
会員名簿̲ 東葛地区̲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

社会保険労務士法人 上吉事務所 上吉 司郎 270-0034 千葉県松戸市新松戸1-305-1 047-346-2351

草野社会保険労務士行政書士事務所 草野 進 270-0013 千葉県松戸市小金きよしヶ丘3-20-2  ｼｬﾝﾎﾞｰﾙ新松戸 047-347-3411

社会保険労務士 関原事務所 関原 國明 271-0048 千葉県松戸市西馬橋広手町101-1 047-341-7427

千葉労務管理センター 吉田 文三 270-0034 千葉県松戸市新松戸4-57-2  三栄ﾋﾞﾙ3F 047-345-1381

永田合同会計事務所内 社会保険労務士永田純子事務所 永田 純子 277-0023 千葉県柏市中央1-4-27 04-7164-4121

横田労務管理事務所 横田 暢人 278-0022 千葉県野田市山崎1682-2-106 04-7126-1651

板倉労務行政事務所 板倉 正人 277-0005 千葉県柏市柏6-6-18  ｵｰｸﾘﾊﾞｰｽ202 04-7164-5856

栗原社会保険労務士事務所 栗原 正幸 271-0064 千葉県松戸市上本郷2677-82 047-368-8180

足立社会保険労務士事務所 足立 博志 278-0005 千葉県野田市宮崎56-154 04-7123-1515

社会保険労務士法人 あすなろ 矢吹 昌史 271-0021 千葉県松戸市小金原6-8-9  ﾌﾞﾙｰﾑﾊﾅﾉｲ305 047-309-6608

杉﨑社会保険労務士事務所 杉﨑 良司 271-0092 千葉県松戸市松戸817-3  ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾑｰﾙ松戸603 047-361-6585

まつば社会保険労務士事務所 山本 文雄 277-0827 千葉県柏市松葉町2-20-9 04-7131-4976

社会保険労務士 三枝史隆事務所 三枝 史隆 270-0034 千葉県松戸市新松戸4-24  ｼﾞｭﾈﾊﾟﾚｽ新松戸7-703 047-345-1451

社会保険労務士法人 やまもと事務所 山本 誠 277-0832 千葉県柏市北柏3-5-5-101 04-7160-3235

社会保険労務士法人 いとうＡＤＲ人事労務 伊藤 悦子 277-0005 千葉県柏市柏3-2-16  ｺﾝﾌｫｰﾄ柏102 04-7100-1811

赤澤労務管理事務所 赤澤 瑞穂 277-0016 千葉県柏市八幡町3-65 04-7166-4780

社会保険労務士 遠藤事務所 遠藤 英喜 270-0034 千葉県松戸市新松戸3-362-1 047-309-3217

社会保険労務士法人 アイティーオフィス 石川 安子 270-0034 千葉県松戸市新松戸2-6 湯浅ﾋﾞﾙ2F 047-309-3151

青木経営労務事務所 青木 康明 277-0008 千葉県柏市戸張960-23 04-7163-1203

藤中社会保険労務士事務所 藤中 晋 277-0823 千葉県柏市布施新町2-17-16 04-7131-2629

戸谷社労士行政書士事務所 戸谷 勲 270-0114 千葉県流山市東初石2-78-1 ダイヤパレスコータコート206 04-7153-2318

新山労働法務事務所 新山 晴美 277-0075 千葉県柏市南柏中央10-5 NTWビル3階 04-7171-7760

社会保険労務士 鈴木事務所 鈴木 啓文 277-0011 千葉県柏市東上町2-28  第2水戸屋ﾋﾞﾙ2F 04-7168-3115

平井社会保険労務士事務所 平井 賢俊 270-0115 千葉県流山市江戸川台西3-30 04-7154-7751

社会保険労務士 なかむらかずお事務所 中村 一男 277-0863 千葉県柏市豊四季154-1-907 04-7151-9219

股野社会保険労務士事務所 股野 廣 277-0033 千葉県柏市増尾1-11-3 04-7108-6884

社会保険労務士 有賀事務所 有賀 萬由美 270-0034 千葉県松戸市新松戸4-270  ｻﾝﾗｲﾄﾊﾟｽﾄﾗﾙ六番街B106 047-346-7892

野澤労務管理事務所 野澤 幹夫 278-0036 千葉県野田市中野台鹿島町16-5 04-7123-4065
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池本社会保険労務士事務所 池本 滝太郎 270-1166 千葉県我孫子市我孫子1849-12 04-7184-8941

社会保険労務士法人 アスミル 櫻井 好美 270-0034 千葉県松戸市新松戸3-33 京屋ビル3階 047-342-4636

小林社労士事務所 小林 靖之 277-0005 千葉県柏市柏2-10-1 カシワ・モア5Ｆ 石戸公認会計士事務所 04-7128-6766

本折社会保険労務士事務所 本折 進 277-0074 千葉県柏市今谷上町41-62 04-7174-1341

大塚社会保険労務士事務所 大塚 久美子 277-0081 千葉県柏市富里2-6-25 エクラージュ201 04-7170-4346

社会保険労務士法人 ＭＣＳ 森 義隆 277-0025 千葉県柏市千代田1-2-51 ｴｽﾃｨﾋﾞﾙ2F 04-7170-0753

柏ろうむサポート 川村 由里子 277-0005 千葉県柏市柏2-7-23  ｺｻｻﾋﾞﾙ2F 04-7192-8391

労務コンサルタント うけがわ事務所 請河 毅 270-0012 千葉県松戸市久保平賀390 トーシンビル3階 047-710-2641

くどう社会保険労務士事務所 工藤 弘之 277-0827 千葉県柏市松葉町2-11-22 ＢＷビル1Ｆ 04-7106-7910

社会保険労務士法人 栗原事務所 栗原 勝 277-0005 千葉県柏市柏3-6-23 柏ツインビル1-301 04-7166-2700

橋井社会保険労務士事務所 橋井 元 271-0092 千葉県松戸市松戸1834-8 047-362-8239

トザワ社会保険労務士事務所 兎澤 祐二 270-0012 千葉県松戸市久保平賀390 トーシンビル3階 047-710-2652

田所社会保険労務士事務所 田所 将士 270-1144 千葉県我孫子市東我孫子1-39-1 グリーンパレスＡ111号 04-7199-7475

ふなだ美希社会保険労務士事務所 船田 美希 277-0843 千葉県柏市明原2-5-7 04-7144-2553

小田社会保険労務士事務所 小田 一哉 270-0121 千葉県流山市西初石4-112-110 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾗおおたかの森101 04-7178-2118

ふくろう人事サポート 關 俊彦 271-0092 千葉県松戸市松戸1139-2  ﾗｲｵﾝｽﾞｽﾃｰｼｮﾝﾀﾜｰ松戸606 047-366-2962

岡田社会保険労務士事務所 岡田 寿幸 278-0025 千葉県野田市今上1779-2 04-7113-1589

社会保険労務士 森事務所 森 克巳 278-0043 千葉県野田市清水26 04-7125-7121

田中セラタ事務所社会保険労務士法人 世良田 文子 271-0091 千葉県松戸市本町14-2 松戸第一生命ビルディング3Ｆ 047-701-7183

社会保険労務士 有賀ヒメ子事務所 有賀 ヒメ子 270-0222 千葉県野田市木間ケ瀬2397-1 04-7170-4351

社会保険労務士 吉澤事務所 吉澤 智子 277-0005 千葉県柏市柏5-8-12  山本第三ｺｰﾎﾟ 04-7167-7862

はまだ豆ヂカラ社会保険労務士法人 濱田 誠 277-0871 千葉県柏市若柴276-1中央179-1 リビオ柏の葉キャンパス302 04-7151-0847

古谷社会保険労務士事務所 古谷 浩一 278-0033 千葉県野田市上花輪1075 04-7121-2910

磯谷社会保険労務士事務所 磯谷 幸司 277-0066 千葉県柏市中新宿1-11-11-506 04-7176-7770

渡辺社会保険労務士事務所 渡辺 正明 270-2214 千葉県松戸市松飛台119-7 047-388-1079

杉浦社会保険労務士事務所 杉浦 宏明 271-0092 千葉県松戸市松戸1125-1 047-362-9822

社会保険労務士 ＹＫＫオフィス 喜多 ゆき子 277-0075 千葉県柏市南柏中央10-5 ＮＴＷビル3階 04-7171-7761

竹原社会保険労務士事務所 竹原 剛 270-2218 千葉県松戸市五香西1-5-6 047-710-7846
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よしだ事務所 吉田 啓子 270-0164 千葉県流山市流山2509番地(木Ｂ98街区3)304 080-6130-2385

田村社会保険労務士事務所 田村 大二 270-0115 千葉県流山市江戸川台西3-35-46 04-7197-1471

階堂社会保険労務士事務所 階堂 友泰 277-8519 千葉県柏市若柴178-4 柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ148-2KOIL5Ｆﾙｰﾑ13 04-7135-2175

竹田社会労務士事務所 竹田 郁造 270-0157 千葉県流山市平和台4-37-4 04-7159-6850

中野社労士事務所 中野 洋子 277-0054 千葉県柏市南増尾1-20-1-205 04-7173-4653

社会保険労務士 マコト事務所 小嶋 真 277-0852 千葉県柏市旭町1-7-12 ｽﾜﾝﾋﾞﾙ4階 04-7100-0545

髙木直樹社会保険労務士事務所 髙木 直樹 277-0012 千葉県柏市桜台7-6  ｳﾞｨｰﾃ桜台102 04-7197-1338

神保社会保険労務士事務所 神保 裕 270-0144 千葉県流山市前ケ崎599-7 04-7143-7875

岩崎社会保険労務士事務所 岩崎 健志 277-0032 柏市名戸ケ谷1-7-8-101 04-7103-8252

豊口事務所 豊口 弘治 270-2204 千葉県松戸市六実6-24-7 豊荘6号室 047-387-6230

井口社会保険労務士事務所 井口 政幸 270-0014 千葉県松戸市小金1709-82 047-389-9603

社会保険労務士大石サポートオフィス 大石 博樹 271-0096 千葉県松戸市下矢切255 シャトー・デ・ザール平川105 047-727-8235

社労いしかわオフィス 石川 智則 270-0111 千葉県流山市江戸川台東3-65-8 04-7190-5557

堀内社会保険労務士事務所 堀内 勝利 270-0034 千葉県松戸市新松戸3-328 新松戸南パークハウスB-101 047-345-0684

社会保険労務士 佐藤和彦事務所 佐藤 和彦 277-0921 千葉県柏市大津ケ丘3-43-5 04-7192-1716

すがさわ社会保険労務士事務所 菅澤 和史 270-2267 千葉県松戸市牧の原2-161 047-383-5770

わしず社会保険労務士事務所 鷲頭 千夏 270-0175 千葉県流山市三輪野山3-19-27 04-7158-2333

棟田会計労務事務所 棟田 未和 270-1163 千葉県我孫子市久寺家1-9-2-102 04-7197-7969

ＴＯＭＯ社会保険労務士事務所 岡田 智佳 277-0005 千葉県柏市柏6-1-3 プラウド柏506号 04-7106-6823

社会保険労務士 神永事務所 神永 隼人 277-0051 千葉県柏市加賀3-4-12 04-7172-2211

社会保険労務士事務所松戸飲食業等中小企業労使関係 武藤 友和 271-0077 千葉県松戸市根本194-202 070-1047-2929

社労士法人 サイドバイサイド 齋藤 輝之 277-8520 千葉県柏市若柴178-4 柏の葉キャンパス148街区2-6Ｆ KOIL 050-1099-8337

加藤社会保険労務士事務所 加藤 優子 277-0005 千葉県柏市柏4-6-23 ＡＫ-2ビル501 04-7128-8604

彩工房 北澤 彩子 270-1166 千葉県我孫子市我孫子1-8-18 ラ・セーヌ2Ｃ 070-4087-3651

たかくさき社会保険労務士事務所 高草木 彩 278-0022 千葉県野田市山崎2077-1 ドゥエグマリヌ8 04-7111-1142

青山社会保険労務士事務所 青山 幸子 277-0005 千葉県柏市柏1342-26 090-7192-3067

松田明社会保険労務士事務所 松田 明 277-0033 千葉県柏市増尾5-4-38 070-2681-6010

一真社会保険労務士事務所 三島 一眞 270-0155 千葉県流山市宮園3-29-16 04-7159-6804
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網社会保険労務士事務所 網 繁 270-0034 千葉県松戸市新松戸3-412 047-369-7001

神永社会保険労務士事務所 神永 英幸 277-8520 千葉県柏市若柴178-4 柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ148街区2-6Ｆ ＫＯＩＬ 080-7290-3131

社会保険労務士法人 本多社労士事務所 本多 直樹 270-1143 千葉県我孫子市天王台4-3-11 04-7197-1016

社会保険労務士 小島事務所 小島 卓哉 278-0055 千葉県野田市岩名1丁目63-17 04-7120-8551

谷川社会保険労務士事務所 谷川 清憲 270-0102 千葉県流山市こうのす台1076-9 090-5392-3785

社会保険労務士法人 リンクス 茂末 賢一 277-0005 千葉県柏市柏6-1-1 流鉄柏ビル6階 050-3703-3366

猿渡社会保険労務士事務所 猿渡 直人 277-0071 千葉県柏市豊住3丁目13-3 090-9994-2176

佐々木萌社会保険労務士事務所 佐々木 萌 270-2222 千葉県松戸市高塚新田177-22 047-727-4774

ＳＬコンサルタント 渡邊 清司 278-0022 千葉県野田市山崎2066-87 090-4526-8565

持田社会保険労務士事務所 持田 大志 270-1119 千葉県我孫子市南新木1-19-1 090-1669-3311

UMI社会保険労務士事務所 疋田 将嘉 277-0033 千葉県柏市増尾6-25-28 080-3117-5041

ルミナス社会保険労務士事務所 西川 るみ子 277-0871 千葉県柏市若柴178-4 柏の葉キャンパス148街区2 6ＦＫＯＩＬ 090-1467-3076

社会保険労務士法人 あさひ社労士事務所 涌井 巧 277-0005 千葉県柏市柏4-5-10 サンプラザビル2F 04-7165-0664

尾崎徳亮社会保険労務士事務所 尾崎 徳亮 270-0137 千葉県流山市市野谷26-4 更紗ビル202 0471-96-7957
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