
会員名簿̲ 千葉地区̲令和4年12月現在

事務所名 会員名 郵便番号 事務所̲所在地1 事務所̲所在地2 電話番号

上野社会保険労務士事務所 上野 卓爾 260-0045 千葉県千葉市中央区弁天2-14-3 043-287-1497

曽我社会保険労務士事務所 曽我 浩 262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-2-24 幕張本郷相葉ビル702 043-275-1757

ツツミ社会保険労務士事務所 堤 秀男 289-1131 千葉県八街市希望ケ丘590-79 043-444-8548

藤野経営労務管理事務所 藤野 典住 260-0021 千葉県千葉市中央区新宿1-19-15-102 043-238-4128

三代川労務管理事務所 三代川 保 264-0029 千葉県千葉市若葉区桜木北3-12-42 043-234-0908

多田経営管理事務所 多田 守 260-0032 千葉県千葉市中央区登戸1-11-18 043-306-7400

社会保険労務士 行政書士 柳川事務所 柳川 芳廣 299-4333 千葉県長生郡長生村七井土1472-5 0475-32-1680

社会保険労務士法人 田中経営労務事務所 田中 久隆 260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-7 3号室 043-227-3123

粟飯原社会保険労務士事務所 粟飯原 れい子 262-0005 千葉県千葉市花見川区こてはし台6-39-1 043-258-0297

藤代社会保険労務士事務所 藤代 富士夫 261-0001 千葉県千葉市美浜区幸町1-8-2-207 043-245-1060

柴田社会保険労務士事務所 柴田 義重 264-0015 千葉県千葉市若葉区大宮台4-4-9 043ｰ263ｰ1751

鶴岡社会保険労務士事務所 鶴岡 徳吉 264-0026 千葉県千葉市若葉区西都賀1-4-4-103 043-256-7085

社会保険労務士 久我事務所 久我 昇 261-0004 千葉県千葉市美浜区高洲1-6-16 043-238-4841

岩崎社会保険労務士事務所 岩崎 茂之 283-0805 千葉県東金市松之郷217-2 0475-54-0775

増田洋社会保険労務士事務所 増田 洋 261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂1-12-8-406 043-279-6382

社会保険労務士渡邊事務所 渡邊 勝也 262-0025 千葉県千葉市花見川区花園2-10-15 043-276-5777

石渡社会保険労務士事務所 石渡 一佳 264-0005 千葉県千葉市若葉区千城台北3-11-4 043-312-3982

江口秀幸社会保険労務士事務所 江口 秀幸 284-0001 千葉県四街道市大日101-20 043-304-2155

飯島社会保険労務士事務所 飯島 祥邑 267-0055 千葉県千葉市緑区越智町1701-82 043-294-5910

髙橋社会保険労務士事務所 髙橋 美智子 260-0006 千葉県千葉市中央区道場北1-8-32 043-225-8121

社会保険労務士 蓮見則子 蓮見 則子 289-1106 千葉県八街市榎戸413-27 043-443-1140

吉満社会保険労務士事務所 吉満 宣代 261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂2-2-4-202 043-279-0864

横山和男社労士事務所 横山 和男 262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷2-20-15 ｴｱﾘｰﾊｲﾂ2 101 043-271-3343

小川社会保険労務士事務所 小川 晴雄 299-4122 千葉県茂原市吉井上201-2 0475-34-4005

社会保険労務士法人 タジマ事務所 田島 修 290-0057 千葉県市原市五井金杉1-34-13 0436-21-8290

和田労務管理事務所 和田 治文 263-0024 千葉県千葉市稲毛区穴川2-13-17 043-239-6370

社会保険労務士法人 ハーモニー 徳永 康子 261-8501 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンB棟23階 043-273-5980

岡本経営労務事務所 岡本 基 262-0023 千葉県千葉市花見川区検見川町5-2409-36 043-377-9752
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大塚経営コンサルタント事務所 大塚 克人 263-0031 千葉県千葉市稲毛区稲毛東4-5-1 ウェリス稲毛1421 090-7708-0799

南総労務管理センター社会保険労務士法人 渡邉 昌俊 299-5215 千葉県勝浦市白井久保333-7 0470-70-6661

野田社会保険労務士事務所 野田 和良 262-0045 千葉県千葉市花見川区作新台2-4-55 043-259-6887

げんりん労務管理事務所 斉藤 学 261-0004 千葉県千葉市美浜区高洲1-5-11 043-238-4682

山本経営労務研究所 山本 暁 299-0117 千葉県市原市青葉台5-9-7 0436-62-4005

御園社労士事務所 御園 富士夫 260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-3-1 フジモト第一生命ビルディング3Ｆ 043-202-5400

みと社労士事務所 水戸 宏之 290-0081 千葉県市原市五井中央西1-16-1 0436-26-8600

コヤス社会保険労務士事務所 小安 輝幸 283-0061 千葉県東金市北之幸谷62-4 0475-52-1128

冨山社会保険労務士事務所 冨山 幸雄 260-0045 千葉県千葉市中央区弁天3-2-15 043-253-6128

社会保険労務士法人 みどり事務所 荘司 芳樹 267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘1-43-3 2階 Ａ 043-294-3876

三橋社会保険労務士事務所 三橋 康夫 290-0022 千葉県市原市西広6-19-7 0436-37-8455

労務システム管理高橋宏哲事務所 高橋 宏哲 266-0005 千葉県千葉市緑区誉田町1-792-9 043-300-2215

菅野社会保険労務士事務所 菅野 陽子 284-0033 千葉県四街道市鷹の台4-26-9 043-237-6028

赤堀社労士・行政書士事務所 赤堀 基樹 260-0007 千葉県千葉市中央区祐光2-7-1-311 043-222-9393

ニューズ社労士事務所 京極 毅 266-0033 千葉県千葉市緑区おゆみ野南1-21-2 043-292-9597

高森社会保険労務士事務所 高森 葉子 283-0068 千葉県東金市東岩崎8-5 0475-54-0361

関谷社会保険労務士事務所 関谷 廣 262-0005 千葉市花見川区こてはし台6-32-5 043-250-7100

別所康宏社会保険労務士事務所 別所 康宏 261-0012 千葉県千葉市美浜区磯辺1-16-12 043-278-6863

社会保険労務士法人 なかだい総合事務所 中臺 修 260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-7-3 043-252-1267

社会保険労務士 野田道子事務所 野田 道子 263-0016 千葉県千葉市稲毛区天台1-3-11  ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ天台駅前202 043-207-0830

社会保険労務士 かねこ事務所 金子 陽一 262-0019 千葉市花見川区朝日ヶ丘2-3-11-505 043-350-3307

アリエス経営労務管理事務所 吉田 かおり 290-0062 千葉県市原市八幡1235 0436-26-7388

ひなぎく社会保険労務士事務所 坪内 隆明 262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町1-5026-2 090-4175-8682

社会保険労務士法人 エフピオ 浅山 雅人 260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-9-8 千葉広小路ビル4Ｆ 043-306-5082

社会保険労務士 飯沼事務所 飯沼 明法 299-0117 千葉県市原市青葉台5-11-23 0436-62-0546

田島光社会保険労務士事務所 田島 光 264-0035 千葉県千葉市若葉区東寺山町1056-12 043-284-8425

岡部社会保険労務士事務所 岡部 宏 264-0032 千葉県千葉市若葉区みつわ台 5-29-4-105 043-255-4508

宮里社労士行政書士事務所 宮里 翔二 260-0024 千葉市中央区中央港1-18-2-1103 043-241-5080
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古谷労務経営事務所 古谷 宣幸 263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台9-2-6 043-251-0577

平野労務管理総合事務所 平野 利明 264-0025 千葉県千葉市若葉区都賀3-10-3  ﾛｰｼﾞｭﾏﾝⅢ201 043-214-9603

伊藤社会保険労務士事務所 伊藤 隆 299-4333 千葉県長生郡長生村七井土1385-2 0475-36-7525

ＬＭＣ社労士事務所 蒲島 竜也 260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-9-8 千葉広小路ビル302 043-307-5967

アプロコンサルタント事務所 韓 鐘哲（西原哲夫） 260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-13-7  ｺｽﾓ千葉中央ﾋﾞﾙ303 043-222-5202

西村哲也社会保険労務士事務所 西村 哲也 260-0831 千葉県千葉市中央区港町13-11  天野ﾋﾞﾙ 043-223-1082

市川社会保険労務士・ＦＰ事務所 市川 隆行 262-0005 千葉県千葉市花見川区こてはし台 4-23-16 043-259-3684

朝日出社会保険労務士事務所 朝日出 聰 263-0054 千葉県千葉市稲毛区宮野木町2116-10 043-371-1819

社会保険労務士平沢典彦事務所 平沢 典彦 264-0005 千葉県千葉市若葉区千城台北3-11-4 043-497-3385

竹内裕社会保険労務士事務所 竹内 裕 261-0003 千葉県千葉市美浜区高浜5-31-2 047-483-0456

永井社会保険労務士事務所 永井 由美 260-0834 千葉県千葉市中央区今井1-2-16 043-497-6048

ベイリーフ労務管理事務所 中野 三津子 260-0853 千葉県千葉市中央区葛城3-7-30 043-222-5337

井上社会保険労務士事務所 井上 文雄 264-0021 千葉市若葉区若松町902-2-1-713 043-421-4530

社会保険労務士 小林精一事務所 小林 精一 290-0081 千葉県市原市五井中央西1-33-15-6F 0436-20-7180

川上社会保険労務士事務所 川上 美穂 260-0013 千葉県千葉市中央区中央1-10-10  ｼｬﾝﾎﾟｰﾙ第2千葉中央308 043-441-4988

社会保険労務士法人アスリード 川﨑 美嘉子 260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-10-4 マーキュリー千葉7階 043-216-5601

エスケー社会保険労務士事務所 小島 愼太郎 263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町66 043-235-7713

奴賀社会保険労務士事務所 奴賀 智 283-0811 千葉県東金市台方857-25 0475-55-1916

日本アイティオー＆カンパニー労務社会保険センター 伊藤 綱人 283-0005 千葉県東金市田間2178-1 0475-52-7365

花澤社会保険労務士事務所 花澤 賢治 283-0065 千葉県東金市押堀273-1 0475-53-3389

木原治社会保険労務士事務所 木原 治 263-0031 千葉県千葉市稲毛区稲毛東5-16-16-104 090-2256-7097

益子労務管理事務所 益子 可奈子 262-0012 千葉県千葉市花見川区千種町171-1 043-239-5620

坂本社会保険労務士事務所 坂本 和史 284-0001 千葉県四街道市大日59-15 税理士法人田中総合会計事務所内 043-423-5419

櫻井社会保険労務士事務所 櫻井 紘一 266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央7-6-5 043-291-6996

岡崎総合労務事務所 岡崎 真吾 260-0027 千葉県千葉市中央区新田町11-1 小川第2ビル５階 043-306-8812

村上社会保険労務士事務所 村上 健治 299-0114 千葉県市原市泉台3-39-4 080-3552-8299

社会保険労務士 いいだ事務所 飯田 真一 290-0142 千葉県市原市ちはら台南5-1-3-D104 0436-63-6152

社会保険労務士 高橋良樹事務所 高橋 良樹 263-0051 千葉県千葉市稲毛区園生町1312-1-1003 （郵送〒103-0014東京都中央区新川2-22-7-1 03-5244-9467
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久保社会保険労務士事務所 久保 俊裕 266-0031 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-19-4 ｵｰｼｬﾝﾋﾞｭｰ壱番館1106号 043-291-8975

香田社会保険労務士事務所 香田 聡 260-0007 千葉県千葉市中央区祐光4-6-7 043-222-9900

オツヅミ 小堤 正博 260-0844 千葉県千葉市中央区千葉寺町706-9 043-261-7042

古川社労士オフィス 古川 直美 266-0031 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-17-10 ﾚｸｾﾙﾌﾟﾗｻﾞ鎌取902号室 043-291-5073

荒木行政書士・社会保険労務士事務所 荒木 康宏 260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉3-2-1 新千葉プラザマンション505 043-216-2751

柴田社会保険労務士行政書士事務所 柴田 耕治 284-0024 千葉県四街道市旭ケ丘1-12-3 043-309-8605

社会保険労務士法人 ケインズアイ 梅村 貴子 260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-15-3 リードシー千葉駅前ビル7階 043-305-5961

植田 恒男 267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘8-20-13 043-295-0501

たかおか社労士事務所 長 美津子 267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘4-27-4 043-205-0515

エース社会保険労務士事務所 吉野 正之 297-0035 千葉県茂原市下永吉428 0475-36-2140

オー・エヌ・ケー社労士事務所 小笠原 博之 260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉2-5-14 ニュー芳野ビル6D 043-239-9205

かえで社労士事務所 石渡 耕平 264-0005 千葉県千葉市若葉区千城台北3-11-4 043-309-6237

社会保険労務士大木事務所 大木 勲 283-0811 千葉県東金市台方685-3 0475-71-2064

棚倉社会保険労務士事務所 棚倉 寛 290-0225 千葉県市原市牛久439-7 0436-92-2286

中田社会保険労務士事務所 中田 高芳 264-0021 千葉市若葉区若松町902-2-2-505 043-424-0107

社会保険労務士 須藤事務所 牛山 麻美子 260-0044 千葉県千葉市中央区松波1-2-1 043-305-4151

ＭＯＲＩ社会保険労務士事務所 森 慎一 260-0032 千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタル登戸6階2号室 043-245-2288

オー・エヌ・ケー社労士事務所 野中 里美 260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉2-5-14 ニュー芳野ビル6D 043-239-9205

秋山社労士事務所 秋山 秀雄 284-0005 千葉県四街道市四街道1-15-16 043-386-2445

社会保険労務士法人 アットロウム 藤﨑 祐也 264-0028 千葉県千葉市若葉区桜木7-19-3 内山ビル301号室 043-306-4565

社会保険労務士あすか法務事務所 高橋 伸明 260-0814 千葉県千葉市中央区南生実町177-1 043-235-7340

田所社会保険労務士事務所 田所 公宜 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-22-15 星野ビル5階 043-224-2677

松井社会保険労務士事務所 松井 陽一 261-0002 千葉県千葉市美浜区新港203 043-306-8441

髙橋研二法務事務所 髙橋 研二 260-0027 千葉県千葉市中央区新田町5-10 わかちく千葉ビル604-Ａ 043-204-6711

社会保険労務士オフィス岡塚 岡塚 学 263-0005 千葉県千葉市稲毛区長沼町288-29 043-239-6178

青葉の森社会保険労務士事務所 齊藤 和浩 260-0806 千葉県千葉市中央区宮崎2-4-2 043-261-2078

オバタ社会保険労務士事務所 小幡 信行 261-0002 千葉県千葉市美浜区新港202 043-247-9524

大西社会保険労務士事務所 大西 聰 299-0111 千葉県市原市姉崎620 0436-61-1762
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永山社会保険労務士事務所 永山 恵美子 260-0001 千葉県千葉市中央区都町5-29-67 セレサⅠ105号 043-312-0066

ゆたか社会保険労務士事務所 豊田 雅光 299-3234 千葉県大網白里市みずほ台1-14-3 0475-73-2730

山﨑社会保険労務士事務所 山﨑 久仁子 261-0013 千葉県千葉市美浜区打瀬2-1-1 ＧＰＥ4-702 043-306-6411

MSI社会保険労務士事務所 土屋 勇貴 289-1104 千葉県八街市文違301-1733 050-3550-9308

三上社労士事務所 三上 翔 260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-13-29 ＲＳビル202号 090-8309-9876

社会保険労務士にしやま事務所 西山 敦子 264-0032 千葉県千葉市若葉区みつわ台5-39-8 043-301-5201

土志田社会保険労務士事務所 土志田 雄三 297-0015 千葉県茂原市東部台3-4-3 090-9975-5270

社会保険労務士事務所 ぐりん 實方 みどり 298-0004 千葉県いすみ市大原9454 0470-67-4191

社会保険労務士吉田事務所 吉田 哲治 262-0016 千葉市花見川区西小中台2-36-301 090-1406-5008

犬童社会保険労務士事務所 犬童 裕樹 289-1143 千葉県八街市八街い153-18 043-443-5084

あおぞら経営労務管理事務所 長岡 仁 260-0027 千葉県千葉市中央区新田町7-7 ジェイグランデⅢ-4Ｂ 043-445-7577

真弓社会保険労務士事務所 川上 方子 290-0142 千葉県市原市ちはら台南6-32-7 0436-37-5505

ときがね社会保険労務士事務所 斎藤 智士 283-0068 千葉県東金市東岩崎16-6 島田ビル3階 0475-53-3395

トーク社会保険労務士法人 堀内 誠大 260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉1-4-2 ＷＥＳＴＲＩＯ2 11階 043-204-1072

いしで社会保険労務士事務所 石出 真奈美 260-0028 千葉県千葉市中央区新町4-6 043-215-7083

川村裕社会保険労務士事務所 川村 裕 260-0033 千葉県千葉市中央区春日2-21-10 西千葉マンション701 043-306-2856

千葉中央社会保険労務士法人 斯波 愼 260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-7-1 吉田興業第二ビル9階 043-307-9231

平塚恵美社労士事務所 平塚 恵美 261-0012 千葉県千葉市美浜区磯辺6-2-4-102 090-7424-0884

アトラス社会保険労務士事務所 八代 真人 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンCB棟3階 MBP 043-296-8278

トーク社会保険労務士法人 石水 みゆき 260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉1-4-2 ＷＥＳＴＲＩＯ2 11階 043-204-1072

エール事務所 米持 朗子 260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-15-3 Ｂ1Ｆ-68 050-5438-2238

平山英子社労士事務所 平山 英子 261-0004 千葉県千葉市美浜区高洲2-8-9-1119 080-3313-8858

葵生社会保険労務士法人 吉田 和子 298-0124 千葉県いすみ市弥正316-4 0470-64-6280

安部社会保険労務士・ＦＰ事務所 安部 麻子 290-0142 千葉県市原市ちはら台南5-1-2 ｳｯﾄﾞﾊﾟｰｸちはら台Ａ-403 0436-52-2689

ＳＳＣ社会保険労務士事務所 山崎 友康 260-0012 千葉県千葉市中央区本町1-6-6 小川第5ビル1階 043-307-7027

社会保険労務士事務所 Ｐｌｕｓ Ｎ 西島 一利 262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷4-14-18 Riria幕張本郷参番館1階101号室 080-8496-3497

アシスト社会保険労務士事務所 岡田 啓明 263-0035 千葉県千葉市稲毛区稲毛町5-327-7 080-5414-0473

社会保険労務士法人 スリーエス 西川 真静 260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館 043-202-2545
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社会保険労務士事務所 ユニットベンチャーズ 武田 英敏 260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-15-3 ＢＦ1階 080-8046-5662

大橋賢二郎社会保険労務士事務所 大橋 賢二郎 262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町3-1481-6 043-441-7016

小倉社会保険労務士事務所 小倉 貴士 260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-20-5 山崎ビル303号 043-310-3036

マルベリー社労士事務所 桑野 笑子 289-1105 千葉県八街市泉台2-1-6 043-444-7527

八木労務開発事務所 八木 早織 297-0016 千葉県茂原市木崎288-1 0475-44-6210

社労士事務所きらり 小林 礼子 266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央4-9-21 043-488-6962

はるか社労士事務所 益永 治英 266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央4-19-7 ｻﾝﾊｲﾂおゆみ野206号室 043-310-6341

みなみ社会保険労務士事務所 南 洋美 283-0063 千葉県東金市堀上488 0475-71-3326

鈴木社労士事務所 鈴木 康広 289-1106 千葉県八街市榎戸414-68 043-290-9314

オレンジ雇用助成サポート 江澤 真弓 299-0111 千葉県市原市姉崎620 0436-67-0215
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