日本公認会計士協会 公会計協議会 社会保障部会

（平成30年10月10日現在）

監査法人リスト
＜ご利用に当たって＞
・本リストは、平成30年10月10日時点の情報に基づいています。
・本リストは特定の事務所への依頼を推奨するものではありません。
・本リストを利用したことにより発生した不利益について、当協会は一切の責任を負うものではありません。

監査法人名
監査法人ライトハウス
監査法人 銀河

本部所在地

所属地域会
北海道会
北海道会

〒

住所１

地域事務所（部会リスト登録）

住所２

WEBサイトURL

メールアドレス

TEL

FAX

060-0061 北海道

札幌市中央区南１条西１１丁目１コンチネンタル
―
ビル

http://www.lighthouse-audit.com/

info@lighthouse-audit.com

011-232-7102 011-232-7103

060-0061 北海道

札幌市中央区南一条西7丁目2番地6 パークアベ
ニュービル6階

http://www.ginga-audit.jp/

kinosita-h@ginga-audit.jp

011-522-7407 090-7583-6637

http://www.audit-hibi.biz/

a.maehashi@audit-hibi.biz

011-826-5265 011-526-5438

東京事務所

監査法人ハイビスカス

北海道会

060-0061 北海道

札幌市中央区南1条西9丁目1-15井門札幌S109ビル
―
2階

北光監査法人

東北会

020-0024 岩手県

盛岡市菜園1丁目3番6号 農林会館2階

―

http://www.hokko-audit.or.jp/

office@hokko-audit.or.jp

019-654-2663 019-625-7702

―

http://www.chiba-ac.or.jp/

info@chiba-ac.or.jp

043-225-0100 043-225-0104

―

―

―

028-625-9999 028-625-9998

―

http://www.nihombashi.or.jp

ogura@nihombashi.or.jp

03-3275-5837 03-3274-2600

audit-pr@tohmatsu.co.jp

03-6720-8200 03-6720-8205

千葉第一監査法人

千葉会

260-0016 千葉県

千葉市中央区栄町42番11号 日本企業会館ビル３
階

栃木監査法人

東京会

320-0055 栃木県

宇都宮市下戸祭1丁目8番9号

監査法人日本橋事務所

東京会

103-8283 東京都

中央区日本橋3丁目2番9号三晶ビル

有限責任監査法人トーマツ

東京会

108-6221 東京都

東京事務所（品川）、札幌事務所、盛岡事務所、仙台事
務所、さいたま事務所、千葉事務所、長野事務所、新潟
事務所、横浜事務所、名古屋事務所、岐阜事務所、静岡
港区港南二丁目１５番３号品川インターシティＣ 事務所、三重事務所、金沢事務所、富山事務所、京都事
http://www.deloitte.com/jp
棟
務所、大阪事務所、奈良事務所、和歌山事務所、神戸事
務所、岡山事務所、広島事務所、松山事務所、高松事務
所、福岡事務所、大分事務所、鹿児島事務所、熊本事務
所、那覇事務所

優成監査法人

東京会

100-0005 東京都

千代田区丸の内1-8-1
9階

PwCあらた有限責任監査法人

東京会

100-0004 東京都

千代田区大手町1丁目1番1号 大手町パークビル
ディング

名古屋事務所、大阪事務所、福岡連絡所

仰星監査法人

東京会

102-0074 東京都

千代田区九段南3-3-6

本部東京事務所、大阪事務所、名古屋事務所、北陸事務 ―
所、札幌オフィス、福岡オフィス

大光監査法人

東京会

160-0004 東京都

新宿区四谷４‐28‐４

丸の内トラストタワーN館 関西事務所、新潟事務所、札幌事務所、東北事務所、中

国・四国事務所、九州事務所

麹町ビル 2階
YKB円サインビル５階

才和有限責任監査法人

東京会

102-0083 東京都

千代田区麹町3-5-2

東京さくら監査法人

東京会

104-0061 東京都

中央区銀座１－２０－９

BUREX麹町4階

興亜監査法人

東京会

101-0054 東京都

千代田区神田錦町３－１７

岡崎ビル５階

https://www.crowehorwath.net/yusei/ public-sector@crowehorwath-yusei.jp 03-6212-2320 03-6212-2321
http://www.pwc.com/jp/assurance/

―

03-6212-6800 03-6212-6801

headoffice@gyosei-grp.or.jp

03-5211-7878 03-5211-7879

―

http://www.taikoaudit.com/

info@taikoaudit.com

03-3341-8838 03-3341-8937

―

http://www.saiwa-audit.com/

ikeda@saiwa-audit.com

03-6272-5154 03-6272-5198

―

http://www.tsakura-audit.com/

sutou@tsakura-audit.com

03‐3561‐5650 03‐3561‐5651

―

http://www.koaaudit.jp/

koaaudit@sand.ocn.ne.jp

03‐3291‐0052 03‐3291‐7377
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監査法人名

本部所在地

所属地域会

〒

住所１

地域事務所（部会リスト登録）

住所２

WEBサイトURL

メールアドレス

TEL

FAX

六番町学園通りビル

―

http://www.yotsuya-audit.com

nobu@yotsuya-ac.com

03-3234-7163 03-3237-8338

富国生命ビル２階

―

http://www.brainwork.or.jp/

postmaster@brainwork.or.jp

03-5501-2288 03-5501-2300

http://myojin.or.jp/

info@myojin.or.jp

03-6694-2841 03-6694-2841

http://artepartners.com/

info@artepartners.com

03-5826-4084 03-5826-4085

四谷監査法人

東京会

102-0085 東京都

千代田区六番町７番地４

監査法人ブレインワーク

東京会

100-0011 東京都

千代田区内幸町２－２－２

明神監査法人

東京会

101-0041 東京都

千代田区神田須田町1丁目12番3号ｱﾙｶﾃﾞｨｱﾋﾞﾙ１階 ―

アルテ監査法人

東京会

110-0016 東京都

台東区台東1－30－3

YOKビル4F

大阪事務所

有限責任 あずさ監査法人

東京会

162-8551 東京都

新宿区津久戸町１番２号

札幌事務所、仙台事務所盛岡オフィス、仙台事務所、北
関東事務所高崎オフィス、北関東事務所、北関東事務所
新潟オフィス、横浜事務所、名古屋事務所、名古屋事務
所岐阜オフィス、横浜事務所静岡オフィス、名古屋事務 http://www.kpmg.com/jp/ja/services/ naoki.kubo@jp.kpmg.com
所三重オフィス、北陸事務所、北陸事務所富山オフィ
audit/pages/default.aspx
ス、京都事務所、大阪事務所、神戸事務所、大阪事務所
岡山オフィス、広島事務所、福岡事務所下関オフィス、
大阪事務所松山オフィス、福岡事務所

パートナーズＳＧ監査法人

東京会

104-0031 東京都

中央区京橋1-3-1

―

―

audit@partners-inc.co.jp

03-3510-1033 03-3510-1065

ABS監査法人

東京会

101-0064 東京都

千代田区猿楽町2-1-16

―

http://abs-ac.org/

kobayashi@abs-ac.org

03-5244-5195 03-5244-5196

監査法人 アイリス

東京会

100-0005 東京都

中央区丸の内２-3-2 郵船ビル７０１

札幌事務所

http://www.iris-audit.jp/

Yoshii@iris-audit.jp

03-6212-2332 03-6212-2333

東陽監査法人

東京会

101-0053 東京都

千代田区神田美土代町７番地

名古屋事務所、大阪事務所

http://www.bdo-toyo.or.jp/

info@bdo-toyo.or.jp

03-3295-1040 03-3295-1993

監査法人双研社

東京会

104-0061 東京都

中央区銀座1丁目6番10号

―

http://sohkensha.or.jp/

soumu@sohkensha.or.jp

03-3561-7491 03-3561-7499

興誠監査法人

東京会

103-0027 東京都

中央区日本橋3丁目6番7号

―

―

―

03-3510-7698 03-3510-7698

清泉監査法人

東京会

104-0061 東京都

中央区銀座2丁目11番5号
ル

―

http://www.seisen-audit.or.jp/

info@seisen-audit.or.jp

03-3545-6555 03-3545-6556

札幌事務所、大阪事務所、名古屋事務所、福岡事務所

http://www.bdo.or.jp/

info@bdo.or.jp

03-5322-3531 03-5322-3593

ｼｪﾙﾌﾞﾙｰ猿楽町ビル4階

上一ビル

陽光銀座セントラルビ
エステック情報ビ

03-3266-7500 03-3548-5810

三優監査法人

東京会

160-0023 東京都

新宿区西新宿1丁目24番1号
ル15階

日栄監査法人

東京会

103-0022 東京都

中央区日本橋室町4丁目3番12号

―

http://www.nichieiaudit.or.jp/

info@nichieiaudit.or.jp

03-3241-3777 03-3241-3774

清明監査法人

東京会

195-0053 東京都

町田市能ケ谷1丁目5番8号

札幌事務所、千代田事務所

http://www.seimei.or.jp/

mail@seimei.or.jp

042-736-2933 042-736-0988

清和監査法人

東京会

102-0072 東京都

千代田区飯田橋1丁目3番2号 曙杉館4階

神戸事務所

http://www.seiwa-audit.or.jp/

info@seiwa-audit.or.jp

03-3556-9161 03-3263-3600

ＴＯＭＡ監査法人

東京会

100-0005 東京都

千代田区丸の内1丁目8番3号 丸の内トラストタ
ワー本館3階

―

http://toma.co.jp/

toma-a@toma.co.jp

03-6266-2555 03-6266-2556

監査法人アリア

東京会

105-0013 東京都

港区浜松町1丁目30番5号 浜松町スクエア19階
1905

―

http://www.aria-audit.or.jp/

yoshizawa@aria-audit.or.jp

03-5777-0288 03-5777-0221

監査法人よつば綜合事務所

東京会

160-0022 東京都

新宿区新宿1丁目9番1号 NEOX新宿ビル6階

―

http://www.yotsuba.or.jp/

info@yotsuba.or.jp

03-5366-1905 03-5366-1906

東邦監査法人

東京会

101-0052 東京都

千代田区神田小川町3-3-2 マツシタビル6階

―

http://www.toho-audit.or.jp/

takanashi@toho-audit.or.jp

03-3291-0664 03-3291-0670

監査法人八雲

東京会

146-0094 東京都

大田区東矢口３－３－３－８０２

―

http://a-c-yakumo.com/info

ohashi-rk@kiu.biglobe.ne.jp

03-5711-5083 03-5711-5083

明誠有限責任監査法人

東京会

103-0021 東京都

中央区日本橋本石町4-2-16
ビル5階

―

http://hlbmeisei.jp/

soumu@meisei-audit.jp

03-3548-2031 03-3548-2033

明治アーク監査法人

東京会

160-0023 東京都

新宿区西新宿1-23-3 廣和ビル６階

―

http://www.am-audit.com/

info@am-audit.com

03-3342-5967 03-3342-5972

監査法人アヴァンティア

東京会

102-0075 東京都

千代田区三番町３－８

―

http://www.avantia.or.jp/

info@avantia.or.jp

03-3263-7681 03-3263-7682

永和監査法人

東京会

162-0805 東京都

新宿区矢来町114番地

―

http://www.eiwa-audit.com/

office@eiwa-audit.com

03-5225-0371 03-5225-0372

Daiwa日本橋本石町

高橋ビル2階
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監査法人名

本部所在地

所属地域会

〒

住所１

地域事務所（部会リスト登録）

住所２

WEBサイトURL

メールアドレス

TEL

FAX

名古屋事務所

http://www.seac.or.jp

seiei@seac.or.jp

03-3518-2723 03-3518-2732

三鷹市下連雀3丁目38番4-303号

大阪事務所

http://koyu-ac.com/

shin.aoyama@kyi.biglobe.ne.jp

0422-71-5133 0422-52-1612

102-0094 東京都

千代田区紀尾井町3番12号

―

https://www.yaesuaudit.jp/

info@yaesuaudit.or.jp

03-5275-5260 03-5275-5262

東京会

100-0005 東京都

千代田区丸の内二丁目２番１号
５階

http://www.maru-audit.jp

info@maru-audit.jp

03-5288-8835 03-5288-8836

そうせい監査法人

東京会

162-0845 東京都

新宿区市谷本村町3番19号 千代田ビル

https://www.sousei-audit.or.jp/

info@sousei-audit.or.jp

03-6280-8597 03-6280-8598

監査法人 長隆事務所

東京会

162-0805 東京都

新宿区矢来町75番地

http://osa-cpa.com/

info@osa-cpa.com

03-3513-6040 03-3513-7623

レクス監査法人

東京会

104-0061 東京都

中央区銀座2-11-2銀座大作ビル6階

http://www.reex.jp/kansa/

kansa@reex.jp

03-3549-1902 03-3549-3100

京浜監査法人

東京会

103-0012 東京都

中央区日本橋堀留町1丁目6番5号 丸彦ビル2階

―

誠栄監査法人

東京会

101-0052 東京都

千代田区神田小川町1－1

公友監査法人

東京会

181-0013 東京都

八重洲監査法人

東京会

丸の内監査法人

山城ビル9Ｆ

紀尾井町ビル17階
岸本ビルヂング

赤坂Kタワー19階

yshimo@a1.mbn.or.jp

03-6264-8097 03-3663-6795

大阪事務所、札幌事務所、東北事務所、新潟事務所、名
古屋事務所、北陸事務所、中国・四国事務所、九州事務 http://www.gtjapan.or.jp/
所

taiyo-shafuku@gtjapan.or.jp

03-5474-0111 03-5474-0112

札幌事務所、仙台事務所、山形事務所、福島事務所、新
潟事務所、松本事務所、名古屋事務所、浜松事務所、静 http://www.shinnihon.or.jp/
岡事務所、富山事務所、金沢事務所、大阪事務所、広島
事務所、高松事務所、福岡事務所、沖縄事務所

―

03-3503-1100 03-3503-1197

―

kansa@kousi-co.jp

025-227-4600 025-227-4601

東京事務所

http://tachibana-audit.com/

info@tachibana-group.com

045-313-6566 045-323-6547

太陽有限責任監査法人

東京会

107-0051 東京都

港区元赤坂１－２－７

EY新日本有限責任監査法人

東京会

100-0006 東京都

千代田区有楽町一丁目１番２号

高志監査法人

東京会

951-8061 新潟県

新潟市中央区西堀通二番町773番地メゾン西堀101
―
号

橘有限責任監査法人

神奈川県会

220-0003 神奈川県

横浜市西区楠町９－７

北陸監査法人

北陸会

920-0031 石川県

金沢市広岡2丁目13番23号 AGSビル 3階

―

―

Rse18535@nifty.com

076-210-3400 076-210-3410

監査法人アンビシャス

東海会

500-8436 岐阜県

岐阜市東明見町21番地

―

http://www.ambitious-audit.jp/

suwa@snbc.co.jp

058-275-6503 058-268-2351

東京事務所、名古屋事務所、大津事務所、大阪事務所

http://www.kagayaki-audit.com

inagaki.yasushi@kagayaki-audit.com

0566-77-0827 0566-77-0806

岐阜事務所、三重事務所、福岡事務所

https://asuno.or.jp/

info@asuno.or.jp

052-855-3497 052-766-6919

―

http://nagoya-audit.com/

n-audit@nagoya-audit.com

052-241-7067 052-262-0452

ＴＡＫビル５階

かがやき監査法人

東海会

446-0059 愛知県

安城市三河安城本町二丁目1番地10KAGAYAKI
SQUARE 3階

あすの監査法人

東海会

450-0002 愛知県

名古屋市中村区名駅4-25-17

三喜ビル6階
栄三丁目ビルディ

名古屋監査法人

東海会

460-0008 愛知県

名古屋市中区栄3丁目6番1号
ング

監査法人マーキュリー

東海会

460-0007 愛知県

名古屋市中区新栄2丁目1番9号 雲竜フレックスビ
―
ル西館

http://mercury-audit.or.jp/

toshihisa.nakatani@mercury-audit.or.jp 052-684-7951 052-684-7952

大阪事務所

http://www.sakae-audit.or.jp/

sakae-audit@asahi-net.email.ne.jp

052-564-5027 052-564-5028

―

http://cts-ac.com/

info@cts-ac.com

052-355-6543 ―

栄監査法人

東海会

450-0002 愛知県

名古屋市中村区名駅5丁目4番14号
407

CTS監査法人

東海会

455-0004 愛知県

名古屋市港区津金2丁目6番9号

花車ビル北館
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監査法人名

本部所在地

所属地域会

〒

住所１

地域事務所（部会リスト登録）

住所２

五十鈴監査法人

東海会

514-0033 三重県

津市丸之内34番5号

津中央ビル6階

清友監査法人

京滋会

604-8134 京都府

京都市中京区六角通東洞院西入堂之前町254番地
ＷＥＳＴ１８
京都市上京区丸太町通智恵光院西入西院町74728-106
京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町 529番地
ヒロセビル
京都市中京区東洞院通竹屋町下る三本木五丁目
470番地

WEBサイトURL

メールアドレス

TEL

FAX

桑名事務所

http://www.isuzu-audit.or.jp

jimukyoku@isuzu-audit.or.jp

059-227-5002 059-227-5196

東京事務所、大阪事務所

http://www.seiyu.or.jp/

m-box@seiyu.or.jp

075-213-7090 075-212-2809

―

http://staraudit.sakura.ne.jp/wordpress/star@staraudit.sakura.ne.jp

075-822-7220 075-841-6431

東海事務所

http://www.sogokeiei.co.jp/

075-211-7550 075-256-1231

スター監査法人

京滋会

602-8151 京都府

平安監査法人

京滋会

604-0847 京都府

ひかり監査法人

京滋会

604-0872 京都府

東京事務所

http://www.hikari-audit.com/

info@hikari-audit.com

075-252-1305 075-252-1355

監査法人グラヴィタス

京滋会

604-8074 京都府

京都市中京区富小路通三条下る朝倉町528番地

大阪事務所

http://gravitas.jp

info@gravitas.jp

075-212-4200 075-254-7722

監査法人アイ・ピー・オー

近畿会

530-0001 大阪府

大阪市北区梅田1-1-3-2800
Ｆ

神戸事務所

http://www.ipo.or.jp/

webmaster@ipo.or.jp

06-6345-1602 06-6345-1641

監査法人だいち

近畿会

530-0038 大阪府

大阪市北区紅梅町1-18

―

http://ww81.tiki.ne.jp/~daichi-audit/ murata_ntk@mac.com

06-6882-0319 06-6352-3618

OAG監査法人

近畿会

564-0053 大阪府

吹田市江の木町17番１号

―

http://www.oag-audit.or.jp

imai.motoki@oag-audit.or.jp

06-6310-3200 06-6310-3201

御堂筋監査法人

近畿会

561-0872 大阪府

豊中市寺内2丁目４番１号緑地駅ビル７階

―

―

hiroyuki.sakoguchi@nkgr.co.jp

06-6866-8277 06-6866-8278

東京事務所

http://seiryo-audit.or.jp

info@seiryo-audit.or.jp

06-6121-2247 06-6121-2248

東京事務所

http://www.k-a-c.or.jp

info-osaka@k-a-c.or.jp

06-6204-1961 06-6204-1962

admin@pkf-hibiki-audit.com

06-6229-0387 06-6229-0388

大阪駅前第3ビル28

ERGOビル605
コンパーノビル６階

清稜監査法人

近畿会

541-0053 大阪府

大阪市中央区本町1-6-16
階

いちご堺筋本町ビル8

協立監査法人

近畿会

541-0048 大阪府

大阪市中央区瓦町三丁目4番8号

info@sogokeiei.co.jp

ひびき監査法人

近畿会

541-0041 大阪府

大阪市中央区北浜2-3-6

東京事務所

http://www.pkf-hibiki-audit.com/

監査法人 彌榮会計社

近畿会

543-0073 大阪府

大阪市天王寺区生玉寺町1-13

―

http://www.yasaka-ac.co.jp/

y-info@yasaka-ac.co.jp

06-6772-9739 06-6772-7713

監査法人はるか

近畿会

530-0003 大阪府

大阪市北区堂島1丁目1番25号

―

―

tsukiji-cpa@muc.biglobe.ne.jp

06-6362-0900 06-6362-0789

西日本監査法人

中国会

730-0036 広島県

広島市中区袋町3番17号

―

http://www.nnihon.or.jp

nnihon.cpa@nnihon.or.jp

082-504-4811 082-504-4833

愛光監査法人

四国会

790-0003 愛媛県

松山市三番町4丁目8番地7

―

http://www.aikoaudit.or.jp/

aikokansa@aikoaudit.or.jp

089-998-3003 089-998-8686

えひめ監査法人

四国会

790-0814 愛媛県

松山市味酒町2丁目9番地17

―

http://www.kmao.jp/kansahoujin/

k.m@kmao.jp

089-935-7670 089-945-2819

四国松山凛監査法人

四国会

790-0002 愛媛県

松山市二番町4丁目4番地2

―

http://www.lin-audit.com/

shikoku-matsuyama@lin-audit.com

089-961-4680 089-961-4681

監査法人四国アシスト

四国会

790-0924 愛媛県

松山市南久米町766番地7

―

http://www.kcpao.com/

WEBサイトから問合せ

089-976-5647 089-960-1336

―

http://www.ayumi-audit.com/

info@ayumi-ac.com

092-737-7105 092-737-7106

―

http://www.ariake-audit.or.jp/

cpa-eguti@chime.ocn.ne.jp

092-739-9213 092-771-1093

―

http://homepage2.nifty.com/FHOUZIN/

fukuoka_audit@tkz.bbiq.jp

092-725-6277 092-725-6278

―

http://jwater-group.com/audit/

k.uchida@jwater-cpa.com

092-406-1001 092-406-1021

北浜山本ビル４階

シシンヨービル8F
第5越智会計ビル2階

あゆみ監査法人

北部九州会

810-0001 福岡県

福岡市中央区天神1-1-1

監査法人 有明

北部九州会

810-0041 福岡県

福岡市中央区大名2丁目4番30号

福岡監査法人

北部九州会

アクロス福岡11階

810-0004 福岡県

福岡市中央区渡辺通1丁目1番1号

如水監査法人

北部九州会

810-0042 福岡県

福岡市中央区赤坂1丁目12番15号
階

読売福岡ビル9

くまもと監査法人

南九州会

860-0806 熊本県

熊本市中央区花畑町4番7号
ル3階

―

http://www.kumamoto-ac.jp/

kumamoto.ac@kumamoto-ac.jp

096-319-1660 096-319-1663

―

―

audit@cpa-kap.jp

099-258-3048 099-258-3017

―

―

soumu@kumoji-audit.jp

098-869-0206 098-869-0208

朝日新聞第一生命ビ

監査法人 かごしま会計プロ
フェッション

南九州会

890-0062 鹿児島県

鹿児島市与次郎二丁目4番35号
KSC鴨池ビル305C号室

くもじ監査法人

沖縄会

900-0015 沖縄県

那覇市久茂地2丁目5番9号

山川ビル2階
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