桐ケ丘5-102-18

刈田 一郎

ｶﾘﾀ ｲﾁﾛｳ

刈田事務所

0569-24-3757

69 23070074 半田市銀座本町5-22

杉江 吉隆

ｽｷﾞｴ ﾖｼﾀｶ

杉江吉隆社会保険労務士事務所

0569-23-3490

70 23980046 半田市広小路町154-1

古川 純子

ﾌﾙｶﾜ ｽﾐｺ

古川純子社会保険労務士事務所

0569-22-6801

71 23120066 半田市港本町1-15-1

星

ﾎｼ ﾏｻﾋﾛ

ほし社会保険労務士事務所

0569-23-4543

72 23990064 半田市出口町1-45-16

田中 晴英

ﾀﾅｶ ﾊﾙﾋﾃﾞ

田中労務管理事務所

0569-32-2639

73 21970010 半田市出口町1-45-16

三輪 誠一

ﾐﾜ ｾｲｲﾁ

オフィスサポート三輪事務所

0569-32-2634

74 23940073 半田市新居町4-182

竹内

ﾀｹｳﾁ ﾔｽｼ

竹内社会保険労務士事務所

0569-29-3792

75 23950047 半田市新川町28

川瀬 芳文

ｶﾜｾ ﾖｼﾌﾐ

社会保険労務士川瀬事務所

0569-26-1295

76 23080011 半田市瑞穂町2-3-4

松永 貞子

ﾏﾂﾅｶﾞ ｻﾀﾞｺ

松永社会保険労務士事務所

0569-24-8216

77 23130031 半田市成岩本町1-10

柴田 房穗

ｼﾊﾞﾀ ﾌｻｵ

柴田房穗社労士事務所

0569-21-2106

78 23170083 半田市星崎町3-16-4

前嶋 実枝

ﾏｴｼﾞﾏ ﾐｷ

タスクマネジメント労務士事務所

0569-21-3824

79 23040044 半田市青山3-11-8

吉田 弘毅

ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾀｹ

社会保険労務士吉田事務所

0569-21-2667

80 23160075 半田市青山5-2-7

岩田 敏子

ｲﾜﾀ ﾄｼｺ

岩田社会保険労務士事務所

0569-24-7350

81 23160056 半田市青山5-8-15

畑中 浩志

ﾊﾀﾅｶ ﾋﾛｼ

畑中社会保険労務士事務所

0569-58-7540

82 23000087 半田市大松町2-30-4

今藤 辰夫

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｵ

こんどう労務管理事務所

0569-28-4005

83 23840027 半田市天神町15-2

新美 和加子

ﾆｲﾐ ﾜｶｺ

新美労務管理事務所

0569-21-7600

84 23960086 半田市白山町4-12

榊原

ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾝ

榊原純社会保険労務士事務所

0569-26-1060

85 23080070 半田市板山町1-172-3

山本 祐子

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｺ

やまもと労務管理事務所

0569-27-5938

86 23130089 半田市柊町3-7-14

磯村 信悟

ｲｿﾑﾗ ｼﾝｺﾞ

磯村社会保険労務士事務所

0569-25-2777

87 23950003 半田市北二ッ坂町1-12-7

中川 ひろみ

ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾐ

中川ひろみ社会保険労務士事務所

0569-22-2751

88 23010065 半田市北二ッ坂町3-7-21

鈴木 みどり

ｽｽﾞｷ ﾐﾄﾞﾘ

鈴木みどり事務所

0569-89-6361

宏

雅啓

靖

純

89 23070039 半田市北二ツ坂町3-9-30

秋野 恭子

ｱｷﾉ ｷｮｳｺ

秋野労務管理事務所

0569-22-6447

90 23030097 半田市有楽町1-61-3

伊藤

ｲﾄｳ ﾋﾛｼ

伊藤労務社会保険相談事務所

0569-21-6706

寛

