
※本リストは、社会福祉法人又は医療法人等が、業務を依頼する公認会計士等の選定の
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日本公認会計士協会

公会計協議会＜社会保障部会＞　部会員リスト

＜ご利用に当たって＞
・部会員リストは、2021/01/05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。

日本公認会計士協会　公会計協議会　社会保障部会　部会員リスト[暫定版]
会員登録番号 名前 住所 所属地域会
会員種別

3028660 〒 070-0031 北海道 北海道会

会員

3008627 〒 070-0043 北海道 北海道会

会員

3009123 〒 061-1372 北海道 北海道会

会員

3008663 〒 004-0042 北海道 北海道会

会員

3007447 〒 004-0876 北海道 北海道会

会員

3017564 〒 063-0825 北海道 北海道会

会員

3030077 〒 063-0826 北海道 北海道会

会員

3005311 〒 060-0042 北海道 北海道会

会員

3013869 〒 060-8661 北海道 北海道会

会員

3010376 〒 060-0042 北海道 北海道会

会員

3020544 〒 060-0042 北海道 北海道会

会員

3021899 〒 060-0042 北海道 北海道会

会員

3014429 〒 060-0061 北海道 北海道会

会員

坂野　健弥

坂野健弥公認会計士事務所 北海道札幌市厚別区大谷地西1丁目13番30号

kaz86278627@ms02.jicpa.or.jp 0166-22-4156

大森　茂伸

大森茂伸公認会計士事務所 北海道恵庭市恵み野南3丁目3番9号

0166-22-7481

坪沼　一成

坪沼公認会計士事務所 北海道旭川市常盤通2丁目

中島　幹雄

公認会計士中島幹雄事務所 北海道旭川市一条通13丁目左6号

XZE07481@ms01.jicpa.or.jp 011-261-4460

岡島　信平

三優監査法人 札幌事務所 北海道札幌市中央区大通西4丁目6番地1札幌大通西4ビル3階

佐藤　等

佐藤等公認会計士事務所 北海道札幌市中央区大通西4丁目1番地　道銀ビル7階

XXK02953@ms01.jicpa.or.jp 011-522-9507

佐々木　教雄

公認会計士佐々木教雄事務所 北海道札幌市中央区大通西3丁目7番地　㈱北洋銀行　経営企画部内

hiroyuki.yonekura@ms02.jicpa.or.jp 011-676-8037

末永　仁宏

末永公認会計士事務所 北海道札幌市中央区大通西12丁目4番地 あいおいニッセイ同和損保札幌大通ビル2階

tsugutaka.toma@ms02.jicpa.or.jp 011-669-6646

米倉　弘之

米倉公認会計士事務所 北海道札幌市西区発寒六条11丁目1番1号　新道北口ビル5階

gotomchhr@ms01.jicpa.or.jp 011-884-4008

當眞　嗣隆

當眞嗣隆公認会計士事務所 北海道札幌市西区発寒五条6丁目6番3号

XTH05901@ms01.jicpa.or.jp 011-555-9734

後藤　道博

後藤道博公認会計士事務所 北海道札幌市清田区平岡六条4丁目13番6号

hiroyuki1.sato@ms02.jicpa.or.jp 011-271-2035

北村　好孝

監査法人ライトハウス 北海道札幌市中央区南一条西11丁目1番地  コンチネンタルビル

佐藤　博行

三優監査法人 札幌事務所 北海道札幌市中央区大通西4丁目6番地1札幌大通西4ビル3階
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3017019 〒 060-0061 北海道 北海道会

会員

3020167 〒 060-0061 北海道 北海道会

会員

3005601 〒 060-0061 北海道 北海道会

会員

3013525 〒 064-0801 北海道 北海道会

会員

3006520 〒 060-0061 北海道 北海道会

会員

3031092 〒 060-0061 北海道 北海道会

会員

3006142 〒 064-0809 北海道 北海道会

会員

3025224 〒 060-0063 北海道 北海道会

会員

3007318 〒 064-0811 北海道 北海道会

会員

3009064 〒 064-0915 北海道 北海道会

会員

3015807 〒 064-0810 北海道 北海道会

会員

3022637 〒 064-0810 北海道 北海道会

会員

3009856 〒 064-0916 北海道 北海道会

会員

3006878 〒 060-0062 北海道 北海道会

会員

3021484 〒 060-0062 北海道 北海道会

会員

harumi.inoue@ms01.jicpa.or.jp 011-557-2950

杉山　豊

公認会計士杉山豊事務所 北海道札幌市中央区南一条西5丁目14番地の1　札幌証券取引所ビル6階

nakamura7@ms01.jicpa.or.jp 011-272-0821

井上　春海

井上春海公認会計士事務所 北海道札幌市中央区南一条西27丁目1番25-1501号

中村　孝一

札幌監査法人 北海道札幌市中央区南一条西12丁目322番地　新永ビル8階

十川　典子

監査法人ライトハウス 北海道札幌市中央区南一条西11丁目1番地  コンチネンタルビル

中村　圭佐

監査法人ライトハウス 北海道札幌市中央区南一条西11丁目1番地  コンチネンタルビル

菅原　枝利

養和監査法人 札幌事務所 北海道札幌市中央区南十条西14丁目1番25号

三宅　英彦

養和監査法人 札幌事務所 北海道札幌市中央区南十条西14丁目1番25号

Se5d6NOc@ms01.jicpa.or.jp 011-562-4328

桑原　隆広

桑原隆広公認会計士事務所 北海道札幌市中央区南十五条西18丁目3番25号1階

XGE22368@ms02.jicpa.or.jp 0123-21-8504

南　貴夫

南貴夫公認会計士事務所 北海道札幌市中央区南十一条西9丁目3番31号　あけぼのビル3階

XLF03640@ms02.jicpa.or.jp 011-531-8805

千葉　崇晶

千葉崇晶公認会計士・税理士事務所 北海道札幌市中央区南三条西12丁目325-13　東和ビル401号

千葉　健一

千葉健一公認会計士事務所 北海道札幌市中央区南九条西5丁目　パーク9・5ビル3階

sugiyama@ms02.jicpa.or.jp 011-221-8866

池田　章悟

監査法人夏目事務所 札幌事務所 北海道札幌市中央区南一条西6丁目15番地1札幌あおばビル2階

XVZ04287@ms01.jicpa.or.jp

大和　真祐

大和真祐公認会計士事務所 北海道札幌市中央区南二条西5丁目10番地2　サンワード南2西5ビル

sc1025@ms02.jicpa.or.jp 090-5951-4013

篠河　清彦

篠河清彦公認会計士事務所 北海道札幌市中央区南二条西5丁目10番2号　サンワード南2西5ビル8階

千葉　智

千葉智公認会計士事務所 北海道札幌市中央区南十六条西19丁目2番6号
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3007319 〒 060-0062 北海道 北海道会

会員

3016648 〒 064-0942 北海道 北海道会

会員

3035124 〒 060-0001 北海道 北海道会

会員

3013465 〒 060-0001 北海道 北海道会

会員

3020326 〒 060-0001 北海道 北海道会

会員

3026563 〒 060-0001 北海道 北海道会

会員

3022877 〒 060-0001 北海道 北海道会

会員

3016775 〒 060-0005 北海道 北海道会

会員

3014868 〒 060-0005 北海道 北海道会

会員

3032214 〒 060-0005 北海道 北海道会

会員

3006015 〒 060-0005 北海道 北海道会

会員

3014257 〒 060-0005 北海道 北海道会

会員

3016316 〒 060-0005 北海道 北海道会

会員

3024671 〒 060-0005 北海道 北海道会

会員

3014385 〒 060-0003 北海道 北海道会

会員

katsuyoshi.koh@ms01.jicpa.or.jp 011-281-2228

倉知　康男

ＥＹ新日本有限責任監査法人 札幌事務所 北海道札幌市中央区北一条西4丁目1番地2　武田りそなビル

kazhana@ms02.jicpa.or.jp

洪　勝吉

洪勝吉公認会計士事務所 北海道札幌市中央区北一条西10丁目1番15号　UD札幌北一条ビル6階　桶谷法律事務所内

XWF04688@ms02.jicpa.or.jp 011-251-5588

花田　和政

公認会計士花田和政事務所 北海道札幌市中央区伏見3丁目5番14号

上田　恵一

上田恵一公認会計士事務所 北海道札幌市中央区南二条西5丁目10番地2　サンワード南2西5ビル8階

satoshi.yasuoka@ms01.jicpa.or.jp 080-4341-5759

川崎　毅一郎

川崎・桶谷・折原公認会計士共同事務所 北海道札幌市中央区北五条西6丁目2番地2　札幌センタービル24階

yasuhiko.igagrashi@ms02.jicpa.or.jp 011-271-2035

安岡　悟志

有限責任監査法人トーマツ 札幌事務所 北海道札幌市中央区北五条西6丁目2番地2　札幌センタービル

hideki.mizuno@ms02.jicpa.or.jp 011-231-8408

五十嵐　康彦

有限責任監査法人トーマツ 札幌事務所 北海道札幌市中央区北五条西6丁目2番地2　札幌センタービル

ichiro.ogasawara@ms01.jicpa.or.jp 080-3345-9382

水野　秀樹

水野秀樹公認会計士事務所 北海道札幌市中央区北五条西10丁目17番地1 ライオンズマンション札幌植物園前804号

Wataru.Araki@ms02.jicpa.or.jp 011-221-1118

小笠原　一郎

小笠原一郎公認会計士事務所 北海道札幌市中央区北一条西5丁目2番9号　北一条三井ビルディング702号

XND16832@ms02.jicpa.or.jp 080-6767-6971

新木　亘

ＥＹ新日本有限責任監査法人 札幌事務所 北海道札幌市中央区北一条西4丁目1番地2　武田りそなビル

小泉　修一

ＥＹ新日本有限責任監査法人 札幌事務所 北海道札幌市中央区北一条西4丁目1番地2　武田りそなビル

taku.asai@ms01.jicpa.or.jp 011-699-5300

浅井　卓

浅井公認会計士事務所 北海道札幌市中央区北三条西11丁目1番地2  ダイアパレス植物園通301号

桶谷　洋幸

川崎・桶谷・折原公認会計士共同事務所 北海道札幌市中央区北五条西6丁目2番地2　札幌センタービル24階

折原　博樹

川崎・桶谷・折原公認会計士共同事務所 北海道札幌市中央区北五条西6丁目2番地2　札幌センタービル24階

水野　克也

公認会計士水野克也事務所 北海道札幌市中央区北五条西6丁目2番地2　札幌センタービル24階
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3020496 〒 060-0003 北海道 北海道会

会員

3016116 〒 060-0003 北海道 北海道会

会員

3026039 〒 060-0003 北海道 北海道会

会員

3027028 〒 060-0033 北海道 北海道会

会員

3007157 〒 060-0004 北海道 北海道会

会員

3017948 〒 060-0002 北海道 北海道会

会員

3018066 〒 060-0002 北海道 北海道会

会員

3032422 〒 060-0002 北海道 北海道会

会員

3012008 〒 060-0002 北海道 北海道会

会員

3017020 〒 060-0002 北海道 北海道会

会員

3021947 〒 060-0002 北海道 北海道会

会員

3018604 〒 060-0032 北海道 北海道会

会員

3011975 〒 007-0870 北海道 北海道会

会員

3007161 〒 065-0027 北海道 北海道会

会員

3002575 〒 005-0005 北海道 北海道会

会員

XCK12806@ms02.jicpa.or.jp 011-221-2434

松尾　理加

有限責任 あずさ監査法人 札幌事務所 北海道札幌市中央区北三条西2丁目2番地1　日通札幌ビル11階

田辺　拓央

有限責任 あずさ監査法人 札幌事務所 北海道札幌市中央区北三条西2丁目2番地1　日通札幌ビル11階

高野　拓也

公認会計士高野事務所 北海道札幌市中央区北三条西1丁目1番地1　札幌ブリックキューブ

XRW08991@ms01.jicpa.or.jp 011-206-0556

後藤　正典

はまなす公認会計士共同事務所 北海道札幌市中央区北二条西3丁目1番地　太陽生命札幌ビル8階

da.sasaki.2929@ms02.jicpa.or.jp 011-206-8989

谷口　雅子

谷口雅子公認会計士事務所 北海道札幌市中央区北二条西2丁目4番地　マルホビル7階

makoto.maeda@ms02.jicpa.or.jp 090-2071-3004

佐々木　大祐

公認会計士佐々木大祐事務所 北海道札幌市中央区北二条西13丁目1番地10　札幌第一会計ビル

XKF14536@ms02.jicpa.or.jp 011-261-9959

前田　誠

前田誠公認会計士事務所 北海道札幌市中央区北二条西13丁目1番10　札幌第一会計ビル4階

ohishi.jimusho@ms01.jicpa.or.jp 011-280-9300

庄司　正史

公認会計士庄司正史事務所 北海道札幌市中央区北二条西13丁目　札幌第一会計ビル

XXP23802@ms02.jicpa.or.jp

大石　一良

公認会計士大石一良事務所 北海道札幌市中央区北四条西12丁目1番地28  北4条ビル5階

ponrika1979@ms02.jicpa.or.jp 011-221-2434

大西　啓二

大西啓二公認会計士事務所 北海道札幌市中央区北三条東2丁目2番地　三博ビル2階

田中　新一

公認会計士田中新一事務所 北海道札幌市南区澄川五条3丁目4番13号

三浦　正範

三浦公認会計士事務所 北海道札幌市東区北二十七条東18丁目1番18号

西村　進

西村進公認会計士事務所 北海道札幌市東区伏古十条1丁目8番25号

naomi.kurachi@ms02.jicpa.or.jp 090-6994-5879

浅利　昌克

浅利昌克公認会計士事務所 北海道札幌市中央区北二条東1丁目2番地10　北2条ビル8階

gotocpa@ms02.jicpa.or.jp 011-241-3466

倉知　直美

はまなす公認会計士共同事務所 北海道札幌市中央区北二条西3丁目1番地　太陽生命札幌ビル8階
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3006057 〒 005-0850 北海道 北海道会

会員

3016232 〒 062-0021 北海道 北海道会

会員

3031759 〒 062-0051 北海道 北海道会

会員

3007317 〒 062-0054 北海道 北海道会

会員

3017736 〒 062-0921 北海道 北海道会

会員

3008913 〒 062-0041 北海道 北海道会

会員

3022633 〒 062-0043 北海道 北海道会

会員

3008807 〒 062-0932 北海道 北海道会

会員

3013920 〒 001-0905 北海道 北海道会

会員

3025105 〒 002-0859 北海道 北海道会

会員

3018891 〒 061-0224 北海道 北海道会

会員

3025566 〒 066-0032 北海道 北海道会

会員

3016743 〒 080-0017 北海道 北海道会

会員

3031662 〒 080-0017 北海道 北海道会

会員

3008637 〒 080-0018 北海道 北海道会

会員

XSG03570@ms02.jicpa.or.jp 011-596-9961

細谷　剛介

公認会計士細谷事務所 北海道札幌市豊平区月寒西一条9丁目8番23号

渡邊　達夫

渡邊達夫公認会計士事務所 北海道札幌市南区石山東3丁目13番10号

石川　信行

石川公認会計士事務所 北海道札幌市北区新琴似五条17丁目1番2-1005号

藤江　正祥

藤江公認会計士事務所 北海道札幌市豊平区平岸二条1丁目2番55号

清平　秀幸

清平秀幸公認会計士事務所 北海道札幌市豊平区福住三条10丁目10-5　ハイツグリーンヒル202号

jazzcafe@ms01.jicpa.or.jp 011-807-4473

石若　保志

石若保志公認会計士事務所 北海道札幌市豊平区福住一条8丁目10番12号

XMS04686@ms02.jicpa.or.jp 011-855-2831

松尾　大介

松尾公認会計士事務所 北海道札幌市豊平区中の島一条1丁目5番18-408号

神保　千晶

神保公認会計士事務所 北海道札幌市豊平区月寒東四条8丁目5番27号

astyswiss0913@ms01.jicpa.or.jp 090-6995-6721

金坂　肇

金坂肇公認会計士事務所 北海道札幌市豊平区月寒東一条2丁目10番16号

teatime1@ms02.jicpa.or.jp 0155-49-2255

XCX31106@ms01.jicpa.or.jp 0155-24-3616

富士道　昭憲

富士道公認会計士事務所 北海道帯広市西八条南30丁目5番2

inouekaikei@ms01.jicpa.or.jp 090-3113-5615

大平　渉

監査法人フロンティアパートナークラウド 北海道帯広市西七条南6丁目1番地4

seiichi.arai@ms02.jicpa.or.jp 090-5224-9704

井上　理

監査法人フロンティアパートナークラウド 北海道帯広市西七条南6丁目1番地4

keroppi348@ms02.jicpa.or.jp 0133-27-5705

新井　聖一

新井聖一公認会計士事務所 北海道千歳市北陽5丁目2番9号

triangle19@ms02.jicpa.or.jp 090-7054-9119

冨山　昇

公認会計士冨山事務所 北海道石狩郡当別町末広380番地　辻野ビル2階

nobuyukiisikawa@ms01.jicpa.or.jp 070-6603-8135

御器　理人

御器公認会計士事務所 北海道札幌市北区屯田九条5丁目9番6号
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3037766 〒 080-0804 北海道 北海道会

会員

3022716 〒 089-3334 北海道 北海道会

会員

3028685 〒 042-0942 北海道 北海道会

会員

3019276 〒 061-1125 北海道 北海道会

会員

3010485 〒 108-0014 東京都 北海道会

会員

3014537 〒 036-8034 青森県 東北会

会員

3010954 〒 030-0823 青森県 東北会

会員

3007563 〒 030-0862 青森県 東北会

会員

3016497 〒 030-0821 青森県 東北会

会員

3007851 〒 030-0861 青森県 東北会

会員

3012157 〒 030-0812 青森県 東北会

会員

3020321 〒 038-0024 青森県 東北会

会員

3019323 〒 039-1166 青森県 東北会

会員

3011275 〒 031-0052 青森県 東北会

会員

3010392 〒 020-0024 岩手県 東北会

会員

谷本　諒

谷本公認会計士事務所 北海道帯広市東四条南8丁目2番地　谷本会計ビル

toto1981@ms01.jicpa.or.jp 017-777-3184

髙橋　政嗣

公認会計士髙橋政嗣事務所 青森県青森市古川1丁目10番2-206号

taoki@ms01.jicpa.or.jp 0172-32-4381

小野寺　高

公認会計士小野寺高事務所 青森県青森市橋本2丁目13番5号

青木　智美

青木公認会計士事務所 青森県弘前市徒町8番地1

alfa2816@ms01.jicpa.or.jp 011-398-5200

松浦　浩一郎

みのり監査法人 東京都港区芝5丁目29番11号G-BASE  田町14F

g.saito@ms02.jicpa.or.jp 0138-30-7070

成田　雅義

公認会計士成田雅義事務所 北海道北広島市稲穂町東12丁目5番地17

yuchida@ms01.jicpa.or.jp 0156-22-4787

齊藤　豪

公認会計士齊藤豪事務所 北海道函館市柏木町38番6号

rt.obihiro@ms01.jicpa.or.jp 0155-23-2145

内田　勇介

内田勇介公認会計士事務所 北海道中川郡本別町北4丁目10番地1

XUR08315@ms01.jicpa.or.jp 0178-45-5271

田村　賢一

北光監査法人 岩手県盛岡市菜園1丁目3番6号農林会館406

kbmk@ms02.jicpa.or.jp 0178-43-8245

倉成　磨

倉成磨公認会計士事務所 青森県八戸市大字本徒士町3番地2

XAY16827@ms01.jicpa.or.jp 03-5761-8651

小林　幹夫

小林幹夫公認会計士事務所 青森県八戸市根城7丁目11番33号

加藤　聡

公認会計士加藤事務所 青森県青森市浪館前田2丁目5番26号

junchan2@ms01.jicpa.or.jp 017-722-3161

吉田　柳一郎

公認会計士・税理士吉田柳一郎事務所 青森県青森市堤町2丁目4番25号

柳谷　順三

栁谷順三公認会計士事務所 青森県青森市長島2丁目13番3号　青森マツダビル

masashi4681@ms02.jicpa.or.jp 017-718-2930

西谷　俊広

西谷俊広公認会計士事務所 青森県青森市勝田2丁目6番18号

tamken0319@ms01.jicpa.or.jp 019-654-2663
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3010913 〒 020-0024 岩手県 東北会

会員

3029797 〒 020-0024 岩手県 東北会

会員

3031563 〒 020-0024 岩手県 東北会

会員

3034016 〒 020-0024 岩手県 東北会

会員

3035393 〒 020-0024 岩手県 東北会

会員

3015886 〒 020-0883 岩手県 東北会

会員

3008013 〒 024-0021 岩手県 東北会

会員

3025462 〒 024-0021 岩手県 東北会

会員

3028608 〒 981-3628 宮城県 東北会

会員

3006710 〒 986-0806 宮城県 東北会

会員

3016305 〒 983-0039 宮城県 東北会

会員

3012730 〒 983-0826 宮城県 東北会

会員

3033967 〒 983-0864 宮城県 東北会

会員

3026475 〒 983-0852 宮城県 東北会

会員

3026565 〒 984-0015 宮城県 東北会

会員

堤　研一

公認会計士・税理士堤研一事務所 岩手県北上市上野町1丁目26番34号

yaeken@ms01.jicpa.or.jp 019-654-2663

木村　大輔

木村公認会計士事務所 岩手県盛岡市志家町11番13号　岩手県高校教育会館　2階

y.style.sep.13@ms01.jicpa.or.jp 019-654-2663

八重樫　健太郎

北光監査法人 岩手県盛岡市菜園1丁目3番6号農林会館406

tokody@ms02.jicpa.or.jp 019-654-2663

岩根　洋介

北光監査法人 岩手県盛岡市菜園1丁目3番6号農林会館406

戸小台　誠

北光監査法人 岩手県盛岡市菜園1丁目3番6号農林会館406

akinori.endo@ms02.jicpa.or.jp 019-629-2511

小玉　暢章

北光監査法人 岩手県盛岡市菜園1丁目3番6号農林会館406

遠藤　明哲

北光監査法人 岩手県盛岡市菜園1丁目3番6号農林会館406

阿部　仁紀

阿部仁紀公認会計士事務所 宮城県仙台市宮城野区榴岡4丁目1番8号　パルシティ仙台2階

遠藤　努

遠藤努公認会計士事務所 宮城県仙台市宮城野区名掛丁206番地19号　コンフォート宮城野205

XNR12984@ms02.jicpa.or.jp

今江　光彦

今江光彦公認会計士事務所 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷東2丁目1番5-2号

XPD04136@ms02.jicpa.or.jp 0225-22-5309

峯岸　進一

峯岸進一公認会計士事務所 宮城県仙台市宮城野区新田東2丁目2番地の9

ken1107@ms01.jicpa.or.jp 022-218-6155

矢川　昌宏

ＹＡＣ公認会計士共同事務所 石巻事務所 宮城県石巻市開北2丁目15番12号

masahiro.shimizu@ms01.jicpa.or.jp 0197-64-1283

大内　健作

大内公認会計士事務所 宮城県黒川郡大和町杜の丘3丁目12番地の5

tsutsu8013@ms02.jicpa.or.jp 0197-64-1283

清水　真弘

公認会計士・税理士堤研一事務所 岩手県北上市上野町1丁目26番34号

山口　英朗

山口英朗公認会計士事務所 宮城県仙台市若林区卸町2丁目9番1号　INTILAQ東北イノベーションセンター
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3015582 〒 981-0904 宮城県 東北会

会員

3033974 〒 989-3205 宮城県 東北会

会員

3025032 〒 980-0012 宮城県 東北会

会員

3025114 〒 980-0022 宮城県 東北会

会員

3027108 〒 980-0022 宮城県 東北会

会員

3029355 〒 980-0803 宮城県 東北会

会員

3021595 〒 980-0803 宮城県 東北会

会員

3023886 〒 980-0011 宮城県 東北会

会員

3030204 〒 980-0011 宮城県 東北会

会員

3005388 〒 981-0911 宮城県 東北会

会員

3032043 〒 981-0911 宮城県 東北会

会員

3014681 〒 980-6130 宮城県 東北会

会員

3018346 〒 980-0021 宮城県 東北会

会員

3031033 〒 980-6026 宮城県 東北会

会員

3031057 〒 980-6026 宮城県 東北会

会員

naoma@ms01.jicpa.or.jp 022-797-8935

小野寺　正久

公認会計士小野寺重久事務所 宮城県仙台市青葉区国分町1丁目4番10号

XSZ23537@ms01.jicpa.or.jp 022-393-8645

古川　直磨

古川直磨公認会計士事務所 宮城県仙台市青葉区五橋1丁目4番24号　ライオンズビル303号

otokozawa23@ms01.jicpa.or.jp 022-225-2624

八島　徳子

八島徳子公認会計士事務所 宮城県仙台市青葉区五橋1丁目1番17号　仙台ビルディング駅前館8階

XBN35512@ms01.jicpa.or.jp 090-4711-0136

男澤　晋

男澤晋公認会計士事務所 宮城県仙台市青葉区錦町2丁目5番8号

XRP12313@ms01.jicpa.or.jp 022-276-6581

富田　亜紀

富田亜紀公認会計士事務所 宮城県仙台市青葉区吉成2丁目10番6号

坂元　一宇

坂元一宇公認会計士事務所 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘2丁目21番40号　カーサプリメーラ201

XPE11472@ms02.jicpa.or.jp 022-715-8820

熊谷　真宏

公認会計士熊谷真宏事務所 宮城県仙台市青葉区中央3丁目2番1号　青葉通プラザ

yasuo.y.matsumoto@ms02.jicpa.or.jp 022-728-6671

成田　孝行

有限責任 あずさ監査法人 仙台事務所 宮城県仙台市青葉区中央1丁目3番1号　アエルビル

XCT03010@ms02.jicpa.or.jp 022-728-6671

松本　裕夫

松本裕夫公認会計士事務所 宮城県仙台市青葉区台原6丁目12番52-2号

tiarapoo@ms02.jicpa.or.jp 022-302-4636

松本　孝一

公認会計士・税理士松本孝一事務所 宮城県仙台市青葉区台原6丁目12番52-2号

haru.y.1234@ms02.jicpa.or.jp 022-302-4636

東海林　寛史

ＹＡＣ公認会計士共同事務所 宮城県仙台市青葉区上杉5丁目3番47号　上杉オオウラビル7階

y.takahashi@ms01.jicpa.or.jp 022-738-7017

山田　晴康

ＹＡＣ公認会計士共同事務所 宮城県仙台市青葉区上杉5丁目3番47号　上杉オオウラビル7階

masahisa.onodera@ms01.jicpa.or.jp 022-265-1171

髙橋　雄一郎

髙橋公認会計士事務所 宮城県仙台市青葉区国分町1丁目6番18号  東北王子不動産ビル

三浦　直人

有限責任監査法人トーマツ 仙台事務所 宮城県仙台市青葉区中央4丁目6番1号　SS30

masahiro.kumagai@ms01.jicpa.or.jp 022-264-0952

木村　雅弘

有限責任監査法人トーマツ 仙台事務所 宮城県仙台市青葉区中央4丁目6番1号　SS30
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3031774 〒 980-6026 宮城県 東北会

会員

3033242 〒 980-6026 宮城県 東北会

会員

3034745 〒 980-6026 宮城県 東北会

会員

5015286 〒 980-6026 宮城県 東北会

準会員

3007709 〒 981-0915 宮城県 東北会

会員

3010816 〒 980-0014 宮城県 東北会

会員

3006041 〒 981-3203 宮城県 東北会

会員

3015228 〒 982-0012 宮城県 東北会

会員

3009805 〒 981-1227 宮城県 東北会

会員

3005727 〒 010-0951 秋田県 東北会

会員

3024750 〒 010-0951 秋田県 東北会

会員

3013960 〒 010-0917 秋田県 東北会

会員

3004801 〒 010-8506 秋田県 東北会

会員

3014475 〒 010-0011 秋田県 東北会

会員

3011277 〒 010-0013 秋田県 東北会

会員

車田　正光

車田正光公認会計士事務所 宮城県仙台市青葉区通町2丁目1番14号

荒川　寛之

有限責任監査法人トーマツ 仙台事務所 宮城県仙台市青葉区中央4丁目6番1号　SS30

佐藤　智之

有限責任監査法人トーマツ 仙台事務所 宮城県仙台市青葉区中央4丁目6番1号　SS30

千葉　吉暢

有限責任監査法人トーマツ 仙台事務所 宮城県仙台市青葉区中央4丁目6番1号　SS30

仙石　淑

有限責任監査法人トーマツ 仙台事務所 宮城県仙台市青葉区中央4丁目6番1号　SS30

ma3104.izu@ms02.jicpa.or.jp 0182-38-8176

河野　隆治

公認会計士河野隆治事務所 秋田県秋田市泉中央1丁目2番15号

XFT03295@ms01.jicpa.or.jp 018-865-4543

泉田　雅俊

泉田公認会計士事務所 秋田県秋田市山王3丁目1番13号　FVP秋田山王ビル5階　

ich33930@ms02.jicpa.or.jp

北林　孝雄

公認会計士北林会計事務所 秋田県秋田市山王2丁目6番25号

XFR11987@ms01.jicpa.or.jp 022-748-6610

渡邉　雅章

渡邉公認会計士事務所 宮城県名取市杜せきのした2丁目1番地の1　909号

XKF03557@ms01.jicpa.or.jp 022-777-3771

及川　寛史

及川寛史公認会計士事務所 宮城県仙台市太白区長町南4丁目29番17号 ディアスワンズ長町南A101

XSN07887@ms01.jicpa.or.jp 080-1808-3135

三本菅　和史

公認会計士三本菅和史事務所 宮城県仙台市泉区高森5丁目27番地の4

下山　誠

下山誠公認会計士事務所 宮城県仙台市青葉区本町2丁目17番17号　田畑ビル5F

junko.yoshioka@ms01.jicpa.or.jp 018-832-4345

popgear@ms01.jicpa.or.jp 090-6187-9276

吉岡　順子

公認会計士吉岡順子事務所 秋田県秋田市南通築地12番36号

津村　隆

津村隆公認会計士事務所 秋田県秋田市南通亀の町6番5号　グリーンキャピタル南大通202号

takaharukouno@ms01.jicpa.or.jp 018-862-3532

澤田　祐治

澤田公認会計士事務所 秋田県秋田市東通仲町4番1号　秋田拠点センターアルヴェ4階
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3004877 〒 016-0843 秋田県 東北会

会員

3028948 〒 990-0056 山形県 東北会

会員

3014390 〒 990-0042 山形県 東北会

会員

3011238 〒 990-0832 山形県 東北会

会員

3005748 〒 990-0034 山形県 東北会

会員

3017656 〒 990-0034 山形県 東北会

会員

3019769 〒 990-0034 山形県 東北会

会員

3010265 〒 990-0813 山形県 東北会

会員

3032801 〒 990-0072 山形県 東北会

会員

3009652 〒 990-0041 山形県 東北会

会員

3018501 〒 990-0041 山形県 東北会

会員

3025690 〒 999-1214 山形県 東北会

会員

3007448 〒 997-0832 山形県 東北会

会員

3024809 〒 997-0832 山形県 東北会

会員

3028623 〒 990-0301 山形県 東北会

会員

髙橋　和典

髙橋和典公認会計士事務所 山形県山形市城西町5丁目12番32号

XNE27415@ms01.jicpa.or.jp 090-2166-8828

尾形　吉則

尾形公認会計士事務所 山形県山形市七日町1丁目4番18号　トラッドセブンビル2F

ikunataw@ms01.jicpa.or.jp 0185-54-7265

阿部　哲

阿部公認会計士事務所 山形県山形市錦町3丁目20番　須藤ビル205号室

綿貫　一子

公認会計士綿貫一子事務所 秋田県能代市中和1丁目16番4号

023-633-7363

柴田　真人

柴田真人公認会計士事務所 山形県山形市緑町1丁目2番40号

n.okuyama@ms01.jicpa.or.jp 023-624-3466

押野　正德

押野正德公認会計士事務所 山形県山形市緑町1丁目2番40号

奥山　直紀

奥山直紀公認会計士事務所 山形県山形市浜崎76番地7

satoshi.goto@ms02.jicpa.or.jp 023-631-6521

村山　秀幸

村山公認会計士事務所 山形県山形市桧町4丁目7番35号

五島　賢

五島賢公認会計士事務所 山形県山形市東原町2丁目1番27号

kenichi.shibata@ms02.jicpa.or.jp 023-631-6521

田牧　大祐

公認会計士田牧大祐事務所 山形県山形市東原町2丁目1番27号

柴田　健一

柴田健一公認会計士事務所 山形県山形市東原町2丁目1番27号

ktogashi@ms02.jicpa.or.jp 022-302-4636

松田　卓也

松田卓也公認会計士事務所 山形県東村山郡山辺町大字山辺1228番地4

shoichi.sato@ms02.jicpa.or.jp 0235-22-6166

富樫　研輔

富樫研輔公認会計士事務所 山形県鶴岡市青柳町37番20号

佐藤　正一

公認会計士佐藤正一事務所 山形県鶴岡市青柳町37番20号

大嶋　雄生

大嶋雄生公認会計士事務所 山形県西置賜郡小国町大字河原角162番地1
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3009568 〒 992-0047 山形県 東北会

会員

3023474 〒 970-8032 福島県 東北会

会員

3034322 〒 965-0809 福島県 東北会

会員

3016701 〒 963-0107 福島県 東北会

会員

3008940 〒 963-8002 福島県 東北会

会員

3033669 〒 963-8851 福島県 東北会

会員

3012358 〒 963-8011 福島県 東北会

会員

3010209 〒 963-8874 福島県 東北会

会員

3027339 〒 963-8005 福島県 東北会

会員

3010638 〒 963-8861 福島県 東北会

会員

3015682 〒 963-8041 福島県 東北会

会員

3013663 〒 960-8031 福島県 東北会

会員

3015838 〒 960-8031 福島県 東北会

会員

3021529 〒 960-8031 福島県 東北会

会員

3008607 〒 960-8021 福島県 東北会

会員

XNH19950@ms02.jicpa.or.jp 0246-28-3635

伊藤　真大

伊藤公認会計士事務所 福島県会津若松市城南町2番7号

鈴木　俊彦

鈴木俊彦公認会計士事務所 福島県いわき市平下荒川字剃町35番地6

加藤　英樹

加藤公認会計士事務所 山形県米沢市徳町9番16号

菅家　惣一郎

公認会計士菅家惣一郎事務所 福島県郡山市鶴見坦3丁目5番8号

池田　緑

池田緑公認会計士事務所 福島県郡山市清水台2丁目12番2号　サーパス清水台グランフォート903

endo@ms02.jicpa.or.jp 024-991-5888

渡辺　和栄

渡辺公認会計士事務所 福島県郡山市深沢1丁目6番7号

RyoTanaka@ms02.jicpa.or.jp 090-6507-5900

遠藤　健太郎

公認会計士遠藤事務所 福島県郡山市若葉町3番25号

s33hashi@ms02.jicpa.or.jp 024-934-3720

田中　亮

田中亮公認会計士事務所 福島県郡山市開成5丁目18番20号

yoshinobu.hisa@ms01.jicpa.or.jp 024-937-3072

橋本　寿

公認会計士橋本寿事務所 福島県郡山市駅前1丁目4番4号

ito.ms@ms01.jicpa.or.jp 0242-93-7260

比佐　善宣

比佐善宣公認会計士事務所 福島県郡山市安積3丁目101番地

遠藤　和男

公認会計士遠藤和男事務所 福島県福島市霞町10番4号　税理士法人MASTAC佐藤会計内

須賀　俊一

ＥＹ新日本有限責任監査法人 福島事務所 福島県福島市栄町6番6号　ユニックスビル

XKW10518@ms02.jicpa.or.jp 024-522-7531

野瀨　直人

ＥＹ新日本有限責任監査法人 福島事務所 福島県福島市栄町6番6号　ユニックスビル

髙久　健一

ＥＹ新日本有限責任監査法人 福島事務所 福島県福島市栄町6番6号　ユニックスビル

旭　晴美

旭公認会計士事務所 福島県郡山市富田町字町畑7番地の3　D-room富田B205号
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3006723 〒 960-0102 福島県 東北会

会員

3029152 〒 960-0102 福島県 東北会

会員

3012799 〒 960-8011 福島県 東北会

会員

3009633 〒 960-8061 福島県 東北会

会員

3012230 〒 960-8142 福島県 東北会

会員

3008272 〒 960-8003 福島県 東北会

会員

3025773 〒 960-8003 福島県 東北会

会員

3005177 〒 960-8041 福島県 東北会

会員

3009085 〒 960-8164 福島県 東北会

会員

3008362 〒 960-8104 福島県 東北会

会員

3007127 〒 960-8055 福島県 東北会

会員

6004607 〒 107-0051 東京都 東北会

準会員

3011553 〒 108-0014 東京都 東北会

会員

3013514 〒 108-0014 東京都 東北会

会員

3011905 〒 330-0064 埼玉県 埼玉会

会員

尾形　克彬

尾形克彦公認会計士事務所 福島県福島市鎌田字卸町12番地の5

尾形　克彦

尾形克彦公認会計士事務所 福島県福島市鎌田字卸町12番地の5

今井　明

公認会計士今井明会計事務所 福島県福島市八木田字榎内19番3

SK05100626@ms02.jicpa.or.jp 090-7661-4408

安齋　勇雄

公認会計士安齋勇雄事務所 福島県福島市大町9番29号　第7寿ビル

hiro8272@ms01.jicpa.or.jp 024-526-6202

渡邊　さやか

渡邊公認会計士事務所 福島県福島市森合字東上古屋29番地の15

高橋　宏和

公認会計士高橋宏和事務所 福島県福島市森合字川前14番地の8

XUH06802@ms02.jicpa.or.jp 024-523-3451

富樫　健一

富樫健一公認会計士事務所 福島県福島市小倉寺字経塚山29番地の8

oide@ms01.jicpa.or.jp 024-535-1625

佐藤　成

佐藤成公認会計士事務所 福島県福島市五月町2番25号

ktafksm@ms02.jicpa.or.jp 080-3243-6775

大出　隆秀

公認会計士大出隆秀事務所 福島県福島市宮下町7番7号

中村　友理香

公認会計士中村友理香事務所 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目9番19号

満山　幸成

みのり監査法人 東京都港区芝5丁目29番11号G-BASE  田町14F

wta1127at@ms01.jicpa.or.jp 090-9198-4540

小池　伸城

みのり監査法人 東京都港区芝5丁目29番11号G-BASE  田町14F

秋田谷　浩章

太陽有限責任監査法人 東京都港区元赤坂1丁目2番7号赤坂Ｋタワー22階

帖佐　文夫

帖佐公認会計士事務所 福島県福島市野田町1丁目13番地19号

XMR06293@ms01.jicpa.or.jp 024-545-1891

鈴木　和郎

鈴木和郎公認会計士事務所 福島県福島市豊田町1番17号　田口ビル2階
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3010456 〒 330-0073 埼玉県 埼玉会

会員

3005792 〒 330-0063 埼玉県 埼玉会

会員

3022143 〒 330-0063 埼玉県 埼玉会

会員

3024942 〒 330-0063 埼玉県 埼玉会

会員

3005522 〒 330-0071 埼玉県 埼玉会

会員

3023323 〒 330-0061 埼玉県 埼玉会

会員

3012549 〒 330-0061 埼玉県 埼玉会

会員

3012211 〒 330-0053 埼玉県 埼玉会

会員

3005372 〒 330-0062 埼玉県 埼玉会

会員

3007035 〒 330-0062 埼玉県 埼玉会

会員

3018679 〒 330-0056 埼玉県 埼玉会

会員

3028517 〒 330-0074 埼玉県 埼玉会

会員

3013653 〒 339-0057 埼玉県 埼玉会

会員

3005484 〒 339-0057 埼玉県 埼玉会

会員

3031650 〒 339-0057 埼玉県 埼玉会

会員

酒井　健一

公認会計士酒井健一事務所 埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目7番4号

土屋　文実男

公認会計士土屋文実男事務所 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目2番15号

nishizaki@ms01.jicpa.or.jp 048-741-4024

大橋　佳之

大橋公認会計士事務所 埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目5番2号

Cherry999@ms02.jicpa.or.jp 048-831-2188

西﨑　潤

西﨑潤公認会計士事務所 埼玉県さいたま市浦和区常盤10丁目16番20-302号

inoueyskk@ms02.jicpa.or.jp 048-862-1234

櫻井　茂

公認会計士櫻井茂事務所 埼玉県さいたま市浦和区上木崎8丁目3番11号

masayuki.inoue@ms02.jicpa.or.jp 080-1087-1362

井上　雄介

公認会計士井上雄介事務所 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目11番17号

井上　正之

井上正之公認会計士事務所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目10番4号　八千代ビル5階

kencpa@ms01.jicpa.or.jp 048-813-1023

宮原　敏夫

宮原敏夫公認会計士事務所 埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目2番3号　さいたま浦和ビルディング8階

shuzo.shiobara@ms01.jicpa.or.jp 048-756-1531

尾崎　健一

塩原公認会計士事務所 埼玉県さいたま市岩槻区本町3丁目11番8号

塩原　修藏

塩原公認会計士事務所 埼玉県さいたま市岩槻区本町3丁目11番8号

akiraarae@ms02.jicpa.or.jp 048-711-2967

岩波　一泰

岩波一泰公認会計士事務所 埼玉県さいたま市岩槻区本町1丁目5番3号　岩波榮一ビル3階

m.kobayashi2000@ms01.jicpa.or.jp

新江　明

新江明公認会計士事務所 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5丁目9番7号　LAYL北浦和401

XAG04439@ms01.jicpa.or.jp 070-1523-0737

小林　正和

小林正和公認会計士事務所 埼玉県さいたま市浦和区東仲町15番1-202号

遠藤　健二

遠藤健二公認会計士事務所 埼玉県さいたま市浦和区仲町4丁目6番2号

f.tsu@ms01.jicpa.or.jp 048-887-2566

寺山　昌文

寺山昌文公認会計士事務所 埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目11番18号　カーサ浦和406号
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3032927 〒 339-0057 埼玉県 埼玉会

会員

3036978 〒 339-0057 埼玉県 埼玉会

会員

3008174 〒 331-0062 埼玉県 埼玉会

会員

3010444 〒 330-0844 埼玉県 埼玉会

会員

3019773 〒 330-0802 埼玉県 埼玉会

会員

3011140 〒 330-0854 埼玉県 埼玉会

会員

3014529 〒 330-0854 埼玉県 埼玉会

会員

3033042 〒 330-0854 埼玉県 埼玉会

会員

3018152 〒 330-0854 埼玉県 埼玉会

会員

3016013 〒 338-0012 埼玉県 埼玉会

会員

3010859 〒 336-0032 埼玉県 埼玉会

会員

3029164 〒 336-0016 埼玉県 埼玉会

会員

3032453 〒 336-0021 埼玉県 埼玉会

会員

3026444 〒 356-0026 埼玉県 埼玉会

会員

3009042 〒 356-0031 埼玉県 埼玉会

会員

田髙　禎治

有限責任監査法人トーマツ さいたま事務所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目9番地4　エクセレント大宮ビル

YaekoKawashima@ms02.jicpa.or.jp 048-667-4346

小松　聡

有限責任監査法人トーマツ さいたま事務所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目9番地4　エクセレント大宮ビル

川島　弥生子

公認会計士川島弥生子事務所 埼玉県さいたま市大宮区宮町1丁目96番1-502号

fukaya55@ms01.jicpa.or.jp 048-625-5712

工藤　道弘

工藤公認会計士事務所 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目7番地1  F804号

XUW31508@ms02.jicpa.or.jp 090-7401-0363

深谷　豊

深谷豊公認会計士事務所 埼玉県さいたま市西区大字土屋538番地6

satsu@ms01.jicpa.or.jp

木村　崇広

塩原公認会計士事務所 埼玉県さいたま市岩槻区本町3丁目11番8号

小室　真一

塩原公認会計士事務所 埼玉県さいたま市岩槻区本町3丁目11番8号

shibatahideki@ms02.jicpa.or.jp 090-9856-0501

水谷　新

水谷公認会計士事務所 埼玉県ふじみ野市築地2丁目5番地6

aoyamahiroyuki0111@ms01.jicpa.or.jp 048-699-6462

柴田　英樹

柴田英樹公認会計士事務所 埼玉県さいたま市南区別所7丁目6番8-2805号

青山　裕之

青山裕之公認会計士事務所 埼玉県さいたま市南区大谷場1丁目1番1号

鎌田　竜彦

鎌田公認会計士事務所 埼玉県さいたま市南区四谷1丁目10番15号

natsumi.ono@ms02.jicpa.or.jp 048-657-2255

古屋　卓己

古屋卓己公認会計士事務所 埼玉県さいたま市中央区大戸1丁目2番19号　チトウ第3ビル3階

大野　夏美

大野公認会計士事務所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目764番地　コルレット大宮101号

久保　美季

有限責任監査法人トーマツ さいたま事務所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目9番地4　エクセレント大宮ビル

arata.mizutani@ms01.jicpa.or.jp 050-5534-9876

平林　素子

平林素子公認会計士事務所 埼玉県ふじみ野市福岡中央2丁目11番5号　コスモ上福岡センターヒルズ306
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3008962 〒 348-0053 埼玉県 埼玉会

会員

3038358 〒 343-0041 埼玉県 埼玉会

会員

3018024 〒 343-0855 埼玉県 埼玉会

会員

3020460 〒 343-0023 埼玉県 埼玉会

会員

3027013 〒 360-0022 埼玉県 埼玉会

会員

3005129 〒 360-0033 埼玉県 埼玉会

会員

3012003 〒 360-0162 埼玉県 埼玉会

会員

3009161 〒 341-0024 埼玉県 埼玉会

会員

3011805 〒 353-0007 埼玉県 埼玉会

会員

3021197 〒 344-0061 埼玉県 埼玉会

会員

3018295 〒 359-1144 埼玉県 埼玉会

会員

3024938 〒 359-0001 埼玉県 埼玉会

会員

3010281 〒 352-0034 埼玉県 埼玉会

会員

3027601 〒 366-0026 埼玉県 埼玉会

会員

3023812 〒 350-1124 埼玉県 埼玉会

会員

蛭川　俊也

蛭川俊也公認会計士事務所 埼玉県熊谷市曙町3丁目62番地2

yoshihiro.osada@ms01.jicpa.or.jp 048-971-7134

村田　克也

村田克也公認会計士事務所 埼玉県熊谷市戸出262番地3

mokopanja@ms02.jicpa.or.jp 048-919-2777

長田　慶洋

公認会計士長田慶洋事務所 埼玉県越谷市東越谷9丁目7番地19　グリーンビル越谷303号室

XHZ39309@ms01.jicpa.or.jp 080-7017-8452

岡本　尚樹

岡本尚樹公認会計士・税理士事務所 埼玉県越谷市大字西新井1041番地

matsumotocpaofis@ms01.jicpa.or.jp 048-563-1769

中井　真人

中井真人公認会計士事務所 埼玉県越谷市千間台西5丁目24番地52

松本　猛

松本猛公認会計士事務所 埼玉県羽生市南3丁目7番12号

XXT23288@ms02.jicpa.or.jp 04-2942-0451

髙橋　正伸

髙橋正伸公認会計士事務所 埼玉県新座市野寺5丁目3番34号

suzumasa0316@ms01.jicpa.or.jp 090-1048-0245

横山　優子

横山優子公認会計士事務所 埼玉県所沢市大字下富340番地

h.ikeda@ms02.jicpa.or.jp 090-3240-1228

鈴木　雅也

鈴木雅也公認会計士事務所 埼玉県所沢市西所沢1丁目5番16号　吉祥西所沢ビル3階E号室

池田　博行

池田公認会計士事務所 埼玉県春日部市粕壁1丁目4番37号

XRU06363@ms01.jicpa.or.jp 048-953-6660

日比野　博美

日比野博美公認会計士事務所 埼玉県志木市柏町2丁目22番8号

chihiro.kanai@ms01.jicpa.or.jp 048-539-0556

山下　勝矢

公認会計士山下会計事務所 埼玉県三郷市三郷2丁目2番11号　中村ビル3階

cpahiru@ms01.jicpa.or.jp 048-525-0685

金井　千尋

金井千尋公認会計士事務所 埼玉県熊谷市村岡399番地5　ダイヤパレスリバーコート405号

XLA20288@ms02.jicpa.or.jp 090-2492-7347

榎本　幹郎

榎本幹郎公認会計士・税理士事務所 埼玉県川越市新宿町1丁目17番地17　ウェスタ川越507

masanobu.takahashi@ms01.jicpa.or.jp 090-3132-2951

中澤　仁之

中澤公認会計士事務所 埼玉県深谷市稲荷町2丁目4番38号

15/157



※本リストは、社会福祉法人又は医療法人等が、業務を依頼する公認会計士等の選定の
参考とするために作成されたものであり、当該目的以外での利用は禁止しています。※

3028582 〒 350-0824 埼玉県 埼玉会

会員

3037124 〒 332-0014 埼玉県 埼玉会

会員

3021073 〒 332-0014 埼玉県 埼玉会

会員

3037802 〒 332-0016 埼玉県 埼玉会

会員

3010745 〒 333-0848 埼玉県 埼玉会

会員

3015225 〒 340-0052 埼玉県 埼玉会

会員

3018638 〒 340-0046 埼玉県 埼玉会

会員

3022068 〒 351-0025 埼玉県 埼玉会

会員

3019556 〒 354-0021 埼玉県 埼玉会

会員

3019347 〒 354-0024 埼玉県 埼玉会

会員

3006542 〒 364-0002 埼玉県 埼玉会

会員

3011362 〒 349-0121 埼玉県 埼玉会

会員

3010053 〒 351-0101 埼玉県 埼玉会

会員

3025447 〒 335-0004 埼玉県 埼玉会

会員

3016973 〒 279-0023 千葉県 千葉会

会員

itoumakoto@ms02.jicpa.or.jp 090-5233-3881

小山　彰

公認会計士小山彰事務所 埼玉県川口市芝下2丁目3番11号

koji.furuyama@ms02.jicpa.or.jp 048-291-8441

伊藤　誠

伊藤誠公認会計士事務所 埼玉県川口市幸町1丁目2番14号

XDY21630@ms02.jicpa.or.jp 03-6265-6598

古山　幸司

公認会計士古山幸司事務所 埼玉県川口市金山町7番3号　ライオンズプラザ川口第2　202号室

奥富　進介

奥富進介公認会計士事務所 埼玉県川口市金山町12番1号　MIO川口2F

定行　一治

定行一治公認会計士事務所 埼玉県川越市石原町1丁目27番2-502号

s.matsumura@ms01.jicpa.or.jp 048-593-3409

飯野　浩一

公認会計士飯野浩一事務所 埼玉県蓮田市関山1丁目1番17号

松村　栄

公認会計士松村栄事務所 埼玉県北本市宮内2丁目83番地24

m.yoshihara@ms01.jicpa.or.jp 080-3588-7787

大塚　健一

大塚健一公認会計士事務所 埼玉県富士見市鶴瀬東2丁目7番23号

芳原　勝伸

公認会計士芳原勝伸事務所 埼玉県富士見市大字鶴馬2602番地5　グロリアスマンション503号室

kanako.ito@ms02.jicpa.or.jp 070-1306-8758

松原　慎一郎

松原公認会計士事務所 埼玉県朝霞市三原1丁目19番27号

czh04427@ms02.jicpa.or.jp 048-944-1061

伊藤　佳菜子

伊藤佳菜子公認会計士事務所 埼玉県草加市北谷1丁目25番3号

XGS07824@ms02.jicpa.or.jp 048-266-2884

小笠原　薫子

小笠原薫子公認会計士事務所 埼玉県草加市金明町445番地3

abekatsumi@ms01.jicpa.or.jp 090-2490-3016

yoshinori.kubota@ms01.jicpa.or.jp 070-1513-9375

阿部　克巳

阿部克巳公認会計士事務所 千葉県浦安市高洲8丁目1番B-1415号　プラウド新浦安パームコート

h.nishida@ms01.jicpa.or.jp 080-4173-2133

久保田　良則

久保田良則公認会計士事務所 埼玉県蕨市中央5丁目4番18号

西田　英樹

西田公認会計士事務所 埼玉県和光市白子1丁目19番7号

16/157



※本リストは、社会福祉法人又は医療法人等が、業務を依頼する公認会計士等の選定の
参考とするために作成されたものであり、当該目的以外での利用は禁止しています。※

3014026 〒 279-0001 千葉県 千葉会

会員

3011131 〒 279-0014 千葉県 千葉会

会員

3012826 〒 299-1121 千葉県 千葉会

会員

3033569 〒 285-0858 千葉県 千葉会

会員

3028583 〒 284-0001 千葉県 千葉会

会員

3037036 〒 272-0133 千葉県 千葉会

会員

3015894 〒 272-0827 千葉県 千葉会

会員

3009380 〒 272-0035 千葉県 千葉会

会員

3013221 〒 272-0035 千葉県 千葉会

会員

3017722 〒 272-0826 千葉県 千葉会

会員

3011568 〒 272-0835 千葉県 千葉会

会員

3009411 〒 272-0836 千葉県 千葉会

会員

3014201 〒 272-0111 千葉県 千葉会

会員

3037008 〒 275-0017 千葉県 千葉会

会員

3008072 〒 271-0096 千葉県 千葉会

会員

古川　智基

古川公認会計士事務所 千葉県佐倉市ユーカリが丘2丁目19番17号

tsurumaki@ms01.jicpa.or.jp 047-390-7115

村井　直志

公認会計士村井直志事務所 千葉県君津市常代4丁目6番8号

ushijima@ms02.jicpa.or.jp 03-5843-9348

靏蒔　靖幸

靏蒔靖幸公認会計士事務所 千葉県浦安市明海4丁目2番10-1002号　望海の街

牛島　真紀子

牛島公認会計士事務所 千葉県浦安市当代島3丁目3番1-403号

hirame@ms01.jicpa.or.jp 080-5480-2620

泉　登茂子

泉登茂子公認会計士事務所 千葉県市川市中国分5丁目21番14号

大山　晶子

公認会計士大山事務所 千葉県市川市真間1丁目1番10号

毛塚　邦治

毛塚公認会計士事務所 千葉県市川市新田5丁目5番33号  ままがーでん6A

kusanagi@ms02.jicpa.or.jp 03-5211-7880

樋口　哲朗

樋口公認会計士事務所 千葉県市川市新田3丁目26番13号

k.iwasaki@ms02.jicpa.or.jp 080-4719-8180

草薙　信久

草薙信久公認会計士事務所 千葉県市川市国府台5丁目24番14号　国府台行財政研究所内

taketsugu.tanaka@ms02.jicpa.or.jp 043-423-5429

岩﨑　勝彦

岩﨑勝彦公認会計士事務所 千葉県市川市行徳駅前4丁目10番4-203号　ストレチアレジーナ

tom26.furukawa@ms01.jicpa.or.jp 043-432-6881

田中　壮嗣

田中壮嗣公認会計士事務所 千葉県四街道市大日59番15

tsuga@ms02.jicpa.or.jp 047-710-5155

043-225-0100

須賀　豊彦

須賀公認会計士事務所 千葉県松戸市下矢切350番地の12

homboycpa@ms02.jicpa.or.jp 03-3545-6555

平瀬　聡

平瀬公認会計士事務所 千葉県習志野市藤崎2丁目7番18-305号

本坊　嘉章

本坊公認会計士事務所 千葉県市川市妙典3丁目18番4号

XYW08582@ms02.jicpa.or.jp 047-372-9587

星野　正司

星野公認会計士事務所 千葉県市川市北国分2丁目23番10号
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3009989 〒 270-0014 千葉県 千葉会

会員

3017671 〒 271-0092 千葉県 千葉会

会員

3018530 〒 271-0064 千葉県 千葉会

会員

3009425 〒 270-0034 千葉県 千葉会

会員

3007716 〒 270-0034 千葉県 千葉会

会員

3005873 〒 271-0044 千葉県 千葉会

会員

3035209 〒 286-0835 千葉県 千葉会

会員

3013390 〒 263-0031 千葉県 千葉会

会員

3017987 〒 263-0051 千葉県 千葉会

会員

3031006 〒 262-0025 千葉県 千葉会

会員

3009342 〒 262-0033 千葉県 千葉会

会員

3007565 〒 264-0006 千葉県 千葉会

会員

3008364 〒 260-0016 千葉県 千葉会

会員

3015115 〒 260-0016 千葉県 千葉会

会員

3017697 〒 260-0016 千葉県 千葉会

会員

oboy1204@ms01.jicpa.or.jp 090-5408-8297

梅山　新平

公認会計士梅山新平事務所 千葉県松戸市上本郷901番地1　スズキビル401

大保　裕司

大保公認会計士事務所 千葉県松戸市松戸2298番地の24

浅野　亮太郎

浅野亮太郎公認会計士事務所 千葉県松戸市小金17番地の8　光新ビル3階A

XCX14574@ms02.jicpa.or.jp 043-250-8640

齋藤　陽太

齋藤公認会計士事務所 千葉県千葉市花見川区花園3丁目5番19-5

yasuhiro.miura@ms02.jicpa.or.jp 043-238-4558

大川　優子

公認会計士大川優子事務所 千葉県千葉市稲毛区園生町391番地99

takayuki.kudo@ms01.jicpa.or.jp 080-5545-2899

三浦　康宏

三浦公認会計士事務所 千葉県千葉市稲毛区稲毛東1丁目2番1号　レジデンシャルコート稲毛C-439

XGZ03415@ms01.jicpa.or.jp 047-348-5562

工藤　崇幸

工藤崇幸公認会計士事務所 千葉県成田市関戸108番地

XNE05051@ms01.jicpa.or.jp 047-346-5214

鎌倉　康裕

公認会計士鎌倉康裕事務所 千葉県松戸市西馬橋2丁目16番地の16

XBF06604@ms02.jicpa.or.jp 047-347-5329

横山　明

横山公認会計士事務所 千葉県松戸市新松戸7丁目173番地　サンライトパストラル五番街A1405

shin.umeyama@ms02.jicpa.or.jp 047-710-7494

追分　克己

追分公認会計士事務所 千葉県松戸市新松戸1丁目159番地の1　追分ビル1階

h.hayashi01@ms02.jicpa.or.jp 043-225-0100

林　広隆

千葉第一監査法人 千葉県千葉市中央区栄町42番11号日本企業会館ビル

本橋　雄一

千葉第一監査法人 千葉県千葉市中央区栄町42番11号日本企業会館ビル

jun.owada@ms02.jicpa.or.jp

田中　昌夫

千葉第一監査法人 千葉県千葉市中央区栄町42番11号日本企業会館ビル

大和田　淳

大和田公認会計士事務所 千葉県千葉市若葉区小倉台2丁目3番1号

yota0902@ms02.jicpa.or.jp 090-4599-7715

石橋　秀樹

石橋公認会計士事務所 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1丁目24番地18　ストリーム本郷102号室
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3026204 〒 260-0016 千葉県 千葉会

会員

3010948 〒 260-0032 千葉県 千葉会

会員

3014905 〒 260-0032 千葉県 千葉会

会員

3010553 〒 260-0012 千葉県 千葉会

会員

3012454 〒 261-0023 千葉県 千葉会

会員

3010430 〒 266-0031 千葉県 千葉会

会員

3024550 〒 273-0003 千葉県 千葉会

会員

3021704 〒 273-0043 千葉県 千葉会

会員

3009569 〒 274-0065 千葉県 千葉会

会員

3013743 〒 274-0821 千葉県 千葉会

会員

3010985 〒 274-0825 千葉県 千葉会

会員

3033260 〒 273-0005 千葉県 千葉会

会員

3005535 〒 273-0011 千葉県 千葉会

会員

3011386 〒 273-0011 千葉県 千葉会

会員

3005889 〒 273-0011 千葉県 千葉会

会員

鈴木　修

鈴木公認会計士事務所 千葉県千葉市中央区登戸5丁目15番13号

岸　健介

千葉第一監査法人 千葉県千葉市中央区栄町42番11号日本企業会館ビル

神野　一男

神野公認会計士事務所 千葉県船橋市高根台3丁目16番1-212号

西山　祐仁

西山祐仁公認会計士事務所 千葉県船橋市行田町47番地27

f0226@ms02.jicpa.or.jp 080-8724-1082

米山　伸明

米山伸明公認会計士事務所 千葉県船橋市宮本8丁目22番24号

古川　光夫

古川公認会計士事務所 千葉県千葉市緑区おゆみ野2丁目36番地2

XNJ07646@ms02.jicpa.or.jp 043-227-4877

佐々田　博信

佐々田博信公認会計士事務所 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3番地　幕張テクノガーデンCB棟3階　幕張ビジネスポート

仲村　正巳

仲村正巳公認会計士事務所 千葉県千葉市中央区本町1丁目4番24号

鈴木　敦子

鈴木公認会計士事務所 千葉県千葉市中央区登戸5丁目15番13号

y.sugioka@ms01.jicpa.or.jp 050-5814-8324

sase@ms02.jicpa.or.jp 047-437-0100

杉岡　喜幸

杉岡公認会計士事務所 千葉県船橋市湊町2丁目8番40-3607号

XKS03127@ms01.jicpa.or.jp 047-434-1175

佐瀬　俊道

佐瀬俊道公認会計士事務所 千葉県船橋市湊町2丁目2番19号　イシデンビル3階

XAS30033@ms02.jicpa.or.jp 047-404-1186

岡田　敏男

公認会計士岡田敏男事務所 千葉県船橋市湊町2丁目12番12号　T.O.ビル4階

meijin@ms02.jicpa.or.jp 047-477-0818

平井　隆規

平井公認会計士事務所 千葉県船橋市本町2丁目20番28号　さざなみビル4階

yoichi.nakamura@ms02.jicpa.or.jp 090-6194-8989

大谷　益世

大谷公認会計士事務所 千葉県船橋市前原西2丁目13番1  藤和津田沼コープ303号室

中村　洋一

公認会計士中村洋一事務所 千葉県船橋市七林町117番地4　ライオンズガーデン習志野906号
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3018360 〒 277-0885 千葉県 千葉会

会員

3006411 〒 277-0813 千葉県 千葉会

会員

3012516 〒 277-0005 千葉県 千葉会

会員

3033630 〒 277-0005 千葉県 千葉会

会員

3012796 〒 276-0023 千葉県 千葉会

会員

3008611 〒 270-0111 千葉県 千葉会

会員

3016025 〒 104-0033 東京都 千葉会

会員

3020811 〒 305-0816 茨城県 東京会

会員

3014562 〒 305-0817 茨城県 東京会

会員

3030428 〒 300-1254 茨城県 東京会

会員

3024740 〒 302-0005 茨城県 東京会

会員

3009155 〒 310-0912 茨城県 東京会

会員

3008000 〒 310-0911 茨城県 東京会

会員

3031526 〒 310-0911 茨城県 東京会

会員

3029294 〒 310-0041 茨城県 東京会

会員

佐藤　朋樹

佐藤朋樹公認会計士事務所 千葉県柏市西原2丁目5番36号

鎌田　恭司

鎌田公認会計士事務所 茨城県つくば市学園の森2丁目13番地95

馬場　充

明神監査法人 東京都中央区新川1丁目8番6号秩父ビルディング2階

岡村　俊克

岡村俊克公認会計士事務所 千葉県流山市江戸川台東1丁目46番地

kazuhiro.maniwa@ms02.jicpa.or.jp 090-4204-9583

菊池　浩

菊池公認会計士事務所 千葉県八千代市勝田台1丁目43番地9  古川ビル202号 　

04-7105-8491

馬庭　和広

馬庭和広公認会計士事務所 千葉県柏市柏5丁目8番6-309号

kkubo@ms02.jicpa.or.jp 070-6572-1806

小栗　一徳

公認会計士・税理士小栗事務所 千葉県柏市柏4丁目6番13号　ホワイトパレスKOMIZO 606号室

sato18360@ms01.jicpa.or.jp 04-7153-1028

久保　恵一

公認会計士久保恵一事務所 千葉県柏市大室1340番地の65

taka66i51@ms01.jicpa.or.jp 029-257-6222

大川　春樹

大川春樹公認会計士事務所 茨城県水戸市上水戸1丁目1番25号

小野瀬　貴久

小野瀬貴久公認会計士事務所 茨城県水戸市見和1丁目299番地の1　小野瀬・木下税理士法人内

小野瀬　益夫

小野瀬公認会計士事務所 茨城県水戸市見和1丁目299番地の1

kaiho@ms02.jicpa.or.jp 080-7008-9983

蛭田　清人

蛭田清人公認会計士事務所 茨城県水戸市見川2丁目67番地の72

gen77777clear@ms02.jicpa.or.jp

海方　亨

公認会計士海方事務所 茨城県取手市東3丁目4番12号

yuki.sakamoto@ms01.jicpa.or.jp 029-875-9013

小林　元

小林公認会計士事務所 茨城県つくば市宝陽台12番地１

坂本　祐輝

坂本祐輝公認会計士事務所 茨城県つくば市研究学園5丁目11番地2　パークハウスつくば研究学園けやきレジデンス壱番館2103号

XXZ26624@ms02.jicpa.or.jp 070-3111-9605
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3020913 〒 310-0803 茨城県 東京会

会員

3035863 〒 310-0004 茨城県 東京会

会員

3026392 〒 300-0007 茨城県 東京会

会員

3022097 〒 320-0812 栃木県 東京会

会員

3017490 〒 321-0923 栃木県 東京会

会員

3030850 〒 320-0055 栃木県 東京会

会員

3031357 〒 320-0055 栃木県 東京会

会員

3028920 〒 320-0055 栃木県 東京会

会員

3031179 〒 320-0043 栃木県 東京会

会員

3019514 〒 329-1105 栃木県 東京会

会員

3007988 〒 320-0021 栃木県 東京会

会員

3022019 〒 320-0011 栃木県 東京会

会員

3036272 〒 320-0048 栃木県 東京会

会員

3007531 〒 323-0022 栃木県 東京会

会員

3024894 〒 323-0807 栃木県 東京会

会員

satorukobayashi@ms02.jicpa.or.jp 028-625-9999

小林　麻貴

栃木監査法人 栃木県宇都宮市下戸祭1丁目4番12号

iwamoto@ms01.jicpa.or.jp 028-614-2660

小林　慧

栃木監査法人 栃木県宇都宮市下戸祭1丁目4番12号

fukuda.cpa@ms02.jicpa.or.jp 028-633-3256

岩本　達之

岩本達之公認会計士事務所 栃木県宇都宮市下栗町2921番地3  長谷川ビル1階

福田　栄

福田栄公認会計士事務所 栃木県宇都宮市一番町3番17号

Ms0413aa@ms01.jicpa.or.jp 090-2536-1292

田中　俊彦

田中公認会計士事務所 茨城県土浦市板谷1丁目712番地181

029-287-3232

清水　衛

清水衛公認会計士事務所 茨城県水戸市青柳町251番地の1

小笠原　隆

小笠原隆公認会計士事務所 茨城県水戸市城南1丁目2番10号　水戸城南ビル

XDK34277@ms02.jicpa.or.jp 090-9317-1553

深谷　卓男

深谷公認会計士事務所 栃木県小山市駅東通り1丁目36番16号

junko.irie@ms02.jicpa.or.jp

坂田　智幸

坂田公認会計士事務所 栃木県宇都宮市北一の沢町7番8号　税理士法人石島会計内

入江　淳子

入江公認会計士事務所 栃木県宇都宮市富士見が丘4丁目24番21号

金井　弘行

金井弘行公認会計士事務所 栃木県宇都宮市東塙田2丁目7番7号

toomori@ms02.jicpa.or.jp 028-636-2253

小髙　和昭

小髙公認会計士事務所 栃木県宇都宮市中岡本町2920番地20

kosen.suzuki@ms02.jicpa.or.jp 028-625-1289

大森　拓海

大森拓海公認会計士事務所 栃木県宇都宮市桜1丁目1番31号　あすか中央税理士法人内

maki.kobayashi@ms01.jicpa.or.jp 028-625-9999

鈴木　公泉

公認会計士鈴木公泉事務所 栃木県宇都宮市下戸祭2丁目12番14号

shinobu.nishio@ms02.jicpa.or.jp 0285-20-0322

西尾　忍

西尾公認会計士事務所 栃木県小山市城東1丁目4番24号　TSビルV3階B
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3032627 〒 329-0206 栃木県 東京会

会員

3028367 〒 325-0075 栃木県 東京会

会員

3007407 〒 379-0116 群馬県 東京会

会員

3022079 〒 372-0021 群馬県 東京会

会員

3006357 〒 374-0023 群馬県 東京会

会員

3023194 〒 376-0034 群馬県 東京会

会員

3012819 〒 370-0044 群馬県 東京会

会員

3019066 〒 370-0803 群馬県 東京会

会員

3023618 〒 370-0861 群馬県 東京会

会員

3009188 〒 370-0069 群馬県 東京会

会員

3011669 〒 377-0008 群馬県 東京会

会員

3020592 〒 371-0031 群馬県 東京会

会員

3004657 〒 371-0022 群馬県 東京会

会員

3008897 〒 371-0847 群馬県 東京会

会員

3018949 〒 371-0027 群馬県 東京会

会員

福田　秀幸

福田秀幸公認会計士事務所 群馬県桐生市東1丁目13番39号

小野　久男

小野久男公認会計士事務所 群馬県館林市大手町3番30号

柄澤　徹

柄澤公認会計士事務所 群馬県伊勢崎市上諏訪町1437番地2

田島　龍一

公認会計士・税理士田島龍一事務所 群馬県安中市安中2丁目4番30号

yukie.satoh@ms02.jicpa.or.jp 050-3395-4633

石山　明

石山明公認会計士事務所 栃木県那須塩原市春日町121番地178

佐藤　幸恵

佐藤幸恵公認会計士事務所 栃木県小山市東間々田2丁目15番24号

kenji.yamazaki@ms01.jicpa.or.jp 027-231-1223

横田　秀治

横田秀治公認会計士事務所 群馬県前橋市千代田町3丁目2番15号

XZK08675@ms01.jicpa.or.jp 0279-20-1700

山﨑　賢治

山﨑賢治公認会計士事務所 群馬県前橋市下小出町1丁目30番4

cpamats@ms02.jicpa.or.jp 027-364-3458

田中　誠

翠星監査法人 群馬県渋川市渋川1931番地23

ykoike@ms02.jicpa.or.jp 080-4948-2180

松岡　光弘

松岡光弘公認会計士事務所 群馬県高崎市飯塚町1353番地2

小池　幸男

小池公認会計士事務所 群馬県高崎市八千代町2丁目11番3号

兒島　宏和

兒島公認会計士事務所 群馬県高崎市大橋町104-2　仁天堂ビル2階　201号室

hideyuki.fukuda@ms02.jicpa.or.jp 0277-44-3848

桂川　修一

桂川公認会計士事務所 群馬県高崎市岩押町37番27号

ryota1118@ms01.jicpa.or.jp 027-254-2132

加藤　真一

公認会計士加藤真一事務所 群馬県前橋市平和町1丁目15番3号

横山　太喜夫

公認会計士横山太喜夫事務所 群馬県前橋市大友町2丁目25番12号　YKビル
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3011565 〒 206-0802 東京都 東京会

会員

3032350 〒 206-0812 東京都 東京会

会員

3019134 〒 125-0042 東京都 東京会

会員

3030931 〒 125-0052 東京都 東京会

会員

3008879 〒 133-0061 東京都 東京会

会員

3034066 〒 133-0057 東京都 東京会

会員

3006157 〒 134-0083 東京都 東京会

会員

3026502 〒 133-0056 東京都 東京会

会員

3030150 〒 136-0071 東京都 東京会

会員

3006935 〒 136-0071 東京都 東京会

会員

3012317 〒 136-0071 東京都 東京会

会員

3016661 〒 136-0071 東京都 東京会

会員

3039067 〒 136-0071 東京都 東京会

会員

3034071 〒 136-0071 東京都 東京会

会員

3028616 〒 136-0071 東京都 東京会

会員

nemoyuu1368@ms02.jicpa.or.jp 03-6417-1675

堀江　一義

公認会計士堀江一義事務所 東京都江戸川区篠崎町5丁目11番6号

namiki@ms01.jicpa.or.jp 03-5876-5561

根本　雄弘

根本公認会計士事務所 東京都葛飾区柴又1丁目10番4号

futoshi.togo@ms01.jicpa.or.jp 042-401-6434

並木　耕治

並木公認会計士事務所 東京都葛飾区金町6丁目9番7号　興国第2ビル2F

東郷　太

東郷公認会計士事務所 東京都稲城市矢野口492番地の4

藤原　澄人

藤原公認会計士事務所 東京都稲城市東長沼3104番地の1　稲城ガーデニア弐番館1201

kshime@ms02.jicpa.or.jp 080-4943-0515

金子　良太

金子良太公認会計士事務所 東京都江東区亀戸3丁目46番15-1001

XSY04342@ms02.jicpa.or.jp 03-5626-7550

志目　健二

志目公認会計士事務所 東京都江東区亀戸3丁目3番8-903号

XNT26209@ms01.jicpa.or.jp 090-6502-2421

齋藤　淳

公認会計士齋藤淳事務所 東京都江東区亀戸3丁目34番7号　ライオンズマンション柳島204号

中川　敬史

公認会計士中川敬史事務所 東京都江東区亀戸2丁目42番10-402号

iso@ms02.jicpa.or.jp 03-3869-9355

松山　浩

松山浩公認会計士事務所 東京都江戸川区南小岩6丁目14番11号　沖トゥエンハウスB

XZS34629@ms01.jicpa.or.jp 03-6458-0927

磯　秀雄

磯秀雄公認会計士事務所 東京都江戸川区中葛西5丁目10番7-506号

土幸　泰樹

土幸公認会計士事務所 東京都江戸川区西小岩1丁目20番8号　丸昌西ビル3D

amanoosamu@ms02.jicpa.or.jp 03-3638-5170

toyoshima@ms01.jicpa.or.jp 080-7003-7794

天野　修

天野公認会計士事務所 東京都江東区亀戸5丁目6番21号　UIW9 BLDG.413号

hamasaki@ms02.jicpa.or.jp 050-6864-9783

豊島　成彦

豊島成彦公認会計士事務所 東京都江東区亀戸5丁目17番4号

rkaneko@ms02.jicpa.or.jp 080-6546-1000

濱﨑　俊幸

濱﨑公認会計士事務所 東京都江東区亀戸5丁目17番11号　フォークス亀戸701
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3039183 〒 135-0022 東京都 東京会

会員

3030302 〒 135-0006 東京都 東京会

会員

3026655 〒 135-0033 東京都 東京会

会員

3018129 〒 135-0033 東京都 東京会

会員

3019038 〒 136-0072 東京都 東京会

会員

3023625 〒 135-0062 東京都 東京会

会員

3019060 〒 135-0062 東京都 東京会

会員

3020297 〒 135-0016 東京都 東京会

会員

3005740 〒 136-0076 東京都 東京会

会員

3008069 〒 136-0076 東京都 東京会

会員

3031411 〒 135-0032 東京都 東京会

会員

3015458 〒 135-0061 東京都 東京会

会員

3019606 〒 135-0061 東京都 東京会

会員

3013040 〒 135-0061 東京都 東京会

会員

3022145 〒 135-0061 東京都 東京会

会員

eastmt@ms02.jicpa.or.jp 090-2914-9679

新井　康友

新井公認会計士・税理士事務所 東京都江東区深川2丁目12番4号　中銀門前仲町マンシオン202号室

t.kuwano@ms01.jicpa.or.jp 090-4374-6111

東山　豊樹

東山豊樹公認会計士事務所 東京都江東区深川1丁目1番2-501号

takahide.toyama@ms02.jicpa.or.jp 090-5439-7747

桑野　孝也

桑野公認会計士事務所 東京都江東区常盤1丁目9番3号　セブン倶楽部常盤205

遠山　高英

遠山公認会計士事務所 東京都江東区三好4丁目7番10-205号

kazuo.ohashi.cpa@ms01.jicpa.or.jp 090-1306-5490

鞠子　怜

鞠子公認会計士事務所 東京都江東区福住1丁目13番7号　霜ビル1・3F

大橋　一生

大橋一生公認会計士事務所 東京都江東区南砂2丁目4番25-210号

小林　輝彦

公認会計士小林輝彦事務所 東京都江東区南砂2丁目36番7-2506号

矢崎　芽生

矢崎公認会計士事務所 東京都江東区東陽3丁目8番5号　日向野ビル3F

shinya.takano@ms01.jicpa.or.jp 090-4534-7530

岩崎　竜也

岩崎竜也公認会計士事務所 東京都江東区東雲1丁目9番42-3805号

hrk3skmt@ms01.jicpa.or.jp 03-3683-4781

高野　新也

高野新也公認会計士・税理士事務所 東京都江東区東雲1丁目6番15-503号

作本　遠

作本公認会計士事務所 東京都江東区大島2丁目7番16-301号

takamichi.katori@ms02.jicpa.or.jp 090-3504-9343

marinryo@ms01.jicpa.or.jp 080-1023-6597

香取　隆道

香取公認会計士事務所 東京都江東区豊洲3丁目6番8-3816号

mihoko.sogabe@ms01.jicpa.or.jp 080-6547-4490

大和　寿子

大和公認会計士事務所 東京都江東区豊洲3丁目5番3-1001号

XBS12194@ms02.jicpa.or.jp 090-3695-8592

曽我辺　美保子

曽我辺公認会計士事務所 東京都江東区豊洲2丁目5番2-603号

rei.mariko@ms01.jicpa.or.jp 050-6867-8524

新保　靖

公認会計士新保靖事務所 東京都江東区豊洲2丁目5番1-3710号
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3010757 〒 135-0061 東京都 東京会

会員

3035534 〒 135-0061 東京都 東京会

会員

3020100 〒 135-0063 東京都 東京会

会員

3012780 〒 135-0063 東京都 東京会

会員

3004116 〒 105-0002 東京都 東京会

会員

3022091 〒 105-6027 東京都 東京会

会員

3016877 〒 105-6237 東京都 東京会

会員

3016309 〒 108-0022 東京都 東京会

会員

3036476 〒 107-0051 東京都 東京会

会員

3007664 〒 107-0051 東京都 東京会

会員

3009842 〒 107-0051 東京都 東京会

会員

3010943 〒 107-0051 東京都 東京会

会員

3020872 〒 107-0051 東京都 東京会

会員

3028737 〒 107-0051 東京都 東京会

会員

3036957 〒 107-0051 東京都 東京会

会員

XBW34354@ms02.jicpa.or.jp

三條　聡

三條聡公認会計士税理士事務所 東京都江東区有明1丁目4番11-2324号　ブリリアマーレ有明タワー＆ガーデン

tompurin@ms01.jicpa.or.jp 03-5372-1124

藤木　陽太

藤木公認会計士事務所 東京都江東区豊洲5丁目6番29-1002号

宮﨑　豊彦

エリプス公認会計士共同事務所 東京事務所 東京都江東区豊洲5丁目5番1-1516号

hiromichi.kawakita@ms02.jicpa.or.jp 080-6505-2011

鈴木　教夫

太陽有限責任監査法人 東京都港区元赤坂1丁目2番7号赤坂Ｋタワー22階

namikiyk@ms02.jicpa.or.jp 080-4160-1030

河北　博道

河北博道公認会計士事務所 東京都港区元赤坂1丁目2番7号　赤坂Kタワー

並木　由紀雄

並木由紀雄公認会計士事務所 東京都港区海岸3丁目7番12号　アイル芝浦東京ベイ1104号室

kenzu2433@ms02.jicpa.or.jp 03-5777-3480

米山　泰弘

米山泰弘公認会計士事務所 東京都港区愛宕2丁目5番1号　愛宕グリーンヒルズMORIタワー37階　税理士法人AKJパートナーズ内

伏見　健一

公認会計士ＡＫＪパートナーズ共同事務所 東京都港区愛宕2丁目5番1号　愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー37階

noguchi@ms02.jicpa.or.jp

畠田　洋平

畠田洋平公認会計士事務所 東京都港区愛宕1丁目6番7号　愛宕山弁護士ビル305

s.sanjo@ms02.jicpa.or.jp 03-5500-9150

野口　進也

野口公認会計士事務所 東京都江東区有明1丁目4番20-1530号

yasuko.i@ms01.jicpa.or.jp 092-260-9608

石川　靖子

太陽有限責任監査法人 東京都港区元赤坂1丁目2番7号赤坂Ｋタワー22階

XFP17366@ms02.jicpa.or.jp 03-5474-0113

井川　雅世

太陽有限責任監査法人 東京都港区元赤坂1丁目2番7号赤坂Ｋタワー22階

XMU08004@ms02.jicpa.or.jp 03-5474-0113

石井　雅也

太陽有限責任監査法人 東京都港区元赤坂1丁目2番7号赤坂Ｋタワー22階

柴田　和徳

太陽有限責任監査法人 東京都港区元赤坂1丁目2番7号赤坂Ｋタワー22階

noriosuzuki@ms01.jicpa.or.jp 03-5474-0113

須永　真樹

太陽有限責任監査法人 東京都港区元赤坂1丁目2番7号赤坂Ｋタワー22階
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3016176 〒 105-0001 東京都 東京会

会員

3023923 〒 105-0001 東京都 東京会

会員

3012210 〒 108-0075 東京都 東京会

会員

3022355 〒 108-0075 東京都 東京会

会員

3018624 〒 108-0074 東京都 東京会

会員

3023482 〒 108-0074 東京都 東京会

会員

3022010 〒 108-0074 東京都 東京会

会員

3026303 〒 108-0073 東京都 東京会

会員

3020975 〒 108-0073 東京都 東京会

会員

3034069 〒 108-0014 東京都 東京会

会員

3005243 〒 108-0014 東京都 東京会

会員

3009171 〒 108-0014 東京都 東京会

会員

3010071 〒 108-0014 東京都 東京会

会員

3011298 〒 108-0014 東京都 東京会

会員

3012043 〒 108-0014 東京都 東京会

会員

XBV12862@ms02.jicpa.or.jp 03-3506-2631

樋口　活介

樋口活介公認会計士事務所 東京都港区虎ノ門5丁目13番1-7F

高見　現人

高見公認会計士事務所 東京都港区虎ノ門1丁目4番4号　川村ビル5階

jun.haraguchi@ms01.jicpa.or.jp 090-2424-3921

河江　健史

河江公認会計士事務所 東京都港区三田3丁目1番23号-3F

jmjmjm@ms01.jicpa.or.jp 03-3443-9046

原口　純

原口純公認会計士事務所 東京都港区三田1丁目6番3-1915号　シティタワー麻布十番

ra47258@ms02.jicpa.or.jp 090-4027-8955

正木　潤

監査法人夏目事務所 東京都港区高輪3丁目20番4号

梶本　卓哉

梶本公認会計士事務所 東京都港区高輪2丁目15番31-412号

ryosuke.sato@ms02.jicpa.or.jp 080-1969-1298

髙橋　昌也

髙橋昌也公認会計士事務所 東京都港区高輪2丁目11番25-201号

佐藤　亮介

佐藤公認会計士事務所 東京都港区港南4丁目6番5-3406号

katsusuke.higuchi@ms01.jicpa.or.jp 03-4530-9707

松永　夏也

公認会計士アイ・ジー会計共同事務所 東京都港区港南1丁目9番6  アレア品川13階

海野　一至

みのり監査法人 東京都港区芝5丁目29番11号G-BASE  田町14F

種村　隆

みのり監査法人 東京都港区芝5丁目29番11号G-BASE  田町14F

nishibashi@ms02.jicpa.or.jp

井口　誠

みのり監査法人 東京都港区芝5丁目29番11号G-BASE  田町14F

XES02900@ms02.jicpa.or.jp 03-3455-6666

西橋　久仁子

みのり監査法人 東京都港区芝5丁目29番11号G-BASE  田町14F

saitou8808@ms02.jicpa.or.jp 03-6869-9067

渡辺　俊之

渡辺公認会計士事務所 東京都港区芝4丁目4番5号　三田KMビル2階

XVT17469@ms01.jicpa.or.jp 070-5569-8314

齋藤　雄史

齋藤雄史公認会計士事務所 東京都港区芝4丁目18番1-406号
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3012388 〒 108-0014 東京都 東京会

会員

3013429 〒 108-0014 東京都 東京会

会員

3016258 〒 108-0014 東京都 東京会

会員

3020807 〒 108-0014 東京都 東京会

会員

3028632 〒 108-0014 東京都 東京会

会員

3017182 〒 108-0023 東京都 東京会

会員

3010953 〒 108-8530 東京都 東京会

会員

3015846 〒 108-0023 東京都 東京会

会員

3018052 〒 108-0023 東京都 東京会

会員

3032303 〒 105-0004 東京都 東京会

会員

3013593 〒 105-0004 東京都 東京会

会員

3011952 〒 105-0004 東京都 東京会

会員

3034059 〒 105-0004 東京都 東京会

会員

3016242 〒 105-0004 東京都 東京会

会員

3031145 〒 105-0003 東京都 東京会

会員

黒川　健

みのり監査法人 東京都港区芝5丁目29番11号G-BASE  田町14F

市場　典子

市場公認会計士事務所 東京都港区芝浦4丁目19番1-3416号

古川　淳

有限責任監査法人トーマツ 東京都港区芝浦4丁目13番23号　MS芝浦ビル

森　滋昭

森公認会計士事務所 東京都港区芝浦3丁目12番2号5階

JS17303@ms01.jicpa.or.jp 090-4961-1682

大塚　隆弘

みのり監査法人 東京都港区芝5丁目29番11号G-BASE  田町14F

satoshi.fukayama@ms02.jicpa.or.jp 03-6436-7090

佐藤　純哉

みのり監査法人 東京都港区芝5丁目29番11号G-BASE  田町14F

jnch1031@ms01.jicpa.or.jp 03-6436-7090

深山　賢志

みのり監査法人 東京都港区芝5丁目29番11号G-BASE  田町14F

XSA09343@ms01.jicpa.or.jp 03-3348-0661

鳥飼　順一

みのり監査法人 東京都港区芝5丁目29番11号G-BASE  田町14F

神田　俊之

神田俊之公認会計士事務所 東京都港区西新橋1丁目16番4号　ノアックスビル2F

daisuke.inoue@ms01.jicpa.or.jp

飯田　律

飯田律公認会計士事務所 東京都港区新橋4丁目30番6号　京急中はらビル5階

XVT08940@ms02.jicpa.or.jp 03-6206-1192

井上　大輔

井上大輔公認会計士事務所 東京都港区新橋3丁目11番8号　オーイズミ新橋第2ビル6階　株式会社港公会計内

保坂　知己

公認会計士保坂知己事務所 東京都港区新橋2丁目16番1号　ニュー新橋ビル707-B号

酒井　修

酒井修公認会計士事務所 東京都港区新橋2丁目16番1号  ニュー新橋ビル7階

ntezuka@ms02.jicpa.or.jp 090-9683-9025

古賀　望

古賀公認会計士事務所 東京都港区新橋1丁目7番1号　近鉄銀座中央通りビル5階　弁護士法人泉総合法律事務所内

手塚　奈々子

手塚公認会計士事務所 東京都港区芝浦4丁目21番1-702号

XKC28133@ms01.jicpa.or.jp 03-6205-4720
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3015193 〒 105-0003 東京都 東京会

会員

3016155 〒 105-0003 東京都 東京会

会員

3030954 〒 105-0003 東京都 東京会

会員

3035299 〒 107-0052 東京都 東京会

会員

3015113 〒 107-0052 東京都 東京会

会員

3012494 〒 107-0052 東京都 東京会

会員

3005961 〒 107-0052 東京都 東京会

会員

3020771 〒 107-0052 東京都 東京会

会員

3016020 〒 107-0052 東京都 東京会

会員

3036286 〒 105-7110 東京都 東京会

会員

3012185 〒 107-0062 東京都 東京会

会員

3018837 〒 107-0062 東京都 東京会

会員

3027070 〒 107-0062 東京都 東京会

会員

3037706 〒 108-0072 東京都 東京会

会員

3018568 〒 108-0071 東京都 東京会

会員

iseki@ms01.jicpa.or.jp 03-6459-1293

澤　敏雄

澤敏雄公認会計士事務所 東京都港区赤坂3丁目2番6号 アパ赤坂中央ビル

居関　剛一

居関公認会計士事務所 東京都港区赤坂3丁目2番2号 日総第24ビル6階

hori@ms01.jicpa.or.jp 03-5544-8580

山岸　正夫

山岸公認会計士事務所 東京都港区赤坂3丁目2番2号  日総第24ビル6階

ytakemura@ms02.jicpa.or.jp 03-4405-7427

堀　秀行

堀秀行公認会計士事務所 東京都港区赤坂3丁目10番2号　赤坂コマースビル3階

竹村　徳広

竹村徳広公認会計士事務所 東京都港区西新橋2丁目6番1号　第2菊家ビル7F

mitsuhashirrk@ms02.jicpa.or.jp 03-6273-3650

斉藤　卓

公認会計士斉藤会計事務所 東京都港区西新橋2丁目6-3  美麗ビル2階

三橋　留里子

清陽監査法人 東京都港区西新橋1丁目22番10号　西新橋アネックスビル2階

XTM24683@ms01.jicpa.or.jp 03-6874-4737

中村　千尋

中村公認会計士事務所 東京都港区白金1丁目12番17-401号

masaibb@ms01.jicpa.or.jp 03-3503-1566

平野　陽一

平野陽一公認会計士事務所 東京都港区南青山4丁目16番11号　Rスクエア南青山201

m.nakamura.cpa@ms02.jicpa.or.jp 03-3746-1750

馬場　正威

馬場公認会計士事務所 東京都港区南青山2丁目2番8号　DFビル5階

takayasu.kizaki@ms02.jicpa.or.jp 03-6226-2300

中村　元彦

中村公認会計士事務所 東京都港区南青山2丁目2番15号　ウイン青山1025号室

木﨑　孝育

木﨑公認会計士事務所 東京都港区東新橋1丁目5番2号　汐留シティセンター10階

石塚　仁詞

石塚公認会計士事務所 東京都港区赤坂7丁目6番45-303号

sawaakasaka@ms02.jicpa.or.jp 03-3224-0881

佐伯　潤

有限責任アコード監査法人 東京都港区赤坂3丁目2番6号赤坂中央ビル7階

miyazono@ms01.jicpa.or.jp 03-6450-2685

chihironoaddress@ms02.jicpa.or.jp 090-5656-7076

宮園　伸吾

公認会計士宮園事務所 東京都港区白金台5丁目22番11号　ソフトタウン白金707
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3012142 〒 105-0013 東京都 東京会

会員

3026421 〒 105-0013 東京都 東京会

会員

3028718 〒 107-0061 東京都 東京会

会員

3008653 〒 106-0032 東京都 東京会

会員

3018311 〒 116-0002 東京都 東京会

会員

3016955 〒 116-0013 東京都 東京会

会員

3018439 〒 116-0013 東京都 東京会

会員

3009785 〒 116-0014 東京都 東京会

会員

3017206 〒 116-0003 東京都 東京会

会員

3002193 〒 185-0002 東京都 東京会

会員

3017633 〒 186-0002 東京都 東京会

会員

3012547 〒 181-0013 東京都 東京会

会員

3010734 〒 181-0012 東京都 東京会

会員

3027759 〒 181-0012 東京都 東京会

会員

3028949 〒 150-0013 東京都 東京会

会員

kotachi0301@ms02.jicpa.or.jp 03-6806-7871

野村　昌弘

公認会計士野村昌弘事務所 東京都荒川区西日暮里2丁目45番1-903号

masao.takamine@ms01.jicpa.or.jp 090-1252-0040

木下　哲

木下公認会計士事務所 東京都荒川区荒川1丁目7番6号

mizutani@ms01.jicpa.or.jp 03-5772-6601

高峰　正雄

公認会計士高峰正雄事務所 東京都港区六本木3丁目6番9号　K2ビル

yusakuabc@ms01.jicpa.or.jp 03-3434-3800

水谷　是繁

水谷公認会計士事務所 東京都港区北青山2丁目7番28号　NAビル7階

XFW09116@ms02.jicpa.or.jp 03-6721-5461

佐藤　祐作

佐藤公認会計士事務所 東京都港区浜松町2丁目1番16号　第3粕谷ビル5階

小宮山　榮

公認会計士小宮山榮事務所 東京都港区浜松町1丁目29番6号　浜松町セントラルビル3F　イマニシ税理士法人内

shin.aoyama@ms01.jicpa.or.jp 090-8558-2783

根本　秀人

根本公認会計士事務所 東京都三鷹市上連雀2丁目4番6-404号

fukawam@ms02.jicpa.or.jp 042-571-0576

青山　伸一

青山公認会計士事務所 東京都三鷹市下連雀3丁目38番4-303号

府川　正則

公認会計士府川正則事務所 東京都国立市東4丁目2番地の48

hirukawa@ms02.jicpa.or.jp 048-525-0685

三澤　博

公認会計士三澤博事務所 東京都国分寺市東戸倉2丁目22番地13

IZUMISAWAD@ms02.jicpa.or.jp 03-3803-2644

蛭川　高鋭

蛭川公認会計士事務所 東京都荒川区南千住3丁目41番1-605号

morio@ms02.jicpa.or.jp 090-1034-4061

泉澤　大介

泉澤大介公認会計士事務所 東京都荒川区東日暮里5丁目52番5号

XYJ13590@ms02.jicpa.or.jp 090-8518-3770

森尾　渉

森尾公認会計士事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目27番4-1101号　エル・アルカサルフジ

nishida@ms02.jicpa.or.jp 03-5372-4677

飯田　直矢

飯田直矢公認会計士事務所 東京都渋谷区恵比寿1丁目21番2-705号　ザ・パークハウス恵比寿

nmthdht@ms02.jicpa.or.jp 080-3242-4610

西田　恭隆

西田恭隆公認会計士事務所 東京都三鷹市上連雀3丁目13番19-203号　ヴィアソーレ三鷹
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3018096 〒 150-0013 東京都 東京会

会員

3019909 〒 150-0022 東京都 東京会

会員

3016609 〒 150-0022 東京都 東京会

会員

3030797 〒 150-0012 東京都 東京会

会員

3029948 〒 150-0002 東京都 東京会

会員

3023870 〒 150-0002 東京都 東京会

会員

3008367 〒 150-0002 東京都 東京会

会員

3019116 〒 151-0061 東京都 東京会

会員

3014643 〒 150-0001 東京都 東京会

会員

3022720 〒 151-0053 東京都 東京会

会員

3019903 〒 151-0053 東京都 東京会

会員

3015042 〒 151-0053 東京都 東京会

会員

3014932 〒 150-0011 東京都 東京会

会員

3023114 〒 150-0043 東京都 東京会

会員

3008343 〒 151-0072 東京都 東京会

会員

masato.hori@ms02.jicpa.or.jp 080-5468-3199

遠藤　勲

公認会計士遠藤事務所 東京都渋谷区渋谷1丁目3番9号　ヒューリック渋谷一丁目ビル5階　トゥモロー・ブリッジ・コンサルティング株式会社内

lee@ms02.jicpa.or.jp 080-4359-2920

堀　政人

堀政人公認会計士事務所 東京都渋谷区広尾5丁目16番15-604号　サンアリーナ広尾

西田　明熙

このえ有限責任監査法人 東京事務所 東京都渋谷区恵比寿南3丁目4番16号 アイトリアノン4階

akihiro.yoshida@ms02.jicpa.or.jp 043-306-8522

宍戸　徹

宍戸公認会計士事務所 東京都渋谷区恵比寿南3丁目1番23号  パークリュクス恵比寿307

吉田　昭博

吉田昭博公認会計士事務所 東京都渋谷区恵比寿1丁目6番5号　SiStaSaito701号室

XRY16415@ms01.jicpa.or.jp 03-6276-8912

森木　隆裕

森木隆裕公認会計士事務所 東京都渋谷区代々木5丁目28番10号　ビラハイツ参宮橋201

akira.tatsumoto@ms01.jicpa.or.jp 047-316-2289

大森　淳子

大森淳子公認会計士事務所 東京都渋谷区代々木2丁目23番1-1203号

立元　顕

公認会計士立元顕事務所 東京都渋谷区代々木1丁目31番15号　さくらビル2F

masaaki.ikeda@ms01.jicpa.or.jp 03-5860-8388

山田　源

山田源公認会計士事務所 東京都渋谷区神宮前6丁目28番9号　東武ビル6F

池田　雅昭

池田公認会計士事務所 東京都渋谷区初台1丁目51番1号　初台センタービル403

中田　ちず子

中田公認会計士事務所 東京都渋谷区渋谷2丁目3番8号  倉島渋谷ビル502

vic.e21.t06@ms02.jicpa.or.jp 03-5357-7149

河村　浩靖

河村浩靖公認会計士事務所 東京都渋谷区渋谷2丁目10番15号

n.banzai@ms02.jicpa.or.jp 03-3299-9647

m344hiro@ms02.jicpa.or.jp 03-3461-1447

萬歳　信行

萬歳信行公認会計士事務所 東京都渋谷区幡ケ谷3丁目23番14号　ルーブル幡ヶ谷302号室

rkonno@ms02.jicpa.or.jp 57741621

三好　裕之

公認会計士三好裕之事務所 東京都渋谷区道玄坂1丁目15番11号　龍昌ビル2階

takahiro.moriki@ms01.jicpa.or.jp 03-6256-9584

紺野　良一

公認会計士紺野良一事務所 東京都渋谷区東3丁目16番5号　サンパーク恵比寿402

30/157



※本リストは、社会福祉法人又は医療法人等が、業務を依頼する公認会計士等の選定の
参考とするために作成されたものであり、当該目的以外での利用は禁止しています。※

3006212 〒 184-0014 東京都 東京会

会員

3032969 〒 184-0004 東京都 東京会

会員

3019455 〒 184-0004 東京都 東京会

会員

3033778 〒 187-0043 東京都 東京会

会員

3020963 〒 187-0022 東京都 東京会

会員

3010409 〒 169-0075 東京都 東京会

会員

3025586 〒 160-0017 東京都 東京会

会員

3025515 〒 160-0017 東京都 東京会

会員

3030251 〒 160-0008 東京都 東京会

会員

3029669 〒 160-0004 東京都 東京会

会員

3018612 〒 160-0004 東京都 東京会

会員

3031196 〒 160-0004 東京都 東京会

会員

3007617 〒 160-0004 東京都 東京会

会員

3010324 〒 160-0004 東京都 東京会

会員

3010381 〒 160-0004 東京都 東京会

会員

XPB15981@ms01.jicpa.or.jp 090-5340-1486

笈川　翔太郎

笈川翔太郎公認会計士事務所 東京都小平市学園東町1丁目3番14-1007号

kankarasawa@ms01.jicpa.or.jp 042-383-3120

清水　義之

清水義之公認会計士事務所 東京都小金井市本町5丁目10番14-205号

唐澤　寛

唐澤公認会計士事務所 東京都小金井市本町3丁目8番9号　ニュー小金井マンション206号室

後藤　德彌

後藤公認会計士事務所 東京都小金井市貫井南町5丁目11番15号

XSC33914@ms02.jicpa.or.jp 03-5366-0650

関　善之

ラークス公認会計士共同事務所 東京都新宿区四谷2丁目4番18号アマシンビル3階

juka0519@ms01.jicpa.or.jp 03-3350-5861

髙橋　一俊

髙橋一俊公認会計士事務所 東京都新宿区四谷1丁目20番　秋庭ビル3階

sasaki.takeshi@ms01.jicpa.or.jp 03-6709-9440

吉野　裕介

吉野裕介公認会計士事務所 東京都新宿区三栄町6番地　寺島ビル2F

佐々木　武志

佐々木武志公認会計士事務所 東京都新宿区左門町13番地1　四谷弁護士ビル308

kanayama@ms01.jicpa.or.jp 03-5389-9403

寺澤　茂

寺澤公認会計士事務所 東京都新宿区左門町13番地　コンシェリアR四谷503号室

satoshi.ueta@ms01.jicpa.or.jp 042-409-7258

金山　聖二

金山聖二公認会計士事務所 東京都新宿区高田馬場4丁目2番11-403号

植田　哲

植田哲公認会計士事務所 東京都小平市上水本町5丁目23番1-1201号

中野　昌宣

大光監査法人 東京都新宿区四谷4丁目28番地4　YKBエンサインビル5階

髙山　康宏

大光監査法人 東京都新宿区四谷4丁目28番地4　YKBエンサインビル5階

kumiko.okazaki@ms02.jicpa.or.jp 080-3443-4318

亀岡　保夫

大光監査法人 東京都新宿区四谷4丁目28番地4　YKBエンサインビル5階

XZL15172@ms02.jicpa.or.jp 03-5367-8393

岡﨑　久美子

岡﨑久美子公認会計士事務所 東京都新宿区四谷4丁目1番　細井ビル6階

31/157



※本リストは、社会福祉法人又は医療法人等が、業務を依頼する公認会計士等の選定の
参考とするために作成されたものであり、当該目的以外での利用は禁止しています。※

3015132 〒 160-0004 東京都 東京会

会員

3015172 〒 160-0004 東京都 東京会

会員

3015353 〒 160-0004 東京都 東京会

会員

3019618 〒 160-0004 東京都 東京会

会員

3020926 〒 160-0004 東京都 東京会

会員

3027450 〒 160-0004 東京都 東京会

会員

3027465 〒 160-0004 東京都 東京会

会員

3032529 〒 160-0004 東京都 東京会

会員

3032562 〒 160-0004 東京都 東京会

会員

3036183 〒 160-0004 東京都 東京会

会員

3036876 〒 160-0004 東京都 東京会

会員

6016712 〒 160-0004 東京都 東京会

準会員

3018598 〒 160-0004 東京都 東京会

会員

3020015 〒 160-0004 東京都 東京会

会員

3021161 〒 160-0004 東京都 東京会

会員

杉本　正行

大光監査法人 東京都新宿区四谷4丁目28番地4　YKBエンサインビル5階

有松　義文

大光監査法人 東京都新宿区四谷4丁目28番地4　YKBエンサインビル5階

定免　賢一郎

大光監査法人 東京都新宿区四谷4丁目28番地4　YKBエンサインビル5階

若井　光男

大光監査法人 東京都新宿区四谷4丁目28番地4　YKBエンサインビル5階

宮田　光春

大光監査法人 東京都新宿区四谷4丁目28番地4　YKBエンサインビル5階

谷川　宣広

大光監査法人 東京都新宿区四谷4丁目28番地4　YKBエンサインビル5階

野崎　伸雄

大光監査法人 東京都新宿区四谷4丁目28番地4　YKBエンサインビル5階

柴﨑　亨

大光監査法人 東京都新宿区四谷4丁目28番地4　YKBエンサインビル5階

平田　賢二

大光監査法人 東京都新宿区四谷4丁目28番地4　YKBエンサインビル5階

高橋　和之

大光監査法人 東京都新宿区四谷4丁目28番地4　YKBエンサインビル5階

内野　真人

大光監査法人 東京都新宿区四谷4丁目28番地4号　YKBエンサインビル5階

古澤　華織

大光監査法人 東京都新宿区四谷4丁目28番地4号　YKBエンサインビル5階

h.kamaya@ms02.jicpa.or.jp 080-5143-5198

井上　伸男

大光監査法人 東京都新宿区四谷4丁目28番地4号　YKBエンサインビル5階

XEH21578@ms02.jicpa.or.jp 03-3341-8838

釜屋　秀雄

大光監査法人 東京都新宿区四谷4丁目28番地4　YKBエンサインビル5階

XYS35324@ms02.jicpa.or.jp 03-3341-8838

長井　一晃

大光監査法人 東京都新宿区四谷4丁目28番地4　YKBエンサインビル5階
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3022033 〒 160-0004 東京都 東京会

会員

3023917 〒 160-0004 東京都 東京会

会員

3005848 〒 160-0008 東京都 東京会

会員

3015499 〒 162-0842 東京都 東京会

会員

3016330 〒 162-0064 東京都 東京会

会員

3018403 〒 162-0845 東京都 東京会

会員

3018531 〒 162-0845 東京都 東京会

会員

3018731 〒 162-0845 東京都 東京会

会員

3018733 〒 162-0845 東京都 東京会

会員

3011487 〒 162-0845 東京都 東京会

会員

3023824 〒 160-0006 東京都 東京会

会員

3036215 〒 162-0065 東京都 東京会

会員

3025948 〒 160-0022 東京都 東京会

会員

3016744 〒 160-0022 東京都 東京会

会員

3035595 〒 160-0022 東京都 東京会

会員

笹野井　寛

大光監査法人 東京都新宿区四谷4丁目28番地4号　YKBエンサインビル5階

松葉　大地

大光監査法人 東京都新宿区四谷4丁目28番地4号　YKBエンサインビル5階

shintaro.kikuchi@ms01.jicpa.or.jp 080-4809-1801

久保田　寛志

そうせい監査法人 東京都新宿区市谷本村町3番19号  千代田ビル

hirokazu.ohtaka@ms01.jicpa.or.jp 080-4060-1803

菊池　愼太郎

そうせい監査法人 東京都新宿区市谷本村町3番19号  千代田ビル

XXF14972@ms02.jicpa.or.jp 080-3483-1802

大髙　宏和

そうせい監査法人 東京都新宿区市谷本村町3番19号  千代田ビル

XVU13009@ms01.jicpa.or.jp 03-5276-2075

木村　勝治

そうせい監査法人 東京都新宿区市谷本村町3番19号  千代田ビル

ohno@ms01.jicpa.or.jp 080-3469-4121

古川　昭穂

古川公認会計士事務所 東京都新宿区市谷仲之町4番27-506号

XGJ03394@ms02.jicpa.or.jp 03-3350-5861

大野　貴史

大野貴史公認会計士事務所 東京都新宿区市谷砂土原町3丁目1番地　コープ市ヶ谷23号

吉野　清一

吉野清一公認会計士事務所 東京都新宿区四谷三栄町15番地9号　寺島ビル2階

haruki.komiyama@ms01.jicpa.or.jp

小宮山　春樹

小宮山公認会計士事務所 東京都新宿区新宿4丁目1番6号　JR新宿ミライナタワー28階　辻・本郷税理士法人　新宿ミライナタワー事務所内

hideyuki.minegishi@ms02.jicpa.or.jp 03-5954-3633

関口　典子

関口典子公認会計士事務所 東京都新宿区新宿2丁目6番3号 藤和新宿コープ1010

t.hirobe@ms02.jicpa.or.jp 090-9145-5338

峯岸　秀幸

峯岸秀幸公認会計士事務所 東京都新宿区新宿2丁目5番12号　FORECAST新宿AVENUE

hashimoto23824@ms02.jicpa.or.jp 03-6869-9151

広部　岳彦

広部公認会計士事務所 東京都新宿区住吉町1番16号　ISEビル5階

office.h2009@ms02.jicpa.or.jp 03-6272-6902

橋本　誠志

橋本誠志公認会計士事務所 東京都新宿区舟町1番地8  シティタワー四谷1607

hiroshi.kubota@ms01.jicpa.or.jp 080-4362-1804

長谷川　臣介

長谷川公認会計士事務所 東京都新宿区市谷本村町3番26号　アトラス市ヶ谷901
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3025330 〒 160-0022 東京都 東京会

会員

3027676 〒 160-0022 東京都 東京会

会員

3016991 〒 162-0825 東京都 東京会

会員

3026585 〒 162-0812 東京都 東京会

会員

3028754 〒 160-0023 東京都 東京会

会員

3007396 〒 160-0023 東京都 東京会

会員

3012953 〒 160-0023 東京都 東京会

会員

3013845 〒 160-0023 東京都 東京会

会員

3028651 〒 160-0023 東京都 東京会

会員

3018601 〒 160-0023 東京都 東京会

会員

3023684 〒 160-0023 東京都 東京会

会員

3030897 〒 160-0023 東京都 東京会

会員

3007061 〒 160-0023 東京都 東京会

会員

3006603 〒 160-0023 東京都 東京会

会員

3021592 〒 160-0023 東京都 東京会

会員

山上　友一郎

監査法人プレンプション 東京都新宿区新宿5丁目10番1-801号

石村　光代

石村公認会計士事務所 東京都新宿区西新宿3丁目5番12号  トーカン新宿第2キャスティール904号

玉井　信彦

三優監査法人 東京都新宿区西新宿1丁目24番1号エステック情報ビル15階

ryo.kawai@ms02.jicpa.or.jp 050-5899-3453

谷地　嘉紀

アーク有限責任監査法人 東京都新宿区西新宿1丁目23番3号廣和ビル6階

masao.fujita@ms01.jicpa.or.jp 03-5227-7075

河合　亮

ＥＸＩＡ公認会計士共同事務所 東京都新宿区西新宿1丁目17番1号  日本生命新宿西口ビル11階

藤田　正男

藤田正男公認会計士・税理士事務所 東京都新宿区西五軒町9番7号

井出　功

井出功公認会計士事務所 東京都新宿区神楽坂3丁目2番20号　ヴァンテ・アン神楽坂703

信貴　威宏

信貴威宏公認会計士事務所 東京都新宿区新宿6丁目27番29-2907号　コンフォリア新宿イーストサイドタワー

XZM04043@ms01.jicpa.or.jp 03-5386-7447

川田　崇之

川田公認会計士事務所 東京都新宿区西新宿7丁目7番19号　セントラルレジデンス新宿シティタワー801

ogurakaikei@ms01.jicpa.or.jp 045-681-7652

寺田　佳正

公認会計士寺田佳正事務所 東京都新宿区西新宿7丁目5番5号　プラザ西新宿608号

snowchild0603@ms01.jicpa.or.jp 03-3365-5381

小倉　龍彦

小倉龍彦公認会計士事務所 東京都新宿区西新宿7丁目5番10号　第2ミゾタビル5階

XJC20160@ms02.jicpa.or.jp 03-6403-3334

碓井　有紀子

碓井公認会計士事務所 東京都新宿区西新宿7丁目4番3号　升本ビル6F 　税理士法人ヒダ内

kodamaosm@ms01.jicpa.or.jp 03-6279-4520

中島　崇賢

中島崇賢公認会計士事務所 東京都新宿区西新宿7丁目1番12号　クロスオフィス新宿

k.monden@ms02.jicpa.or.jp

児玉　修

児玉公認会計士事務所 東京都新宿区西新宿6丁目15番1号 セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿3階

XXL10690@ms02.jicpa.or.jp 03-5339-7624

門田　恭子

公認会計士門田恭子事務所 東京都新宿区西新宿6丁目15番1号　セントラルパークタワー　ラ・トゥール新宿707

tkawada@ms02.jicpa.or.jp
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3015782 〒 160-0023 東京都 東京会

会員

3010085 〒 162-8551 東京都 東京会

会員

3010622 〒 162-8551 東京都 東京会

会員

3017947 〒 162-8551 東京都 東京会

会員

3019362 〒 162-8551 東京都 東京会

会員

3033302 〒 162-8551 東京都 東京会

会員

3038051 〒 162-8551 東京都 東京会

会員

3004072 〒 169-0073 東京都 東京会

会員

3014934 〒 162-0067 東京都 東京会

会員

3006092 〒 162-0851 東京都 東京会

会員

3016757 〒 162-0805 東京都 東京会

会員

3014765 〒 162-0055 東京都 東京会

会員

3008949 〒 167-0051 東京都 東京会

会員

3024829 〒 167-0051 東京都 東京会

会員

3011090 〒 167-0051 東京都 東京会

会員

森村　洋介

有限責任 あずさ監査法人 東京都新宿区津久戸町1番2号

toru.seki@ms01.jicpa.or.jp 090-5320-6162

鈴木　瑞花

有限責任 あずさ監査法人 東京都新宿区津久戸町1番2号

takashi.hosoda@ms01.jicpa.or.jp 011-221-2434

関　徹

有限責任 あずさ監査法人 東京都新宿区津久戸町1番2号

XPS07712@ms02.jicpa.or.jp 03-3548-5555

細田　孝志

有限責任 あずさ監査法人 東京都新宿区津久戸町1番2号

XUP07215@ms01.jicpa.or.jp 03-3548-5802

佐藤　東史

有限責任 あずさ監査法人 東京都新宿区津久戸町1番2号

okabe@ms01.jicpa.or.jp 03-6908-9131

大谷　はるみ

有限責任 あずさ監査法人 東京都新宿区津久戸町1番2号

岡部　雅人

岡部公認会計士事務所 東京都新宿区西新宿7丁目8番10号  オークラヤビル7階

tatsuhiko.atsumi@ms02.jicpa.or.jp 080-6716-5011

濱岡　慶次

濱岡慶次公認会計士事務所 東京都杉並区荻窪2丁目34番19号　センチュリー荻窪308

k8216@ms01.jicpa.or.jp 03-5925-8685

渥美　龍彦

渥美龍彦公認会計士事務所 東京都杉並区荻窪1丁目18番27号

柏山　雅一

柏山公認会計士事務所 東京都新宿区余丁町9番7号  シティマンション新宿501号

富永　和也

富永公認会計士事務所 東京都新宿区矢来町134番地

XEV11712@ms02.jicpa.or.jp 090-3204-1670

渡邉　憲雄

公認会計士渡邉憲雄事務所 東京都新宿区弁天町139番地　ライオンズガーデンヒルズ早稲田408

深沢　敏行

深沢公認会計士事務所 東京都新宿区富久町1番5　富久町東誠ビル7階

yosuke.morimura@ms02.jicpa.or.jp 03-3548-5555

樋口　幸一

樋口公認会計士事務所 東京都新宿区百人町3丁目1番3-301号

keiji.hamaoka@ms01.jicpa.or.jp 077-584-4556

齋藤　積

齋藤積公認会計士事務所 東京都杉並区荻窪3丁目45番3号
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3008642 〒 168-0081 東京都 東京会

会員

3031754 〒 168-0071 東京都 東京会

会員

3006893 〒 166-0003 東京都 東京会

会員

3006920 〒 166-0003 東京都 東京会

会員

3035567 〒 167-0043 東京都 東京会

会員

3013850 〒 166-0015 東京都 東京会

会員

3028684 〒 167-0033 東京都 東京会

会員

3022473 〒 167-0053 東京都 東京会

会員

3018196 〒 167-0041 東京都 東京会

会員

3010931 〒 168-0061 東京都 東京会

会員

3006716 〒 167-0032 東京都 東京会

会員

3007522 〒 168-0065 東京都 東京会

会員

3009092 〒 158-0083 東京都 東京会

会員

3026647 〒 157-0077 東京都 東京会

会員

3029251 〒 156-0051 東京都 東京会

会員

下田　大輔

公認会計士下田大輔事務所 東京都杉並区成田東5丁目19番5号　エイワビル702

mhirota@ms01.jicpa.or.jp 03-5913-7541

俣野　和仁

俣野公認会計士事務所 東京都杉並区上荻3丁目24番7号

廣田　正昭

廣田公認会計士事務所 東京都杉並区高円寺南4丁目44番8号 高円寺サニービル4階

仲井　一彦

仲井一彦公認会計士事務所 東京都杉並区高円寺南2丁目53番12号

wakahara8642@ms01.jicpa.or.jp 03-3331-9695

五十嵐　剛志

公認会計士五十嵐剛志事務所 東京都杉並区高井戸西3丁目7番10号

若原　文安

若原文安公認会計士事務所 東京都杉並区宮前3丁目21番16号

akihiroko3133@ms01.jicpa.or.jp 090-1795-5376

梶間　栄一

梶間公認会計士事務所 東京都世田谷区奥沢5丁目31番1号

kunihito.miura@ms02.jicpa.or.jp

佐藤　昭彦

公認会計士佐藤昭彦事務所 東京都杉並区浜田山4丁目27番27号

三浦　邦仁

三浦邦仁公認会計士事務所 東京都杉並区天沼3丁目3番7号  403号室

k.ohira@ms02.jicpa.or.jp

近藤　浩明

近藤公認会計士事務所 東京都杉並区大宮2丁目13番10号

marimarimari@ms02.jicpa.or.jp

大平　健司

大平健司公認会計士事務所 東京都杉並区善福寺1丁目29番19号

Akihito.Yasumura@ms02.jicpa.or.jp 080-5987-6051

爲我井　麻理

為我井麻理公認会計士事務所 東京都杉並区西荻南4丁目17番12号

daisuke.shimoda@ms01.jicpa.or.jp 03-3393-6247

安村　彰人

安村公認会計士事務所 東京都杉並区清水1丁目37番8号

kohei.nagano@ms02.jicpa.or.jp 03-6256-8295

長野　紘平

長野紘平公認会計士事務所 東京都世田谷区宮坂3丁目1番52-504号

安川　貴章

安川貴章公認会計士事務所 東京都世田谷区鎌田2丁目23番18号
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3031418 〒 154-0016 東京都 東京会

会員

3018488 〒 156-0054 東京都 東京会

会員

3007265 〒 156-0045 東京都 東京会

会員

3009035 〒 154-0024 東京都 東京会

会員

3032409 〒 154-0005 東京都 東京会

会員

5019758 〒 157-0065 東京都 東京会

準会員

3005365 〒 157-0065 東京都 東京会

会員

3013098 〒 156-0057 東京都 東京会

会員

3019305 〒 156-0057 東京都 東京会

会員

3035455 〒 158-0093 東京都 東京会

会員

3024607 〒 154-0017 東京都 東京会

会員

6014728 〒 157-0071 東京都 東京会

準会員

3026736 〒 157-0072 東京都 東京会

会員

3024851 〒 157-0072 東京都 東京会

会員

3013627 〒 155-0032 東京都 東京会

会員

yama.aki@ms01.jicpa.or.jp 080-5194-7615

阿部　真知子

阿部真知子公認会計士事務所 東京都世田谷区三宿2丁目17番2号

mto0817@ms01.jicpa.or.jp

山村　陽

山村公認会計士事務所 東京都世田谷区三軒茶屋1丁目10番15-204号

XMF15055@ms01.jicpa.or.jp 03-3439-0868

沖　恒弘

沖公認会計士事務所 東京都世田谷区桜上水1丁目18番9号

富所　淳

公認会計士富所淳事務所 東京都世田谷区桜丘4丁目18番13号

山本　紘大

山本公認会計士事務所 東京都世田谷区弦巻2丁目30番13-312号

idakenji@ms01.jicpa.or.jp 03-3429-7279

植野　禎仁

植野法律事務所 東京都世田谷区千歳台1丁目31番8　世田谷千歳台ガーデン＆レジデンス217

n.mori@ms01.jicpa.or.jp 090-4228-7996

伊田　賢司

伊田公認会計士事務所 東京都世田谷区世田谷3丁目23番16号

森　尚美

森尚美公認会計士事務所 東京都世田谷区上野毛4丁目20番5号

nagasue@ms02.jicpa.or.jp 03-3306-4810

冨田　建

冨田建公認会計士・不動産鑑定士事務所 東京都世田谷区上北沢5丁目22番5号

duoohya@ms01.jicpa.or.jp 03-3307-3808

永末　真也

永末公認会計士事務所 東京都世田谷区上北沢3丁目18番7号  幸作ビル50C号室

大屋　隆司

公認会計士大屋隆司事務所 東京都世田谷区上祖師谷6丁目12番3号

八木　健太

会計士補八木健太事務所 東京都世田谷区上祖師谷3丁目2番9号

sy0908864@ms02.jicpa.or.jp 090-8864-4455

山田　良和

山田良和公認会計士事務所 東京都世田谷区代沢2丁目12番10-109号

yoshinori.ando@ms02.jicpa.or.jp 03-3352-0631

吉野　晋太郎

吉野晋太郎公認会計士事務所 東京都世田谷区祖師谷6丁目15番24号-1

XLS38291@ms01.jicpa.or.jp 03-6265-8382

安藤　善教

安藤善教公認会計士事務所 東京都世田谷区祖師谷3丁目21番8-202号
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3014854 〒 155-0032 東京都 東京会

会員

3010487 〒 155-0033 東京都 東京会

会員

3017664 〒 157-0062 東京都 東京会

会員

3021911 〒 154-0022 東京都 東京会

会員

3030790 〒 157-0063 東京都 東京会

会員

3012091 〒 157-0061 東京都 東京会

会員

3023592 〒 155-0031 東京都 東京会

会員

3006329 〒 204-0011 東京都 東京会

会員

3015047 〒 202-0002 東京都 東京会

会員

3009533 〒 188-0013 東京都 東京会

会員

3023253 〒 202-0005 東京都 東京会

会員

3017571 〒 188-0001 東京都 東京会

会員

3031940 〒 188-0012 東京都 東京会

会員

3011229 〒 188-0003 東京都 東京会

会員

3017891 〒 198-0052 東京都 東京会

会員

吉竹　恒詞

吉竹恒詞公認会計士事務所 東京都世田谷区梅丘2丁目24番14号　マックハイツ梅丘101

yukioyoshizawa@ms02.jicpa.or.jp 080-9036-3355

水田　明行

公認会計士水田明行事務所 東京都世田谷区南烏山3丁目24番1-709号

吉澤　幸男

吉澤幸男公認会計士事務所 東京都世田谷区代田5丁目30番11号

髙　敏晴

髙敏晴公認会計士事務所 東京都世田谷区代沢5丁目32番5号　シェルボ下北沢304

takao.satoh@ms01.jicpa.or.jp

菱山　園子

公認会計士菱山園子事務所 東京都西東京市住吉町1丁目11番3号

akio.kaikei@ms02.jicpa.or.jp 080-3713-1850

佐藤　孝夫

佐藤孝夫公認会計士事務所 東京都西東京市向台町3丁目5番27-1906号

渡邊　昭夫

渡邊昭夫公認会計士事務所 東京都西東京市ひばりが丘北3丁目7番14号

橋本　二郎

公認会計士橋本二郎事務所 東京都清瀬市下清戸4丁目686番地の7

加藤　浩志

公認会計士加藤浩志事務所 東京都世田谷区北沢2丁目25番13号　田中ビル2F

清水　貴之

清水貴之公認会計士事務所 東京都世田谷区北烏山1丁目2番地　五番館104号室

koji.yoshitake@ms02.jicpa.or.jp 090-6963-1923

岡田　浩司

岡田浩司公認会計士事務所 東京都世田谷区粕谷2丁目24番1-532号

t.horikawa@ms02.jicpa.or.jp 042-460-0577

久保　睦江

久保公認会計士事務所 東京都青梅市長淵2丁目636番地

masa@ms02.jicpa.or.jp 090-5772-6108

堀川　朋善

公認会計士堀川会計事務所 東京都西東京市北原町2丁目1番26号

h.takuma@ms01.jicpa.or.jp 03-5985-4948

土出　昌幸

土出昌幸公認会計士事務所 東京都西東京市南町3丁目11番4号

田熊　宏國

田熊公認会計士事務所 東京都西東京市谷戸町2丁目7番17-401号
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3010309 〒 102-0082 東京都 東京会

会員

3016693 〒 102-0082 東京都 東京会

会員

3011788 〒 102-0082 東京都 東京会

会員

3007184 〒 100-0014 東京都 東京会

会員

3019959 〒 100-0014 東京都 東京会

会員

3022249 〒 100-0014 東京都 東京会

会員

3006834 〒 101-0064 東京都 東京会

会員

3006174 〒 100-6005 東京都 東京会

会員

3021419 〒 100-0013 東京都 東京会

会員

3023168 〒 100-0013 東京都 東京会

会員

3029193 〒 100-0013 東京都 東京会

会員

3014396 〒 101-0021 東京都 東京会

会員

3020720 〒 100-0005 東京都 東京会

会員

3024620 〒 100-0005 東京都 東京会

会員

3030932 〒 100-0005 東京都 東京会

会員

kakiuchi@ms01.jicpa.or.jp 03-3239-8833

渡邉　誠

公認会計士渡邉誠事務所 東京都千代田区一番町6番地　相模屋本社ビル5階　のぞみコンサルティング㈱内

XKC07419@ms01.jicpa.or.jp 03-3239-8833

柿内　暢介

のぞみ監査法人 東京都千代田区一番町6番地 相模屋本社ビル5階

石野　勝己

のぞみ監査法人 東京都千代田区一番町6番地  相模屋本社ビル5階

ichida@ms02.jicpa.or.jp 075-213-7090

柴田　和彦

清友監査法人 東京事務所 東京都千代田区霞が関3丁目7番1号　霞が関東急ビル

市田　知史

清友監査法人 東京事務所 東京都千代田区霞が関3丁目7番1号　霞が関東急ビル

k.kobayashi2248@ms02.jicpa.or.jp 03-5244-5195

関口　恭三

公認会計士関口恭三事務所 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号　霞が関ビル5階29号室

小林　和夫

小林公認会計士事務所 東京都千代田区猿楽町2丁目1番16号 シェルブルー猿楽町4階　ＡＢＳ監査法人内　

XFR16470@ms02.jicpa.or.jp 03-6273-3001

米田　惠美

米田公認会計士事務所 東京都千代田区永田町2丁目17番11-607号

杉山　七美

杉山七美公認会計士事務所 東京都千代田区永田町2丁目14番3号  赤坂東急ビル12階

大塚　雅明

大塚雅明公認会計士事務所 東京都千代田区永田町1丁目11番28号　合人社東京永田町ビル2F

XVK32846@ms01.jicpa.or.jp 03-5288-8835

kanemitsu@ms02.jicpa.or.jp

間　達哉

丸の内監査法人 東京都千代田区丸の内2丁目2番1号  岸本ビルヂング5階

shinsaku111@ms02.jicpa.or.jp 03-6266-2531

金光　良昭

丸の内監査法人 東京都千代田区丸の内2丁目2番1号  岸本ビルヂング5階

辻田　晋作

ＴＯＭＡ公認会計士共同事務所 東京都千代田区丸の内1丁目8番3号

XRX32694@ms02.jicpa.or.jp 080-6642-7593

牧　健太郎

牧公認会計士事務所 東京都千代田区外神田6丁目8番10号 秋葉原リープレックスリズ2階

XWH19646@ms02.jicpa.or.jp 03-3580-3621

松山　博幸

清友監査法人 東京事務所 東京都千代田区霞が関3丁目7番1号　霞が関東急ビル
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3024905 〒 100-0005 東京都 東京会

会員

3012439 〒 100-0005 東京都 東京会

会員

3009228 〒 100-6920 東京都 東京会

会員

3016908 〒 100-6920 東京都 東京会

会員

3029068 〒 100-6920 東京都 東京会

会員

3018478 〒 100-0005 東京都 東京会

会員

3010346 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3011056 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3011858 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3012186 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3012493 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3012795 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3012897 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3013308 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3014095 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

吉井　清信

監査法人アイリス 東京都千代田区丸の内2丁目3番2号　郵船ビル701

津田　展子

Ｍｏｏｒｅ至誠監査法人 東京都千代田区丸の内2丁目2番2号丸の内三井ビル 2階

長村　彌角

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

宗和　暢之

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

日野　克紀

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

XDN28723@ms01.jicpa.or.jp 080-1308-8479

梅澤　崇仁

公認会計士東京共同会計事務所 東京都千代田区丸の内3丁目1番1号　国際ビル9階

XMW13543@ms01.jicpa.or.jp 03-5323-3504

山下　大輔

山下大輔公認会計士事務所 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号  丸の内パークビルディング20階　辻・本郷税理士法人東京事務所内　

齊藤　泰彰

辻・本郷監査法人 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号  丸の内パークビルディング20階

藤田　裕

辻・本郷監査法人 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号  丸の内パークビルディング20階

XGB10925@ms01.jicpa.or.jp 090-1792-0019

安藤　佳道

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

山本　隆之

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

世羅　徹

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

田村　剛

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

瀬戸　卓

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

鈴木　浩

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング
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3014321 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3015478 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3016506 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3016683 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3017001 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3018471 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3019218 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3020463 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3021132 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3021856 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3022169 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3023848 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3024059 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3024356 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3024551 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

水野　雅史

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

梁瀬　亮

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

富田　慎二

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

今　俊輔

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

小俣　雅弘

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

山﨑　聡一郎

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

渡邉　典之

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

054-273-8091

鴫原　泰貴

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

菅貞　秀太郎

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

喜多　孝昭

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

嘉藤　邦彦

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

関　哲朗

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

船木　夏子

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

佐野　亮

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

yanaseakira@ms02.jicpa.or.jp 080-3412-1555

栗井　浩史

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング
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3025377 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3025966 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3026543 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3027062 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3027736 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3029982 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3030112 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3030310 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3030877 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3031912 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3032082 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3032139 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3032354 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3032719 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3033187 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

mogura.120@ms02.jicpa.or.jp 045-681-7652

小林　美咲

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

小倉　雅彦

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

川本　寛弥

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

堀田　雄哉

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

加藤　佑典

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

青木　健悟

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

石井　知浩

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

米谷　直晃

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

中川　亮

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

玉井　晴香

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

yasunari.saegusa@ms02.jicpa.or.jp 080-3458-1719

板垣　宏一郎

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

三枝　康成

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

伊藤　雅樹

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

山田　達也

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

kohei.ishikawa@ms01.jicpa.or.jp 03-5777-0288

石川　浩平

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

42/157



※本リストは、社会福祉法人又は医療法人等が、業務を依頼する公認会計士等の選定の
参考とするために作成されたものであり、当該目的以外での利用は禁止しています。※

3033469 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3033795 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3034006 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3034546 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3034613 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3034950 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3036685 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

6008293 〒 100-8360 東京都 東京会

準会員

6012382 〒 100-8360 東京都 東京会

準会員

6014409 〒 100-8360 東京都 東京会

準会員

6018537 〒 100-8360 東京都 東京会

準会員

6019166 〒 100-8360 東京都 東京会

準会員

3015711 〒 100-8363 東京都 東京会

会員

3008692 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3025779 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

佐藤　秀忠

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

中川　絢香

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

矢島　淳太郎

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

川嶋　哲朗

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

伊藤　誠一

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

眞岩　秀行

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

XMK43286@ms02.jicpa.or.jp 080-6700-7270

曽根　正則

公認会計士曽根正則事務所 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング　デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社内

XTZ42651@ms01.jicpa.or.jp 090-1508-7564

松田　和也

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

後藤　壮登

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

小栗　孝之

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

酒井　貴広

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

masato.suda@ms01.jicpa.or.jp

沼田　真澄

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

須田　正人

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

下野　純平

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 丸の内二重橋ビルディング

msone@ms01.jicpa.or.jp 090-6495-2001

菅　博雄

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 丸の内二重橋ビルディング
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3026649 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3030678 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3033779 〒 100-8360 東京都 東京会

会員

3032843 〒 100-0005 東京都 東京会

会員

3016133 〒 100-0005 東京都 東京会

会員

3016426 〒 101-0032 東京都 東京会

会員

3007379 〒 102-0094 東京都 東京会

会員

3035210 〒 102-0094 東京都 東京会

会員

3018342 〒 102-0074 東京都 東京会

会員

3014924 〒 102-0074 東京都 東京会

会員

3005588 〒 102-0074 東京都 東京会

会員

3019168 〒 102-0074 東京都 東京会

会員

3027535 〒 102-0074 東京都 東京会

会員

3006898 〒 102-0073 東京都 東京会

会員

3017039 〒 102-0073 東京都 東京会

会員

古川　孝之

公認会計士税理士古川事務所 東京都千代田区丸の内3丁目4番1号　新国際ビル8階

上床　国寛

上床国寛公認会計士事務所 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号　新東京ビル　デロイトトーマツコーポレートソリューション合同会社内

藤巻　祐輔

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 丸の内二重橋ビルディング

本田　健太

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 丸の内二重橋ビルディング

渡部　淳一

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 丸の内二重橋ビルディング

XXG03174@ms02.jicpa.or.jp 0336884720

星野　達郎

應和監査法人 東京都千代田区九段南4丁目8番13号　自動車会館ビル

cpamiyagawa@ms02.jicpa.or.jp 03-3515-8502

井端　和男

新東京監査法人 東京都千代田区九段南4丁目7番20号アソルティ市ヶ谷ビル2F

higuchi.yosuke@ms02.jicpa.or.jp

宮川　実雄

宮川公認会計士事務所 東京都千代田区九段南3丁目9番14号　第32荒井ビル6階

ushiku@ms01.jicpa.or.jp 080-4875-6020

樋口　洋介

樋口公認会計士事務所 東京都千代田区九段南3丁目8番10号  COI九段南ビル

yystmtakeda@ms01.jicpa.or.jp 03-5275-5260

牛久　元太

八重洲監査法人 東京都千代田区紀尾井町3番12号　紀尾井町ビル17階

武田　勇藏

八重洲監査法人 東京都千代田区紀尾井町3番12号　紀尾井町ビル17階

t.furukawa@ms02.jicpa.or.jp 090-9301-7618

金子　尚貴

公認会計士金子尚貴事務所 東京都千代田区岩本町2丁目18番3号  NBS岩本町ビル

XPS04305@ms01.jicpa.or.jp 03-3221-6501

西田　大介

西田公認会計士事務所 東京都千代田区九段北1丁目1番7号  カーサ九段905号

桃井　邦義

公認会計士桃井邦義事務所 東京都千代田区九段北1丁目12番24号　九段昭和ビル2階

tatsuro.hoshino@ms01.jicpa.or.jp 03-3222-6025

諸田　豊

應和監査法人 東京都千代田区九段南4丁目8番13号　自動車会館ビル
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3008331 〒 102-0073 東京都 東京会

会員

3012596 〒 102-0076 東京都 東京会

会員

3031415 〒 102-0076 東京都 東京会

会員

3025216 〒 102-0083 東京都 東京会

会員

3021476 〒 102-0083 東京都 東京会

会員

3024664 〒 102-0083 東京都 東京会

会員

3010510 〒 102-0083 東京都 東京会

会員

3010508 〒 102-0083 東京都 東京会

会員

3021008 〒 102-0083 東京都 東京会

会員

3008639 〒 102-0075 東京都 東京会

会員

3014574 〒 102-0081 東京都 東京会

会員

3020479 〒 102-0081 東京都 東京会

会員

3021204 〒 102-0081 東京都 東京会

会員

3027603 〒 102-0081 東京都 東京会

会員

3030374 〒 102-0081 東京都 東京会

会員

yokotsuka.daisuke@ms01.jicpa.or.jp 090-9908-2141

細川　洋平

公認会計士細川事務所 東京都千代田区麹町1丁目6番9号　DIK麹町ビル3A

sou.izawa@ms02.jicpa.or.jp 03-6265-6598

横塚　大介

ＯＡＧ監査法人 東京事務所 東京都千代田区五番町6番地2ホーマットホライゾン4F

TIGERS2010@ms01.jicpa.or.jp 048-883-5580

伊澤　聡一

ＯＡＧ監査法人 東京事務所 東京都千代田区五番町6番地2ホーマットホライゾン4F

久保　直生

久保直生公認会計士事務所 東京都千代田区九段北4丁目2番2号　桜ビル9階

ichimura1101@ms02.jicpa.or.jp 053-453-0390

金井　匡志

仰星監査法人 東京都千代田区四番町6番地  東急番町ビル11階

市村　清

市村清公認会計士事務所 東京都千代田区三番町7番地6　ローレルコート三番町1101号

XJY07602@ms02.jicpa.or.jp 03-5215-2010

児山　法子

児山法子公認会計士事務所 東京都千代田区麹町4丁目8番地1　THE MOCK-UP308

s3tanaka@ms02.jicpa.or.jp 03-6272-3000

中村　勝典

シティア公認会計士共同事務所 東京都千代田区麹町4丁目１番4号  西脇ビル703

田中　省三

公認会計士田中省三事務所 東京都千代田区麹町3丁目1番8号  メイゾン麹町603

m.waka@ms02.jicpa.or.jp 090-1501-4274

池田　直樹

才和有限責任監査法人 東京都千代田区麹町2丁目6番地7Star  Building  4階

lsgyohey@ms02.jicpa.or.jp 070-1411-6284

若山　巌太郎

若山巌太郎公認会計士事務所 東京都千代田区麹町2丁目4番地10　三誠堂ビル7階

03-5211-7878

XFC24126@ms02.jicpa.or.jp 080-4600-5828

生田　一孝

仰星監査法人 東京都千代田区四番町6番地  東急番町ビル11階

菅野　進

仰星監査法人 東京都千代田区四番町6番地  東急番町ビル11階

mishimaakira@ms02.jicpa.or.jp 03-5211-7878

嶋田　有吾

仰星監査法人 東京都千代田区四番町6番地  東急番町ビル11階

XZY11371@ms01.jicpa.or.jp 080-4600-5878

三島　陽

仰星監査法人 東京都千代田区四番町6番地  東急番町ビル11階
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3031078 〒 102-0081 東京都 東京会

会員

3031651 〒 102-0081 東京都 東京会

会員

3035941 〒 102-0081 東京都 東京会

会員

3032133 〒 102-0081 東京都 東京会

会員

3012228 〒 101-0054 東京都 東京会

会員

3031744 〒 101-0054 東京都 東京会

会員

3026190 〒 101-0061 東京都 東京会

会員

3018453 〒 101-0062 東京都 東京会

会員

3008928 〒 101-0052 東京都 東京会

会員

3023093 〒 101-0052 東京都 東京会

会員

3026240 〒 101-0052 東京都 東京会

会員

3011683 〒 101-0052 東京都 東京会

会員

3006105 〒 101-0041 東京都 東京会

会員

3005765 〒 101-0041 東京都 東京会

会員

3023165 〒 101-0042 東京都 東京会

会員

tohru.w0706@ms02.jicpa.or.jp 080-4600-5884

中島　祥子

仰星監査法人 東京都千代田区四番町6番地  東急番町ビル11階

渡邉　徹

仰星監査法人 東京都千代田区四番町6番地  東急番町ビル11階

竹本　泰明

仰星監査法人 東京都千代田区四番町6番地  東急番町ビル11階

荻野　尚武

荻野尚武公認会計士・税理士事務所 東京都千代田区神田小川町3丁目24番　白水社ビル5階

前原　一彦

前原公認会計士事務所 東京都千代田区神田小川町2丁目2番地　センタークレストビル　税理士法人前原パートナーズ内

merry1019@ms01.jicpa.or.jp 03-3263-0179

山田　幸平

シンシア監査法人 東京都千代田区神田駿河台3丁目5-1  三五ビル2階

abe@ms02.jicpa.or.jp 03-6438-9248

小松　華恵

小松公認会計士事務所 東京都千代田区神田三崎町2丁目4番1号　TUG・Iビル115号

majima.ys@ms02.jicpa.or.jp 03-3294-2064

安倍　丈陽

千代田国際公認会計士共同事務所 東京都千代田区神田錦町3丁目17番地　廣瀬ビル9階

yoheikondo@ms01.jicpa.or.jp 080-4600-5826

間島　泰雄

公認会計士間島泰雄事務所 東京都千代田区神田錦町2丁目7番地　東和ビル

XAB34281@ms02.jicpa.or.jp 03-5211-7878

近藤　洋平

仰星監査法人 東京都千代田区四番町6番地 東急番町ビル11階

小野　裕有

小野裕有公認会計士事務所 東京都千代田区神田東松下町37番地2号　加瀬ビル103　303号

048-776-6085

宮内　忍

宮内公認会計士事務所 東京都千代田区神田須田町1丁目9番　相鉄神田須田町ビル2階

t0shikazu@ms01.jicpa.or.jp 03-3295-0545

利根川　宣保

公認会計士利根川事務所 東京都千代田区神田須田町1丁目26番地　芝信神田ビル

takanashi.yshnr0909@ms01.jicpa.or.jp 03-3291-0664

久保田　俊一

公認会計士久保田俊一事務所 東京都千代田区神田小川町3丁目8番地10　メアリヒト御茶ノ水ビル2階

naotake.ogino@ms01.jicpa.or.jp 03-3295-8231

髙梨　良紀

東邦監査法人 東京都千代田区神田小川町3丁目3番2号マツシタビル6階
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3012662 〒 101-0053 東京都 東京会

会員

3013113 〒 101-0053 東京都 東京会

会員

3013205 〒 101-0053 東京都 東京会

会員

3014616 〒 101-0053 東京都 東京会

会員

3022315 〒 101-0053 東京都 東京会

会員

6010071 〒 101-0053 東京都 東京会

準会員

3013570 〒 101-0053 東京都 東京会

会員

3016792 〒 101-0065 東京都 東京会

会員

3015535 〒 101-0065 東京都 東京会

会員

3010370 〒 100-0004 東京都 東京会

会員

3021045 〒 100-0004 東京都 東京会

会員

3022484 〒 100-0004 東京都 東京会

会員

3024868 〒 100-0004 東京都 東京会

会員

3030924 〒 100-0004 東京都 東京会

会員

3031364 〒 100-0004 東京都 東京会

会員

gerioppa@ms02.jicpa.or.jp 090-4223-5909

辻村　茂樹

東陽監査法人 東京都千代田区神田美土代町7番地　住友不動産神田ビル

橋元　秀行

東陽監査法人 東京都千代田区神田美土代町7番地　住友不動産神田ビル

小澁　高清

小澁公認会計士事務所 東京都千代田区西神田2丁目5番9号　HIビル3階

misae.maruyama@ms01.jicpa.or.jp 03-3295-1040

印東　大祐

印東公認会計士事務所 東京都千代田区西神田2丁目1番6号　佐藤ビル201

丸山　みさえ

丸山みさえ公認会計士事務所 東京都千代田区神田美土代町7番地　住友不動産神田ビル　東陽監査法人内

北村　聡

東陽監査法人 東京都千代田区神田美土代町7番地　住友不動産神田ビル

XJA11410@ms02.jicpa.or.jp 090-8037-8585

桐山　武志

東陽監査法人 東京都千代田区神田美土代町7番地　住友不動産神田ビル

chishima@ms02.jicpa.or.jp 03-3373-7311

森口　博敏

東陽監査法人 東京都千代田区神田美土代町7番地　住友不動産神田ビル

tsujimura@ms02.jicpa.or.jp 03-3295-1040

千島　亮人

東陽監査法人 東京都千代田区神田美土代町7番地　住友不動産神田ビル

kaorihaneda.1017@ms02.jicpa.or.jp 080-3583-6683

hiyoshi@ms02.jicpa.or.jp 03-3546-8450

羽田　香織

ＰｗＣあらた有限責任監査法人 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

koji.yamane@ms01.jicpa.or.jp 080-3270-9171

日吉　俊人

ＰｗＣあらた有限責任監査法人 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

masaki.mori@ms01.jicpa.or.jp 03-6212-2320

山根　幸司

ＰｗＣあらた有限責任監査法人 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

森　正輝

ＰｗＣあらた有限責任監査法人 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

misako6himeno@ms01.jicpa.or.jp 080-3246-9446

村田　賢士

ＰｗＣあらた有限責任監査法人 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

koshibu@ms02.jicpa.or.jp 03-3263-8004

姫野　美佐子

ＰｗＣあらた有限責任監査法人 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
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3034643 〒 100-0004 東京都 東京会

会員

3034580 〒 100-0004 東京都 東京会

会員

3030880 〒 100-0004 東京都 東京会

会員

3025123 〒 100-0004 東京都 東京会

会員

3033006 〒 100-8130 東京都 東京会

会員

3008795 〒 101-0044 東京都 東京会

会員

3015094 〒 101-0031 東京都 東京会

会員

3032178 〒 101-0031 東京都 東京会

会員

3008647 〒 100-0011 東京都 東京会

会員

3010961 〒 100-0011 東京都 東京会

会員

3025073 〒 100-0011 東京都 東京会

会員

3036660 〒 100-0011 東京都 東京会

会員

3005971 〒 100-0011 東京都 東京会

会員

3040585 〒 101-0047 東京都 東京会

会員

3007258 〒 101-0047 東京都 東京会

会員

南　佳菜子

ＰｗＣあらた有限責任監査法人 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

cpatakayanagi@ms02.jicpa.or.jp 080-3125-2382

廣兼　亮

廣兼亮公認会計士事務所 東京都千代田区東神田2丁目8番7号　CH287　103号

XTA06024@ms02.jicpa.or.jp 070-3618-5757

髙柳　哲也

髙柳哲也公認会計士事務所 東京都千代田区東神田1丁目11番7号　ハイツ神田岩本町311号　税理士金子敬介事務所内

新田　誠

新田誠公認会計士事務所 東京都千代田区鍛冶町1丁目10番6号　BIZ SMART神田509

八木　伸繁

八木公認会計士事務所 東京都千代田区大手町2丁目2番2号　アーバンネット大手町ビル20階　野村ヘルスケア・サポート&アドバイザリー㈱内

土屋　雅司

土屋雅司公認会計士事務所 東京都千代田区大手町2丁目2番1号　新大手町ビル206区　ユアサハラ法律特許事務所内

XHM30026@ms01.jicpa.or.jp

荒川　正太

荒川正太公認会計士事務所 東京都千代田区大手町1丁目9番5号　大手町フィナンシャルシティノースタワー　ＡＧＳ税理士法人内

bkaac900@ms01.jicpa.or.jp 090-1760-6947

杉本　浩二

ＰｗＣあらた有限責任監査法人 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

shibasaki.mst@ms02.jicpa.or.jp 03-6822-4759

會田　健一

會田健一公認会計士事務所 東京都千代田区内神田2丁目6番4号　柴田ビル3階

柴﨑　正人

柴﨑正人公認会計士事務所 東京都千代田区内神田1丁目15番7号　GRANDIR OTEMACHI204号室

XTX29346@ms02.jicpa.or.jp 03-5501-2288

加島　克美

淡青社公認会計士共同事務所 東京都千代田区内幸町2丁目2番2号　富国生命ビル7階

飯村　敏子

監査法人ブレインワーク 東京都千代田区内幸町2丁目2番2号

03-5501-2288

木下　幸太郎

監査法人ブレインワーク 東京都千代田区内幸町2丁目2番2号

tsuya@ms01.jicpa.or.jp 03-6326-2069

小林　正俊

監査法人ブレインワーク 東京都千代田区内幸町2丁目2番2号

ryo.hirokane@ms02.jicpa.or.jp 072-665-5957

津谷　晴一

監査法人ブレインワーク 東京都千代田区内幸町2丁目2番2号
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3013929 〒 102-0084 東京都 東京会

会員

3015934 〒 102-0084 東京都 東京会

会員

3014209 〒 102-0084 東京都 東京会

会員

3026719 〒 102-0084 東京都 東京会

会員

3016325 〒 102-0092 東京都 東京会

会員

3013132 〒 102-0092 東京都 東京会

会員

3013561 〒 102-0092 東京都 東京会

会員

3021331 〒 102-0072 東京都 東京会

会員

3015395 〒 102-0072 東京都 東京会

会員

3019593 〒 102-0072 東京都 東京会

会員

3021359 〒 102-0072 東京都 東京会

会員

3007544 〒 102-0072 東京都 東京会

会員

3016105 〒 102-0072 東京都 東京会

会員

3020170 〒 102-0072 東京都 東京会

会員

3022055 〒 102-0072 東京都 東京会

会員

takecpa1017@ms01.jicpa.or.jp 03-3556-7760

枝松　広朗

あおば公認会計士共同事務所 東京都千代田区隼町2番10号　210半蔵門ビル3階

koichi.ohshima@ms02.jicpa.or.jp 044-201-6158

竹岡　均

あおば公認会計士共同事務所 東京都千代田区隼町2番10号　210半蔵門ビル3階

masataka.watanabe@ms01.jicpa.or.jp 080-7750-1895

大島　康一

内田譲二・大島康一公認会計士共同事務所 東京都千代田区隼町2丁目13番　US半蔵門ビル3階

soga.ryuji@ms02.jicpa.or.jp 03-5276-2072

渡邉　正隆

渡邉正隆公認会計士事務所 東京都千代田区二番町9番地3　THE BASE麹町W-230号室

kasai@ms01.jicpa.or.jp 03-5276-2075

曾我　隆二

公認会計士曾我事務所 東京都千代田区二番町12番地13　セブネスビル2F　SKIP税理士法人内

葛西　晋哉

ＳＫＩＰ監査法人 東京都千代田区二番町12番地13 セブネスビル

原口　和久

公認会計士原口事務所 東京都千代田区二番町11番4号　ロジェ二番町705

tado@ms01.jicpa.or.jp 03-3816-1451

高野　将一

みおぎ監査法人 東京都千代田区飯田橋1丁目7番10号山京ビル

XXP04897@ms01.jicpa.or.jp 03-5212-2501

田所　貴広

田所公認会計士事務所 東京都千代田区飯田橋1丁目5番6号　協和ビル5階C

totani@ms01.jicpa.or.jp 03-3556-7263

内山　靖夫

西村肇公認会計士共同事務所 東京都千代田区飯田橋1丁目5番10号　教販九段ビル402

yoshiro.kosuge@ms02.jicpa.or.jp 03-6213-1201

戸谷　英之

ＲＳＭ清和監査法人 東京都千代田区飯田橋1丁目3番2号曙杉館4階

ryofujimoto@ms01.jicpa.or.jp 090-5809-0856

小菅　義郎

ＲＳＭ清和監査法人 東京都千代田区飯田橋1丁目3番2号曙杉館4階

yamazaki@ms01.jicpa.or.jp 03-6272-6539

藤本　亮

ＲＳＭ清和監査法人 東京都千代田区飯田橋1丁目3番2号曙杉館4階

hiro.edamatsu@ms01.jicpa.or.jp 03-3556-7760

山﨑　友揮

山﨑公認会計士事務所 東京都千代田区飯田橋1丁目12番7号　MSビル6F

kengo.watanabe@ms02.jicpa.or.jp 090-4128-5096

Masakazu.Takano@ms02.jicpa.or.jp 090-9143-5887

渡邉　健悟

みおぎ監査法人 東京都千代田区飯田橋1丁目7番10号山京ビル
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3024187 〒 102-0072 東京都 東京会

会員

3028413 〒 102-0072 東京都 東京会

会員

3014790 〒 102-0071 東京都 東京会

会員

3025008 〒 102-0093 東京都 東京会

会員

3029580 〒 102-0093 東京都 東京会

会員

3012939 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3013679 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3013917 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3014323 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3014844 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3015832 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3016876 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3017680 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3019189 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3019285 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

s.yasuhiro@ms01.jicpa.or.jp 090-5203-8833

上倉　要介

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

osamu.sano@ms02.jicpa.or.jp 03-5226-7759

鈴木　泰浩

鈴木泰浩公認会計士事務所 東京都千代田区平河町1丁目6番11号　エクシール平河町204号

佐野　修

きさらぎ監査法人 東京都千代田区平河町1丁目3番13号　ヒューリック平河町ビル

kono.hiroyuki@ms01.jicpa.or.jp 03-5212-8448

中村　肇

中村公認会計士事務所 東京都千代田区富士見2丁目7番1-808号

ryoshinkawa@ms01.jicpa.or.jp 090-2621-1542

髙野　博幸

髙野博幸公認会計士事務所 東京都千代田区飯田橋3丁目7番13号　諸井ビル5階

新川　良

みおぎ監査法人 東京都千代田区飯田橋1丁目7番10号山京ビル

野本　裕子

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

akiyamashchr@ms02.jicpa.or.jp 03-3503-1566

田中　友康

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

秋山　修一郎

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

amano3014323@ms01.jicpa.or.jp 055-228-1368

泉　千夏

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

天野　清彦

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

okut2311@ms02.jicpa.or.jp 080-5938-4036

川越　靖彦

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

奥谷　績

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

ooe@ms02.jicpa.or.jp 03-3503-1566

XTS15722@ms02.jicpa.or.jp 053-453-0390

大惠　康宏

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

吉岡　浩二

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー
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3021433 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3022032 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3022470 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3022533 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3023745 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3024328 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3024713 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3025041 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3026173 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3026661 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3026748 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3026750 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3027119 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3027491 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3028631 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

竹内　佑樹

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

西川　結

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

中島　真琴

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

藤本　庸介

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

柄澤　涼

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

中村　一

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

東　裕輔

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

深沢　英貴

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

下山　進

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

伊藤　亮子

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

satoru.koizumi@ms02.jicpa.or.jp 080-5097-9849

關谷　洋二

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

小泉　暁

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

XJM28067@ms01.jicpa.or.jp 050-3704-9501

細谷　雄一郎

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

shin0804@ms02.jicpa.or.jp

樋口　健

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

ec058042@ms02.jicpa.or.jp 080-5930-8939

金子　眞也

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー
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3028880 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3028929 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3029239 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3031670 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3032670 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3033146 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3033522 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3034239 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3034321 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3035088 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3035538 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

6014991 〒 100-0006 東京都 東京会

準会員

6015042 〒 100-0006 東京都 東京会

準会員

6016041 〒 100-0006 東京都 東京会

準会員

6017405 〒 100-0006 東京都 東京会

準会員

kobayashihisahiro@ms01.jicpa.or.jp

正田　章倫

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

小林　久洋

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

五十嵐　郁貴

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

綱島　佑介

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

増渕　裕太郎

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

久保田　新一

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

竹内　達也

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

XKX21054@ms02.jicpa.or.jp 090-1807-4055

新井　崇之

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

髙畠　博司

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

畠山　明人

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

松橋　亮太

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

XMP41369@ms01.jicpa.or.jp 070-4579-1277

XWC39806@ms01.jicpa.or.jp 070-3852-7050

土屋　聖介

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

XWP38620@ms02.jicpa.or.jp 090-8719-8483

井上　伸一郎

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

teranobu@ms01.jicpa.or.jp 03-3503-1100

山根　寛信

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー

yutaro.chiffon0411@ms02.jicpa.or.jp 042-667-8950

寺谷　暢泰

ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷  日比谷三井タワー
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3027480 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3014871 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3008927 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3019554 〒 100-0006 東京都 東京会

会員

3011444 〒 102-0085 東京都 東京会

会員

3017730 〒 120-0005 東京都 東京会

会員

3029961 〒 121-0055 東京都 東京会

会員

3014517 〒 123-0864 東京都 東京会

会員

3012447 〒 123-0843 東京都 東京会

会員

3002564 〒 120-0026 東京都 東京会

会員

3019611 〒 120-0025 東京都 東京会

会員

3008905 〒 121-0815 東京都 東京会

会員

3008140 〒 120-0003 東京都 東京会

会員

3006210 〒 206-0012 東京都 東京会

会員

3014439 〒 206-0011 東京都 東京会

会員

yoshihito.izumi@ms01.jicpa.or.jp 03-5220-5123

鵜川　正樹

監査法人ナカチ 東京都千代田区有楽町1丁目7番1号　有楽町電気ビルヂング北館7階

和泉　嘉人

公認会計士鳥羽史郎事務所 東京都千代田区有楽町1丁目7番1号  有楽町電気ビル南館8階

萩原　裕司

萩原公認会計士事務所 東京都千代田区有楽町1丁目6番3号　日比谷頴川ビル

XFN09397@ms01.jicpa.or.jp 03-3880-5227

髙橋　佐

公認会計士髙橋佐事務所 東京都足立区千住旭町2番1号　江角ビル4階

yukikoota@ms01.jicpa.or.jp 090-2677-3136

上原　敏子

公認会計士上原敏子事務所 東京都足立区西新井栄町1丁目19番39-903号

XFV34099@ms02.jicpa.or.jp 03-3606-6515

太田　由紀子

太田公認会計士事務所 東京都足立区鹿浜4丁目9番11号

橋本　悦子

橋本公認会計士事務所 東京都足立区加平3丁目12番12-402号グリーンパーク綾瀬24

XBH08472@ms02.jicpa.or.jp 03-3234-7163

須广　誠

須广公認会計士事務所 東京都足立区綾瀬1丁目15番18-513号

yuko.atsuta@ms01.jicpa.or.jp

下條　伸孝

四谷監査法人 東京都千代田区六番町7番地4六番町学園通ビル

ukawa@ms02.jicpa.or.jp 0422-26-9333

植木　裕子

公認会計士植木裕子事務所 東京都千代田区有楽町2丁目10番1号　東京交通会館11階

skakimoto@ms02.jicpa.or.jp 042-375-2535

棟方　滋

公認会計士棟方事務所 東京都多摩市関戸3丁目16番地2　オリエント丹野マンション201号

XHX05439@ms01.jicpa.or.jp 03-3629-6411

柿本　省三

公認会計士柿本省三事務所 東京都多摩市貝取2丁目12番地6-301

香取　三雄

香取公認会計士事務所 東京都足立区東和5丁目15番10-202号

yuichiro.nakai@ms02.jicpa.or.jp 090-3080-8707

岡山　賢治

岡山公認会計士事務所 東京都足立区島根4丁目5番11号

XLD01617@ms01.jicpa.or.jp 03-3870-0831

中井　雄一郎

中井雄一郎公認会計士事務所 東京都足立区千住東2丁目20番12-416号
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3024492 〒 206-0034 東京都 東京会

会員

3007398 〒 206-0031 東京都 東京会

会員

3010786 〒 206-0021 東京都 東京会

会員

3029137 〒 111-0042 東京都 東京会

会員

3025875 〒 111-0036 東京都 東京会

会員

3004089 〒 110-0005 東京都 東京会

会員

3014147 〒 110-0005 東京都 東京会

会員

3036271 〒 111-0031 東京都 東京会

会員

3022236 〒 111-0031 東京都 東京会

会員

3009644 〒 111-0032 東京都 東京会

会員

3005831 〒 111-0053 東京都 東京会

会員

3031487 〒 110-0016 東京都 東京会

会員

3013772 〒 110-0015 東京都 東京会

会員

3032614 〒 110-0015 東京都 東京会

会員

3034920 〒 111-0034 東京都 東京会

会員

Eiji.Hokamura@ms01.jicpa.or.jp

三浦　洋輔

三浦公認会計士事務所 東京都多摩市豊ヶ丘1丁目53番地1-304

外村　営次

外村営次公認会計士事務所 東京都多摩市鶴牧3丁目5番地の2　ジオ多摩センター701

obara@ms02.jicpa.or.jp 0368024688

荒井　大幸

公認会計士荒井大幸事務所 東京都台東区千束3丁目3番3号　シャトーコーマン501号

tatsuhiko@ms01.jicpa.or.jp 090-6795-7365

小原　大輝

小原大輝公認会計士事務所 東京都台東区千束3丁目10番5-1105号　千濱ビル

XSW02091@ms01.jicpa.or.jp 03-3832-2385

太田　龍彦

太田龍彦公認会計士事務所 東京都台東区上野7丁目13番10-1204号　クレストフォルム上野グランステージ

本間　利雄

公認会計士本間会計事務所 東京都台東区上野2丁目14番30-905号　ライオンズマンション上野山下

moshio2008@ms01.jicpa.or.jp 03-5830-7134

毛山　裕史

毛山公認会計士事務所 東京都台東区松が谷1丁目14番8-1301号　パークアクシス上野・稲荷町

ygoto@ms02.jicpa.or.jp 090-1050-3791

大塩　昌来

大塩公認会計士事務所 東京都台東区寿1丁目6番1号　盛光ルートビル603

後藤　康彦

公認会計士後藤事務所 東京都多摩市連光寺3丁目36番地13

persona@ms01.jicpa.or.jp 090-6762-4316

福本　政徳

福本公認会計士事務所 東京都台東区雷門2丁目19番17-303号

iwata13772@ms02.jicpa.or.jp 03-5688-0250

大場　賢一

大場賢一公認会計士事務所 東京都台東区東上野4丁目1番8-704号　ザ・パークハウス上野浅草通り

Matsumoto0929@ms01.jicpa.or.jp 011-221-1118

岩田　浩一

公認会計士岩田浩一事務所 東京都台東区東上野3丁目9番5号

XZH03378@ms02.jicpa.or.jp 03-3864-5102

松本　拓也

松本拓也公認会計士事務所 東京都台東区台東4丁目20番8-1001号　ステージファースト仲御徒町

XEG06813@ms01.jicpa.or.jp 03-3872-0536

小出　將惠

公認会計士小出將惠事務所 東京都台東区浅草橋1丁目33番6-603号

hiroyuki.arai@ms01.jicpa.or.jp 050-3692-4929

関村　能成

関村公認会計士事務所 東京都台東区浅草5丁目42番2号
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3018639 〒 146-0091 東京都 東京会

会員

3028567 〒 144-0052 東京都 東京会

会員

3009348 〒 146-0085 東京都 東京会

会員

3025373 〒 143-0023 東京都 東京会

会員

3012389 〒 145-0064 東京都 東京会

会員

3026020 〒 144-0051 東京都 東京会

会員

3006248 〒 143-0016 東京都 東京会

会員

3008690 〒 146-0082 東京都 東京会

会員

3036026 〒 143-0027 東京都 東京会

会員

3027926 〒 146-0081 東京都 東京会

会員

3031301 〒 145-0071 東京都 東京会

会員

3022376 〒 145-0071 東京都 東京会

会員

3013468 〒 143-0001 東京都 東京会

会員

3017589 〒 146-0094 東京都 東京会

会員

3022573 〒 145-0074 東京都 東京会

会員

上田　孝二郎

上田公認会計士事務所 東京都大田区鵜の木2丁目14番13号

XJX03730@ms02.jicpa.or.jp 03-5753-5388

清永　秀一

清永公認会計士事務所 東京都大田区池上6丁目18番2号

suguronrtk@ms01.jicpa.or.jp 090-4365-6342

藤好　優臣

藤好公認会計士事務所 東京都大田区大森北1丁目1番5号　大東ビル3階

otsuki@ms02.jicpa.or.jp 03-6451-7515

須黒　統貴

須黒統貴公認会計士事務所 東京都大田区西蒲田1丁目1番15-806号

hayashidacpa@ms02.jicpa.or.jp 03-3772-4822

大月　将幸

大月公認会計士事務所 東京都大田区上池台3丁目12番2号

林田　和久

林田和久公認会計士事務所 東京都大田区山王2丁目17番30号

XGW26810@ms02.jicpa.or.jp 03-6423-9482

菊地　哲

菊地哲公認会計士事務所 東京都大田区久が原3丁目17番7号　テラスハウスK　WEST棟

XPH15197@ms01.jicpa.or.jp 03-6715-0086

田近　和成

公認会計士・税理士　田近和成事務所 東京都大田区蒲田1丁目27番6号　ビクトリー90　202号室

masunao@ms02.jicpa.or.jp 03-3503-1566

菊池　努

菊池公認会計士事務所 東京都大田区東嶺町26番7号

kamizono@ms01.jicpa.or.jp 090-8343-7171

増田　直

増田直公認会計士事務所 東京都大田区東矢口1丁目18番12号　ウォーターリバー201号室

神園　美則

神園公認会計士事務所 東京都大田区東海3丁目2番地6号　東京中央卸売市場大田市場　株式会社紀之国屋内

takecpa@ms01.jicpa.or.jp 090-7801-4299

堀内　修

堀内修公認会計士事務所 東京都大田区田園調布1丁目32番11号

小倉　剛

小倉剛公認会計士事務所 東京都大田区田園調布1丁目2番6-205号ベルメゾン田園調布1丁目

XJN34164@ms02.jicpa.or.jp 03-3776-5561

佐藤　裕介

佐藤裕介公認会計士事務所 東京都大田区仲池上2丁目18番14-203号

XAL05926@ms02.jicpa.or.jp 03-3754-0041

音田　崇幸

公認会計士音田俊幸事務所 東京都大田区中馬込1丁目1番17号　長原台アーバンハイム103号
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3016787 〒 143-0025 東京都 東京会

会員

3032780 〒 145-0073 東京都 東京会

会員

3025139 〒 104-0031 東京都 東京会

会員

3012368 〒 104-0031 東京都 東京会

会員

3019711 〒 104-0031 東京都 東京会

会員

3018843 〒 104-0031 東京都 東京会

会員

3018441 〒 104-0031 東京都 東京会

会員

3021990 〒 104-0031 東京都 東京会

会員

3033533 〒 104-0031 東京都 東京会

会員

3012260 〒 104-0031 東京都 東京会

会員

3021760 〒 104-0061 東京都 東京会

会員

3010725 〒 104-0061 東京都 東京会

会員

3023439 〒 104-0061 東京都 東京会

会員

3036109 〒 104-0061 東京都 東京会

会員

3018738 〒 104-0061 東京都 東京会

会員

masahiro.odaki@ms01.jicpa.or.jp 03-3242-3006

生明　真

ケイブリッジ公認会計士共同事務所 東京都中央区京橋1丁目6番13号　金葉ビル4F

小瀧　理宏

小瀧公認会計士事務所 東京都中央区京橋1丁目5番1号　京橋・昌平ビル4階

石王丸　香菜子

石王丸公認会計士事務所 東京都中央区京橋1丁目3番2号　モリイチビル6F 605

石王丸　周夫

石王丸公認会計士事務所 東京都中央区京橋1丁目3番2号  モリイチビル6階

satoshi.nakamura@ms02.jicpa.or.jp 090-3312-5392

西本　隆文

西本隆文公認会計士事務所 東京都中央区京橋1丁目17番12号　吉住ビル401

中村　怜史

中村怜史公認会計士事務所 東京都大田区北嶺町10番12号　丸晶ビル301号

桑原　桂子

桑原公認会計士事務所 東京都大田区南馬込5丁目35番20号

masahiro.ichikawa@ms01.jicpa.or.jp 090-3331-3048

須藤　貴裕

東京さくら監査法人 東京都中央区銀座1丁目20番9号岡崎ビル5階

市川　雅浩

東京さくら監査法人 東京都中央区銀座1丁目20番9号岡崎ビル5階

中里　哲三

公認会計士中里哲三事務所 東京都中央区銀座1丁目18番6号　井門銀座一丁目ビル41

hitoshitanaka@ms02.jicpa.or.jp 03-5159-3377

大髙　政宏

大髙公認会計士事務所 東京都中央区銀座1丁目13番1号　ヒューリック銀座一丁目ビル4F

田中　仁

松田紘一郎公認会計士事務所 東京都中央区京橋3丁目6番12号

a.horii@ms01.jicpa.or.jp 03-5579-9773

森川　充温

京橋監査法人 東京都中央区京橋2丁目11番6号京橋弥生ビル9階

堀井　淳史

堀井公認会計士事務所 東京都中央区京橋2丁目11番5号  パインセントラルビル8階

yoshichika.takahashi@ms02.jicpa.or.jp 03-6860-4704

koijido365@ms01.jicpa.or.jp 03-3561-5650

高橋　慶親

高橋公認会計士事務所 東京都中央区銀座1丁目28番11-1403号
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3015833 〒 104-0061 東京都 東京会

会員

3026458 〒 104-0061 東京都 東京会

会員

3015283 〒 104-0061 東京都 東京会

会員

3016851 〒 104-0061 東京都 東京会

会員

3005842 〒 104-0061 東京都 東京会

会員

3022027 〒 104-0061 東京都 東京会

会員

3005864 〒 104-0061 東京都 東京会

会員

3014732 〒 104-0061 東京都 東京会

会員

3016704 〒 104-0061 東京都 東京会

会員

3020997 〒 104-0061 東京都 東京会

会員

3025428 〒 104-0061 東京都 東京会

会員

3014207 〒 104-0061 東京都 東京会

会員

3024546 〒 104-0061 東京都 東京会

会員

3017650 〒 104-0052 東京都 東京会

会員

3016172 〒 104-0052 東京都 東京会

会員

sgoto5100@ms02.jicpa.or.jp 03-3653-5221

和田　哲史

和田公認会計士事務所 東京都中央区銀座4丁目14番4-1304号

ohgami@ms01.jicpa.or.jp 03-3549-1900

五島　伸

五島公認会計士事務所 東京都中央区銀座2丁目7番6号  新銀二ビル4階

hentona@ms02.jicpa.or.jp 03-3545-6555

大神　行徳

大神行徳公認会計士事務所 東京都中央区銀座2丁目16番11号　片帆ビル6階

daisuke.yamamoto@ms01.jicpa.or.jp 03-3567-3330

辺土名　厚

清泉監査法人 東京都中央区銀座2丁目11番5号横田ノイビル

山本　大輔

山本大輔公認会計士事務所 東京都中央区銀座1丁目8番21号　中央ビル5F　

内田　智

双研日栄監査法人 東京都中央区銀座1丁目6番10号　上一ビル

takashi.ohkawara@ms02.jicpa.or.jp 080-1094-7582

林原　正明

監査法人ユナイテッド 東京都中央区銀座8丁目17番5号8階

kei.kaneko@ms02.jicpa.or.jp 03-6274-6472

大河原　貴

GinzaYuwa公認会計士共同事務所 東京都中央区銀座7丁目2番22号 銀座同和ビル3階

norihiro.shimada@ms01.jicpa.or.jp 03-3541-2886

金子　圭

GinzaYuwa公認会計士共同事務所 東京都中央区銀座7丁目2番22号  銀座同和ビル3階

嶋田　典弘

新創監査法人 東京都中央区銀座7丁目14番13号　日土地銀座ビル4階

坂下　貴之

新創監査法人 東京都中央区銀座7丁目14番13号　日土地銀座ビル4階

篠原　一馬

新創監査法人 東京都中央区銀座7丁目14番13号　日土地銀座ビル4階

川野　治夫

公認会計士税理士川野治夫事務所 東京都中央区銀座4丁目14番4-505号

氏家　美千代

氏家公認会計士事務所 東京都中央区月島4丁目13番12-1206号

masaaki.hayashihara@ms02.jicpa.or.jp 080-8433-3270

石丸　美枝

公認会計士石丸会計事務所 東京都中央区月島1丁目5番2-809号
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3021337 〒 104-0054 東京都 東京会

会員

3022146 〒 104-0054 東京都 東京会

会員

3024316 〒 104-0053 東京都 東京会

会員

3027606 〒 104-0053 東京都 東京会

会員

3006446 〒 104-0045 東京都 東京会

会員

3017092 〒 104-0051 東京都 東京会

会員

3013526 〒 103-0004 東京都 東京会

会員

3015061 〒 103-0004 東京都 東京会

会員

3026252 〒 103-0027 東京都 東京会

会員

3008428 〒 103-0027 東京都 東京会

会員

3009824 〒 103-0027 東京都 東京会

会員

3008381 〒 103-0027 東京都 東京会

会員

3015984 〒 103-0027 東京都 東京会

会員

3038480 〒 103-0014 東京都 東京会

会員

3018649 〒 103-0026 東京都 東京会

会員

s.yamamoto@ms01.jicpa.or.jp 090-5907-8745

木曽　博之

公認会計士木曽会計事務所 東京都中央区築地1丁目13番13号　北水ビル第三　6F

山本　俊一

山本俊一公認会計士事務所 東京都中央区晴海3丁目13番1-2511号

m.shitaba@ms01.jicpa.or.jp 090-6031-1734

西山　裕

西山裕公認会計士事務所 東京都中央区晴海1丁目7番2-1015号

kimura3021337@ms01.jicpa.or.jp 070-5517-7998

舌歯　昌洋

舌歯公認会計士事務所 東京都中央区勝どき1丁目3番1-1005号

木村　稔

木村稔公認会計士事務所 東京都中央区勝どき1丁目13番6-1211号

XPE06981@ms01.jicpa.or.jp 03-6262-5337

須賀　一也

監査法人ネクスティ 東京都中央区日本橋2丁目2番3号リッシュビル 302号

渡邉　公年

渡邉公年公認会計士事務所 東京都中央区日本橋2丁目10番3号　エグゼトゥール日本橋702号

maswar@ms01.jicpa.or.jp 090-5198-9950

白井　正

かなで監査法人 東京都中央区日本橋1丁目2番10号　東洋ビルディング

ken0h1rayamacpa3@ms01.jicpa.or.jp 090-9316-5999

割石　真仁

割石公認会計士事務所 東京都中央区日本橋1丁目16番11号　日本橋Ｄスクエア2階

平山　健治郎

平山公認会計士事務所 東京都中央区東日本橋3丁目7番7-1408号

矢野　奈保子

矢野公認会計士事務所 東京都中央区東日本橋3丁目7番7-1408号

kisocpa.hiroyuki@ms02.jicpa.or.jp 03-3545-1150

石川　雅俊

石川雅俊公認会計士事務所 東京都中央区佃2丁目2番10-3410号

ykawachika@ms01.jicpa.or.jp 03-6666-5101

XKF36271@ms01.jicpa.or.jp 090-3461-0115

河近　芳昭

河近公認会計士事務所 東京都中央区日本橋兜町11番7号  ビーエム兜町ビル5階

kiyohiko.motohashi@ms01.jicpa.or.jp 03-3510-7698

寒川　貴弘

寒川公認会計士事務所 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目12番4-904号　ザ・パークハウス日本橋蛎殻町レジデンス

XBH05653@ms01.jicpa.or.jp 03-6225-4691

本橋　清彦

興誠監査法人 東京都中央区日本橋3丁目6番7号510号室
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3021426 〒 103-0026 東京都 東京会

会員

3016339 〒 103-0026 東京都 東京会

会員

3022925 〒 103-0026 東京都 東京会

会員

3018204 〒 103-0026 東京都 東京会

会員

3014336 〒 103-0026 東京都 東京会

会員

3016228 〒 103-0026 東京都 東京会

会員

3022935 〒 103-0026 東京都 東京会

会員

3025798 〒 103-0025 東京都 東京会

会員

3021994 〒 103-0025 東京都 東京会

会員

3022930 〒 103-0005 東京都 東京会

会員

3032789 〒 103-0022 東京都 東京会

会員

3007136 〒 103-0022 東京都 東京会

会員

3006897 〒 103-0022 東京都 東京会

会員

3013529 〒 103-0001 東京都 東京会

会員

3021625 〒 103-0001 東京都 東京会

会員

yoshizuka.tmk@ms01.jicpa.or.jp 070-4480-6133

髙橋　順司

髙橋公認会計士事務所 東京都中央区日本橋兜町17番1号  日本橋ロイヤルプラザ709

Masao.Tomidokoro.CPA@ms02.jicpa.or.jp 080-9511-0421

吉塚　倫明

吉塚公認会計士事務所 東京都中央区日本橋兜町11番7号　ビーエム兜町ビル5階

emoto.tky@ms01.jicpa.or.jp 090-8582-6649

富所　真男

富所公認会計士事務所 東京都中央区日本橋兜町11番7号　ビーエム兜町ビル5階

江本　卓也

江本公認会計士事務所 東京都中央区日本橋兜町11番7号　ビーエム兜町ビル5F

木原　祥智

木原公認会計士事務所 東京都中央区日本橋室町1丁目9番9号　日本橋山長ビル（旧コダマビル）4F

gohara@ms01.jicpa.or.jp 03-3527-2925

高橋　嘉明

高橋嘉明公認会計士事務所 東京都中央区日本橋久松町5番14号　モリリン日伸ハイツ602号

aokikaikei@ms01.jicpa.or.jp 080-6806-0595

郷原　玄哉

公認会計士郷原会計事務所 東京都中央区日本橋茅場町3丁目5番3号　日宝茅場町ビル8F2号

ashizawa@ms01.jicpa.or.jp 03-5225-0371

青木　茂

公認会計士青木茂事務所 東京都中央区日本橋茅場町1丁目13番13号　七宝ビル7階

takumi@ms01.jicpa.or.jp 080-4600-5881

芦澤　宗孝

永和監査法人 東京都中央区日本橋兜町5番1号  兜町第1平和ビル4階

yito@ms02.jicpa.or.jp 047-396-9739

清水　巧

永和監査法人 東京都中央区日本橋兜町5番1号  兜町第1平和ビル4階

junji.takahashi@ms02.jicpa.or.jp 03-5614-2107

伊藤　嘉基

永和監査法人 東京都中央区日本橋兜町5番1号  兜町第1平和ビル4階

XDG18109@ms01.jicpa.or.jp 090-4948-2695

tayama@ms01.jicpa.or.jp 03-3527-2955

峰岸　茂雄

峰岸茂雄公認会計士事務所 東京都中央区日本橋小伝馬町16番5号　新日本橋長岡ビル10-A号室

matsu@ms02.jicpa.or.jp 03-3246-2821

田山　毅

田山毅公認会計士事務所 東京都中央区日本橋小伝馬町15番15号　食糧会館5階

cpaky7136@ms01.jicpa.or.jp 03-3241-3777

松下　素久

松下公認会計士事務所 東京都中央区日本橋室町4丁目3番15号 三渓洞ビル

tamanoesa@ms01.jicpa.or.jp 070-5083-8155

山田　浩一

双研日栄監査法人 日本橋事務所 東京都中央区日本橋室町4丁目3番12号
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3009349 〒 103-0016 東京都 東京会

会員

3014542 〒 103-0013 東京都 東京会

会員

3017908 〒 103-0013 東京都 東京会

会員

3012025 〒 103-0011 東京都 東京会

会員

3024731 〒 103-0007 東京都 東京会

会員

3034999 〒 103-0012 東京都 東京会

会員

3010990 〒 103-0021 東京都 東京会

会員

3029707 〒 103-0021 東京都 東京会

会員

3015135 〒 103-0028 東京都 東京会

会員

3021376 〒 103-0028 東京都 東京会

会員

3016667 〒 104-0032 東京都 東京会

会員

3014284 〒 104-0032 東京都 東京会

会員

3005336 〒 104-0032 東京都 東京会

会員

3008498 〒 104-0044 東京都 東京会

会員

3014910 〒 104-0044 東京都 東京会

会員

池田　信

清稜監査法人 東京事務所 東京都中央区日本橋人形町1丁目19番2号  ＴＭビル5階

sato.accounting@ms02.jicpa.or.jp 03-5614-2555

宮本　茂

清稜監査法人 東京事務所 東京都中央区日本橋人形町1丁目19番2号  ＴＭビル5階

佐藤　兆秀

佐藤公認会計士事務所 東京都中央区日本橋小網町17番15号　松尾ビル1階

太田　陽

みかさ監査法人 東京都中央区八重洲1丁目1番8号 八重洲ＫＴビル5階

tyoshida@ms02.jicpa.or.jp 07050800177

伊藤　修平

みかさ監査法人 東京都中央区八重洲1丁目1番8号 八重洲ＫＴビル5階

ishigaki@ms01.jicpa.or.jp 03-5215-7037

吉田　隆伸

ＨＬＢ Ｍｅｉｓｅｉ有限責任監査法人 東京都中央区日本橋本石町4丁目2番16号　Daiwa日本橋本石町ビル5階

XDX38395@ms01.jicpa.or.jp 070-1068-1580

石垣　敦朗

ＨＬＢ Ｍｅｉｓｅｉ有限責任監査法人 東京都中央区日本橋本石町4丁目2番16号　Daiwa日本橋本石町ビル5階

富田　翠

富田翠公認会計士事務所 東京都中央区日本橋堀留町2丁目7番2-1204号

kubotakaikeioffice@ms01.jicpa.or.jp 03-6869-7340

布施　知芳

布施知芳公認会計士事務所 東京都中央区日本橋浜町3丁目19番10-604号

久保田　亮示

公認会計士久保田亮示事務所 東京都中央区日本橋大伝馬町13番7号　日本橋大富ビル3階317号

M.Okumura@ms02.jicpa.or.jp 090-8492-9075

奥村　倫弘

京浜監査法人 東京都中央区明石町1番29号　掖済会ビル2階

cpahanzawa@ms01.jicpa.or.jp 03-5566-9301

下川　芳史

京浜監査法人 東京都中央区明石町1番29号　掖済会ビル2階

nagai.cpa@ms01.jicpa.or.jp 03-3553-6680

半澤　浩

公認会計士・税理士半沢浩事務所 東京都中央区八丁堀2丁目25番5号　ヤマソービル2階

hshomura@ms01.jicpa.or.jp 03-4405-9223

永井　寛章

永井寛章公認会計士事務所 東京都中央区八丁堀2丁目15番5号　第5三神ビル4階

庄村　裕

庄村公認会計士事務所 東京都中央区八丁堀1丁目4番5号　川村八重洲ビル5F
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3022826 〒 104-0044 東京都 東京会

会員

3011087 〒 165-0033 東京都 東京会

会員

3011850 〒 165-0024 東京都 東京会

会員

3034819 〒 165-0031 東京都 東京会

会員

3019743 〒 164-0011 東京都 東京会

会員

3029373 〒 164-0011 東京都 東京会

会員

3023378 〒 164-0011 東京都 東京会

会員

3023442 〒 164-0003 東京都 東京会

会員

3010337 〒 164-0003 東京都 東京会

会員

3007141 〒 164-0003 東京都 東京会

会員

3007372 〒 164-0003 東京都 東京会

会員

3015254 〒 164-0003 東京都 東京会

会員

3007684 〒 165-0035 東京都 東京会

会員

3010536 〒 194-0015 東京都 東京会

会員

3023737 〒 194-0013 東京都 東京会

会員

嶋田　昌史

公認会計士嶋田昌史事務所 東京都中野区若宮1丁目15番1号

木地　健介

京浜監査法人 東京都中央区明石町1番29号　掖済会ビル2階

今　昭惠

今公認会計士事務所 東京都中野区東中野1丁目51番13-605号　秀和東中野レジデンス

t.ando@ms02.jicpa.or.jp 03-6425-7360

鈴木　芳明

鈴木芳明公認会計士事務所 東京都中野区東中野1丁目22番21号

robinn0911@ms02.jicpa.or.jp 090-7262-9049

安藤　竜彦

監査法人八雲 東京都中野区中央3丁目13番11-701号

RYUCPA1208@ms01.jicpa.or.jp 03-5577-4761

上原　康弘

上原康弘公認会計士事務所 東京都中野区中央1丁目27番21-205号

aymkimura@ms01.jicpa.or.jp 080-6253-9270

鄭　龍権

公認会計士鄭龍権事務所 東京都中野区中央1丁目23番7号　ハイツスモルカ205

木村　あゆみ

木村あゆみ公認会計士事務所 東京都中野区上鷺宮5丁目8番17号

shimadam@ms01.jicpa.or.jp 090-3135-4152

長澤　洋

長澤洋公認会計士事務所 東京都中野区松が丘1丁目35番4-303号　パークハウス哲学堂公園

ykobayashi@ms01.jicpa.or.jp 042-728-5255

小林　祐士

公認会計士小林祐士事務所 東京都町田市原町田4丁目9番8-3006号

koji.nishibori@ms01.jicpa.or.jp 090-1607-7041

飯野　朋弘

公認会計士飯野朋弘事務所 東京都町田市金森東1丁目20番12号

j.takahashi@ms01.jicpa.or.jp 03-3229-1937

西堀　耕二

公認会計士西堀耕二事務所 東京都中野区白鷺2丁目12番2号

髙橋　淳二

髙橋淳二公認会計士事務所 東京都中野区東中野4丁目3番9号 コンタービレ501

塩田　龍海

塩田龍海公認会計士事務所 東京都中野区東中野4丁目10番13号　イースタンハウス301

小川　正則

公認会計士小川正則事務所 東京都中野区東中野3丁目16番20号　セザール東中野404号室
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3010653 〒 195-0053 東京都 東京会

会員

3012784 〒 195-0053 東京都 東京会

会員

3006956 〒 182-0012 東京都 東京会

会員

3018651 〒 182-0025 東京都 東京会

会員

3025879 〒 189-0001 東京都 東京会

会員

3023662 〒 189-0001 東京都 東京会

会員

3034638 〒 207-0002 東京都 東京会

会員

3011742 〒 191-0041 東京都 東京会

会員

3019935 〒 191-0043 東京都 東京会

会員

3011821 〒 191-0024 東京都 東京会

会員

3011673 〒 193-0823 東京都 東京会

会員

3025145 〒 192-0043 東京都 東京会

会員

3008798 〒 193-0844 東京都 東京会

会員

3009920 〒 193-0835 東京都 東京会

会員

3030925 〒 193-0835 東京都 東京会

会員

今村　敬

清明監査法人 東京都町田市能ヶ谷1丁目5番8号鶴川インペリアルビル6階

yasutake@ms01.jicpa.or.jp 090-2164-2633

松村　浩利

松村公認会計士事務所 東京都日野市南平5丁目3番地122

安武　徹

安武公認会計士事務所 東京都東大和市湖畔3丁目1134番地の3

根本　恵美

根本恵美公認会計士事務所 東京都東村山市秋津町5丁目27番地18　404

kikki5013@ms01.jicpa.or.jp 090-2225-7782

山本　光恵

山本公認会計士事務所 東京都東村山市秋津町2丁目10番地39

t.shinozaki@ms02.jicpa.or.jp 03-6694-2841

北澤　暁

北澤暁公認会計士事務所 東京都調布市多摩川1丁目38番地1　ブレスマーク調布多摩川815

nagaoka971790@ms02.jicpa.or.jp 03-6266-2555

篠崎　卓

篠崎卓公認会計士事務所 東京都調布市深大寺東町5丁目27番地3

seimei.takashi.imamura@ms02.jicpa.or.jp 042-736-2933

長岡　正浩

清明監査法人 東京都町田市能ヶ谷1丁目5番8号鶴川インペリアルビル6階

wakatsuki@ms01.jicpa.or.jp 042-661-4851

若槻　周平

若槻周平公認会計士事務所 東京都八王子市千人町2丁目5番20号

tanokura@ms01.jicpa.or.jp 042-668-0663

若槻　康二

公認会計士若槻康二事務所 東京都八王子市千人町2丁目5番20号

masaaki.kinoshita@ms01.jicpa.or.jp 042-622-4011

田之倉　敦司

田之倉公認会計士事務所 東京都八王子市高尾町1585番地　高模ビル3階

木下　政昭

木下公認会計士事務所 東京都八王子市暁町1丁目39番15号

田中　一弘

田中一弘公認会計士事務所 東京都八王子市横川町1141番地4

yukiko.ban@ms01.jicpa.or.jp 042-848-4649

宮本　和之

宮本公認会計士事務所 東京都日野市万願寺3丁目28番6号　ロイヤルコートKay A101

matsumura@ms02.jicpa.or.jp 042-599-7334

坂　有希子

公認会計士坂有希子事務所 東京都日野市平山1丁目17番地の7

shuhei.wakatsuki@ms01.jicpa.or.jp 042-661-4851
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3033023 〒 192-0085 東京都 東京会

会員

3008531 〒 192-0913 東京都 東京会

会員

3035364 〒 192-0046 東京都 東京会

会員

3021688 〒 192-0046 東京都 東京会

会員

3012184 〒 173-0003 東京都 東京会

会員

3028466 〒 175-0082 東京都 東京会

会員

3011495 〒 175-0092 東京都 東京会

会員

3027291 〒 175-0093 東京都 東京会

会員

3022724 〒 174-0063 東京都 東京会

会員

3012407 〒 174-0063 東京都 東京会

会員

3012080 〒 173-0004 東京都 東京会

会員

3015730 〒 173-0004 東京都 東京会

会員

3010555 〒 173-0004 東京都 東京会

会員

3005645 〒 174-0052 東京都 東京会

会員

3020949 〒 142-0063 東京都 東京会

会員

masatoshi.kurosaki@ms02.jicpa.or.jp 03-6915-6678

倉林　正憲

公認会計士倉林正憲事務所 東京都板橋区赤塚3丁目12番29号

cpa12184@ms01.jicpa.or.jp 03-5335-5992

黒﨑　正敏

黒﨑公認会計士事務所 東京都板橋区高島平4丁目17番8号

hiranotax@ms02.jicpa.or.jp 042-649-9113

小山　憲一

公認会計士小山憲一事務所 東京都板橋区加賀1丁目14番1-1311号

XDY36939@ms02.jicpa.or.jp 042-646-3125

平野　智彦

平野智彦公認会計士事務所 東京都八王子市明神町4丁目6番3号　みつげんビル6F

岡﨑　龍

公認会計士西野茂男事務所 東京都八王子市明神町4丁目2番10号　タック八王子503

k.sakamotom@ms01.jicpa.or.jp 042-682-3597

加藤　暢一

加藤公認会計士事務所 東京都八王子市北野台1丁目41番10号

坂本　兼一

坂本公認会計士事務所 東京都八王子市中町8番3号　CISビル901

miyoko.yamada@ms02.jicpa.or.jp 03-3452-2527

大野　五十二

大野公認会計士事務所 東京都板橋区蓮沼町1番地6

kyamamoto@ms02.jicpa.or.jp 03－6314-7731

山田　美代子

山田公認会計士事務所 東京都板橋区板橋2丁目66番16号　板橋266ビル

atsuo.tsuzura@ms02.jicpa.or.jp 03-3963-5320

山本　菊子

山本菊子公認会計士・税理士事務所 東京都板橋区板橋2丁目63番9-701号

wono@ms01.jicpa.or.jp 03-3968-7173

廿楽　敦夫

公認会計士廿楽会計事務所 東京都板橋区板橋1丁目42番6号　安原ビル301

小野　慎一

公認会計士小野慎一事務所 東京都板橋区前野町2丁目43番16号　ホワイトリバー101

matsushima@ms01.jicpa.or.jp 03-6904-2361

森田　清人

森田清人公認会計士事務所 東京都板橋区前野町2丁目16番1-1408号

kura.cpa@ms01.jicpa.or.jp 03-3939-7255

松島　慎平

松島慎平公認会計士事務所 東京都板橋区赤塚新町1丁目20番8-208号

masahiro.houri@ms01.jicpa.or.jp 070-8315-5433

祝　昌弘

祝昌弘公認会計士事務所 東京都品川区荏原3丁目4番9号　2F
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3025322 〒 142-0064 東京都 東京会

会員

3028875 〒 142-0064 東京都 東京会

会員

3020888 〒 141-0021 東京都 東京会

会員

3007803 〒 141-0021 東京都 東京会

会員

3024212 〒 141-0031 東京都 東京会

会員

3029317 〒 140-0014 東京都 東京会

会員

3039161 〒 140-0014 東京都 東京会

会員

3030987 〒 141-0022 東京都 東京会

会員

3032751 〒 141-0022 東京都 東京会

会員

3020061 〒 141-0022 東京都 東京会

会員

3017753 〒 140-0011 東京都 東京会

会員

3011433 〒 140-0002 東京都 東京会

会員

3004952 〒 140-0013 東京都 東京会

会員

3008312 〒 140-0001 東京都 東京会

会員

3009537 〒 140-0001 東京都 東京会

会員

hisatsugu.takahashi723@ms02.jicpa.or.jp 090-2320-0596

有我　康子

有我康子公認会計士事務所 東京都品川区大井1丁目23番7-406号　アルテール大井町

XND05133@ms01.jicpa.or.jp 03-3448-1492

髙橋　久継

フロンティア監査法人 東京都品川区西五反田2丁目25番3号フロンティアビル

satoshi.shito.cpa@ms02.jicpa.or.jp

岩瀬　佐千世

公認会計士岩瀬佐千世事務所 東京都品川区上大崎3丁目3番9-801号

XAP22980@ms02.jicpa.or.jp 03-6426-9560

市東　聡

市東聡公認会計士事務所 東京都品川区上大崎1丁目3番11号

s.masaru@ms01.jicpa.or.jp

斉藤　真由美

斉藤公認会計士事務所 東京都品川区旗の台6丁目3番4号

斉藤　将

齊藤公認会計士事務所 東京都品川区旗の台6丁目3番4号

一之瀬　由明

一之瀬公認会計士事務所 東京都品川区南大井6丁目17番15号　第2タジマビル401号

nakano.tmma@ms01.jicpa.or.jp

伊沢　敏一

御堂筋監査法人 東京事務所 東京都品川区東品川2丁目2番20号  天王洲オーシャンスクエア22階

yamanakacpa@ms01.jicpa.or.jp 03-6873-7700

中野　智美

中野智美公認会計士事務所 東京都品川区東大井5丁目17番6号　マイキャッスル大井町302号室

山中　智雄

公認会計士山中事務所 東京都品川区東五反田2丁目10番1-2514号

山本　泰士

山本泰士公認会計士事務所 東京都品川区東五反田2丁目10番1-1912号

takahashi.ryoji@ms02.jicpa.or.jp 050-5361-9967

小泉　正道

小泉正道公認会計士事務所 東京都品川区東五反田1丁目4番11-404号

yasuko.ariga@ms01.jicpa.or.jp 090-4964-5934

髙橋　良治

髙橋良治公認会計士事務所 東京都品川区大井1丁目7番6号　T.Hビル5F

小林　明人

監査法人ＭＭＰＧエーマック 東京都品川区北品川4丁目7番35号  御殿山トラストタワー4階

ichinose1712@ms01.jicpa.or.jp 03-3766-5081

髙倉　隆

監査法人ＭＭＰＧエーマック 東京都品川区北品川4丁目7番35号  御殿山トラストタワー4階
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3012105 〒 140-0001 東京都 東京会

会員

3012173 〒 140-0001 東京都 東京会

会員

3013581 〒 140-0001 東京都 東京会

会員

3028547 〒 141-0001 東京都 東京会

会員

3010215 〒 183-0055 東京都 東京会

会員

3006152 〒 180-0014 東京都 東京会

会員

3030858 〒 180-0002 東京都 東京会

会員

3034966 〒 180-0022 東京都 東京会

会員

3008674 〒 180-0005 東京都 東京会

会員

3019822 〒 180-0006 東京都 東京会

会員

3021153 〒 197-0023 東京都 東京会

会員

3006235 〒 197-0022 東京都 東京会

会員

3016193 〒 112-0004 東京都 東京会

会員

3007065 〒 113-0023 東京都 東京会

会員

3010000 〒 113-0031 東京都 東京会

会員

waraukadonihafukugaaru@ms01.jicpa.or.jp 03-6431-8750

長久保　勇一

公認会計士・税理士長久保会計事務所 東京都府中市府中町2丁目6番地の14  ヴェノス府中2B

XND10444@ms02.jicpa.or.jp 03-5422-8541

福田　洋右

福田洋右公認会計士事務所 東京都品川区北品川5丁目3番1-2917号

和田　一夫

監査法人ＭＭＰＧエーマック 東京都品川区北品川4丁目7番35号  御殿山トラストタワー4階

XJE09084@ms02.jicpa.or.jp 03-5422-8541

川原　丈貴

監査法人ＭＭＰＧエーマック 東京都品川区北品川4丁目7番35号  御殿山トラストタワー4階

久保田　果

監査法人ＭＭＰＧエーマック 東京都品川区北品川4丁目7番35号  御殿山トラストタワー4階

沖倉　強

公認会計士沖倉強事務所 東京都福生市本町91番地

Masafumi.Yamada@ms01.jicpa.or.jp 080-5172-6168

田村　桂一

田村公認会計士事務所 東京都福生市志茂197番地2

sy19550425@ms01.jicpa.or.jp 0422-56-9825

山田　将文

山田将文公認会計士事務所 東京都武蔵野市中町1丁目11番16-1006号

XCN38290@ms02.jicpa.or.jp 090-5342-7820

吉田　宗一郎

吉田公認会計士事務所 東京都武蔵野市御殿山2丁目20番16号

近　芳弘

近芳弘公認会計士事務所 東京都武蔵野市境4丁目15番12-321号　グランドメゾン武蔵野

kazuhiroando2226@ms02.jicpa.or.jp

瀬戸　学

瀬戸学公認会計士事務所 東京都武蔵野市吉祥寺東町3丁目24番12号

安藤　算浩

安藤公認会計士事務所 東京都武蔵野市関前2丁目22番10号

hiro.sakuma@ms02.jicpa.or.jp 03-3827-2291

佐久間　裕幸

公認会計士税理士佐久間裕幸事務所 東京都文京区根津1丁目4番6号　SBビル601

hisatokataoka@ms02.jicpa.or.jp

斎藤　昌治

公認会計士斎藤昌治事務所 東京都文京区向丘1丁目13番5号　シーアイマンション本郷向丘201-B

okikura@ms01.jicpa.or.jp 042-553-3188

田内　久人

田内久人公認会計士事務所 東京都文京区後楽2丁目6番1-1611号
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3022016 〒 112-0002 東京都 東京会

会員

3020309 〒 112-0002 東京都 東京会

会員

3026286 〒 112-0002 東京都 東京会

会員

3020115 〒 112-0002 東京都 東京会

会員

3032396 〒 112-0002 東京都 東京会

会員

3009926 〒 112-0002 東京都 東京会

会員

3015919 〒 112-0005 東京都 東京会

会員

3012615 〒 112-0005 東京都 東京会

会員

3032993 〒 112-0005 東京都 東京会

会員

3026509 〒 112-0011 東京都 東京会

会員

3017579 〒 112-0011 東京都 東京会

会員

3036665 〒 112-0012 東京都 東京会

会員

3008622 〒 112-0012 東京都 東京会

会員

3009455 〒 113-0034 東京都 東京会

会員

3024388 〒 113-0033 東京都 東京会

会員

takuma.honda@ms02.jicpa.or.jp 03-5926-9730

中村　健一

中村健一公認会計士事務所 東京都文京区小石川2丁目1番13-308号

本田　琢磨

本田琢磨公認会計士事務所 東京都文京区小石川1丁目4番12号　文京ガーデンウエスト902

石﨑　洋人

石﨑洋人公認会計士事務所 東京都文京区小石川1丁目17番1-B1605号

清水　直隆

清水公認会計士事務所 東京都文京区小石川1丁目14番3-404号

野口　真有美

野口公認会計士事務所 東京都文京区千石3丁目17番4-207号

kazuki.honya@ms01.jicpa.or.jp

古澤　哲也

古澤公認会計士事務所 東京都文京区千石1丁目8番29号

本谷　一輝

本谷一輝公認会計士事務所 東京都文京区水道2丁目7番5-501号

白山　真一

白山真一公認会計士事務所 東京都文京区水道2丁目15番7号

tk3009926@ms01.jicpa.or.jp 070-3515-5124

矢原　博明

矢原公認会計士事務所 東京都文京区水道1丁目2番10-409号

matsuyama.knr@ms02.jicpa.or.jp 03-4400-2930

柿沼　敏夫

柿沼公認会計士事務所 東京都文京区小石川5丁目28番14-102号

kenichi.nakamura@ms01.jicpa.or.jp 03-6240-0652

松山　明憲

松山明憲公認会計士事務所 東京都文京区小石川2丁目24番8-312号

kenichiro.katsumi@ms01.jicpa.or.jp 03-5322-1388

cpamcho@ms02.jicpa.or.jp 043-238-7011

勝見　憲一郎

あすの監査法人 東京事務所 東京都文京区本郷1丁目33番4号206

XTX05863@ms01.jicpa.or.jp 03-3944-2180

長　光雄

公認会計士長光雄事務所 東京都文京区湯島3丁目8番11号

XLK40599@ms01.jicpa.or.jp 080-7005-5751

長澤　正浩

長澤公認会計士事務所 東京都文京区大塚4丁目51番1号　コンシェリア文京大塚1102号

XAT14180@ms02.jicpa.or.jp 03-3944-1277

山田　豪紀

山田豪紀公認会計士事務所 東京都文京区大塚3丁目1番6号　ラ・トゥール小石川2B　S&Nパートナーズ内
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3018683 〒 113-0033 東京都 東京会

会員

3016995 〒 113-0033 東京都 東京会

会員

3023238 〒 113-0033 東京都 東京会

会員

3010898 〒 113-0021 東京都 東京会

会員

3019637 〒 113-0021 東京都 東京会

会員

3031846 〒 112-0015 東京都 東京会

会員

3032505 〒 113-0032 東京都 東京会

会員

3013558 〒 170-0003 東京都 東京会

会員

3025510 〒 170-0003 東京都 東京会

会員

3019144 〒 170-0003 東京都 東京会

会員

3018427 〒 171-0033 東京都 東京会

会員

3017554 〒 170-0012 東京都 東京会

会員

3018514 〒 170-0012 東京都 東京会

会員

3030760 〒 171-0021 東京都 東京会

会員

3015460 〒 171-0021 東京都 東京会

会員

渡邉　匡

渡邉匡公認会計士事務所 東京都文京区本郷5丁目23番2-402号

大橋　裕子

大橋裕子公認会計士事務所 東京都文京区本郷5丁目18番2-303号

安田　憲生

安田憲生公認会計士事務所 東京都文京区本郷4丁目37番15号　吉田ビル7階

arai.daisuke@ms01.jicpa.or.jp 09083210894

飯塚　由明

飯塚由明公認会計士事務所 東京都豊島区駒込1丁目35番4号　グローリア駒込602号室

ide.taisuke@ms02.jicpa.or.jp 080-8884-9574

荒井　大輔

公認会計士荒井事務所 東京都豊島区駒込1丁目12番12-304号

井出　泰介

井出泰介公認会計士事務所 東京都豊島区駒込1丁目10番15号　駒込パークハウス402号

ogata@ms02.jicpa.or.jp 080-6549-4078

金野　綾子

金野綾子公認会計士事務所 東京都文京区弥生2丁目19番7号

kenichiro.sakamoto@ms01.jicpa.or.jp 03-5834-9790

緒方　浩一

緒方公認会計士事務所 東京都文京区目白台2丁目6番23-204号

坂本　健一郎

坂本公認会計士事務所 東京都文京区本駒込4丁目16番13号　ラフィーネ本駒込101

watanabe.tsk@ms01.jicpa.or.jp 070-5592-4884

佐々木　直彦

佐々木公認会計士事務所 東京都文京区本駒込1丁目1番17号　キュラーズ本駒込301

shino@ms02.jicpa.or.jp 03-3982-0531

uematsu@ms01.jicpa.or.jp 090-7682-8301

篠　將常

篠將常公認会計士事務所 東京都豊島区西池袋5丁目5番21号  ザ･タワーグランディア616号

tkikuchi@ms02.jicpa.or.jp 36942841

植松　直也

植松直也公認会計士事務所 東京都豊島区西池袋5丁目27番3号　ウエストコート603号

XSY14156@ms02.jicpa.or.jp

菊地　隆

公認会計士菊地事務所 東京都豊島区上池袋4丁目31番28-1501号

isamu.kaneuchi@ms02.jicpa.or.jp 03-6912-5260

吉田　朗子

吉田公認会計士事務所 東京都豊島区上池袋1丁目19番3号

金内　勇

金内勇公認会計士事務所 東京都豊島区高田2丁目1番11号
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3023874 〒 170-0002 東京都 東京会

会員

3025181 〒 171-0014 東京都 東京会

会員

3019685 〒 171-0014 東京都 東京会

会員

3013867 〒 171-0014 東京都 東京会

会員

3026224 〒 171-0051 東京都 東京会

会員

3022081 〒 170-0013 東京都 東京会

会員

3005607 〒 170-0013 東京都 東京会

会員

3030620 〒 170-0013 東京都 東京会

会員

3010635 〒 170-0013 東京都 東京会

会員

3017306 〒 170-0005 東京都 東京会

会員

3025301 〒 171-0022 東京都 東京会

会員

3028427 〒 171-0022 東京都 東京会

会員

3012983 〒 171-0022 東京都 東京会

会員

3026906 〒 171-0022 東京都 東京会

会員

3019344 〒 171-0022 東京都 東京会

会員

宮崎　雅俊

みやざき公認会計士事務所 東京都豊島区池袋2丁目17番8号　天翔池袋西口ANNEXビル416

小林　芳彰

小林芳彰公認会計士事務所 東京都豊島区巣鴨1丁目29番1号　明和ビル6F

Yasu3Kikuchi@ms02.jicpa.or.jp 080-1187-2950

橋上　徹

橋上公認会計士事務所 東京都豊島区東池袋5丁目52番13-403号

XHJ03190@ms02.jicpa.or.jp 03-3984-5251

菊地　康美

菊地公認会計士事務所 東京都豊島区東池袋2丁目24番4号  ワイズビレッジ402号

nobukatsu.hanajima@ms02.jicpa.or.jp 070-6655-1004

石原　裕

公認会計士石原裕事務所 東京都豊島区東池袋1丁目32番6号　河合ビル9階

shin.ito@ms01.jicpa.or.jp 090-5310-1919

花島　宣勝

公認会計士深代会計事務所 東京都豊島区東池袋1丁目17番8号　NBF池袋シティビル7階

伊東　心

伊東心公認会計士事務所 東京都豊島区長崎3丁目1番17号

XAG16208@ms02.jicpa.or.jp 090-1884-8083

髙安　雄治

公認会計士髙安雄治事務所 東京都豊島区池袋3丁目4番12号

ma.miyazaki@ms02.jicpa.or.jp 090-8173-9854

奥山　琢磨

奥山琢磨公認会計士事務所 東京都豊島区池袋2丁目24番20-502号

ishimaru@ms01.jicpa.or.jp 090-9159-8750

kenji.iizuka@ms01.jicpa.or.jp 090-7404-5429

石丸　恒志

石丸公認会計士事務所 東京都豊島区南池袋3丁目18番36号　富美栄ビル2階

飯塚　賢司

公認会計士田村会計事務所 東京都豊島区南池袋2丁目49番4号　太陽生命池袋ビル6階

tetsuro.nakagawa@ms01.jicpa.or.jp 03-5843-3879

猪岐　幸一

猪岐公認会計士事務所 東京都豊島区南池袋2丁目32番6号　サンハイツ豊島203号

katsumi.koizumi@ms01.jicpa.or.jp 080-6651-6078

中川　徹郎

中川徹郎公認会計士事務所 東京都豊島区南池袋1丁目1番6号　宮城ビル302

megumi.uchino@ms02.jicpa.or.jp 03-3944-5056

小泉　勝巳

小泉公認会計士事務所 東京都豊島区南池袋1丁目16番15号　ダイヤゲート池袋5階

hashigami@ms02.jicpa.or.jp 082-251-9846

内野　恵美

内野公認会計士事務所 東京都豊島区南大塚1丁目60番20号　天翔大塚駅前ビル7階　S712号室
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3004674 〒 171-0031 東京都 東京会

会員

3031243 〒 114-0002 東京都 東京会

会員

3026657 〒 114-0002 東京都 東京会

会員

3010076 〒 114-0002 東京都 東京会

会員

3027105 〒 115-0045 東京都 東京会

会員

3031077 〒 115-0045 東京都 東京会

会員

3015517 〒 114-0023 東京都 東京会

会員

3035308 〒 131-0046 東京都 東京会

会員

3027635 〒 130-0013 東京都 東京会

会員

3028299 〒 130-0011 東京都 東京会

会員

3029504 〒 131-0032 東京都 東京会

会員

3025030 〒 130-0004 東京都 東京会

会員

3006939 〒 130-0023 東京都 東京会

会員

3026096 〒 130-0026 東京都 東京会

会員

3034508 〒 130-0021 東京都 東京会

会員

永島　公朗

永島公朗公認会計士事務所 東京都豊島区目白4丁目24番5号

ykoizumi@ms02.jicpa.or.jp 03-3917-8344

井上　裕之

井上裕之公認会計士事務所 東京都墨田区京島1丁目8番8-23号

小泉　禎久

小泉禎久公認会計士事務所 東京都北区滝野川1丁目27番10号

佐藤　範和

佐藤範和公認会計士事務所 東京都北区赤羽1丁目59番9

小林　裕之

小林裕之公認会計士事務所 東京都北区赤羽1丁目20番6号　アイルイン赤羽3F

sakumoto@ms01.jicpa.or.jp 080-6602-7550

大瀧　秀樹

大瀧公認会計士事務所 東京都北区王子6丁目5番34号

佐久本　修

佐久本修公認会計士事務所 東京都北区王子5丁目1番1-1701号

XWE02474@ms02.jicpa.or.jp 03-3954-0235

森　智佳子

森智佳子公認会計士事務所 東京都北区王子2丁目31番7号　大貫ビル2階

namihei.isono.onehair@ms01.jicpa.or.jp 03-6659-3170

東海林　秀樹

東海林秀樹公認会計士事務所 東京都墨田区緑2丁目18番8-602号

河合　健一

公認会計士河合健一事務所 東京都墨田区両国4丁目1番3-603号　メゾンモア・クレエ

090-9324-5844

田櫓　孝次

田櫓公認会計士事務所 東京都墨田区立川1丁目8番2号

清野　豊

清野豊公認会計士事務所 東京都墨田区本所1丁目27番8-707号　アデニウム墨田本所

m.nakaya@ms01.jicpa.or.jp 090-4607-2072

内海　真樹

内海真樹公認会計士事務所 東京都墨田区東向島2丁目47番13号　第8安井ビル7階

ryot00@ms01.jicpa.or.jp 03-3624-7550

中谷　真人

中谷真人公認会計士事務所 東京都墨田区石原1丁目29番15号

ino2715@ms01.jicpa.or.jp

大貫　良太

大貫公認会計士事務所 東京都墨田区錦糸1丁目13番1-1002号

hidekishoji0618@ms02.jicpa.or.jp 090-5514-2303
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3029783 〒 130-0021 東京都 東京会

会員

3032508 〒 130-0021 東京都 東京会

会員

3028340 〒 153-0064 東京都 東京会

会員

3026484 〒 153-0062 東京都 東京会

会員

3014620 〒 153-0051 東京都 東京会

会員

3028080 〒 152-0004 東京都 東京会

会員

3009566 〒 152-0001 東京都 東京会

会員

3011847 〒 153-0061 東京都 東京会

会員

3007546 〒 152-0013 東京都 東京会

会員

3018179 〒 152-0002 東京都 東京会

会員

3013566 〒 190-0002 東京都 東京会

会員

3019436 〒 190-0023 東京都 東京会

会員

3022698 〒 177-0051 東京都 東京会

会員

3024581 〒 176-0002 東京都 東京会

会員

3026461 〒 179-0074 東京都 東京会

会員

kasadacpa@ms01.jicpa.or.jp 03-6303-4073

小谷　清

小谷公認会計士事務所 東京都目黒区中央町2丁目21番17号　インペリアル学芸大学フラット106号

Taishi.Miura@ms02.jicpa.or.jp 090-6187-7869

笠田　朋宏

笠田公認会計士事務所 東京都目黒区鷹番2丁目16番11号　マンション小俣3階3-A号室

junji.kawafuchi@ms01.jicpa.or.jp

三浦　泰史

三浦泰史公認会計士事務所 東京都目黒区上目黒1丁目26番1-4307号  中目黒アトラスタワー

tetsuya.edagawa@ms02.jicpa.or.jp 080-5894-1187

川渕　純治

川渕公認会計士事務所 東京都目黒区三田1丁目11番11号　プライムアーバン恵比寿605　税理士法人MATCHパートナーズ東京事務所内

satoshi@ms01.jicpa.or.jp 050-3395-6260

枝川　哲也

枝川哲也公認会計士事務所 東京都目黒区下目黒2丁目21番18-505号　グランドメゾン目黒プレイス

oshima.yutaka@ms01.jicpa.or.jp 090-7825-7187

吉井　聡

吉井公認会計士事務所 東京都墨田区緑4丁目3番2-701号

大島　裕

大島公認会計士事務所 東京都墨田区緑3丁目18番2-102号

yunokicpaoffice@ms01.jicpa.or.jp 090-1789-3281

問山　新司

問山公認会計士事務所 東京都練馬区桜台4丁目19番17号

柚木　庸輔

公認会計士柚木庸輔事務所 東京都練馬区関町北1丁目3番17号  大雅ハイツ2D

中村　徹

中村公認会計士事務所 東京都立川市柴崎町2丁目9番地25号　柴崎ドラゴン1号ビル4階

anjo@ms01.jicpa.or.jp 090-2280-5441

黒野　孝

黒野公認会計士事務所 東京都立川市幸町4丁目52番1号　幸町団地26棟315号室

fukumori@ms01.jicpa.or.jp 03-6459-3821

安生　あづさ

安生公認会計士事務所 東京都目黒区目黒本町5丁目11番1号　ブリージアン目黒502

shigeko.senzaki@ms01.jicpa.or.jp 080-6555-9623

福森　久美

公認会計士福森久美事務所 東京都目黒区南3丁目5番1号

kotani@ms02.jicpa.or.jp 03-3714-7228

千崎　滋子

千崎滋子公認会計士事務所 東京都目黒区中目黒5丁目6番25号

Kiyoyujin08@ms02.jicpa.or.jp 03-6766-9327

toiyama@ms02.jicpa.or.jp

安達　昌延

安達昌延公認会計士事務所 東京都練馬区春日町2丁目27番18号
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3031658 〒 176-0004 東京都 東京会

会員

3016640 〒 178-0065 東京都 東京会

会員

3012433 〒 177-0045 東京都 東京会

会員

3023803 〒 177-0045 東京都 東京会

会員

3013359 〒 178-0061 東京都 東京会

会員

3029620 〒 176-0011 東京都 東京会

会員

3014877 〒 176-0013 東京都 東京会

会員

3006020 〒 176-0012 東京都 東京会

会員

3026546 〒 176-0012 東京都 東京会

会員

3027284 〒 176-0012 東京都 東京会

会員

3006278 〒 955-0862 新潟県 東京会

会員

3027724 〒 941-0067 新潟県 東京会

会員

3010496 〒 943-0836 新潟県 東京会

会員

3007196 〒 950-0115 新潟県 東京会

会員

3030190 〒 950-1104 新潟県 東京会

会員

wakana@ms02.jicpa.or.jp 03-3867-6806

新井　篤

新井篤公認会計士事務所 東京都練馬区豊玉上2丁目21番13号202号室　第3桜台ファミリーマンション

shinji.koyama@ms01.jicpa.or.jp 090-7253-6897

川井　隆史

公認会計士川井事務所 東京都練馬区大泉学園町4丁目12番19号

ymcpa@ms01.jicpa.or.jp 090-2525-0475

小山　晋史

公認会計士小山事務所 東京都練馬区石神井台4丁目5番11-511号

XAF13296@ms02.jicpa.or.jp 03-6313-7403

宮田　芳直

宮田公認会計士事務所 東京都練馬区石神井台1丁目12番3号

sumi.yamazaki@ms02.jicpa.or.jp

須﨑　愼太郎

公認会計士須﨑愼太郎事務所 東京都練馬区西大泉1丁目37番13号　第3光和A-6

山﨑　寿美

山﨑公認会計士事務所 東京都練馬区小竹町2丁目58番5号

fumitaka.matsuda@ms02.jicpa.or.jp 080-1069-2011

大原　啓資

公認会計士大原啓資事務所 新潟県上越市東城町3丁目1番23号

松田　文隆

松田文隆公認会計士事務所 新潟県糸魚川市横町3丁目7番20号

gnoguchi1980@ms01.jicpa.or.jp 090-4735-8870

石川　勝行

石川公認会計士事務所 新潟県三条市南新保8番地30

hitoshi.iizumi@ms01.jicpa.or.jp 03-5923-9967

野口　剛

野口剛公認会計士事務所 東京都練馬区豊玉北6丁目15番18-302号

yoshiyuki.minegishi@ms01.jicpa.or.jp 03-5999-6611

飯泉　斉

飯泉公認会計士事務所 東京都練馬区豊玉北5丁目4番7号　ジュピタービル202号室

obuchiakinori@ms02.jicpa.or.jp 090-2561-0239

峯岸　芳幸

公認会計士峯岸芳幸事務所 東京都練馬区豊玉北5丁目11番6号

a.atsushi@ms01.jicpa.or.jp 090-4436-9177

小渕　昭範

小渕公認会計士事務所 東京都練馬区豊玉中2丁目11番7-704号

tohjoh.tatsuo@ms01.jicpa.or.jp

XCA04576@ms02.jicpa.or.jp 025-276-8640

東條　達夫

東條公認会計士事務所 新潟県新潟市西区寺地644番地9

熊木　高志

熊木公認会計士事務所 新潟県新潟市江南区丸山487番地12
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3035544 〒 950-2028 新潟県 東京会

会員

3024005 〒 951-8052 新潟県 東京会

会員

3010916 〒 951-8126 新潟県 東京会

会員

3026495 〒 950-0992 新潟県 東京会

会員

3011365 〒 951-8068 新潟県 東京会

会員

3014047 〒 951-8068 新潟県 東京会

会員

3014072 〒 951-8068 新潟県 東京会

会員

3014815 〒 951-8068 新潟県 東京会

会員

3021555 〒 951-8068 新潟県 東京会

会員

3022680 〒 951-8068 新潟県 東京会

会員

3029230 〒 951-8068 新潟県 東京会

会員

3031426 〒 951-8068 新潟県 東京会

会員

3031775 〒 951-8068 新潟県 東京会

会員

3033842 〒 951-8068 新潟県 東京会

会員

3014161 〒 950-0965 新潟県 東京会

会員

XBM24746@ms02.jicpa.or.jp 025-283-8305

神代　勲

有限責任監査法人トーマツ 新潟事務所 新潟県新潟市中央区上大川前通七番町1230番地7　ストークビル鏡橋

山岸　賢太朗

山岸公認会計士事務所 新潟県新潟市中央区上所上1丁目8番14号

大野　寛之

大野寛之公認会計士事務所 新潟県新潟市中央区学校町通3番町557番地15

XJA34640@ms02.jicpa.or.jp 025-262-0578

武石　聡之

武石公認会計士事務所 新潟県新潟市中央区下大川前通2ノ町2230-33　万代橋ビルヂング4F

槻木　裕志

槻木公認会計士事務所 新潟県新潟市西区小新南2丁目9番20号　税理士法人さくら総合会計新潟事務所内

中村　公士

有限責任監査法人トーマツ 新潟事務所 新潟県新潟市中央区上大川前通七番町1230番地7　ストークビル鏡橋

髙杉　豪

有限責任監査法人トーマツ 新潟事務所 新潟県新潟市中央区上大川前通七番町1230番地7　ストークビル鏡橋

渡部　政記

有限責任監査法人トーマツ 新潟事務所 新潟県新潟市中央区上大川前通七番町1230番地7　ストークビル鏡橋

hiroaki.akatsuka@ms02.jicpa.or.jp 025-368-7711

齋藤　康宏

有限責任監査法人トーマツ 新潟事務所 新潟県新潟市中央区上大川前通七番町1230番地7　ストークビル鏡橋

赤塚　弘晃

有限責任監査法人トーマツ 新潟事務所 新潟県新潟市中央区上大川前通七番町1230番地7　ストークビル鏡橋

若松　大輔

有限責任監査法人トーマツ 新潟事務所 新潟県新潟市中央区上大川前通七番町1230番地7　ストークビル鏡橋

石尾　雅樹

有限責任監査法人トーマツ 新潟事務所 新潟県新潟市中央区上大川前通七番町1230番地7　ストークビル鏡橋

高橋　信太

高橋公認会計士事務所 新潟県新潟市中央区新光町10番地3  技術士センタービルⅡ401

高橋　聡

有限責任監査法人トーマツ 新潟事務所 新潟県新潟市中央区上大川前通七番町1230番地7　ストークビル鏡橋

田中　義孝

有限責任監査法人トーマツ 新潟事務所 新潟県新潟市中央区上大川前通七番町1230番地7　ストークビル鏡橋
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3032541 〒 951-8061 新潟県 東京会

会員

3004055 〒 951-8054 新潟県 東京会

会員

3015638 〒 951-8054 新潟県 東京会

会員

3014755 〒 950-0917 新潟県 東京会

会員

3038355 〒 950-0961 新潟県 東京会

会員

3010261 〒 950-0087 新潟県 東京会

会員

3016238 〒 950-0087 新潟県 東京会

会員

3033380 〒 950-0087 新潟県 東京会

会員

3030950 〒 950-0087 新潟県 東京会

会員

3008263 〒 950-0915 新潟県 東京会

会員

3006865 〒 950-0088 新潟県 東京会

会員

3009232 〒 950-0088 新潟県 東京会

会員

3010478 〒 950-0088 新潟県 東京会

会員

3010733 〒 950-0088 新潟県 東京会

会員

3012642 〒 950-0088 新潟県 東京会

会員

hirotomi2002@ms01.jicpa.or.jp 025-223-5006

山﨑　真

山﨑真公認会計士事務所 新潟県新潟市中央区天神1丁目12番7号 LEXN1 4階

kiyosi@ms02.jicpa.or.jp 025-223-5006

富岡　裕嗣

公認会計士富岡清嗣事務所 新潟県新潟市中央区礎町通上一ノ町1922番地

XYH36824@ms01.jicpa.or.jp 025-229-1347

富岡　清嗣

公認会計士富岡清嗣事務所 新潟県新潟市中央区礎町通上一ノ町1922番地

神田　剛

神田公認会計士事務所 新潟県新潟市中央区西堀通六番町866番地　NEXT21地下1階

odaoda@ms02.jicpa.or.jp 025-241-5631

佐々木　隆輔

高志監査法人 新潟県新潟市中央区万代4丁目4番27号　NBF新潟テレコムビル401号室

yoshitomo@ms02.jicpa.or.jp 025-290-7081

小田　茂達

小田公認会計士事務所 新潟県新潟市中央区鐙西2丁目29番15号　ピュアコートベル203号室

横山　良智

太陽有限責任監査法人 新潟事務所 新潟県新潟市中央区東大通2丁目1番18号だいし海上ビル5階

立川　麻奈美

ＥＹ新日本有限責任監査法人 新潟事務所 新潟県新潟市中央区東大通1丁目3番10号大樹生命ビル

大島　伸一

ＥＹ新日本有限責任監査法人 新潟事務所 新潟県新潟市中央区東大通1丁目3番10号大樹生命ビル

XDT42017@ms01.jicpa.or.jp 025-280-0100

五十嵐　朗

ＥＹ新日本有限責任監査法人 新潟事務所 新潟県新潟市中央区東大通1丁目3番10号大樹生命ビル

makoto.yamazaki@ms01.jicpa.or.jp 025-210-1930

天城　和明

天城和明公認会計士事務所 新潟県新潟市中央区東出来島6番13号　あすか中央税理士法人　新潟事務所内

XFB09579@ms01.jicpa.or.jp 025-227-4600

dzq03022@ms01.jicpa.or.jp 025-227-4600

竹田　信一

高志監査法人 新潟県新潟市中央区万代4丁目4番27号　NBF新潟テレコムビル401号室

cpakatsumi@ms01.jicpa.or.jp 025-227-4600

片岡　俊員

高志監査法人 新潟県新潟市中央区万代4丁目4番27号　NBF新潟テレコムビル401号室

XNV06430@ms02.jicpa.or.jp 025-227-4600

勝海　明人

高志監査法人 新潟県新潟市中央区万代4丁目4番27号　NBF新潟テレコムビル401号室

XZD04276@ms02.jicpa.or.jp 025-223-4612

阿部　和人

高志監査法人 新潟県新潟市中央区万代4丁目4番27号　NBF新潟テレコムビル401号室
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3013640 〒 950-0088 新潟県 東京会

会員

3033259 〒 950-0088 新潟県 東京会

会員

6007905 〒 950-0088 新潟県 東京会

準会員

3010631 〒 940-2013 新潟県 東京会

会員

3008017 〒 940-0084 新潟県 東京会

会員

3029235 〒 940-0084 新潟県 東京会

会員

3007042 〒 940-1151 新潟県 東京会

会員

3027982 〒 945-0061 新潟県 東京会

会員

3027647 〒 400-0867 山梨県 東京会

会員

3009439 〒 400-0864 山梨県 東京会

会員

3010530 〒 400-0864 山梨県 東京会

会員

3027106 〒 400-0083 山梨県 東京会

会員

3013547 〒 400-0024 山梨県 東京会

会員

3005892 〒 396-0015 長野県 東京会

会員

3014931 〒 399-4115 長野県 東京会

会員

HanaeHORI@ms01.jicpa.or.jp 025-227-4600

菅野　祐

高志監査法人 新潟県新潟市中央区万代4丁目4番27号　ＮＢＦ新潟テレコムビル401号室

fox@ms01.jicpa.or.jp 025-227-4600

堀　華栄

高志監査法人 新潟県新潟市中央区万代4丁目4番27号　NBF新潟テレコムビル401号室

渡邉　芳明

高志監査法人 新潟県新潟市中央区万代4丁目4番27号　NBF新潟テレコムビル401号室

eurogrey@ms01.jicpa.or.jp 090-9528-3730

久保嶋　仁

久保嶋公認会計士事務所 山梨県甲府市湯田2丁目3番18号

堀内　太郎

堀内太郎公認会計士事務所 山梨県甲府市青沼2丁目15番9号

赤堀　洋幸

赤堀洋幸公認会計士事務所 新潟県柏崎市栄町4番23-201号

長津　和彦

長津公認会計士事務所 新潟県長岡市三和3丁目3番地17　ナガツビル

丸山　利彦

丸山公認会計士事務所 新潟県長岡市幸町1丁目13番20号

丸山　克巳

丸山公認会計士事務所 新潟県長岡市幸町1丁目13番20号

siromiu@ms01.jicpa.or.jp 025-227-4600

野本　直樹

野本直樹公認会計士事務所 新潟県長岡市下柳3丁目2番7号

matsuzaki@ms01.jicpa.or.jp 0265-83-4531

ntakayama@ms02.jicpa.or.jp 0265-72-1036

松﨑　堅太朗

公認会計士松﨑堅太朗事務所 長野県駒ヶ根市上穂栄町21番地20

yuukoh@ms02.jicpa.or.jp 055-254-8802

高山　宜門

高山公認会計士事務所 長野県伊那市中央4562番地4

shimegi@ms01.jicpa.or.jp 090-8005-4020

田中　佑幸

田中公認会計士事務所 山梨県甲府市北口1丁目9番24号　UKビル2階

標　夏樹

標公認会計士事務所 山梨県甲府市平瀬町399番地8

XSH06618@ms02.jicpa.or.jp 055-237-6888

久保嶋　正子

公認会計士久保嶋事務所 山梨県甲府市湯田2丁目3番18号
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3029369 〒 399-7402 長野県 東京会

会員

3026908 〒 390-0875 長野県 東京会

会員

3011585 〒 390-0852 長野県 東京会

会員

3008895 〒 390-0874 長野県 東京会

会員

3009742 〒 390-0874 長野県 東京会

会員

3012519 〒 390-0874 長野県 東京会

会員

3013589 〒 390-0874 長野県 東京会

会員

3020394 〒 390-0874 長野県 東京会

会員

3026925 〒 390-0874 長野県 東京会

会員

3031342 〒 390-0874 長野県 東京会

会員

6001992 〒 390-0874 長野県 東京会

準会員

3008178 〒 390-0874 長野県 東京会

会員

3029954 〒 390-0874 長野県 東京会

会員

3007364 〒 386-0005 長野県 東京会

会員

3031051 〒 386-0033 長野県 東京会

会員

塚本　大作

塚本公認会計士事務所 長野県松本市城西1丁目6番10号

望月　なつえ

望月なつえ公認会計士事務所 長野県松本市会田700番地

竹村　直紀

ＥＹ新日本有限責任監査法人 松本事務所 長野県松本市大手3丁目1番1号　松本ビルディング

平賀　孝

ＥＹ新日本有限責任監査法人 松本事務所 長野県松本市大手3丁目1番1号　松本ビルディング

冨田　哲也

ＥＹ新日本有限責任監査法人 松本事務所 長野県松本市大手3丁目1番1号　松本ビルディング

山中　崇

ＥＹ新日本有限責任監査法人 松本事務所 長野県松本市大手3丁目1番1号　松本ビルディング

cpa.takaoka@ms01.jicpa.or.jp

野本　博之

ＥＹ新日本有限責任監査法人 松本事務所 長野県松本市大手3丁目1番1号　松本ビルディング

h.shibata@ms01.jicpa.or.jp 0263-40-5122

髙岡　敏夫

ＥＹ新日本有限責任監査法人 松本事務所 長野県松本市大手3丁目1番1号　松本ビルディング

柴田　博康

柴田公認会計士事務所 長野県松本市大字島立956番地13号

j.takemura@ms02.jicpa.or.jp 03-5993-3199

竹村　淳一

竹村淳一公認会計士事務所 長野県上田市御所714番地7

take.ntr0581@ms01.jicpa.or.jp 0263-32-2002

東方　久男

公認会計士東方久男事務所 長野県上田市古里2057番地8

武石　悠希

武石公認会計士事務所 長野県松本市大手4丁目6番4号

岩渕　道男

岩渕道男公認会計士事務所 長野県松本市大手4丁目3番18号　HOUSE21　205号

平山　和仁

ＥＹ新日本有限責任監査法人 松本事務所 長野県松本市大手3丁目1番1号　松本ビルディング

naoki.takemura@ms01.jicpa.or.jp 080-5860-9987

丸山　裕樹

ＥＹ新日本有限責任監査法人 松本事務所 長野県松本市大手3丁目1番1号　松本ビルディング
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3006153 〒 386-0014 長野県 東京会

会員

3032635 〒 386-0012 長野県 東京会

会員

3011548 〒 386-0022 長野県 東京会

会員

3028475 〒 383-0025 長野県 東京会

会員

3010590 〒 380-0961 長野県 東京会

会員

3035713 〒 381-0042 長野県 東京会

会員

3009641 〒 381-2216 長野県 東京会

会員

3005611 〒 380-0905 長野県 東京会

会員

3031559 〒 380-0905 長野県 東京会

会員

3010876 〒 380-0824 長野県 東京会

会員

3027821 〒 380-0824 長野県 東京会

会員

3019394 〒 380-0824 長野県 東京会

会員

3009626 〒 380-0822 長野県 東京会

会員

3031677 〒 395-0025 長野県 東京会

会員

3030870 〒 604-8134 京都府 東京会

会員

北澤　光二

北澤光二公認会計士事務所 長野県上田市材木町2丁目12番40号

塚田　知信

公認会計士塚田知信事務所 長野県長野市大字鶴賀七瀬南部399番地5　朝日酒販ビル

maruyama@ms02.jicpa.or.jp 026-466-6597

倉田　博光

倉田博光公認会計士事務所 長野県長野市下氷鉋1丁目13番7号

丸山　大介

丸山大介公認会計士事務所 長野県長野市稲田2丁目35番8号　エルメゾン稲田A棟

XLZ33919@ms01.jicpa.or.jp 090-2532-7038

弓場　法

弓場公認会計士事務所 長野県長野市安茂里小市2丁目14番地1

小林　俊文

公認会計士小林俊文事務所 長野県中野市三好町2丁目4番15号　シャーメゾンまちB-102

y.nakajima@ms02.jicpa.or.jp 0268-75-6680

金子　和寛

公認会計士金子和寛事務所 長野県上田市緑が丘1丁目27番59号

中島　康貴

中島康貴公認会計士事務所 長野県上田市中央2丁目8番10号　アルプス水野ビル3F

hyoshitaka@ms02.jicpa.or.jp 0265-21-1233

川島　昌人

清友監査法人 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

naokiogawa@ms01.jicpa.or.jp 026-224-1077

原　芳嵩

原芳嵩公認会計士事務所 長野県飯田市東中央通5丁目59番地1　テラスYSR2階　税理士原久事務所内

小川　直樹

小川直樹公認会計士事務所 長野県長野市南千歳町956番地　NMビル

鮎澤　英之

鮎澤公認会計士事務所 長野県長野市南石堂町1293番地3  長栄南石堂ビル3階　あがたグローバル税理士法人内

手塚　康一

有限責任監査法人トーマツ 長野事務所 長野県長野市大字南長野南石堂町1277番地の2　長栄第2ビル

陸田　雅彦

有限責任監査法人トーマツ 長野事務所 長野県長野市大字南長野南石堂町1277番地の2　長栄第2ビル

XAB03194@ms02.jicpa.or.jp 026-227-8510

須坂　治一

須坂公認会計士事務所 長野県長野市大字鶴賀七瀬南部399番地5号

whodoneitwhydoneit@ms01.jicpa.or.jp 075-213-7090
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3011891 〒 730-0036 広島県 東京会

会員

6014629 東京会

準会員

3016996 〒 105-0012 東京都 神奈川県会

会員

3025140 〒 107-0052 東京都 神奈川県会

会員

3017831 〒 100-0005 東京都 神奈川県会

会員

3020124 〒 101-0052 東京都 神奈川県会

会員

3013012 〒 101-0047 東京都 神奈川県会

会員

3007155 〒 104-0033 東京都 神奈川県会

会員

3006257 〒 238-0042 神奈川県 神奈川県会

会員

3020574 〒 238-0042 神奈川県 神奈川県会

会員

3010379 〒 237-0066 神奈川県 神奈川県会

会員

3035129 〒 241-0835 神奈川県 神奈川県会

会員

3029472 〒 247-0006 神奈川県 神奈川県会

会員

3003995 〒 236-0058 神奈川県 神奈川県会

会員

3035633 〒 244-0801 神奈川県 神奈川県会

会員

morimoto@ms02.jicpa.or.jp 090-4025-2173

熊谷　輝美

爽監査法人 東京都千代田区内神田3丁目15番3号　Ｉ・Ｓビル5階

森本　晃一

誠栄監査法人 東京都千代田区神田小川町1丁目1番地

satoru.motokoide@ms01.jicpa.or.jp 045-594-6517

佐藤　豊毅

Ｍｏｏｒｅ至誠監査法人 東京都千代田区丸の内2丁目2番2号丸の内三井ビル 2階

satokch@ms02.jicpa.or.jp 03-6413-6275

元小出　悟

有限責任アコード監査法人 東京都港区赤坂3丁目2番6号赤坂中央ビル7階

XFS38065@ms02.jicpa.or.jp 080-3144-7247

佐藤　功一

普賢監査法人 東京都港区芝大門2丁目9番8号

k.hayama.strategicscenario@ms02.jicpa.or.jp 03-6447-4422

髙橋　宣嘉

葉山　慶治

晄和監査法人 広島県広島市中区袋町3番17号シシンヨービル８階

ken.philo@ms01.jicpa.or.jp 045-392-3233

甲良　好夫

公認会計士甲良好夫事務所 神奈川県横浜市金沢区能見台東5番F-110号

XKB20845@ms01.jicpa.or.jp 045-366-4685

新保　謙輔

新保・木村公認会計士共同事務所 神奈川県横浜市栄区笠間1丁目1番1-308号

XXZ07484@ms02.jicpa.or.jp

鈴木　康之

公認会計士鈴木康之事務所 神奈川県横浜市旭区柏町133番地5

a.mineo@ms01.jicpa.or.jp 046-884-9432

梅本　啓

公認会計士梅本啓事務所 神奈川県横須賀市湘南鷹取5丁目35番16号

峯尾　商衡

峯尾商衡公認会計士事務所 神奈川県横須賀市汐入町4丁目18番地

波多　康治

公認会計士波多会計事務所 神奈川県横須賀市汐入町2丁目6番地

Teruyoshi.Kumagai@ms01.jicpa.or.jp 0465-36-1133

中井　義己

明神監査法人 東京都中央区新川1丁目8番6号秩父ビルディング2階

XET34692@ms02.jicpa.or.jp 080-9168-5701

藤木　ヨセフ

藤木ヨセフ公認会計士事務所 神奈川県横浜市戸塚区品濃町880番地5　ザ・パークハウス東戸塚レジデンス803号
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3030913 〒 234-0054 神奈川県 神奈川県会

会員

3006059 〒 234-0054 神奈川県 神奈川県会

会員

3009941 〒 223-0055 神奈川県 神奈川県会

会員

3011602 〒 223-0066 神奈川県 神奈川県会

会員

3015639 〒 222-0033 神奈川県 神奈川県会

会員

3029191 〒 222-0033 神奈川県 神奈川県会

会員

3016849 〒 223-0058 神奈川県 神奈川県会

会員

3008876 〒 222-0003 神奈川県 神奈川県会

会員

3016981 〒 221-0052 神奈川県 神奈川県会

会員

3011356 〒 221-0056 神奈川県 神奈川県会

会員

3006297 〒 221-0852 神奈川県 神奈川県会

会員

3013674 〒 221-0854 神奈川県 神奈川県会

会員

3031020 〒 221-0835 神奈川県 神奈川県会

会員

3014717 〒 221-0865 神奈川県 神奈川県会

会員

3009192 〒 220-0012 神奈川県 神奈川県会

会員

yamataka@ms02.jicpa.or.jp 045-517-2127

塚本　健

塚本公認会計士事務所 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目19番11号　加瀬ビル88　4階-36

suzukihiroko@ms02.jicpa.or.jp

山本　孝之

山本孝之公認会計士事務所 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目19番11号　加瀬ビル88-1002

鈴木　裕子

鈴木裕子公認会計士事務所 神奈川県横浜市港北区高田西5丁目22番15号

tetsu21420oyama@ms02.jicpa.or.jp 03-5422-8541

戎井　重樹

戎井公認会計士事務所 神奈川県横浜市港北区綱島上町1番地1　グリーンサラウンドシティ2番街616号

t.yanagihara@ms02.jicpa.or.jp 045-263-6551

大山　哲

大山公認会計士事務所 神奈川県横浜市港南区港南台9丁目29番3号

栁原　匠巳

栁原公認会計士事務所 神奈川県横浜市港南区港南台3丁目13番10号

相原　洋二

相原公認会計士事務所 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1丁目8番地5　エスフォレスト横浜702号

井上　光昭

井上公認会計士事務所 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町13番18号

品田　和之

品田公認会計士事務所 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町20番23-514号

tanakajun@ms01.jicpa.or.jp 03-3545-6555

三ツ石　直史

有限責任監査法人トーマツ 横浜事務所 神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地4　横浜イーストスクエア

田中　淳

田中公認会計士事務所 神奈川県横浜市神奈川区栄町6番地1　ヨコハマポートサイド　ロア弐番館702号

hiroshi.miyake@ms01.jicpa.or.jp 045-777-1621

川崎　定昭

川崎公認会計士事務所 神奈川県横浜市港北区大曽根2丁目27番9号

三宅　啓之

三宅啓之公認会計士事務所 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目41番20-615号

蒲池　孝一

公認会計士蒲池孝一事務所 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目7番1-1513号

y.aihara@ms02.jicpa.or.jp 0463-22-6900

関口　毅

関口毅公認会計士事務所 神奈川県横浜市神奈川区片倉2丁目32番8号
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3006653 〒 220-0051 神奈川県 神奈川県会

会員

3019352 〒 220-0003 神奈川県 神奈川県会

会員

3034860 〒 220-0004 神奈川県 神奈川県会

会員

3013598 〒 227-0066 神奈川県 神奈川県会

会員

3006358 〒 225-0012 神奈川県 神奈川県会

会員

3012212 〒 227-0054 神奈川県 神奈川県会

会員

3017893 〒 227-0048 神奈川県 神奈川県会

会員

3018375 〒 227-0048 神奈川県 神奈川県会

会員

3020452 〒 227-0038 神奈川県 神奈川県会

会員

3033497 〒 225-0002 神奈川県 神奈川県会

会員

3025034 〒 225-0002 神奈川県 神奈川県会

会員

3014224 〒 231-0002 神奈川県 神奈川県会

会員

3010329 〒 231-0002 神奈川県 神奈川県会

会員

3020000 〒 231-0004 神奈川県 神奈川県会

会員

3016054 〒 231-0062 神奈川県 神奈川県会

会員

tsushima@ms02.jicpa.or.jp 03-6205-3303

塚原　雅人

塚原雅人公認会計士事務所 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南4丁目25番地46

XRH34657@ms01.jicpa.or.jp 090-1985-9664

對馬　英年

對馬公認会計士事務所 神奈川県横浜市青葉区あかね台1丁目7番地41

船川　知佐子

有限責任 あずさ監査法人 横浜事務所 神奈川県横浜市西区北幸1丁目4番1号　天理ビル

office.k.kuno@ms02.jicpa.or.jp 045-322-1331

亀浦　大輔

橘有限責任監査法人 神奈川県横浜市西区楠町9番地7

久野　和義

公認会計士久野和義事務所 神奈川県横浜市西区中央2丁目42番15号　ウエストポート横浜206

honda.akihiro@ms02.jicpa.or.jp 090-6202-0645

鈴木　賢二

公認会計士鈴木賢二事務所 神奈川県横浜市中区海岸通3丁目9番地　横浜ビル302A

本田　彰宏

本田彰宏公認会計士事務所 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目8番地1　ドレッセWISEたまプラーザB502

jhaga@ms01.jicpa.or.jp 080-4119-5512

渡邉　尚之

渡邉尚之公認会計士事務所 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目21番地　たまプラーザ団地6-2棟207号

ok482001@ms02.jicpa.or.jp 090-1760-7136

芳賀　淳也

芳賀淳也公認会計士事務所 神奈川県横浜市青葉区奈良5丁目13番地52

小林　修

小林修公認会計士事務所 神奈川県横浜市青葉区柿の木台9番地56

yi0582@ms02.jicpa.or.jp 045-988-0846

佐々木　一誠

佐々木一誠公認会計士事務所 神奈川県横浜市青葉区柿の木台13番地26

tsukaharamasato@ms02.jicpa.or.jp 090-2650-6056

飯塚　良成

飯塚公認会計士事務所 神奈川県横浜市青葉区しらとり台14番地7

chihiro614@ms01.jicpa.or.jp 045-222-8572

三橋　健一

三橋公認会計士事務所 神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1番7号

hanae.nakaya@ms01.jicpa.or.jp 045-319-4620

河合　千尋

河合千尋公認会計士事務所 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2号  ヘリオス関内ビル4階　ベイサイド・パートナーズ会計事務所内

kenji@ms02.jicpa.or.jp 045-663-2075

中家　華江

公認会計士中家華江事務所 神奈川県横浜市中区海岸通4丁目23番　マリンビル904

79/157



※本リストは、社会福祉法人又は医療法人等が、業務を依頼する公認会計士等の選定の
参考とするために作成されたものであり、当該目的以外での利用は禁止しています。※

3031647 〒 231-0023 神奈川県 神奈川県会

会員

3013718 〒 231-0862 神奈川県 神奈川県会

会員

3018428 〒 231-0862 神奈川県 神奈川県会

会員

3009166 〒 231-0013 神奈川県 神奈川県会

会員

3007422 〒 231-0016 神奈川県 神奈川県会

会員

3013328 〒 231-0006 神奈川県 神奈川県会

会員

3031021 〒 231-0021 神奈川県 神奈川県会

会員

3005623 〒 231-0021 神奈川県 神奈川県会

会員

3017540 〒 231-0021 神奈川県 神奈川県会

会員

3036158 〒 231-0021 神奈川県 神奈川県会

会員

3015648 〒 231-0015 神奈川県 神奈川県会

会員

3013941 〒 231-0032 神奈川県 神奈川県会

会員

3005323 〒 231-0005 神奈川県 神奈川県会

会員

3007146 〒 231-0005 神奈川県 神奈川県会

会員

3027573 〒 230-0021 神奈川県 神奈川県会

会員

XJH14997@ms01.jicpa.or.jp 090-1609-0521

太田　眞晴

太田公認会計士事務所 神奈川県横浜市中区住吉町4丁目45番地1　関内トーセイビルⅡ

XUR10571@ms01.jicpa.or.jp 045-664-1454

星　牧人

星公認会計士事務所 神奈川県横浜市中区山手町35番地9

natakeu@ms01.jicpa.or.jp 045-438-9757

岡本　好生

公認会計士岡本好生事務所 神奈川県横浜市中区山手町222番地13

竹内　直樹

監査法人シドー 神奈川県横浜市中区山下町74番地1　大和地所ビル

ikagawathree@ms02.jicpa.or.jp 045-641-7017

藏本　隆

藏本公認会計士事務所 神奈川県横浜市中区尾上町4丁目57　横浜尾上町ビル4階

kanako.sakurayama@ms02.jicpa.or.jp 045-641-7017

五十川　正統

奥津公認会計士共同事務所 神奈川県横浜市中区日本大通15番地　横浜朝日会館

t.okutsu@ms01.jicpa.or.jp 045-641-7017

櫻山　加奈子

奥津公認会計士共同事務所 神奈川県横浜市中区日本大通15番地　横浜朝日会館

奥津　勉

奥津公認会計士共同事務所 神奈川県横浜市中区日本大通15番地　横浜朝日会館

XTJ10216@ms02.jicpa.or.jp 045-650-4416

神戸　政之

奥津公認会計士共同事務所 神奈川県横浜市中区日本大通15番地  横浜朝日会館

tadashi@ms01.jicpa.or.jp 045-681-7652

金子　元

金子元公認会計士事務所 神奈川県横浜市中区南仲通4丁目46番地1　ラパンビルⅡ502

小倉　正

公認会計士小倉正事務所 神奈川県横浜市中区真砂町4丁目43番地　木下商事ビル3F

masahiro.suzuki@ms01.jicpa.or.jp 090-9850-1194

鈴木　正裕

鈴木正裕公認会計士事務所 神奈川県横浜市鶴見区市場上町10番51-320号

nbo2497@ms01.jicpa.or.jp 045-661-1510

髙野　伊久男

髙野伊久男公認会計士事務所 神奈川県横浜市中区本町4丁目41番地　D'グラフォート横浜501

kscpa@ms02.jicpa.or.jp 046-823-9140

伊藤　暢朗

公認会計士伊藤暢朗事務所 神奈川県横浜市中区本町3丁目30番地　横浜平和ビル9階

酒井　啓一

酒井啓一公認会計士事務所 神奈川県横浜市中区不老町3丁目15番地1  アーベインルネス長者町1007号室
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3011882 〒 224-0028 神奈川県 神奈川県会

会員

3017783 〒 224-0023 神奈川県 神奈川県会

会員

3019259 〒 224-0029 神奈川県 神奈川県会

会員

3006389 〒 224-0029 神奈川県 神奈川県会

会員

3007645 〒 232-0011 神奈川県 神奈川県会

会員

3008936 〒 232-0066 神奈川県 神奈川県会

会員

3018401 〒 240-0026 神奈川県 神奈川県会

会員

3006856 〒 240-0045 神奈川県 神奈川県会

会員

3007445 〒 240-0044 神奈川県 神奈川県会

会員

3005644 〒 226-0016 神奈川県 神奈川県会

会員

3008313 〒 247-0051 神奈川県 神奈川県会

会員

3013703 〒 248-0035 神奈川県 神奈川県会

会員

3031053 〒 248-0007 神奈川県 神奈川県会

会員

3032586 〒 253-0062 神奈川県 神奈川県会

会員

3031045 〒 253-0042 神奈川県 神奈川県会

会員

森　哲哉

森公認会計士事務所 神奈川県横浜市都筑区南山田3丁目24番1-305号

荒井　清志

荒井清志公認会計士事務所 神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目17番6号

岩下　稲子

岩下稲子公認会計士事務所 神奈川県横浜市都筑区大棚西3番4-1101号

石塚　久晴

公認会計士石塚久晴事務所 神奈川県横浜市緑区霧が丘2丁目12番地5

入澤　秀明

入澤秀明公認会計士事務所 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町956番地2

yzawayasuko02@ms02.jicpa.or.jp 045-716-4725

長峯　德積

公認会計士長峯德積事務所 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町471番地の2　上星川ガーデンコート910号

XFE06156@ms02.jicpa.or.jp 045-711-1334

栁澤　泰子

公認会計士栁澤泰子事務所 神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂2丁目24番12-3号

田村　貞子

公認会計士田村事務所 神奈川県横浜市南区六ツ川1丁目70番2-504

imac@ms01.jicpa.or.jp 045-594-2955

猪鼻　久義

公認会計士猪鼻会計事務所 神奈川県横浜市南区日枝町1丁目12番地

mrttsy@ms02.jicpa.or.jp 045-520-7900

岩崎　雅樹

公認会計士岩崎雅樹事務所 神奈川県横浜市都筑区南山田3丁目33番5号

平手　政孝

平手政孝公認会計士事務所 神奈川県茅ヶ崎市本村4丁目17番30号

takumashimotsubo@ms02.jicpa.or.jp 090-4832-5732

青木　大祥

青木大祥公認会計士事務所 神奈川県茅ヶ崎市浜見平14番4-502号

akamatsukk@ms01.jicpa.or.jp 080-1326-1514

下坪　巧真

下坪公認会計士事務所 神奈川県鎌倉市大町1丁目6番20号

赤松　育子

赤松育子公認会計士事務所 神奈川県鎌倉市西鎌倉1丁目7番20号

林　一雅

林公認会計士事務所 神奈川県鎌倉市岩瀬310番地　藤和鎌倉岩瀬ホームズ707
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3013248 〒 240-0111 神奈川県 神奈川県会

会員

3038486 〒 250-0045 神奈川県 神奈川県会

会員

3023282 〒 250-0875 神奈川県 神奈川県会

会員

3008410 〒 257-0052 神奈川県 神奈川県会

会員

3018378 〒 259-1305 神奈川県 神奈川県会

会員

3016170 〒 249-0005 神奈川県 神奈川県会

会員

3012663 〒 216-0004 神奈川県 神奈川県会

会員

3019292 〒 212-0014 神奈川県 神奈川県会

会員

3026000 〒 212-0014 神奈川県 神奈川県会

会員

3019086 〒 212-0014 神奈川県 神奈川県会

会員

3014254 〒 212-0013 神奈川県 神奈川県会

会員

3008633 〒 213-0032 神奈川県 神奈川県会

会員

3019791 〒 213-0001 神奈川県 神奈川県会

会員

3010869 〒 213-0002 神奈川県 神奈川県会

会員

3033591 〒 213-0013 神奈川県 神奈川県会

会員

kbunno@ms02.jicpa.or.jp 045-975-2807

江成　結己

江成結己公認会計士事務所 神奈川県小田原市城山3丁目25番23号　税理士法人エナリ内

文野　清正

文野清正公認会計士事務所 神奈川県三浦郡葉山町一色1345番地の1

takafumi.koga@ms01.jicpa.or.jp 044-555-5411

村井　淳也

公認会計士村井淳也事務所 神奈川県川崎市幸区大宮町18番地2　ナイスアーバンプラザ川崎2F-18　村井法律会計事務所内

ryuzaki@ms01.jicpa.or.jp 080-8827-5485

古賀　崇文

古賀崇文公認会計士事務所 神奈川県川崎市幸区大宮町17番地12

龍崎　則久

龍崎則久公認会計士事務所 神奈川県川崎市宮前区鷺沼1丁目5番地1号  エンゼル鷺沼401

yosugihara78@ms01.jicpa.or.jp 0463-87-0878

石黒　徹哉

石黒徹哉公認会計士事務所 神奈川県逗子市桜山4丁目2番25号　杉山ビル2階

杉原　陽

杉原公認会計士事務所 神奈川県秦野市堀川247番地3

k.sasaki.1155@ms01.jicpa.or.jp 0465-47-1155

石井　一裕

公認会計士石井一裕事務所 神奈川県秦野市上今川町4番11号　桜橋ビル3階

XYD37792@ms02.jicpa.or.jp 0465-24-3311

佐々木　健吾

佐々木健吾公認会計士事務所 神奈川県小田原市南鴨宮2丁目30番4号

ichinosawa.tsuyoshi@ms01.jicpa.or.jp 03-3922-4106

minoruto@ms02.jicpa.or.jp 044-833-4361

市野澤　剛士

市野澤公認会計士事務所 神奈川県川崎市高津区末長1丁目9番1-706号　スタイリオ梶が谷

yusuke28@ms02.jicpa.or.jp 080-5086-9834

戸張　実

公認会計士戸張実事務所 神奈川県川崎市高津区二子5丁目1番15号　溝口ビル2階

Masterh225@ms02.jicpa.or.jp 070-4084-9841

細野　祐介

細野祐介公認会計士事務所 神奈川県川崎市高津区溝口5丁目20番13-201号

原　一浩

原公認会計士事務所 神奈川県川崎市高津区久地1丁目23番地1号　ヴィラ510　205号室

shigenori.aoki@ms02.jicpa.or.jp 090-4936-8647

佐藤　敏郎

公認会計士佐藤敏郎事務所 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア西館5階W503

XXJ31109@ms02.jicpa.or.jp 045-582-1340

青木　重典

青木重典公認会計士事務所 神奈川県川崎市幸区大宮町26番地3　アーベインビオ川崎3-1007
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3007715 〒 210-0007 神奈川県 神奈川県会

会員

3030183 〒 210-0006 神奈川県 神奈川県会

会員

3015646 〒 210-0005 神奈川県 神奈川県会

会員

3021632 〒 211-0063 神奈川県 神奈川県会

会員

3024297 〒 211-0063 神奈川県 神奈川県会

会員

3035292 〒 211-0005 神奈川県 神奈川県会

会員

3005359 〒 215-0017 神奈川県 神奈川県会

会員

3009447 〒 215-0014 神奈川県 神奈川県会

会員

3020044 〒 252-0241 神奈川県 神奈川県会

会員

3027979 〒 252-0303 神奈川県 神奈川県会

会員

3020924 〒 242-0002 神奈川県 神奈川県会

会員

3027456 〒 242-0017 神奈川県 神奈川県会

会員

3023904 〒 242-0007 神奈川県 神奈川県会

会員

3015359 〒 251-0862 神奈川県 神奈川県会

会員

3036703 〒 251-0025 神奈川県 神奈川県会

会員

野中　茂

野中公認会計士事務所 神奈川県川崎市川崎区駅前本町14番地5

yoshito@ms02.jicpa.or.jp 080-7007-7670

畝井　俊樹

畝井公認会計士事務所 神奈川県川崎市麻生区白山4丁目1番2-420号

shinji.yamamoto1212@ms02.jicpa.or.jp 03-6300-6897

中村　義人

中村義人公認会計士事務所 神奈川県川崎市麻生区王禅寺西5丁目20番2号

山本　真嗣

山本公認会計士事務所 神奈川県川崎市中原区新丸子町915番20号　大樹生命武蔵小杉ビル3F

高野　寛之

高野寛之公認会計士事務所 神奈川県川崎市中原区小杉町3丁目1501番地2　プラウドタワー武蔵小杉610

satoshi.kikuchi@ms01.jicpa.or.jp

小澤　朋人

小澤朋人公認会計士事務所 神奈川県川崎市中原区小杉町1丁目403番10号215

菊池　哲史

菊池哲史公認会計士事務所 神奈川県川崎市川崎区東田町2番19　エステムプラザ川崎901

山口　哲生

山口公認会計士事務所 神奈川県川崎市川崎区砂子1丁目1番14号　JTB川崎共同ビル2階　税理士法人エフプラス内

cpanagai@ms02.jicpa.or.jp 0466-21-7530

中尾　隆史

中尾公認会計士事務所 神奈川県藤沢市鵠沼石上1丁目1番15号　藤沢リラビル4F　TAO税理士法人内

XEY20380@ms02.jicpa.or.jp 080-2015-7511

永井　俊二

公認会計士永井会計事務所 神奈川県藤沢市稲荷1丁目9番52-2号

musashi.katayama@ms01.jicpa.or.jp 046-200-5634

中島　英明

公認会計士中島英明事務所 神奈川県大和市中央林間6丁目7番3号

nobo@ms02.jicpa.or.jp 090-8747-9131

片山　武蔵

片山武蔵公認会計士事務所 神奈川県大和市大和東1丁目2番1号　大和スカイビル5階

shiro@ms01.jicpa.or.jp 090-4051-1385

小倉　昇

小倉昇公認会計士事務所 神奈川県大和市つきみ野6丁目7番地22

望月　史郎

望月史郎公認会計士事務所 神奈川県相模原市南区相模大野3丁目1番2-1006号

小形　剛央

小形剛央公認会計士事務所 神奈川県相模原市中央区横山台2丁目9番17号　税理士法人小形会計事務所内

ichirankawai13@ms02.jicpa.or.jp 080-5300-6188
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3019610 〒 251-0026 神奈川県 神奈川県会

会員

3027180 〒 251-0052 神奈川県 神奈川県会

会員

3011441 〒 251-0052 神奈川県 神奈川県会

会員

3004193 〒 254-0043 神奈川県 神奈川県会

会員

3033547 〒 254-0043 神奈川県 神奈川県会

会員

3007167 〒 254-0043 神奈川県 神奈川県会

会員

3014733 〒 254-0821 神奈川県 神奈川県会

会員

3030283 〒 254-0812 神奈川県 神奈川県会

会員

3026023 〒 259-1217 神奈川県 神奈川県会

会員

3007195 〒 254-0051 神奈川県 神奈川県会

会員

3030305 〒 160-0023 東京都 東海会

会員

3012573 〒 163-0231 東京都 東海会

会員

3021852 〒 100-8360 東京都 東海会

会員

3020729 〒 102-0072 東京都 東海会

会員

3017140 〒 501-6301 岐阜県 東海会

会員

XWK04552@ms02.jicpa.or.jp 0463-22-6900

守泉　誠

守泉公認会計士事務所 神奈川県平塚市黒部丘22番20号

XJS20913@ms01.jicpa.or.jp 0463-22-5559

相原　光治

相原公認会計士事務所 神奈川県平塚市紅谷町9番1　リーデンスタワー湘南平塚202号

XMN02146@ms02.jicpa.or.jp 0463-22-5559

栗原　洋子

公認会計士栗原嘉和事務所 神奈川県平塚市紅谷町16番12号

栗原　嘉和

公認会計士栗原嘉和事務所 神奈川県平塚市紅谷町16番12号

XYF28481@ms01.jicpa.or.jp 0466-52-5042

林　雄一郎

林公認会計士事務所 神奈川県藤沢市藤沢551番地の1　日進ビル4階

uzmaki@ms01.jicpa.or.jp 090-6318-1550

日色　誠

公認会計士共同事務所日比谷パートナーズ 神奈川県藤沢市藤沢520番地の6　カーニープレイス藤沢3F㈱湘南ビジネスマネジメント内

成戸　雄一郎

成戸雄一郎公認会計士事務所 神奈川県藤沢市鵠沼東2番3-801号

中村　謙介

みおぎ監査法人 東京都千代田区飯田橋1丁目7番10号山京ビル

香田　浩一

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  丸の内二重橋ビルディング

ksuzuki0712@ms02.jicpa.or.jp 070-5555-8063

武井　正彦

かがやき監査法人 東京事務所 東京都新宿区西新宿2丁目6番1号新宿住友ビル31Ｆ

XBL04575@ms01.jicpa.or.jp 080-4165-7195

鈴木　啓太

三優監査法人 東京都新宿区西新宿1丁目24番1号エステック情報ビル15階

yoshitaka.matsumoto@ms02.jicpa.or.jp 080-5684-9377

上田　秀一

上田秀一公認会計士事務所 神奈川県平塚市豊原町6番3号

松本　芳樹

公認会計士松本芳樹事務所 神奈川県平塚市長持230番地8

山﨑　恭一

山﨑公認会計士事務所 神奈川県平塚市松風町27番42号

akira.hayashi@ms01.jicpa.or.jp 090-7302-1490

kensuke.nakamura@ms02.jicpa.or.jp 080-1000-3453

林　享

林享公認会計士事務所 岐阜県羽島市舟橋町宮北5丁目60番地
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3025395 〒 501-6244 岐阜県 東海会

会員

3019616 〒 501-6254 岐阜県 東海会

会員

3027015 〒 509-0146 岐阜県 東海会

会員

3018774 〒 504-0945 岐阜県 東海会

会員

3010974 〒 501-3244 岐阜県 東海会

会員

3012599 〒 500-8463 岐阜県 東海会

会員

3018750 〒 500-8276 岐阜県 東海会

会員

3008990 〒 502-0844 岐阜県 東海会

会員

3035376 〒 501-0112 岐阜県 東海会

会員

3023690 〒 500-8869 岐阜県 東海会

会員

3016358 〒 500-8816 岐阜県 東海会

会員

3023748 〒 502-0847 岐阜県 東海会

会員

3021136 〒 502-0802 岐阜県 東海会

会員

3031578 〒 502-0052 岐阜県 東海会

会員

3016706 〒 502-0082 岐阜県 東海会

会員

CPAHAYA630925@ms01.jicpa.or.jp 0575-22-3108

坪井　敦

公認会計士坪井敦事務所 岐阜県岐阜市加納新本町4丁目4番地

akihito.tanaka@ms02.jicpa.or.jp 090-7189-9168

林　隆一

林公認会計士事務所 岐阜県関市西福野町2丁目6番9号

田中　昭仁

公認会計士田中昭仁事務所岐阜事務所 岐阜県各務原市那加日新町3丁目11番地

hanamura.takahiro@ms01.jicpa.or.jp 090-1622-3658

笠井　正法

笠井正法公認会計士事務所 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町2丁目103番地

花村　崇裕

公認会計士花村崇裕事務所 岐阜県羽島市福寿町本郷2丁目136番地

花村　亨

公認会計士花村亨事務所 岐阜県羽島市竹鼻町丸の内943番地の2

額谷　武士

積善公認会計士共同事務所 岐阜県岐阜市打越546番地の2　税理士法人TACT高井法博会計事務所内

XHW13034@ms02.jicpa.or.jp 090-7179-7498

工藤　玲司

工藤玲司公認会計士事務所 岐阜県岐阜市早田栄町5丁目14番地　ダイアパレス金華橋902号室

後藤　篤志

公認会計士後藤会計事務所 岐阜県岐阜市菅原町3丁目15番地

水野　晋一

水野晋一公認会計士事務所 岐阜県岐阜市元宮町2丁目19番地

XVP06207@ms01.jicpa.or.jp 058-233-1209

服部　晃児

服部晃児公認会計士会計事務所 岐阜県岐阜市鏡島精華1丁目3番17号　岐陽第一ビル8F南号室　服部尚樹税理士事務所内

hide1021@ms02.jicpa.or.jp 058-272-1980

桑原　雅行

桑原雅行公認会計士事務所 岐阜県岐阜市岩倉町3丁目73番地

XXG09539@ms01.jicpa.or.jp 058-278-3602

山田　英貴

山田英貴公認会計士事務所 岐阜県岐阜市加納南陽町2丁目55番地3 山田清税理士事務所内

山田　英脩

公認会計士山田会計事務所 岐阜県岐阜市長良東2丁目37番地　RSDビル3階北号室

Takeshi.nukaya@ms01.jicpa.or.jp 058-233-3333

渡部　晋吾

渡部公認会計士事務所 岐阜県岐阜市長良小松町2丁目1番地
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3013745 〒 500-8359 岐阜県 東海会

会員

3034098 〒 501-0222 岐阜県 東海会

会員

3026278 〒 501-0231 岐阜県 東海会

会員

3029378 〒 509-6104 岐阜県 東海会

会員

3027865 〒 507-0027 岐阜県 東海会

会員

3016666 〒 503-0864 岐阜県 東海会

会員

3014999 〒 503-0973 岐阜県 東海会

会員

3008333 〒 501-3754 岐阜県 東海会

会員

3008021 〒 503-2121 岐阜県 東海会

会員

3025754 〒 501-0523 岐阜県 東海会

会員

3029738 〒 411-0941 静岡県 東海会

会員

3028378 〒 411-0941 静岡県 東海会

会員

3008986 〒 410-0832 静岡県 東海会

会員

3009725 〒 410-0884 静岡県 東海会

会員

3021633 〒 425-0026 静岡県 東海会

会員

滝　文謙

滝公認会計士事務所 岐阜県多治見市上野町3丁目46番地

takaya.kimura@ms02.jicpa.or.jp 058-337-5087

西山　義人

西山義人公認会計士事務所 岐阜県瑞浪市山田町517番地の9

木村　太哉

木村太哉公認会計士事務所 岐阜県瑞穂市野白新田155番地

suwa@ms02.jicpa.or.jp 058-275-6503

藤墳　朋

藤墳朋公認会計士事務所 岐阜県瑞穂市別府2449番地1

諏訪　直樹

監査法人アンビシャス 岐阜県岐阜市六条北4丁目3番5号

平野　巧

平野巧公認会計士事務所 静岡県駿東郡長泉町上土狩687番地の1

wakaharakaikei@ms01.jicpa.or.jp 0585-32-2076

上杉　昌代

上杉昌代公認会計士事務所 静岡県駿東郡長泉町上土狩538番地の5

0584-23-2162

若原　幸秋

若原幸秋公認会計士事務所 岐阜県揖斐郡大野町大字下方590番地1

saria@ms01.jicpa.or.jp 0575-33-0567

澁谷　英司

澁谷英司公認会計士事務所 岐阜県不破郡垂井町2309番地の4

manabu.inoue@ms02.jicpa.or.jp 090-4116-2048

牛丸　正詞

公認会計士牛丸正詞事務所 岐阜県美濃市さくらケ丘1丁目2番1号

yasunari.suzuki@ms02.jicpa.or.jp 0584-76-0293

井上　学

井上学公認会計士事務所 岐阜県大垣市木戸町200番地101

fumi1020@ms01.jicpa.or.jp 090-9931-9799

鈴木　康也

鈴木康也公認会計士事務所 岐阜県大垣市南頬町1丁目12番地

katakawakaikei@ms01.jicpa.or.jp 054-628-2626

khb00772@ms01.jicpa.or.jp 055-961-2050

片川　和樹

片川公認会計士事務所 静岡県焼津市焼津1丁目13番5号

XHG06203@ms01.jicpa.or.jp 055-931-4611

久松　但

久松但公認会計士事務所 静岡県沼津市本町15番地1

山本　豊一

公認会計士山本豊一会計事務所 静岡県沼津市御幸町7番16号
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3009170 〒 425-0035 静岡県 東海会

会員

3030736 〒 420-0042 静岡県 東海会

会員

3011189 〒 420-0031 静岡県 東海会

会員

3010331 〒 420-0857 静岡県 東海会

会員

3012936 〒 420-0852 静岡県 東海会

会員

3014306 〒 420-0852 静岡県 東海会

会員

3018062 〒 420-0852 静岡県 東海会

会員

3022718 〒 420-0852 静岡県 東海会

会員

3025361 〒 420-0852 静岡県 東海会

会員

3026970 〒 420-0852 静岡県 東海会

会員

3027336 〒 420-0852 静岡県 東海会

会員

3033454 〒 420-0852 静岡県 東海会

会員

3033563 〒 420-0852 静岡県 東海会

会員

3034086 〒 420-0852 静岡県 東海会

会員

3027380 〒 420-0039 静岡県 東海会

会員

XSF08234@ms02.jicpa.or.jp 054-221-4881

村上　徹

村上公認会計士事務所 静岡県静岡市葵区御幸町11番地8　レイアップ御幸町ビル2F

054-273-8091

杉原　賢一

公認会計士杉原賢一事務所 静岡県静岡市葵区呉服町2丁目9番地の8  杉原ビル2階

kinchan@ms01.jicpa.or.jp 054-669-8695

朝倉　慈泰

朝倉慈泰公認会計士事務所 静岡県静岡市葵区駒形通1丁目1番12-701号

大橋　金行

公認会計士大橋金行事務所 静岡県焼津市東小川7丁目9番1号

054-273-8091

金指　充彦

有限責任監査法人トーマツ 静岡事務所 静岡県静岡市葵区紺屋町17番地の1　葵タワー

054-273-8091

前田　尚彦

有限責任監査法人トーマツ 静岡事務所 静岡県静岡市葵区紺屋町17番地の1　葵タワー

054-273-8091

太田　裕司

有限責任監査法人トーマツ 静岡事務所 静岡県静岡市葵区紺屋町17番地の1　葵タワー

054-273-8091

嶋田　聖

有限責任監査法人トーマツ 静岡事務所 静岡県静岡市葵区紺屋町17番地の1　葵タワー

054-273-8091

鈴木　由希

有限責任監査法人トーマツ 静岡事務所 静岡県静岡市葵区紺屋町17番地の1　葵タワー

054-273-8091

城　裕貴

有限責任監査法人トーマツ 静岡事務所 静岡県静岡市葵区紺屋町17番地の1　葵タワー

t.murakami1125@ms01.jicpa.or.jp 090-3680-9895

郷右近　隆也

有限責任監査法人トーマツ 静岡事務所 静岡県静岡市葵区紺屋町17番地の1　葵タワー

054-273-8091

平原　聡基

平原聡基公認会計士事務所 静岡県静岡市葵区上石町4番地の2　1階

054-273-8091

石田　愛美

有限責任監査法人トーマツ 静岡事務所 静岡県静岡市葵区紺屋町17番地の1　葵タワー

054-273-8091

川副　和也

有限責任監査法人トーマツ 静岡事務所 静岡県静岡市葵区紺屋町17番地の1　葵タワー

054-273-8091

登坂　浩光

有限責任監査法人トーマツ 静岡事務所 静岡県静岡市葵区紺屋町17番地の1　葵タワー
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3028979 〒 420-0037 静岡県 東海会

会員

3026379 〒 420-0886 静岡県 東海会

会員

3014438 〒 420-0858 静岡県 東海会

会員

3029037 〒 420-0867 静岡県 東海会

会員

3012397 〒 420-0876 静岡県 東海会

会員

3022372 〒 420-0004 静岡県 東海会

会員

3018341 〒 420-0007 静岡県 東海会

会員

3012530 〒 422-8067 静岡県 東海会

会員

3005193 〒 422-8063 静岡県 東海会

会員

3009316 〒 424-0886 静岡県 東海会

会員

3016681 〒 428-0018 静岡県 東海会

会員

3016244 〒 426-0071 静岡県 東海会

会員

3015239 〒 438-0071 静岡県 東海会

会員

3022306 〒 432-8005 静岡県 東海会

会員

3024633 〒 432-8061 静岡県 東海会

会員

XFG23665@ms01.jicpa.or.jp 054-294-7690

大須賀　壮人

大須賀壮人公認会計士事務所 静岡県静岡市葵区伝馬町1番地の2　ホテルシティオ静岡3階3号

054-273-8091

吉村　峰仙

吉村峰仙公認会計士事務所 静岡県静岡市葵区大岩2丁目43番12号　メゾンi＆i 101

鈴木　一貴

鈴木一貴公認会計士事務所 静岡県静岡市葵区人宿町2丁目6番地の5

XKN02867@ms01.jicpa.or.jp 054-287-2511

浅野　裕史

浅野裕史公認会計士事務所 静岡県静岡市清水区草薙3丁目27番5号

池谷　爽偉

公認会計士池谷爽偉事務所 静岡県静岡市駿河区馬渕2丁目5番11号　爽ビル2階

t.kawamata@ms01.jicpa.or.jp 054-689-3590

兼髙　則之

公認会計士兼髙会計事務所 静岡県静岡市駿河区南町4番31号

mshiratori@ms01.jicpa.or.jp 054-374-5087

河俣　貴之

河俣公認会計士事務所 静岡県静岡市葵区柳町74番地の3

XDR09352@ms02.jicpa.or.jp 054-253-2428

白鳥　三和子

白鳥三和子公認会計士事務所 静岡県静岡市葵区末広町67番地の2

054-273-8091

戸谷　雄一

戸谷雄一公認会計士事務所 静岡県静岡市葵区平和1丁目2番8号　シャルマン裕303号

054-273-8091

水鳥　敬広

水鳥敬広公認会計士事務所 静岡県静岡市葵区馬場町91番地　山名屋ビル306号

takeshi.amano@ms02.jicpa.or.jp 053-449-2894

shunsuke.harada@ms01.jicpa.or.jp

天野　丈

天野丈公認会計士事務所 静岡県浜松市西区入野町4706番地の7

yoriyokuikiru@ms01.jicpa.or.jp 0538-35-8205

原田　俊輔

原田俊輔公認会計士事務所 静岡県浜松市西区神ケ谷町7874番地の1

054-273-8091

中野　純

公認会計士中野純事務所 静岡県磐田市今之浦4丁目17の10

滝　義広

滝義広公認会計士事務所 静岡県藤枝市志太5丁目5番3号

054-273-8091

髙宮　春樹

公認会計士髙宮春樹事務所 静岡県島田市金谷根岸町99番地の25
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3021821 〒 430-0901 静岡県 東海会

会員

3028664 〒 432-8023 静岡県 東海会

会員

3022686 〒 432-8023 静岡県 東海会

会員

3024883 〒 432-8013 静岡県 東海会

会員

3005692 〒 430-0907 静岡県 東海会

会員

3013051 〒 430-0929 静岡県 東海会

会員

3009713 〒 430-0929 静岡県 東海会

会員

3030885 〒 430-0928 静岡県 東海会

会員

3017169 〒 430-7721 静岡県 東海会

会員

3016201 〒 430-0919 静岡県 東海会

会員

3019714 〒 431-3102 静岡県 東海会

会員

3029737 〒 431-3102 静岡県 東海会

会員

3032890 〒 431-3126 静岡県 東海会

会員

3022461 〒 434-0014 静岡県 東海会

会員

3027261 〒 433-8105 静岡県 東海会

会員

michitake.hikida.cpa@ms01.jicpa.or.jp 090-6460-4496

鈴木　教史

鈴木教史公認会計士事務所 静岡県浜松市中区鴨江2丁目7番30号

疋田　通丈

疋田通丈公認会計士事務所 静岡県浜松市中区曳馬1丁目7番13号  加藤第一ビル2階

uchiyama.kra@ms02.jicpa.or.jp 053-525-9123

松本　次郎

ＥＹ新日本有限責任監査法人 浜松事務所 静岡県浜松市中区板屋町111番地2 浜松アクトタワー

XAP06874@ms02.jicpa.or.jp 090-1986-0297

内山　瑛

内山瑛公認会計士事務所 静岡県浜松市中区板屋町101番地の10　伊藤ビル2階

takeki.yamada@ms02.jicpa.or.jp 053-525-9227

岩田　礼司

ときわ監査法人 静岡県浜松市中区中央１丁目8番25号

山田　剛己

山田公認会計士事務所 静岡県浜松市中区中央1丁目18番4号　ウィステリアピーク102号

goasis0206@ms01.jicpa.or.jp 053-454-9315

田中　範雄

田中公認会計士共同事務所 静岡県浜松市中区高林3丁目12番13号

shinichi.a.sato@ms01.jicpa.or.jp 053-555-4942

佐藤　豪

佐藤豪公認会計士事務所 静岡県浜松市中区広沢1丁目3番11号　

佐藤　信一

佐藤信一公認会計士事務所 静岡県浜松市中区鴨江3丁目51番2号　大石ビル2階

naoki.katada@ms02.jicpa.or.jp 053-586-2003

坂田　妃佐恵

坂田妃佐恵公認会計士事務所 静岡県浜松市北区三方原町993番地の5

片田　直樹

片田直樹公認会計士事務所 静岡県浜松市浜北区本沢合189番地の2

舞谷　憲太郎

舞谷憲太郎公認会計士事務所 静岡県浜松市東区有玉台2丁目35番3号

053-525-9227

石巻　幹子

公認会計士浜松国際共同事務所 静岡県浜松市東区豊西町1888番地　アカウントハウス

山田　夏子

公認会計士浜松国際共同事務所 静岡県浜松市東区豊西町1888番地　アカウントハウス

jirou.matsumoto@ms02.jicpa.or.jp 0532-57-7411

鎌田　将行

鎌田将行公認会計士事務所 静岡県浜松市中区野口町222番地
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3006154 〒 416-0943 静岡県 東海会

会員

3006274 〒 416-0952 静岡県 東海会

会員

3009599 〒 417-0061 静岡県 東海会

会員

3027873 〒 417-0061 静岡県 東海会

会員

3009723 〒 416-0914 静岡県 東海会

会員

3005941 〒 490-1222 愛知県 東海会

会員

3022529 〒 444-1154 愛知県 東海会

会員

3024612 〒 446-0034 愛知県 東海会

会員

3030293 〒 491-0858 愛知県 東海会

会員

3029957 〒 491-0037 愛知県 東海会

会員

3035326 〒 444-0071 愛知県 東海会

会員

3021636 〒 444-0826 愛知県 東海会

会員

3009718 〒 444-0035 愛知県 東海会

会員

3014644 〒 444-0833 愛知県 東海会

会員

3009884 〒 444-0031 愛知県 東海会

会員

古郡　芳和

公認会計士税理士古郡芳和会計事務所 静岡県富士市下横割59番地の3

tomsbrumes3911@ms02.jicpa.or.jp 090-4408-4759

石川　忠比古

石川忠比古公認会計士事務所 愛知県安城市南町17番11号

XHK03475@ms01.jicpa.or.jp 080-3071-3839

鈴木　智也

鈴木智也公認会計士事務所 愛知県安城市桜井町下谷32番地

kunimitsu.ito@ms01.jicpa.or.jp 0545-67-1570

堀江　正樹

公認会計士堀江正樹会計事務所 愛知県あま市木田南屋敷11番地

shiotaka.1002@ms01.jicpa.or.jp 090-2615-0137

伊藤　邦光

伊藤公認会計士事務所 静岡県富士市本町15番1号　松柏堂ビル

XGD06770@ms02.jicpa.or.jp 0545-53-0400

塩﨑　崇文

塩﨑崇文公認会計士事務所 静岡県富士市伝法3179番地1

0545-65-4011

杉山　昌義

杉山昌義公認会計士事務所 静岡県富士市伝法1524番地の1

XVH03652@ms02.jicpa.or.jp 0545-64-2660

長岡　路子

公認会計士長岡路子事務所 静岡県富士市青葉町498番地

naito54cpa@ms02.jicpa.or.jp 0564-59-2700

柴田　匡司

柴田匡司公認会計士事務所 愛知県岡崎市梅園町字寺裏3番地1

mn243719@ms01.jicpa.or.jp 0564-21-5644

内藤　公士

内藤公認会計士事務所 愛知県岡崎市柱曙1丁目9番地12

nkudokaikei@ms02.jicpa.or.jp 0564-74-0892

野村　政弘

公認会計士野村政弘事務所 愛知県岡崎市菅生町字菅生38番地1

XEP36970@ms01.jicpa.or.jp 090-8324-9754

工藤　則行

工藤則行公認会計士事務所 愛知県岡崎市若松町字伝兵衛屋敷1番地13

近藤　英世

近藤公認会計士事務所 愛知県岡崎市稲熊町字3丁目56番地1

山田　将光

山田将光公認会計士事務所 愛知県一宮市貴船1丁目4番15号

長谷川　真也

長谷川公認会計士事務所 愛知県一宮市栄4丁目1番5号　エースリービル3階

XUF07036@ms02.jicpa.or.jp 0564-24-8000
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3007021 〒 444-0877 愛知県 東海会

会員

3017190 〒 444-0879 愛知県 東海会

会員

3017229 〒 443-0043 愛知県 東海会

会員

3015681 〒 443-0013 愛知県 東海会

会員

3012234 〒 443-0011 愛知県 東海会

会員

3003930 〒 486-0929 愛知県 東海会

会員

3019694 〒 486-0805 愛知県 東海会

会員

3008718 〒 485-0011 愛知県 東海会

会員

3030315 〒 485-0011 愛知県 東海会

会員

3010170 〒 485-0023 愛知県 東海会

会員

3021004 〒 489-0982 愛知県 東海会

会員

3013183 〒 489-0909 愛知県 東海会

会員

3031289 〒 489-0809 愛知県 東海会

会員

3023753 〒 452-0901 愛知県 東海会

会員

3012222 〒 452-0905 愛知県 東海会

会員

kidkik@ms01.jicpa.or.jp 0568-31-0562

亀井　保宏

亀井保宏公認会計士事務所 愛知県春日井市岩野町1丁目171番地

XKG09204@ms02.jicpa.or.jp 0533-66-1578

貴田　永克

貴田永克公認会計士事務所 愛知県春日井市旭町2丁目10番地の2

amagi@ms01.jicpa.or.jp 0532-31-5111

舩井　宏昌

舩井公認会計士事務所 愛知県蒲郡市豊岡町満土呂23番地

miyuki.minamiru@ms02.jicpa.or.jp 090-9370-6195

天城　武治

天城公認会計士事務所 愛知県蒲郡市大塚町丸山128番地

皆見　幸

皆見幸公認会計士事務所 愛知県蒲郡市元町4番17号

h.suzuki@ms02.jicpa.or.jp 0564-51-8474

渡邉　研司

林公認会計士事務所 愛知県岡崎市竜美中2丁目3番地14

鈴木　人史

公認会計士鈴木人史事務所 愛知県岡崎市竜美旭町4番地1

新　知大

新知大公認会計士事務所 愛知県清須市阿原八幡105番地1  グレイスカーサ205

XFR10086@ms02.jicpa.or.jp 090-1781-1565

村上　創太

村上公認会計士事務所 愛知県瀬戸市共栄通4丁目24番地　YUSHINビル2C

waka1212@ms02.jicpa.or.jp 090-9926-9485

金丸　久高

金丸公認会計士事務所 愛知県瀬戸市みずの坂2丁目121番地

yuktakagi@ms02.jicpa.or.jp 090-4868-5293

若原　芳治

若原公認会計士事務所 愛知県瀬戸市さつき台1丁目4番地　ピアオザワビル3階

髙木　由香里

公認会計士髙木由香里事務所 愛知県小牧市大字北外山561番地11 澁谷方

平手　健一

平手健一公認会計士事務所 愛知県小牧市大字岩崎1922番地

XNJ16217@ms01.jicpa.or.jp 090-4257-9741

平手　仁

公認会計士平手仁事務所 愛知県小牧市大字岩崎1922番地

futako3748@ms02.jicpa.or.jp 052-400-8018

XJY20229@ms01.jicpa.or.jp 090-8071-1383

二村　友佳子

二村友佳子公認会計士事務所 愛知県清須市須ケ口316番地
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3025200 〒 444-0423 愛知県 東海会

会員

3020349 〒 445-0894 愛知県 東海会

会員

3016923 〒 474-0052 愛知県 東海会

会員

3033666 〒 470-2102 愛知県 東海会

会員

3011970 〒 470-2102 愛知県 東海会

会員

3013981 〒 470-2101 愛知県 東海会

会員

3014911 〒 496-0045 愛知県 東海会

会員

3007202 〒 476-0013 愛知県 東海会

会員

3005548 〒 470-0105 愛知県 東海会

会員

3008233 〒 475-0857 愛知県 東海会

会員

3004391 〒 447-0871 愛知県 東海会

会員

3017845 〒 447-0076 愛知県 東海会

会員

3005211 〒 440-0086 愛知県 東海会

会員

3008554 〒 440-0862 愛知県 東海会

会員

3027089 〒 441-8151 愛知県 東海会

会員

ktbep.com@ms02.jicpa.or.jp 0562-34-3933

石川　謙介

公認会計士石川謙介事務所 愛知県知多郡東浦町大字森岡字上今池10番地の32

s.kumiko.sato@ms02.jicpa.or.jp 080-2640-0427

北別府　誠

北別府公認会計士事務所 愛知県知多郡東浦町大字緒川字中本坪5番地の3

佐藤　久美子

佐藤久美子公認会計士事務所 愛知県知多郡東浦町緒川旭14番地10　2階　税理士法人リンクツリー内

thanji@ms01.jicpa.or.jp 0563-55-0311

坂口　美穂

公認会計士坂口美穂事務所 愛知県大府市長草町中屋敷23番地の6

XJU23543@ms01.jicpa.or.jp 0563-73-4779

判治　俊哉

公認会計士髙須光事務所 愛知県西尾市上町南荒子10

小島　悟志

小島公認会計士事務所 愛知県西尾市一色町一色乾地150番地１

大平　吉郎

公認会計士大平吉郎事務所 愛知県豊橋市下地町字横山45番地の1

cpa2868@ms01.jicpa.or.jp 0566-41-1177

深津　有香

深津有香公認会計士事務所 愛知県碧南市白砂町2丁目28番地

植松　敏樹

公認会計士植松敏樹事務所 愛知県碧南市向陽町2丁目75番地

古川　一也

古川一也公認会計士事務所 愛知県半田市広小路町154番地の1　センチュリービル3階

jinnojimusyo@ms01.jicpa.or.jp 0562-33-5200

宮尾　紘司

公認会計士宮尾紘司事務所 愛知県日進市五色園1丁目1112番地

kkakimi@ms01.jicpa.or.jp 0567-74-3800

神野　博史

公認会計士神野博史事務所 愛知県東海市中央町1丁目233番地

垣見　和成

垣見和成公認会計士事務所 愛知県津島市東柳原町2丁目27番地

清水　秀和

清水秀和公認会計士事務所 愛知県豊橋市曙町字宮前60番地の4

odaira@ms02.jicpa.or.jp 0532-53-5333

小畑　耕一

公認会計士小畑耕一事務所 愛知県豊橋市向山大池町9番地6
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3008772 〒 440-0827 愛知県 東海会

会員

3018195 〒 441-8056 愛知県 東海会

会員

3024258 〒 440-0063 愛知県 東海会

会員

3014804 〒 441-8117 愛知県 東海会

会員

3015016 〒 442-0857 愛知県 東海会

会員

3034724 〒 470-1141 愛知県 東海会

会員

3010637 〒 455-0076 愛知県 東海会

会員

3006229 〒 463-0067 愛知県 東海会

会員

3012067 〒 466-0831 愛知県 東海会

会員

3021083 〒 466-0045 愛知県 東海会

会員

3030865 〒 466-0005 愛知県 東海会

会員

3005284 〒 466-0826 愛知県 東海会

会員

3025287 〒 466-0014 愛知県 東海会

会員

3012352 〒 466-0059 愛知県 東海会

会員

3018929 〒 467-0011 愛知県 東海会

会員

gentaro.ngsk@ms01.jicpa.or.jp 0532-37-1393

鈴木　啓市

鈴木啓市公認会計士事務所 愛知県豊川市八幡町大池17番地の84

長坂　源太郎

長坂公認会計士事務所 愛知県豊橋市浜道町字桜33番地の3

丸地　弘泰

丸地公認会計士事務所 愛知県豊橋市東田中郷町24番地

白井　達也

公認会計士白井達也事務所 愛知県豊橋市柱八番町117番地の2

竹田　哲男

竹田公認会計士事務所 愛知県豊橋市池見町51番地の2

kazuo.kaneko@ms01.jicpa.or.jp 052-745-4177

加藤　正樹

公認会計士加藤正樹事務所 愛知県名古屋市昭和区滝川町130番地の4

manabu.ito@ms02.jicpa.or.jp 052-846-6993

金子　和生

公認会計士金子芳久事務所 愛知県名古屋市昭和区雪見町2丁目1番地の7 金子ビル2階

tomohiro@ms02.jicpa.or.jp 052-831-5265

伊藤　学

伊藤学公認会計士事務所 愛知県名古屋市昭和区丸屋町6丁目72番地 藤和シティホームズ桜山305号

山本　智広

山本智広公認会計士事務所 愛知県名古屋市昭和区花見通2丁目10番地　伊藤ビル

XZG07726@ms02.jicpa.or.jp 052-653-9170

阪井　義孝

公認会計士阪井義孝事務所 愛知県名古屋市守山区守山2丁目9番11号

XFG33292@ms02.jicpa.or.jp 090-2611-3877

後藤　俊朗

公認会計士後藤俊朗事務所 愛知県名古屋市港区川間町2丁目242番地2

櫻井　賛

櫻井賛公認会計士事務所 愛知県豊明市阿野町上石田52番地

XUJ15478@ms02.jicpa.or.jp 090-4215-6466

daikei@ms01.jicpa.or.jp 052-871-0337

冨　孝史

公認会計士冨孝史会計事務所 愛知県名古屋市瑞穂区萩山町2丁目51番地の1

上島　大慶

上島大慶公認会計士事務所 愛知県名古屋市昭和区福江2丁目13番1号

宮嶋　芳崇

宮嶋芳崇公認会計士事務所 愛知県名古屋市昭和区東畑町2丁目35番地　エスペランサ501号

93/157



※本リストは、社会福祉法人又は医療法人等が、業務を依頼する公認会計士等の選定の
参考とするために作成されたものであり、当該目的以外での利用は禁止しています。※

3008714 〒 451-0077 愛知県 東海会

会員

3021402 〒 451-0032 愛知県 東海会

会員

3008505 〒 451-0045 愛知県 東海会

会員

3029085 〒 464-0842 愛知県 東海会

会員

3018164 〒 464-0811 愛知県 東海会

会員

3013182 〒 464-0031 愛知県 東海会

会員

3026567 〒 464-0057 愛知県 東海会

会員

3029739 〒 460-0008 愛知県 東海会

会員

3017709 〒 460-0008 愛知県 東海会

会員

3020064 〒 460-0008 愛知県 東海会

会員

3034033 〒 460-0008 愛知県 東海会

会員

3006172 〒 460-0008 愛知県 東海会

会員

3009106 〒 460-0002 愛知県 東海会

会員

3023054 〒 460-0002 愛知県 東海会

会員

3007542 〒 460-0002 愛知県 東海会

会員

actakatori@ms02.jicpa.or.jp 052-586-0152

後藤　隆一

後藤隆一公認会計士事務所 愛知県名古屋市千種区桐林町1丁目3番地　グランドメゾン桐林町403号

shunichi.kato@ms02.jicpa.or.jp 052-325-2376

髙取　俊二

公認会計士髙取俊二事務所 愛知県名古屋市西区名駅2丁目27番15号　ブリリアタワー406号

kaoru.ogawa@ms01.jicpa.or.jp 090-8327-7583

加藤　俊一

加藤俊一公認会計士事務所 愛知県名古屋市西区数寄屋町1番2号　キャステール数寄屋ビル2階

小川　薫

小川薫公認会計士事務所 愛知県名古屋市西区笹塚町1丁目47番地の1　鳥見パークマンション三番街東棟103号

uozumi@ms02.jicpa.or.jp 052-241-7067

市川　泰孝

名古屋監査法人 愛知県名古屋市中区栄3丁目6番1号　栄三丁目ビルディング

onishi@ms02.jicpa.or.jp 052-241-7067

魚住　康洋

名古屋監査法人 愛知県名古屋市中区栄3丁目6番1号　栄三丁目ビルディング

ta.kuguno@ms02.jicpa.or.jp 052-221-8283

大西　正己

名古屋監査法人 愛知県名古屋市中区栄3丁目6番1号　栄三丁目ビルディング

久々野　剛史

公認会計士久々野会計事務所 愛知県名古屋市中区栄2丁目2番1号　広小路伏見中駒ビル5階

hirokazu.kitagawa@ms01.jicpa.or.jp

中村　文哉

中村文哉公認会計士事務所 愛知県名古屋市千種区法王町2丁目5番地の1　月見ケ丘マンションG-9F号

北川　裕和

北川公認会計士事務所 愛知県名古屋市千種区徳川山町1丁目5番8号

稲垣　知子

公認会計士稲垣知子事務所 愛知県名古屋市千種区朝岡町3丁目73番地

oono@ms01.jicpa.or.jp 052-203-5368

ryotatsu.sato@ms02.jicpa.or.jp 080-3062-1470

大野　伸幸

大野公認会計士事務所 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目19番25号　MS桜通8階

tsujishita@ms01.jicpa.or.jp 052-202-9400

佐藤　亮達

佐藤亮達公認会計士事務所 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目17番26号　アップルパレス丸の内510

XVY03668@ms02.jicpa.or.jp 052-238-3227

辻下　克彦

辻下公認会計士事務所 愛知県名古屋市中区丸の内1丁目6番1号

XCJ34601@ms01.jicpa.or.jp 052-241-7067

後藤　貞明

後藤貞明公認会計士事務所 愛知県名古屋市中区栄4丁目16番8号　栄メンバーズオフィスビル
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3011119 〒 460-0002 愛知県 東海会

会員

3014371 〒 460-0002 愛知県 東海会

会員

3030424 〒 460-0002 愛知県 東海会

会員

3031499 〒 460-0003 愛知県 東海会

会員

3021641 〒 460-0003 愛知県 東海会

会員

3011660 〒 460-0003 愛知県 東海会

会員

3015001 〒 460-0022 愛知県 東海会

会員

3005652 〒 460-0022 愛知県 東海会

会員

3014775 〒 460-0025 愛知県 東海会

会員

3009816 〒 460-0007 愛知県 東海会

会員

3018869 〒 460-0007 愛知県 東海会

会員

3019232 〒 460-0007 愛知県 東海会

会員

3006568 〒 460-0007 愛知県 東海会

会員

3024863 〒 460-0007 愛知県 東海会

会員

3024867 〒 460-0011 愛知県 東海会

会員

川合　浩介

川合公認会計士事務所 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目5番33号　名古屋有楽ビル6階

林　克則

かがやき監査法人 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目20番17号  KDX桜通ビル

山田　美典

公認会計士山田美典事務所 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目2番15号　東照ビル2階

中谷　敏久

監査法人マーキュリー 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

isobe@ms01.jicpa.or.jp 052-323-1230

佐野　秀隆

佐野秀隆公認会計士事務所 愛知県名古屋市中区古渡町18番9号　TSUNOKYU名古屋ビル5階

kymy@ms02.jicpa.or.jp 058-216-0251

磯部　徹

磯部徹公認会計士事務所 愛知県名古屋市中区金山2丁目8番4号  エスポア金山1105号

yasunari.hanano@ms02.jicpa.or.jp 052-205-6361

川村　一孝

監査法人東海会計社 愛知県名古屋市中区金山1丁目12番14号金山総合ビル5階

seimei116@ms01.jicpa.or.jp 052-222-0383

花野　康成

花野公認会計士事務所 愛知県名古屋市中区錦3丁目1番30号　錦マルエムビル

田島　清明

田島清明公認会計士事務所 愛知県名古屋市中区錦2丁目17番11号　伏見山京ビル

XHT28148@ms02.jicpa.or.jp

早川　昌宏

早川公認会計士事務所 愛知県名古屋市中区錦1丁目5番11号　名古屋伊藤忠ビル4階

yudai.kondo@ms02.jicpa.or.jp 090-5016-0647

林　幹根

林公認会計士事務所 愛知県名古屋市中区大須2丁目24番10号　ハヤシビル301号

近藤　雄大

近藤公認会計士事務所 愛知県名古屋市中区新栄3丁目20番27号 アクシオス千種1810号

thide555@ms02.jicpa.or.jp 090-9907-6138

蛯原　新治

公認会計士蛯原新治事務所 愛知県名古屋市中区新栄3丁目12番32号

shimojo@ms01.jicpa.or.jp 052-684-7951

髙橋　英明

監査法人マーキュリー 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

toshihisa.nakatani@ms01.jicpa.or.jp 052-684-7951

下條　俊幸

監査法人マーキュリー 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
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3007754 〒 460-0011 愛知県 東海会

会員

3014568 〒 453-0023 愛知県 東海会

会員

3012558 〒 453-0806 愛知県 東海会

会員

3035111 〒 453-0872 愛知県 東海会

会員

3010737 〒 450-8530 愛知県 東海会

会員

3025978 〒 450-8530 愛知県 東海会

会員

3026121 〒 450-8530 愛知県 東海会

会員

3026316 〒 450-8530 愛知県 東海会

会員

3028078 〒 450-8530 愛知県 東海会

会員

3028578 〒 450-8530 愛知県 東海会

会員

3033597 〒 450-8530 愛知県 東海会

会員

3015545 〒 450-6642 愛知県 東海会

会員

3020557 〒 450-6642 愛知県 東海会

会員

3032965 〒 450-6642 愛知県 東海会

会員

3033176 〒 450-6642 愛知県 東海会

会員

XSP05086@ms02.jicpa.or.jp 052-205-7088

早川　功剛

早川功剛公認会計士事務所 愛知県名古屋市中村区若宮町3丁目29番地

加藤　乗史

公認会計士中部第一共同事務所 愛知県名古屋市中区大須4丁目9番7号

k2388@ms02.jicpa.or.jp 052-565-5511

鈴木　識都

有限責任監査法人トーマツ 名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号　JPタワー名古屋

岩田　香織

有限責任監査法人トーマツ 名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号　JPタワー名古屋

利行　淳

有限責任監査法人トーマツ 名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号　JPタワー名古屋

XMH07817@ms01.jicpa.or.jp 080-4185-6106

池戸　敦哉

有限責任監査法人トーマツ 名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号　JPタワー名古屋

kyoryokun@ms02.jicpa.or.jp 090-3389-9229

吉田　由美子

有限責任監査法人トーマツ 名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号　JPタワー名古屋

姜　良薫

姜良薫公認会計士事務所 愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60番地の5　ロイヤルパークスERささしま1016号

ahayakawa@ms01.jicpa.or.jp 052-482-3321

鷲野　直久

公認会計士鷲野直久事務所 愛知県名古屋市中村区大正町3丁目20番地

伊藤　資子

新日本有限責任監査法人 名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番3号  JRゲートタワー

石黒　由紀

ＥＹ新日本有限責任監査法人 名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番3号  JRゲートタワー

河北　守宏

ＥＹ新日本有限責任監査法人 名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番3号  JRゲートタワー

saori.jono@ms01.jicpa.or.jp 080-4341-5743

水野　大

ＥＹ新日本有限責任監査法人 名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番3号  JRゲートタワー

城野　沙織

有限責任監査法人トーマツ 名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号　JPタワー名古屋

仲　友佳子

有限責任監査法人トーマツ 名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号　JPタワー名古屋
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3012467 〒 450-6038 愛知県 東海会

会員

3020203 〒 450-6038 愛知県 東海会

会員

3034938 〒 450-6038 愛知県 東海会

会員

3011845 〒 450-6022 愛知県 東海会

会員

3018032 〒 450-0002 愛知県 東海会

会員

3009880 〒 450-0002 愛知県 東海会

会員

6015705 〒 450-6421 愛知県 東海会

準会員

3016598 〒 450-0002 愛知県 東海会

会員

3023153 〒 450-0002 愛知県 東海会

会員

3024196 〒 450-0002 愛知県 東海会

会員

3024354 〒 450-0002 愛知県 東海会

会員

3031891 〒 450-0002 愛知県 東海会

会員

3034099 〒 450-0002 愛知県 東海会

会員

3015695 〒 450-0002 愛知県 東海会

会員

3017846 〒 450-0002 愛知県 東海会

会員

西村　智洋

ＰｗＣあらた有限責任監査法人 名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番4号　JRセントラルタワーズ

XLV39448@ms01.jicpa.or.jp 052-261-6815

前田　勝己

前田勝己公認会計士事務所 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目3番2号　志摩ビル

tohyama@ms02.jicpa.or.jp 052-569-5711

齋藤　孝一

ミッドランド税理士法人 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12号　大名古屋ビルヂング21階

遠山　典志

遠山公認会計士事務所 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目11番22号　IT名駅ビル7階

林　伸一

林公認会計士事務所 愛知県名古屋市中村区名駅2丁目41番10号　アストラーレ名駅7階

稲垣　靖

かがやき監査法人 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番4号ＪＲセントラルタワーズ22Ｆ

中嶋　拓

ＰｗＣあらた有限責任監査法人 名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番4号　JRセントラルタワーズ

t.nishimura@ms01.jicpa.or.jp 080-3124-3153

宮嶋　航

ＰｗＣあらた有限責任監査法人 名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番4号　JRセントラルタワーズ

ymotoo@ms01.jicpa.or.jp 052-209-5755

堤　紀彦

仰星監査法人 名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4番10号  名古屋クロスコートタワー12階

元雄　幸人

仰星監査法人 名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4番10号  名古屋クロスコートタワー12階

伊藤　隼夫

伊藤隼夫公認会計士事務所 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4番10号

miho.naito@ms02.jicpa.or.jp 052-855-3497

稲垣　卓也

あすの監査法人 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目25番17号三喜ビル6階

内藤　美保

あすの監査法人 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目25番17号三喜ビル6階

mitsuru.kondo@ms01.jicpa.or.jp 090-2184-1558

山田　佳樹

あすの監査法人 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目25番17号三喜ビル6階

maeda@ms02.jicpa.or.jp 090-5865-3695

近藤　充

あすの監査法人 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目25番17号三喜ビル6階

n.tsutsumi@ms02.jicpa.or.jp
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3020847 〒 450-0002 愛知県 東海会

会員

3029800 〒 450-0002 愛知県 東海会

会員

3031892 〒 450-0002 愛知県 東海会

会員

3032989 〒 450-0002 愛知県 東海会

会員

3034773 〒 450-0002 愛知県 東海会

会員

3016622 〒 450-0002 愛知県 東海会

会員

3012387 〒 450-0002 愛知県 東海会

会員

3013290 〒 450-0002 愛知県 東海会

会員

3017882 〒 450-0003 愛知県 東海会

会員

3026850 〒 450-0003 愛知県 東海会

会員

3033594 〒 468-0007 愛知県 東海会

会員

3012191 〒 468-0004 愛知県 東海会

会員

3008837 〒 468-0011 愛知県 東海会

会員

3012382 〒 461-0004 愛知県 東海会

会員

3019665 〒 461-0004 愛知県 東海会

会員

XRG13278@ms02.jicpa.or.jp 052-582-1926

楯　泰治

栄監査法人 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目4番14号花車ビル北館407

服部　信義

公認会計士服部信義事務所 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目16番17号　税理士法人HIOパートナーズ内

蘆澤　春奈

仰星監査法人 名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4番10号  名古屋クロスコートタワー12階

鬼頭　功一郎

仰星監査法人 名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4番10号  名古屋クロスコートタワー12階

川合　利弥

仰星監査法人 名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4番10号  名古屋クロスコートタワー12階

小澤　里美

仰星監査法人 名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4番10号  名古屋クロスコートタワー12階

佐藤　真吾

仰星監査法人 名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4番10号  名古屋クロスコートタワー12階

kurozawa@ms01.jicpa.or.jp 052-805-5261

大場　康史

ＣＴＳ監査法人 愛知県名古屋市東区葵3丁目18番17号　サンプレー名古屋ビル3階

tanaka@ms01.jicpa.or.jp 052-720-0788

黒澤　歳昭

公認会計士黒澤歳昭事務所 愛知県名古屋市天白区平針2丁目1111番地　A2ビル208号

rafbyraf11@ms02.jicpa.or.jp 052-802-3877

田中　伸一

公認会計士田中伸一事務所 愛知県名古屋市天白区梅が丘3丁目407番

minukai@ms02.jicpa.or.jp

西岡　諒

西岡諒公認会計士事務所 愛知県名古屋市天白区植田本町3丁目110番地

犬飼　宗次

監査法人コスモス 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目3番18号　NORE名駅6F

深谷　玲子

公認会計士深谷玲子事務所 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目28番26号  宇徳ビル

ytate@ms02.jicpa.or.jp 052-951-5771

横井　陽子

栄監査法人 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目4番14号花車ビル北館407

akinorik@ms02.jicpa.or.jp 052-355-6543

yasushi.oba@ms01.jicpa.or.jp 052-355-6543

加藤　章紀

ＣＴＳ監査法人 愛知県名古屋市東区葵3丁目18番17号　サンプレー名古屋ビル3階
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3020428 〒 461-0004 愛知県 東海会

会員

3022007 〒 461-0004 愛知県 東海会

会員

3024991 〒 461-0004 愛知県 東海会

会員

3015689 〒 461-0001 愛知県 東海会

会員

3007592 〒 461-0043 愛知県 東海会

会員

3018053 〒 461-0005 愛知県 東海会

会員

3008989 〒 461-0005 愛知県 東海会

会員

3030776 〒 461-0025 愛知県 東海会

会員

3013154 〒 461-0011 愛知県 東海会

会員

3008507 〒 461-0040 愛知県 東海会

会員

3030260 〒 457-0847 愛知県 東海会

会員

3026609 〒 462-0854 愛知県 東海会

会員

3010448 〒 462-0803 愛知県 東海会

会員

3008836 〒 462-0843 愛知県 東海会

会員

3009741 〒 465-0093 愛知県 東海会

会員

XDG04941@ms01.jicpa.or.jp 052-880-7205

大矢知　哲也

大矢知公認会計士事務所 愛知県名古屋市東区東桜1丁目10番29号　パークサイドビル栄7F

澤田　博

澤田博公認会計士事務所 愛知県名古屋市東区大幸1丁目6番17号

takurotakeo@ms02.jicpa.or.jp 052-355-6543

吉田　幸伸

公認会計士吉田幸伸事務所 愛知県名古屋市東区泉1丁目22番26号　N.S.ZEAL泉802

hiroaki.sano@ms02.jicpa.or.jp 052-355-6543

竹尾　卓朗

ＣＴＳ監査法人 愛知県名古屋市東区葵3丁目18番17号　サンプレー名古屋ビル3階

hiroko.iwata@ms01.jicpa.or.jp 052-355-6543

佐野　浩朗

ＣＴＳ監査法人 愛知県名古屋市東区葵3丁目18番17号　サンプレー名古屋ビル3階

岩田　広子

ＣＴＳ監査法人 愛知県名古屋市東区葵3丁目18番17号　サンプレー名古屋ビル3階

kantakanta@ms01.jicpa.or.jp 052-209-5755

野瀬　昭彦

公認会計士野瀬昭彦事務所 愛知県名古屋市北区上飯田東町2丁目32番地

t.adachi@ms01.jicpa.or.jp 052-694-2051

渡邊　貴志

渡邊貴志公認会計士・税理士事務所 愛知県名古屋市北区若葉通5丁目17番地　ITOH壱番館501号

足立　卓也

足立卓也公認会計士事務所 愛知県名古屋市南区道徳新町5丁目26番2号

XKE10060@ms02.jicpa.or.jp 052-977-8691

岡村　幹吉

公認会計士岡村幹吉事務所 愛知県名古屋市東区矢田1丁目7番43号　アイキシティビル2階

XCD35385@ms02.jicpa.or.jp 090-6617-1327

櫻井　由美子

櫻井由美子公認会計士事務所 愛知県名古屋市東区白壁1丁目45番地　白壁ビル705号室

XVK06206@ms02.jicpa.or.jp 052-684-8170

伊藤　智弘

伊藤智弘公認会計士事務所 愛知県名古屋市東区徳川2丁目11番8号

oyachi@ms01.jicpa.or.jp 052-962-0400

長谷川　敏也

公認会計士長谷川敏也事務所 愛知県名古屋市東区東桜1丁目8番16号　ロータス東桜ビル

西原　浩文

西原浩文公認会計士事務所 愛知県名古屋市名東区一社4丁目234番地の2

052-981-6614

佐藤　滝彦

公認会計士佐藤滝彦事務所 愛知県名古屋市北区田幡2丁目12番14号
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3011394 〒 465-0081 愛知県 東海会

会員

3009048 〒 465-0011 愛知県 東海会

会員

3005543 〒 465-0051 愛知県 東海会

会員

3013886 〒 465-0092 愛知県 東海会

会員

3013913 〒 465-0025 愛知県 東海会

会員

3033867 〒 465-0025 愛知県 東海会

会員

3011174 〒 465-0024 愛知県 東海会

会員

3007203 〒 465-0024 愛知県 東海会

会員

3025768 〒 458-0804 愛知県 東海会

会員

3032793 〒 518-0856 三重県 東海会

会員

3033037 〒 518-0856 三重県 東海会

会員

3028606 〒 511-0007 三重県 東海会

会員

3010077 〒 511-0065 三重県 東海会

会員

3017230 〒 511-0065 三重県 東海会

会員

3018746 〒 511-0065 三重県 東海会

会員

yyamazaki@ms02.jicpa.or.jp

伊藤　勝朗

伊藤公認会計士事務所 愛知県名古屋市名東区上社1丁目1304番地　北村第三ビルディング3F

山崎　裕司

山崎裕司公認会計士事務所 愛知県名古屋市名東区社台3丁目212番地　サンクリエ303号

inofficepmc@ms01.jicpa.or.jp 052-776-7116

坂浦　正輝

公認会計士坂浦正輝事務所 愛知県名古屋市名東区社が丘1丁目1309番地

井上　龍哉

井上龍哉公認会計士事務所 愛知県名古屋市名東区山の手1丁目1203番地

渡邉　浩美

渡邉公認会計士事務所 愛知県名古屋市名東区高間町58番地

yohsuke.suzuki@ms02.jicpa.or.jp 0595-51-4699

岡部　佳奈

岡部佳奈公認会計士事務所 三重県桑名市参宮通113番地10

miki.suzuki@ms01.jicpa.or.jp 0595-51-4699

鈴木　陽介

鈴木辻村公認会計士共同事務所 三重県伊賀市上野徳居町3289番地の1

tinoue621@ms01.jicpa.or.jp 090-3650-6383

辻村　美樹

鈴木辻村公認会計士共同事務所 三重県伊賀市上野徳居町3289番地の1

sohta@ms02.jicpa.or.jp 052-769-6200

井上　友貴

井上公認会計士事務所 愛知県名古屋市緑区亀が洞3丁目1721番地

XXP08220@ms02.jicpa.or.jp

太田　修二

公認会計士太田修二事務所 愛知県名古屋市名東区本郷2丁目229番地1

akiko.ono3015184@ms01.jicpa.or.jp 052-704-2206

西川　浩司

公認会計士西川浩司会計事務所 愛知県名古屋市名東区本郷1丁目186番地　洞邸B号

ito.masaaki@ms02.jicpa.or.jp 052-768-4371

小野　亜希子

小野公認会計士事務所 愛知県名古屋市名東区上社4丁目120番地の1

tiwata@ms01.jicpa.or.jp 0594-22-1471

岩田　有司

五十鈴監査法人 桑名事務所 三重県桑名市大央町17番地2

XPX07209@ms01.jicpa.or.jp 0594-22-1471

岩田　哲也

五十鈴監査法人 桑名事務所 三重県桑名市大央町17番地2

太田　豊

五十鈴監査法人 桑名事務所 三重県桑名市大央町17番地2
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3019184 〒 511-0065 三重県 東海会

会員

3021827 〒 511-0065 三重県 東海会

会員

3032566 〒 510-0074 三重県 東海会

会員

3010732 〒 510-0074 三重県 東海会

会員

3008431 〒 510-0821 三重県 東海会

会員

3033297 〒 510-0821 三重県 東海会

会員

3013909 〒 510-0072 三重県 東海会

会員

3021649 〒 512-1105 三重県 東海会

会員

3013633 〒 510-0835 三重県 東海会

会員

3011122 〒 510-8001 三重県 東海会

会員

3025483 〒 510-8014 三重県 東海会

会員

3008232 〒 514-0065 三重県 東海会

会員

3032531 〒 514-0033 三重県 東海会

会員

3009323 〒 514-0033 三重県 東海会

会員

3015082 〒 514-0033 三重県 東海会

会員

XJC34517@ms02.jicpa.or.jp 059-353-5757

森　智

公認会計士森智事務所 三重県四日市市鵜の森1丁目7番8号　マルトクビル2階

alfa156tijts@ms01.jicpa.or.jp

佐久間　基

公認会計士佐久間会計事務所 三重県四日市市鵜の森1丁目4番3号　メデカルセンタービル5階

nishino@ms01.jicpa.or.jp 0594-22-1471

山岡　輝之

あすの監査法人 三重事務所 三重県桑名市大央町42番地1

西野　賢也

五十鈴監査法人 桑名事務所 三重県桑名市大央町17番地2

cpatoshi@ms02.jicpa.or.jp 059-363-3129

土田　健司

土田健司公認会計士事務所 三重県四日市市富田1丁目10番11号

清水　俊行

公認会計士清水俊行事務所 三重県四日市市天カ須賀5丁目2番33-106号

土田　繁

公認会計士土田繁事務所 三重県四日市市大井手1丁目1番41号

akari.kuroda@ms02.jicpa.or.jp 059-350-5677

森　智広

ケイブリッジ公認会計士共同事務所 四日市事務所 三重県四日市市水沢町2452

XTS33490@ms01.jicpa.or.jp 059-353-2261

黒田　朱里

公認会計士黒田朱里事務所 三重県四日市市九の城町5番12　うの森ビル1階

XPC05697@ms01.jicpa.or.jp 059-353-2261

古川　有樹

古川典明公認会計士事務所 三重県四日市市久保田1丁目6番8号

古川　典明

古川典明公認会計士事務所 三重県四日市市久保田1丁目6番8号

XUS06514@ms02.jicpa.or.jp 059-227-5002

山﨑　智博

五十鈴監査法人 三重県津市丸之内34番5号津中央ビル6階

XRH31484@ms02.jicpa.or.jp

安井　広伸

五十鈴監査法人 三重県津市丸之内34番5号津中央ビル6階

falcon105@ms01.jicpa.or.jp 059-227-5002

小川　友香

公認会計士井熊信行事務所 三重県津市丸之内34番2号

山中　利之

山中利之公認会計士事務所 三重県津市河辺町3063番地10
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3017048 〒 514-0033 三重県 東海会

会員

3017791 〒 514-0033 三重県 東海会

会員

3019271 〒 514-0033 三重県 東海会

会員

3022749 〒 514-0033 三重県 東海会

会員

3028605 〒 514-0033 三重県 東海会

会員

3032742 〒 514-0033 三重県 東海会

会員

6015790 〒 514-0033 三重県 東海会

準会員

6016787 〒 514-0033 三重県 東海会

準会員

6017915 〒 514-0033 三重県 東海会

準会員

3031162 〒 514-0005 三重県 東海会

会員

3030137 〒 513-0019 三重県 東海会

会員

3020360 〒 513-0803 三重県 東海会

会員

3023632 〒 933-0849 富山県 北陸会

会員

3025012 〒 933-0916 富山県 北陸会

会員

3021401 〒 933-0033 富山県 北陸会

会員

下津　和也

五十鈴監査法人 三重県津市丸之内34番5号津中央ビル6階

XZW13682@ms02.jicpa.or.jp 059-227-5002

中出　進也

五十鈴監査法人 三重県津市丸之内34番5号津中央ビル6階

端地　忠司

五十鈴監査法人 三重県津市丸之内34番5号津中央ビル6階

XRS41888@ms01.jicpa.or.jp 070-2824-1882

赤塚　法生

赤塚公認会計士事務所 三重県津市鳥居町275　SOHO鳥居町102

XTP40668@ms01.jicpa.or.jp 080-3505-5645

伊藤　典弘

五十鈴監査法人 三重県津市丸之内34番5号津中央ビル6階

XJF39551@ms01.jicpa.or.jp 059-227-5002

小澤　良太

五十鈴監査法人 三重県津市丸之内34番5号津中央ビル6階

funapy@ms01.jicpa.or.jp 059-227-5002

安島　英孝

五十鈴監査法人 三重県津市丸之内34番5号津中央ビル6階

船越　勇輝

五十鈴監査法人 三重県津市丸之内34番5号津中央ビル6階

goto@ms02.jicpa.or.jp 059-227-5002

岡根　良征

五十鈴監査法人 三重県津市丸之内34番5号津中央ビル6階

shimozu@ms02.jicpa.or.jp 059-227-5002

後藤　拓

五十鈴監査法人 三重県津市丸之内34番5号津中央ビル6階

kaiwaige@ms01.jicpa.or.jp 0766-24-7856

tetsumy1213@ms01.jicpa.or.jp 0766-30-2022

海下　巧

海下巧公認会計士事務所 富山県高岡市東下関3番14号

mitsuyoshi.w@ms02.jicpa.or.jp 090-6034-6382

山口　哲也

山口哲也公認会計士事務所 富山県高岡市大町11番10号　SAKAI 2F

ryamada@ms01.jicpa.or.jp 059-381-3900

渡邉　光賢

渡邉光賢公認会計士事務所 富山県高岡市横田本町9番32号

山田　梨津子

山田梨津子公認会計士事務所 三重県鈴鹿市三日市町1023番地4

norio.akatsuka@ms02.jicpa.or.jp 059-212-0034

伊豆　利正

伊豆利正公認会計士事務所 三重県鈴鹿市高岡台2丁目17番11号
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3016950 〒 933-0047 富山県 北陸会

会員

3012747 〒 933-0023 富山県 北陸会

会員

3018575 〒 933-0014 富山県 北陸会

会員

3019766 〒 930-0004 富山県 北陸会

会員

3022061 〒 930-0004 富山県 北陸会

会員

3024015 〒 930-0004 富山県 北陸会

会員

3024499 〒 930-0004 富山県 北陸会

会員

3025104 〒 930-0004 富山県 北陸会

会員

3025660 〒 930-0004 富山県 北陸会

会員

3027929 〒 930-0004 富山県 北陸会

会員

3030467 〒 930-0004 富山県 北陸会

会員

3033355 〒 930-0004 富山県 北陸会

会員

3035062 〒 930-0004 富山県 北陸会

会員

3032232 〒 939-8064 富山県 北陸会

会員

3009476 〒 930-0039 富山県 北陸会

会員

河村　拓栄

公認会計士河村拓栄事務所 富山県高岡市末広町4番26号

柴　義公

柴公認会計士事務所 富山県高岡市東中川町1番29-407号　グラン・シエロ中川

伊藤　和憲

有限責任監査法人トーマツ 北陸事務所 富山県富山市桜橋通2番25号　富山第一生命ビル

松下　要

有限責任監査法人トーマツ 北陸事務所 富山県富山市桜橋通2番25号　富山第一生命ビル

石橋　智己

有限責任監査法人トーマツ 北陸事務所 富山県富山市桜橋通2番25号　富山第一生命ビル

藤江　洋輔

有限責任監査法人トーマツ 北陸事務所 富山県富山市桜橋通2番25号　富山第一生命ビル

古谷　まゆみ

有限責任監査法人トーマツ 北陸事務所 富山県富山市桜橋通2番25号　富山第一生命ビル

髙畠　亮一

有限責任監査法人トーマツ 北陸事務所 富山県富山市桜橋通2番25号　富山第一生命ビル

ktaku.gyama@ms01.jicpa.or.jp 0766-24-2636

布目　剛

布目剛公認会計士事務所 富山県高岡市野村600番地2階

中村　厚

公認会計士中村会計事務所 富山県富山市東町1丁目6番6号　東町ビル2F　日本クレアス税理士法人内

井波　拓郎

井波拓郎公認会計士事務所 富山県富山市赤田554番地1

古川　将

有限責任監査法人トーマツ 北陸事務所 富山県富山市桜橋通2番25号　富山第一生命ビル

四十万　育子

有限責任監査法人トーマツ 北陸事務所 富山県富山市桜橋通2番25号　富山第一生命ビル

早川　喜子

有限責任監査法人トーマツ 北陸事務所 富山県富山市桜橋通2番25号　富山第一生命ビル

奥本　航

有限責任監査法人トーマツ 北陸事務所 富山県富山市桜橋通2番25号　富山第一生命ビル
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3031123 〒 920-0025 石川県 北陸会

会員

3026966 〒 920-0863 石川県 北陸会

会員

3009400 〒 920-0031 石川県 北陸会

会員

3013628 〒 920-0031 石川県 北陸会

会員

3008028 〒 920-0031 石川県 北陸会

会員

3004292 〒 920-0932 石川県 北陸会

会員

3012209 〒 920-0348 石川県 北陸会

会員

3015322 〒 920-0912 石川県 北陸会

会員

3007867 〒 921-8015 石川県 北陸会

会員

3014858 〒 920-3116 石川県 北陸会

会員

3009152 〒 920-0919 石川県 北陸会

会員

3016202 〒 920-0919 石川県 北陸会

会員

3010498 〒 920-0003 石川県 北陸会

会員

3010104 〒 920-0853 石川県 北陸会

会員

3016650 〒 920-0853 石川県 北陸会

会員

松木　勇生

松木浩一公認会計士事務所 石川県金沢市駅西本町1丁目13番23号

hisaharukondo@ms01.jicpa.or.jp 076-268-5578

山田　文禎

山田公認会計士事務所 石川県金沢市大手町9番30号　トミタビル3階

XUG02203@ms01.jicpa.or.jp 076-232-1415

近藤　久晴

近藤久晴公認会計士事務所 石川県金沢市松村2丁目41番地1

中野　一輝

中野一輝公認会計士事務所 石川県金沢市小将町4番18号

zoshima@ms02.jicpa.or.jp 076-445-1700

上出　彰一

上出公認会計士事務所 石川県金沢市広岡2丁目6番2号

藏島　大造

北陸監査法人 石川県金沢市広岡2丁目13番23号  AGSビル7階

nomura.tssh@ms02.jicpa.or.jp 076-262-0126

坂下　清司

北陸監査法人 石川県金沢市広岡2丁目13番23号  AGSビル7階

mc02@ms02.jicpa.or.jp 090-2099-6179

野村　篤史

野村公認会計士事務所 石川県金沢市玉川町6番33号　税理士法人のむら会計内

笹木　充弘

ＥＹ新日本有限責任監査法人 金沢事務所 石川県金沢市本町2丁目15番1号ポルテ金沢

ymyokota@ms01.jicpa.or.jp 076-236-2755

池田　裕之

ＥＹ新日本有限責任監査法人 金沢事務所 石川県金沢市本町2丁目15番1号ポルテ金沢

XPA12885@ms01.jicpa.or.jp 076-221-8788

横田　雅裕

横田雅裕公認会計士事務所 石川県金沢市疋田2丁目128番地　堀田ビル202

mukko@ms02.jicpa.or.jp 076-221-8788

塚崎　俊博

仰星監査法人 北陸事務所 石川県金沢市南町5番20号　中屋三井ビルディング

向山　典佐

仰星監査法人 北陸事務所 石川県金沢市南町5番20号　中屋三井ビルディング

XHB05195@ms01.jicpa.or.jp 076-291-9824

窪田　隆之

窪田隆之公認会計士事務所 石川県金沢市南森本町リ105番地39

XAG12074@ms02.jicpa.or.jp 070-6437-1803

山本　博

公認会計士山本会計事務所 石川県金沢市東力3丁目112番地
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3017854 〒 920-0853 石川県 北陸会

会員

3028603 〒 920-0853 石川県 北陸会

会員

3032690 〒 920-0853 石川県 北陸会

会員

3036326 〒 923-0943 石川県 北陸会

会員

3026783 〒 923-0801 石川県 北陸会

会員

3030393 〒 923-0921 石川県 北陸会

会員

3008559 〒 923-0951 石川県 北陸会

会員

3016376 〒 924-0020 石川県 北陸会

会員

3016972 〒 921-8825 石川県 北陸会

会員

3032755 〒 915-0071 福井県 北陸会

会員

3032226 〒 910-1139 福井県 北陸会

会員

3027437 〒 910-0371 福井県 北陸会

会員

3007474 〒 916-0017 福井県 北陸会

会員

3006975 〒 914-0057 福井県 北陸会

会員

3011152 〒 914-0063 福井県 北陸会

会員

廣田　信也

廣田信也公認会計士事務所 石川県小松市白山町15番地

上原　久和

上原久和公認会計士事務所 石川県小松市土居原町726番地　ポレスターステーションシティ小松603

XGF36722@ms02.jicpa.or.jp 090-5681-1702

東野　大介

東野公認会計士事務所 石川県小松市園町ハ156番1

mandara@ms02.jicpa.or.jp 0776-27-1815

堀口　大貴

堀口大貴公認会計士事務所 石川県小松市育成町206番地

安岡　聖知

ＥＹ新日本有限責任監査法人 金沢事務所 石川県金沢市本町2丁目15番1号ポルテ金沢

河原　剛

ＥＹ新日本有限責任監査法人 金沢事務所 石川県金沢市本町2丁目15番1号ポルテ金沢

小野田　晴美

ＥＹ新日本有限責任監査法人 金沢事務所 石川県金沢市本町2丁目15番1号ポルテ金沢

XYA04832@ms02.jicpa.or.jp 0778-52-8668

安久　彰

安久公認会計士事務所 福井県敦賀市開町5番2号

増田　仁視

公認会計士増田仁視事務所 福井県鯖江市神明町3丁目4番42-4号

松川　浩一

松川浩一公認会計士事務所 福井県坂井市丸岡町八ツ口第10号18番地

masaaki.umeda@ms02.jicpa.or.jp 090-9286-8663

南部　宏和

南部宏和公認会計士事務所 福井県吉田郡永平寺町松岡木ノ下2丁目501番1

梅田　雅彰

梅田公認会計士事務所 福井県越前市府中2丁目2番23号　Sビル2階南

kido@ms02.jicpa.or.jp 090-4913-8058

堀内　公博

堀内公認会計士事務所 石川県野々市市三納2丁目28番地

cpahirota@ms02.jicpa.or.jp 0761-21-9151

木戸　正裕

木戸公認会計士事務所 石川県白山市新成1丁目333番地

tadashi@ms02.jicpa.or.jp 090-3408-2628

Akira.yasuhisa@ms01.jicpa.or.jp 0770-23-0525

楠　正志

楠正志公認会計士事務所 福井県敦賀市神楽町1丁目4番29号　森輝夫税理士事務所内
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3010927 〒 910-0858 福井県 北陸会

会員

3021437 〒 918-8023 福井県 北陸会

会員

3031238 〒 910-0005 福井県 北陸会

会員

3017718 〒 910-0859 福井県 北陸会

会員

3016658 〒 910-0017 福井県 北陸会

会員

3033939 〒 910-0017 福井県 北陸会

会員

3018797 〒 918-8231 福井県 北陸会

会員

3017667 〒 105-0003 東京都 京滋会

会員

3021800 〒 100-8360 東京都 京滋会

会員

3018719 〒 521-1334 滋賀県 京滋会

会員

3015513 〒 520-3031 滋賀県 京滋会

会員

3006767 〒 524-0022 滋賀県 京滋会

会員

3029194 〒 525-0027 滋賀県 京滋会

会員

3015574 〒 525-0059 滋賀県 京滋会

会員

3022347 〒 525-0059 滋賀県 京滋会

会員

tssh.takeda@ms02.jicpa.or.jp 0776-26-6125

武田　尚子

武田公認会計士事務所 福井県福井市文京3丁目1番1号　西側1階

武田　敦

武田公認会計士事務所 福井県福井市文京3丁目1番1号　西側1階

XLJ28017@ms01.jicpa.or.jp 0776-27-5616

藤井　宏澄

藤井宏澄公認会計士事務所 福井県福井市日之出4丁目1番6号

XWR17922@ms02.jicpa.or.jp 0776-36-2750

内田　実穂子

内田実穂子公認会計士事務所 福井県福井市大手2丁目22番35号　第一ビル

斎藤　栄慶

斎藤公認会計士事務所 福井県福井市西谷3丁目2201番地

岡田　芳明

岡田芳明公認会計士事務所 福井県福井市手寄1丁目20番1号

hikky443@ms01.jicpa.or.jp 077-583-8265

谷口　哲也

谷口哲也公認会計士事務所 滋賀県草津市野村3丁目17番11号　谷口会計事務所内　

疋田　吉美

疋田吉美公認会計士事務所 滋賀県守山市守山1丁目2番3号　コスモ守山3番館201号

XJH15276@ms02.jicpa.or.jp 0748-36-3465

津田　穂積

津田公認会計士事務所 滋賀県栗東市綣2丁目2番34-2612号

tomomi.tsuji@ms02.jicpa.or.jp 080-3465-3878

山本　憲宏

山本公認会計士事務所 滋賀県近江八幡市安土町西老蘇58番地3

ozeki@ms01.jicpa.or.jp 075-256-0071

辻　知美

有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 丸の内二重橋ビルディング

nonami@ms02.jicpa.or.jp 0776-28-0067

尾関　高徳

清陽監査法人 東京都港区西新橋1丁目22番10号　西新橋アネックスビル2階

naoko.takeda@ms01.jicpa.or.jp

野波　俊光

野波公認会計士事務所 福井県福井市問屋町3丁目815　和中ビル1階1号室

heartland@ms01.jicpa.or.jp 077-569-1714

森田　淳一

森田公認会計士事務所 滋賀県草津市野路1丁目8番18号　e・eビルディング11Ｆ　梅山公認会計士事務所内

田中　正志

田中正志公認会計士事務所 滋賀県草津市野路1丁目8番18号  e.eビルディング11階  梅山公認会計士事務所内
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3020880 〒 520-2153 滋賀県 京滋会

会員

3033656 〒 520-0044 滋賀県 京滋会

会員

3024682 〒 520-0026 滋賀県 京滋会

会員

3015783 〒 520-0232 滋賀県 京滋会

会員

3011960 〒 520-2144 滋賀県 京滋会

会員

3010564 〒 520-0812 滋賀県 京滋会

会員

3024794 〒 520-0853 滋賀県 京滋会

会員

3015842 〒 521-0012 滋賀県 京滋会

会員

3031707 〒 611-0013 京都府 京滋会

会員

3033615 〒 613-0032 京都府 京滋会

会員

3033970 〒 616-8205 京都府 京滋会

会員

3015151 〒 616-8125 京都府 京滋会

会員

3029522 〒 600-8040 京都府 京滋会

会員

3011668 〒 600-8009 京都府 京滋会

会員

3013732 〒 600-8008 京都府 京滋会

会員

奥村　隆志

かがやき監査法人 大津事務所 滋賀県大津市大萱1丁目17番5号　本郷第二ビル5階

honjo@ms02.jicpa.or.jp 077-532-7396

菱刈　学

公認会計士菱刈学事務所 滋賀県大津市真野1丁目3番36号　パラッツォ102号

yoshiyuki.nishiki@ms02.jicpa.or.jp 080-6132-4906

本城　正貴

本城公認会計士事務所 滋賀県大津市桜野町1丁目11番8号

kkentaro1118@ms02.jicpa.or.jp 090-4286-6882

西木　由行

西木由行公認会計士事務所 滋賀県大津市京町1丁目1番26号-201号

菊池　健太郎

菊池健太郎公認会計士事務所 滋賀県大津市一里山7丁目11番3号

ai.kawamoto@ms01.jicpa.or.jp 090-4498-8228

松本　洋和

松本公認会計士事務所 京都府京都市右京区太秦組石町6番地の1　あわづビル3階B-2号室

川元　麻衣

川元麻衣公認会計士事務所 京都府京都市右京区宇多野御屋敷町17番地1　ル・パルトネール京都御屋敷町404号室

t.nakahara@ms01.jicpa.or.jp 050-6871-9107

上原　博樹

上原公認会計士事務所 京都府久世郡久御山町栄2丁目1番地79

fuji.cpa.office@ms02.jicpa.or.jp 0749-52-1247

中原　孝博

中原公認会計士事務所 京都府宇治市莵道大垣内12番地の1

inoue.kenji@ms02.jicpa.or.jp 050-3696-1240

藤　崇之

藤公認会計士事務所 滋賀県米原市米原1010

noguchi@ms01.jicpa.or.jp 077-527-3333

井上　研司

井上公認会計士事務所 滋賀県大津市螢谷2番34号

野口　真一

野口真一公認会計士事務所 滋賀県大津市木下町17番12号　芙蓉ビル5階

XSU08674@ms02.jicpa.or.jp 075-253-6860

堀田　喜代司

有限責任監査法人トーマツ 京都事務所 京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地　四条烏丸FTスクエア

豊原　弘行

豊原公認会計士事務所 京都府京都市下京区四条通烏丸西入ル函谷鉾町83番地　第三田源ビル6階

cpamatsumoto@ms02.jicpa.or.jp 075-873-3373

丸岡　知樹

丸岡知樹公認会計士事務所 京都府京都市下京区御幸町通五条上る安土町627番地　シャーメゾンたむら201
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3013808 〒 600-8008 京都府 京滋会

会員

3017780 〒 600-8008 京都府 京滋会

会員

3025584 〒 600-8008 京都府 京滋会

会員

3030464 〒 600-8008 京都府 京滋会

会員

3031966 〒 600-8008 京都府 京滋会

会員

3033133 〒 600-8008 京都府 京滋会

会員

3010543 〒 600-8443 京都府 京滋会

会員

3034032 〒 600-8815 京都府 京滋会

会員

3012812 〒 600-8095 京都府 京滋会

会員

3033036 〒 606-8183 京都府 京滋会

会員

3008237 〒 606-8021 京都府 京滋会

会員

3013053 〒 607-8089 京都府 京滋会

会員

3014378 〒 607-8084 京都府 京滋会

会員

3036348 〒 602-0847 京都府 京滋会

会員

3021351 〒 615-8083 京都府 京滋会

会員

高山　亮子

有限責任監査法人トーマツ 京都事務所 京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地　四条烏丸FTスクエア

川野　兵馬

有限責任監査法人トーマツ 京都事務所 京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地　四条烏丸FTスクエア

tiwabuchi@ms02.jicpa.or.jp 075-254-6350

安田　秀樹

有限責任監査法人トーマツ 京都事務所 京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地　四条烏丸FTスクエア

岩淵　貴史

有限責任監査法人トーマツ 京都事務所 京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地　四条烏丸FTスクエア

Tomizawa102@ms02.jicpa.or.jp 070-5588-8323

照山　澄人

公認会計士照山澄人事務所 京都府京都市左京区修学院沖殿町23番地4

XXR09739@ms01.jicpa.or.jp 075-744-0331

富澤　直幸

富澤公認会計士事務所 京都府京都市左京区一乗寺大新開町18番地2　一乗寺職員住宅303号室

廣田　徹慈

廣田公認会計士・税理士事務所 京都府京都市下京区東洞院通綾小路下ル扇酒屋町289番地  デ・リードビル605号室

mtoeda10543@ms01.jicpa.or.jp 075-371-6101

森　智幸

森智幸公認会計士事務所 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93　KRP4号館3階　KRP BIZ NEXT

土江田　雅史

土江田雅史公認会計士事務所 京都府京都市下京区新町通綾小路下る船鉾町379番地 トランスベックビル

泉　悠佳子

有限責任監査法人トーマツ 京都事務所 京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地　四条烏丸FTスクエア

ryoko.takayama@ms01.jicpa.or.jp 075-222-0181

武市　歩

有限責任監査法人トーマツ 京都事務所 京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地　四条烏丸FTスクエア

mkumazawa@ms01.jicpa.or.jp 075-254-6250

morizart@ms02.jicpa.or.jp 070-6515-7831

熊澤　美和

熊澤美和公認会計士事務所 京都府京都市西京区桂艮町14番地8

森山　一行

森山一行公認会計士事務所 京都府京都市上京区今出川通寺町東入大宮町312番地　アルモード御所東1004

XRE09966@ms02.jicpa.or.jp 075-634-9931

中田　英里

中田英里公認会計士事務所 京都府京都市山科区竹鼻立原町5番地5　藤和ライブタウン山科206号

XVP05526@ms02.jicpa.or.jp 075-702-1125

山元　直貴

山元直貴公認会計士事務所 京都府京都市山科区竹鼻西ノ口町35番16号　高橋ビル1F　みつわ会計事務所内
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3006574 〒 610-1102 京都府 京滋会

会員

3005697 〒 604-0902 京都府 京滋会

会員

3023151 〒 604-0902 京都府 京滋会

会員

3031340 〒 604-0832 京都府 京滋会

会員

3021573 〒 604-8221 京都府 京滋会

会員

3006055 〒 604-0835 京都府 京滋会

会員

3015476 〒 604-0023 京都府 京滋会

会員

3028667 〒 604-8118 京都府 京滋会

会員

3018863 〒 604-0092 京都府 京滋会

会員

3020401 〒 604-8227 京都府 京滋会

会員

3028487 〒 604-0866 京都府 京滋会

会員

3018351 〒 604-0872 京都府 京滋会

会員

3013770 〒 604-8074 京都府 京滋会

会員

3014035 〒 604-8074 京都府 京滋会

会員

3020308 〒 604-8074 京都府 京滋会

会員

大川　真司

大川真司公認会計士事務所 京都府京都市中京区河原町通竹屋町東入鉾田町288番地

kazumifukai@ms02.jicpa.or.jp 075-331-9037

大川　雅司

大川雅司公認会計士事務所 京都府京都市中京区河原町通竹屋町東入鉾田町288番地

深井　和巳

深井公認会計士事務所 京都府京都市西京区御陵大枝山町5丁目4番地の７

松岡　洋史

松岡公認会計士事務所 京都府京都市中京区西洞院通蛸薬師下る古西町446番地　古西町446-503号

nishimuratakuya1978@ms01.jicpa.or.jp 080-1403-4606

宮岸　雅英

宮岸公認会計士事務所 京都府京都市中京区新町通丸太町下ル大炊町196番地　アーバネックス御所南　2階

西村　拓哉

西村拓哉公認会計士事務所 京都府京都市中京区堺町通三条下る道祐町141　I.B.-OFFICE　4階424号室

XRZ03569@ms01.jicpa.or.jp 075-252-0002

土井　拓人

土井公認会計士事務所 京都府京都市中京区御池通室町西入西横町172番地

XER18057@ms01.jicpa.or.jp 090-3495-4598

菱田　多賀志

菱田公認会計士事務所 京都府京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地　千代田生命京都御池ビル6階

hiroaki.nishida@ms02.jicpa.or.jp 075-241-1238

榎本　泰之

榎本公認会計士事務所 京都府京都市中京区錦小路通室町西入天神山町280番地　石勘ビル4F 23

西田　博昭

西田博昭公認会計士事務所 京都府京都市中京区間之町通二条下る鍵屋町462番地

exa412ki@ms01.jicpa.or.jp 075-212-4200

飯田　一紀

監査法人グラヴィタス 京都府京都市中京区富小路通三条下る朝倉町528番地　

小林　美香

監査法人グラヴィタス 京都府京都市中京区富小路通三条下る朝倉町528番地　

iwng@ms02.jicpa.or.jp 075-252-1305

木田　稔

監査法人グラヴィタス 京都府京都市中京区富小路通三条下る朝倉町528番地　

seigo7188@ms02.jicpa.or.jp 075-744-1298

岩永　憲秀

ひかり監査法人 京都府京都市中京区東洞院通竹屋町下る三本木5丁目470番地

matsuoka13@ms01.jicpa.or.jp 075-212-8768

笹谷　誠吾

笹谷公認会計士事務所 京都府京都市中京区西方寺町160番地2　船越メディカルビル

109/157



※本リストは、社会福祉法人又は医療法人等が、業務を依頼する公認会計士等の選定の
参考とするために作成されたものであり、当該目的以外での利用は禁止しています。※

3030836 〒 604-8074 京都府 京滋会

会員

6008439 〒 604-8074 京都府 京滋会

準会員

6018001 〒 604-8074 京都府 京滋会

準会員

3014005 〒 604-8134 京都府 京滋会

会員

3014591 〒 604-8134 京都府 京滋会

会員

3016988 〒 604-8134 京都府 京滋会

会員

3030946 〒 604-8134 京都府 京滋会

会員

3034222 〒 604-8134 京都府 京滋会

会員

3035663 〒 604-8134 京都府 京滋会

会員

3021387 〒 605-0972 京都府 京滋会

会員

3013052 〒 605-0972 京都府 京滋会

会員

3023098 〒 601-8339 京都府 京滋会

会員

3010213 〒 601-8471 京都府 京滋会

会員

3023620 〒 601-8452 京都府 京滋会

会員

3007823 〒 612-0029 京都府 京滋会

会員

清原　大嗣

監査法人グラヴィタス 京都府京都市中京区富小路通三条下る朝倉町528番地　

尾﨑　史佳

監査法人グラヴィタス 京都府京都市中京区富小路通三条下る朝倉町528番地　

southwick@ms02.jicpa.or.jp 075-213-7090

米村　雲海

清友監査法人 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

yamaoy@ms01.jicpa.or.jp 075-213-7090

宮田　傑

清友監査法人 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

山尾　勇介

清友監査法人 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

tsukasacpawada@ms01.jicpa.or.jp 075-213-7090

中野　雄介

清友監査法人 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

hitomi14005@ms01.jicpa.or.jp 075-213-7090

和田　司

清友監査法人 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

XCG42073@ms01.jicpa.or.jp 075-212-4200

人見　敏之

清友監査法人 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

taiji.k.19880106@ms01.jicpa.or.jp 075-212-4200

西川　亮

監査法人グラヴィタス 京都府京都市中京区富小路通三条下る朝倉町528番地　

yohei.yamada@ms02.jicpa.or.jp 075-212-1181

奥田　希充子

奥田希充子公認会計士事務所 京都府京都市伏見区深草西浦町1丁目10番地の3　ロイヤル深草202号

NZ3339@ms02.jicpa.or.jp 075-671-7705

山田　洋平

山田洋平公認会計士事務所 京都府京都市南区唐橋堂ノ前町46番地5

圖司　平和

圖司公認会計士事務所 京都府京都市南区壬生通八条上る八条町459番地

matsunami@ms01.jicpa.or.jp 075-200-4270

高瀬　久

高瀬久公認会計士事務所 京都府京都市南区吉祥院里ノ内町29番地10

松波　英彦

松波公認会計士事務所 京都府京都市東山区今熊野剣宮町1番地

XBH34292@ms01.jicpa.or.jp 075-213-7090

西川　吉典

公認会計士西川吉典事務所 京都府京都市東山区今熊野剣宮町12番地17
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3010061 〒 612-0847 京都府 京滋会

会員

3023781 〒 612-0888 京都府 京滋会

会員

3014088 〒 612-0019 京都府 京滋会

会員

3021199 〒 612-8363 京都府 京滋会

会員

3009874 〒 603-8178 京都府 京滋会

会員

3010116 〒 617-0826 京都府 京滋会

会員

3016498 〒 617-0833 京都府 京滋会

会員

3021262 〒 624-0923 京都府 京滋会

会員

3010480 〒 540-0033 大阪府 京滋会

会員

3017149 〒 540-0033 大阪府 京滋会

会員

3012867 〒 790-0002 愛媛県 京滋会

会員

3013026 〒 108-0014 東京都 近畿会

会員

3029168 〒 933-0033 富山県 近畿会

会員

3029388 〒 450-0002 愛知県 近畿会

会員

3006333 〒 604-8074 京都府 近畿会

会員

辻田　京一

公認会計士辻田京一事務所 京都府京都市伏見区深草大亀谷大山町98番地10

迫田　政之

迫田政之公認会計士事務所 京都府舞鶴市魚屋226番地

tkyabuki@ms02.jicpa.or.jp 075-955-7789

八田　泰孝

八田泰孝公認会計士事務所 京都府長岡京市神足2丁目5番1-1207号　ローレルスクエア長岡京

kobyas@ms01.jicpa.or.jp 075-495-1320

藪木　孝子

公認会計士藪木孝子事務所 京都府長岡京市開田2丁目9番12-603

tsutsui@ms02.jicpa.or.jp 090-8368-5394

小林　洋之

小林公認会計士事務所 京都府京都市北区紫竹下梅ノ木町58番地1

XNA10918@ms02.jicpa.or.jp 075-646-1603

筒井　善徳

筒井公認会計士事務所 京都府京都市伏見区納屋町136番地1　ネバーランド桃山701号

yasuhiro.imamura@ms01.jicpa.or.jp 090-3957-6955

村上　博保

公認会計士村上博保事務所 京都府京都市伏見区深草平田町13番地17

tsujita0507@ms01.jicpa.or.jp 075-643-7257

今邑　恭裕

今邑恭裕公認会計士事務所 京都府京都市伏見区深草大門町11番地1

golgo@ms01.jicpa.or.jp 090-1879-4499

藤本　良治

監査法人グラヴィタス 京都府京都市中京区富小路通三条下る朝倉町528番地　

加藤　竜

あすの監査法人 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目25番17号三喜ビル6階

seiichi.taniguchi@ms01.jicpa.or.jp 06-7731-1102

河本　高希

監査法人彌榮会計社 北陸信越事務所 富山県高岡市東下関3番14号

yoshikawa@ms01.jicpa.or.jp 089-961-4680

谷口　誓一

みのり監査法人 東京都港区芝5丁目29番11号G-BASE  田町14F

uchida6@ms01.jicpa.or.jp 06-6942-4749

吉川　了平

四国松山凛監査法人 愛媛県松山市二番町4丁目4番地2愛媛県農業共済組合連合会ビル2階

daizo.nishimura@ms02.jicpa.or.jp 06-6942-4749

内田　宗德

大手前監査法人 大阪府大阪市中央区石町2丁目1番7-1209号

sakoda@ms02.jicpa.or.jp 0773-75-0789

西村　大三

大手前監査法人 大阪府大阪市中央区石町2丁目1番7-1209号
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3015186 〒 567-0085 大阪府 近畿会

会員

3008776 〒 567-0823 大阪府 近畿会

会員

3021120 〒 567-0036 大阪府 近畿会

会員

3019807 〒 567-0826 大阪府 近畿会

会員

3032011 〒 567-0868 大阪府 近畿会

会員

3012076 〒 567-0824 大阪府 近畿会

会員

3031664 〒 596-0045 大阪府 近畿会

会員

3018711 〒 576-0033 大阪府 近畿会

会員

3005421 〒 569-0803 大阪府 近畿会

会員

3030491 〒 569-0805 大阪府 近畿会

会員

3033065 〒 569-1132 大阪府 近畿会

会員

3017269 〒 569-1117 大阪府 近畿会

会員

3026740 〒 569-0042 大阪府 近畿会

会員

3022290 〒 569-0802 大阪府 近畿会

会員

3007214 〒 569-0853 大阪府 近畿会

会員

一ノ瀨　聡

一ノ瀨聡公認会計士事務所 大阪府岸和田市別所町2丁目17番1号　米本合同税理士法人内

美馬　知美

公認会計士美馬知美事務所 大阪府茨木市中津町8番31号

ktokunaga@ms02.jicpa.or.jp

大川　裕介

大川裕介公認会計士事務所 大阪府茨木市沢良宜西1丁目22番25号の1

德永　浩司

德永公認会計士事務所 大阪府茨木市大池1丁目6番2-608号

MOTOKAWAjimusyo@ms01.jicpa.or.jp 072-634-2498

中山　哲弥

中山公認会計士事務所 大阪府茨木市上穂積2丁目2番39号

nobutaka.omatsu@ms01.jicpa.or.jp 06-4400-3209

本川　清子

正華公認会計士共同事務所 大阪府茨木市寺田町19番17号

大松　信貴

大松公認会計士事務所 大阪府茨木市彩都あさぎ3丁目9番29号

sumi.khr@ms01.jicpa.or.jp 06-7878-8696

北川　宜治

北川公認会計士事務所 大阪府高槻市北園町16番15号  ナカガワビル3階

鷲見　章弘

鷲見章弘公認会計士事務所 大阪府高槻市南大樋町13番7号

石本　真喜子

石本真喜子公認会計士事務所 大阪府高槻市天神町2丁目2番15号

yuki.y.yano@ms02.jicpa.or.jp 080-5355-5564

前川　匠

前川匠公認会計士事務所 大阪府高槻市清福寺町8番9号

nkfmmynk@ms02.jicpa.or.jp 072-681-1439

矢野　佑樹

矢野公認会計士事務所 大阪府高槻市上田辺町4番16-301号

小山　登

小山公認会計士事務所 大阪府高槻市高槻町20番22号　松岡ビル

増田　千春

増田千春公認会計士事務所 大阪府交野市私市2丁目14番4号

XES04593@ms01.jicpa.or.jp 072-695-6140

XPB18769@ms01.jicpa.or.jp 072-685-0088

南　俊三

公認会計士南俊三事務所 大阪府高槻市柳川町2丁目11番19号
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3012639 〒 590-0026 大阪府 近畿会

会員

3013298 〒 590-0985 大阪府 近畿会

会員

3022758 〒 599-8272 大阪府 近畿会

会員

3007610 〒 599-8247 大阪府 近畿会

会員

3011881 〒 590-0111 大阪府 近畿会

会員

3035373 〒 591-8023 大阪府 近畿会

会員

3007490 〒 591-8002 大阪府 近畿会

会員

3004873 〒 580-0021 大阪府 近畿会

会員

3017076 〒 572-0011 大阪府 近畿会

会員

3023430 〒 565-0818 大阪府 近畿会

会員

3021449 〒 565-0851 大阪府 近畿会

会員

3011255 〒 564-0041 大阪府 近畿会

会員

3016416 〒 565-0816 大阪府 近畿会

会員

3032930 〒 565-0854 大阪府 近畿会

会員

3015139 〒 564-0051 大阪府 近畿会

会員

XPD08874@ms02.jicpa.or.jp 090-1078-4130

松野　剛史

松野公認会計士税理士事務所 大阪府堺市北区中百舌鳥町4丁77　サニーコート中百舌鳥301号室

見鳥　信吉

見鳥公認会計士事務所 大阪府堺市南区三原台2丁6番3-1001号

大仲　清

公認会計士大仲事務所 大阪府堺市中区東山953番地1　ウインビル3階B号室

辻井　芳樹

辻井芳樹公認会計士事務所 大阪府堺市中区深井中町488番地18

XUR09576@ms02.jicpa.or.jp 090-2350-6296

杉本　和也

杉本公認会計士事務所 大阪府堺市堺区戎島町2丁25番　堂之本ビル3-C1

山本　隆

山本公認会計士事務所 大阪府堺市堺区向陵西町2丁7番1号

長谷川　史世

長谷川史世公認会計士事務所 大阪府吹田市長野東20番25号

ynn@ms01.jicpa.or.jp

谷　義孝

谷義孝公認会計士事務所 大阪府吹田市泉町1丁目4番3号　メゾンドオクノ103号

WXC19906@ms02.jicpa.or.jp 090-4766-3082

中村　佳央

中村佳央公認会計士事務所 大阪府吹田市千里山西1丁目16番5-307号

谷木　祐介

公認会計士谷木祐介事務所 大阪府吹田市尺谷2番7-413号

s.tsumura@ms02.jicpa.or.jp 072-331-3913

長竹　孝直

長竹公認会計士事務所 大阪府寝屋川市明徳1丁目5番C46-404号

XWY04848@ms02.jicpa.or.jp 072-253-4656

津村　庄八

津村公認会計士事務所 大阪府松原市高見の里1丁目2番26号

XFH39034@ms02.jicpa.or.jp 072-350-4685

竹村　明

公認会計士竹村明事務所 大阪府堺市北区北花田町3丁44番地23号　小森ビル

川西　英之

公認会計士川西英之事務所 大阪府吹田市豊津町1番18号　エクラート江坂ビル3階

hasegawa.fumiyo@ms02.jicpa.or.jp

前田　純志

前田公認会計士事務所 大阪府吹田市桃山台2丁目8番A1-901号
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3009284 〒 598-0021 大阪府 近畿会

会員

3015105 〒 545-0053 大阪府 近畿会

会員

3032646 〒 559-0033 大阪府 近畿会

会員

3017881 〒 559-0001 大阪府 近畿会

会員

3009600 〒 550-0002 大阪府 近畿会

会員

3031996 〒 550-0002 大阪府 近畿会

会員

3027909 〒 550-0013 大阪府 近畿会

会員

3012178 〒 550-0004 大阪府 近畿会

会員

3012592 〒 550-0004 大阪府 近畿会

会員

3015159 〒 550-0004 大阪府 近畿会

会員

3013923 〒 550-0004 大阪府 近畿会

会員

3025353 〒 550-0004 大阪府 近畿会

会員

3031180 〒 550-0004 大阪府 近畿会

会員

3011299 〒 541-0052 大阪府 近畿会

会員

3022534 〒 541-0052 大阪府 近畿会

会員

yasuo.mizukoshi@ms01.jicpa.or.jp 06-6671-7614

神原　正明

神原公認会計士事務所 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目10番27号　肥後橋三宮ビル502

水越　穏郎

水越公認会計士事務所 大阪府大阪市住之江区粉浜3丁目11番13号

黒田　真吉

黒田真吉公認会計士事務所 大阪府大阪市住之江区南港中3丁目9番25-210号

tokuo.minakata@ms02.jicpa.or.jp 090-8527-0269

末金　将治

公認会計士末金事務所 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目9番21-1308号

南方　得男

みなかた公認会計士事務所 大阪府泉佐野市日根野3742番地の8

uekicpa@ms02.jicpa.or.jp 06-6225-2517

川嶋　良典

川嶋良典公認会計士事務所 大阪府大阪市西区靱本町1丁目9番23号　一般財団法人大阪布帛会館

植木　努

植木公認会計士事務所 大阪府大阪市西区靱本町1丁目18番20号

綴木　公子

さくら萌和有限責任監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市西区靱本町1丁目11番7号

katsuhiro.matsui@ms01.jicpa.or.jp 06-6225-7701

松井　年志子

さくら萌和有限責任監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市西区靱本町1丁目11番7号

n.yoshi@ms02.jicpa.or.jp 050-5579-4620

松井　克浩

さくら萌和有限責任監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市西区靱本町1丁目11番7号

dai.iwamoto@ms01.jicpa.or.jp 06-6131-6674

中野　佳久

中野公認会計士事務所 大阪府大阪市西区新町1丁目22番12号　T・Tビル302号室

kambara@ms01.jicpa.or.jp 06-6949-1963

岩本　大

岩本公認会計士事務所 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目24番15号　タツト肥後橋ビル702

XGS19013@ms01.jicpa.or.jp 06-6265-8461

濵田　善彦

仰星監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号  大阪国際ビルディング12階

kf0518@ms02.jicpa.or.jp 06-6446-0601

里見　優

仰星監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号  大阪国際ビルディング12階

kawashima@ms01.jicpa.or.jp 06-6446-0601

蟹井　文夫

川嶋良典公認会計士事務所 大阪府大阪市西区靱本町1丁目9番23号　一般財団法人大阪布帛会館
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3025679 〒 541-0052 大阪府 近畿会

会員

3028604 〒 541-0052 大阪府 近畿会

会員

3034621 〒 541-0052 大阪府 近畿会

会員

3026038 〒 541-0052 大阪府 近畿会

会員

3031646 〒 541-0052 大阪府 近畿会

会員

3015177 〒 541-0052 大阪府 近畿会

会員

3016477 〒 541-0052 大阪府 近畿会

会員

3016539 〒 541-0052 大阪府 近畿会

会員

3014829 〒 541-0052 大阪府 近畿会

会員

3019763 〒 542-0061 大阪府 近畿会

会員

3008391 〒 541-0048 大阪府 近畿会

会員

3024216 〒 541-0048 大阪府 近畿会

会員

3006219 〒 541-0048 大阪府 近畿会

会員

3030100 〒 541-0048 大阪府 近畿会

会員

3008403 〒 541-0048 大阪府 近畿会

会員

岡田　健司

仰星監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビルディング12階

s.inoue@ms02.jicpa.or.jp 06-6265-8461

平田　篤史

仰星監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号  大阪国際ビルディング12階

井上　敏

仰星監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号  大阪国際ビルディング12階

芝﨑　晃

仰星監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号  大阪国際ビルディング12階

XUG16282@ms02.jicpa.or.jp 06-6585-0756

南部　敏幸

協立監査法人 大阪府大阪市中央区瓦町3丁目4番8号アサヒビル

小林　京花

小林京花公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区安堂寺町1丁目3番6号　大阪上町ビル503号

若松　尚也

公認会計士若松尚也事務所 大阪府大阪市中央区安土町3丁目3番7号　本町KSビル

ibanezpgm@ms02.jicpa.or.jp 06-6262-1040

蒲生　武志

蒲生武志公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区安土町3丁目2番2号　中外ビル3階

kamata@ms02.jicpa.or.jp 06-6450-8121

清水　和也

東陽監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号　大阪国際ビルディング19階

XCV21558@ms02.jicpa.or.jp 092-477-7670

鎌田　修誠

東陽監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号　大阪国際ビルディング19階

kenji09095461993@ms01.jicpa.or.jp 06-6265-8461

上村　啓之

仰星監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビルディング12階

XFS05673@ms01.jicpa.or.jp 06-4707-0077

takayasu.matsuzaki@ms02.jicpa.or.jp 06-4862-6961

杉田　一弥

杉田公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区瓦町4丁目8番5号　NKビル4階

XFD03709@ms01.jicpa.or.jp 06-4963-6399

松﨑　孝泰

松﨑公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区瓦町4丁目5番9号　井門瓦町ビル4階

武田　宗久

武田公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区瓦町4丁目3番14号  御堂アーバンライフ616号

XWY05662@ms02.jicpa.or.jp 06-6841-8428

堀江　亮司

堀江公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区瓦町3丁目4番9号　フカキ瓦町ビル3階
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3021024 〒 541-0056 大阪府 近畿会

会員

3014434 〒 541-0056 大阪府 近畿会

会員

3006081 〒 541-0056 大阪府 近畿会

会員

3015970 〒 541-0056 大阪府 近畿会

会員

3014291 〒 541-0042 大阪府 近畿会

会員

3018860 〒 541-0042 大阪府 近畿会

会員

3030460 〒 541-0042 大阪府 近畿会

会員

3034560 〒 541-0042 大阪府 近畿会

会員

3012678 〒 541-0042 大阪府 近畿会

会員

3014453 〒 541-0042 大阪府 近畿会

会員

3015007 〒 541-0042 大阪府 近畿会

会員

3015096 〒 541-0042 大阪府 近畿会

会員

3018087 〒 541-0042 大阪府 近畿会

会員

3018576 〒 541-0042 大阪府 近畿会

会員

3018827 〒 541-0042 大阪府 近畿会

会員

川口　義信

ＫＤＡ監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目3番8号

yamox124happy@ms02.jicpa.or.jp 06-6267-2780

畑　義知

畑義知公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目3番8-301号

矢本　浩教

矢本浩教公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目6番5号

大川　幸一

有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区今橋4丁目1番1号　淀屋橋三井ビルディング

jongmyong.kim@ms02.jicpa.or.jp 090-1158-5561

纐纈　和雅

有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区今橋4丁目1番1号　淀屋橋三井ビルディング

reo.ito@ms02.jicpa.or.jp 06-6586-9109

金　鍾明

大磯公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区今橋2丁目3番16号　MID今橋ビル10階

takeshi.hamanaka@ms01.jicpa.or.jp 090-5154-8410

伊藤　玲男

伊藤玲男公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区今橋1丁目7番3号　ハヤシビル802

nakacho@ms02.jicpa.or.jp 070-5043-4570

濵中　武志

濵中公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区今橋1丁目7番3号　ハヤシビル303号室

中丁　卓也

中丁公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区今橋1丁目7番19号  北浜ビルディング11階

吉田　豊道

吉田豊道公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目4番30  船場グランドビル403号室

XRH15382@ms02.jicpa.or.jp 06-4560-6033

寺川　徹也

有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区今橋4丁目1番1号　淀屋橋三井ビルディング

小室　将雄

有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区今橋4丁目1番1号　淀屋橋三井ビルディング

眞岩　研徳

有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区今橋4丁目1番1号　淀屋橋三井ビルディング

竹内　友之

有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区今橋4丁目1番1号　淀屋橋三井ビルディング

奥谷　恭子

有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区今橋4丁目1番1号　淀屋橋三井ビルディング
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3019522 〒 541-0042 大阪府 近畿会

会員

3020649 〒 541-0042 大阪府 近畿会

会員

3022528 〒 541-0042 大阪府 近畿会

会員

3025229 〒 541-0042 大阪府 近畿会

会員

3027589 〒 541-0042 大阪府 近畿会

会員

3027878 〒 541-0042 大阪府 近畿会

会員

3027948 〒 541-0042 大阪府 近畿会

会員

3030386 〒 541-0042 大阪府 近畿会

会員

3030462 〒 541-0042 大阪府 近畿会

会員

3031645 〒 541-0042 大阪府 近畿会

会員

3032230 〒 541-0042 大阪府 近畿会

会員

3032297 〒 541-0042 大阪府 近畿会

会員

3033113 〒 541-0042 大阪府 近畿会

会員

3006383 〒 540-0022 大阪府 近畿会

会員

3033492 〒 542-0067 大阪府 近畿会

会員

山岡　正人

有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区今橋4丁目1番1号　淀屋橋三井ビルディング

常峰　和子

有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区今橋4丁目1番1号　淀屋橋三井ビルディング

刀禰　明

有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区今橋4丁目1番1号　淀屋橋三井ビルディング

芦田　真理子

有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区今橋4丁目1番1号　淀屋橋三井ビルディング

井谷　裕介

有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区今橋4丁目1番1号　淀屋橋三井ビルディング

淺沼　由希子

有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区今橋4丁目1番1号　淀屋橋三井ビルディング

芝　弘至

有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区今橋4丁目1番1号　淀屋橋三井ビルディング

宮本　豪

有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区今橋4丁目1番1号　淀屋橋三井ビルディング

倉本　正樹

有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区今橋4丁目1番1号　淀屋橋三井ビルディング

takeshi.tsuji.cpa@ms02.jicpa.or.jp 090-5014-3748

sawadacpa@ms02.jicpa.or.jp 06-6943-4063

辻　武司

辻武司公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区松屋町9番4-305号

澤田　義実

公認会計士澤田義実事務所 大阪府大阪市中央区糸屋町1丁目2番11-407号

赤宗　謙太

有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区今橋4丁目1番1号　淀屋橋三井ビルディング

宮之下　梢

有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区今橋4丁目1番1号　淀屋橋三井ビルディング

吉良　麻里子

有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区今橋4丁目1番1号　淀屋橋三井ビルディング

東條　晋太郎

有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区今橋4丁目1番1号　淀屋橋三井ビルディング
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3017486 〒 542-0062 大阪府 近畿会

会員

3020476 〒 540-0033 大阪府 近畿会

会員

3032784 〒 540-0033 大阪府 近畿会

会員

3011549 〒 540-0033 大阪府 近畿会

会員

3024604 〒 540-0036 大阪府 近畿会

会員

3016657 〒 540-0036 大阪府 近畿会

会員

3005185 〒 540-0008 大阪府 近畿会

会員

3014522 〒 540-0012 大阪府 近畿会

会員

3011624 〒 540-0012 大阪府 近畿会

会員

3021216 〒 540-0012 大阪府 近畿会

会員

3008843 〒 540-0012 大阪府 近畿会

会員

3010819 〒 540-0012 大阪府 近畿会

会員

3011921 〒 540-0012 大阪府 近畿会

会員

3022554 〒 540-0012 大阪府 近畿会

会員

3016420 〒 540-0012 大阪府 近畿会

会員

清水　章夫

栄監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市中央区上本町西5丁目3番16号

nacs@ms01.jicpa.or.jp 06-4790-7888

福田　和博

福田公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区谷町1丁目4番2号  大阪オルガンビル5階502号

XUZ13313@ms01.jicpa.or.jp 06-6943-7020

下竹　祥夫

公認会計士下竹祥夫事務所 大阪府大阪市中央区大手前1丁目7番31号　OMMビル8階

大西　耕太郎

公認会計士大西耕太郎事務所 大阪府大阪市中央区船越町1丁目6番6号  レナ天満橋5階

s.nishi.cpa401@ms02.jicpa.or.jp 06-6949-1866

衣目　成雄

衣目公認会計士・税理士事務所 大阪府大阪市中央区船越町1丁目5番2号　PCAビル

takuro.hara@ms02.jicpa.or.jp

西谷　俊治

公認会計士西谷会計事務所 大阪府大阪市中央区石町2丁目2番2号  都住創石町401号室

tabata@ms01.jicpa.or.jp 06-6942-4749

原　卓朗

原卓朗公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区石町2丁目1番7-414号　天満橋グリーンコーポラス

akioshimizu@ms01.jicpa.or.jp 06-6762-1740

田畑　昭雄

大手前監査法人 大阪府大阪市中央区石町2丁目1番7-1209号

Yuto.Oishi@ms01.jicpa.or.jp 06-6966-0950

塚本　義弘

塚本公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区谷町2丁目8番1号　大手前M2ビル8階

大石　悠人

大石悠人公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区谷町2丁目8番1号

三谷　英彰

公認会計士三谷英彰事務所 大阪府大阪市中央区谷町2丁目7番6号　みのるビル701号室

森田　義

マイスター公認会計士共同事務所 大阪府大阪市中央区谷町2丁目4番5号 谷町センタービル4階 B

hara@ms01.jicpa.or.jp 06-6809-5524

植田　益司

マイスター公認会計士共同事務所 大阪府大阪市中央区谷町2丁目4番5号 谷町センタービル4階 B

tnishida@ms01.jicpa.or.jp 06-4792-7834

原　繭子

原公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区谷町2丁目4番5号　谷町センタービル4階

西田　俊幸

西田公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区谷町1丁目4番2号　大阪オルガンビル7階

yushun@ms01.jicpa.or.jp 06-6948-5108
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3008043 〒 542-0012 大阪府 近畿会

会員

3006499 〒 540-0032 大阪府 近畿会

会員

3006695 〒 542-0063 大阪府 近畿会

会員

3013875 〒 541-0045 大阪府 近畿会

会員

3024903 〒 541-0045 大阪府 近畿会

会員

3033455 〒 540-0013 大阪府 近畿会

会員

3032907 〒 541-0058 大阪府 近畿会

会員

3011258 〒 540-0024 大阪府 近畿会

会員

3015140 〒 542-0081 大阪府 近畿会

会員

3012677 〒 540-0011 大阪府 近畿会

会員

3007598 〒 541-0059 大阪府 近畿会

会員

3008530 〒 541-0059 大阪府 近畿会

会員

3012123 〒 541-0059 大阪府 近畿会

会員

3009858 〒 541-0051 大阪府 近畿会

会員

3017991 〒 541-0051 大阪府 近畿会

会員

田中　陽

田中陽公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目6番3号　1001号　ForRealizeBLDG

sintakuj@ms01.jicpa.or.jp 080-9705-0085

鳥生　紘平

鳥生紘平公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区内久宝寺町2丁目2番22-701号

XWT10719@ms01.jicpa.or.jp 06-6222-0030

新宅　潤一郎

新宅潤一郎公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区道修町4丁目6番5号　淀屋橋サウスビル6階　辻・本郷税理士法人　大阪事務所内

kawahigashi@ms01.jicpa.or.jp 06-6764-6291

中丸　一惠

上田公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区道修町1丁目7番10号　扶桑道修町ビル3階

XEC03952@ms02.jicpa.or.jp 06-6943-7293

川東　和彦

公認会計士川東和彦事務所 大阪府大阪市中央区東平1丁目4番8号

naka8043@ms01.jicpa.or.jp 06-6762-1855

久保田　敏彦

公認会計士久保田敏彦事務所 大阪府大阪市中央区天満橋京町2番6号　天満橋八千代ビル別館

中本　行則

くすのき監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市中央区谷町7丁目3番4号  新谷町第三ビル212号

nishikohei@ms01.jicpa.or.jp 06-6245-2356

金　志煥

金公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区備後町1丁目4番8号　FD備後町ビル2階

XFS05782@ms02.jicpa.or.jp 06-6263-9939

西　貢平

西公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区博労町4丁目7番5号　本町TSビル202号

中務　裕之

中務公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区博労町2丁目4番11号　中博ビル

XPC09611@ms01.jicpa.or.jp 0721-62-5003

本井　啓治

監査法人彌榮会計社 大阪府大阪市中央区博労町2丁目4番11号  中博ビル7階

bradmehldau@ms02.jicpa.or.jp 06-6121-2525

山上　真理

公認会計士山上事務所 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目1番35号　第8松屋ビル1001号

岡本　好洋

岡本好洋公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区南船場4丁目12番8号　関西心斎橋ビル9階　税理士法人陽光内

豊　憲一郎

豊公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区南新町1丁目2-4　椿本ビル504号

kaishizaki@ms01.jicpa.or.jp 06-6260-7880

石崎　一登

石崎一登公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区備後町1丁目4番8号　FD備後町ビル2階
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3017384 〒 541-0051 大阪府 近畿会

会員

3036681 〒 541-0046 大阪府 近畿会

会員

3009305 〒 541-0046 大阪府 近畿会

会員

3012653 〒 541-0046 大阪府 近畿会

会員

3015679 〒 541-0046 大阪府 近畿会

会員

3026771 〒 541-0057 大阪府 近畿会

会員

3013076 〒 541-0041 大阪府 近畿会

会員

3018420 〒 541-0041 大阪府 近畿会

会員

3021985 〒 541-0041 大阪府 近畿会

会員

3036711 〒 540-0031 大阪府 近畿会

会員

3013755 〒 541-0053 大阪府 近畿会

会員

3019335 〒 541-0053 大阪府 近畿会

会員

3026149 〒 541-0053 大阪府 近畿会

会員

3026883 〒 541-0053 大阪府 近畿会

会員

3027793 〒 541-0053 大阪府 近畿会

会員

okano15679@ms01.jicpa.or.jp 06-2121-6791

奥澤　望

公認会計士奥澤望事務所 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号　本町南ガーデンシティ7階

岡野　秀章

岡野公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区平野町3丁目3番9号　湯木ビル6階

mhccpfap@ms01.jicpa.or.jp 090-3864-6576

原　昇平

公認会計士原昇平事務所 大阪府大阪市中央区平野町3丁目3番9号　湯木ビル6階

omatsu@ms01.jicpa.or.jp 090-4905-7089

原田　充啓

ネクサス監査法人 大阪府大阪市中央区平野町2丁目3番7号アーバンエース北浜ビル

XRL13999@ms01.jicpa.or.jp 06-6185-1610

大松　祐介

大松祐介公認会計士・税理士事務所 大阪府大阪市中央区平野町2丁目2番9号　ビル皿井705

小西　一成

小西公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区備後町3丁目6番2号　大雅ビル6階

森本　了太

清稜監査法人 大阪府大阪市中央区本町1丁目6番16号　いちご堺筋本町ビル8階

舩越　啓仁

清稜監査法人 大阪府大阪市中央区本町1丁目6番16号　いちご堺筋本町ビル8階

XZM32548@ms02.jicpa.or.jp 06-4256-4160

石井　和也

清稜監査法人 大阪府大阪市中央区本町1丁目6番16号　いちご堺筋本町ビル8階

takahiro529@ms02.jicpa.or.jp 06-6229-0387

土橋　英一郎

土橋英一郎公認会計士事務所 大阪府大阪市中央区北浜東6番6号　アクアタワー4階

tkinoshita@ms01.jicpa.or.jp 06-6229-0387

藤田　貴大

ひびき監査法人 大阪府大阪市中央区北浜2丁目3番6号　北浜山本ビル

aki@ms02.jicpa.or.jp 06-6441-3672

木下　隆志

ひびき監査法人 大阪府大阪市中央区北浜2丁目3番6号　北浜山本ビル

安岐　浩一

ひびき監査法人 大阪府大阪市中央区北浜2丁目3番6号　北浜山本ビル

keisuke.yamamoto@ms02.jicpa.or.jp 080-5781-7155

山本　啓介

清稜監査法人 大阪府大阪市中央区本町1丁目6番16号　いちご堺筋本町ビル8階

加地　大毅

清稜監査法人 大阪府大阪市中央区本町1丁目6番16号　いちご堺筋本町ビル8階
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3032636 〒 541-0053 大阪府 近畿会

会員

3032514 〒 538-0052 大阪府 近畿会

会員

3034865 〒 543-0051 大阪府 近畿会

会員

3025830 〒 543-0073 大阪府 近畿会

会員

3019325 〒 534-0016 大阪府 近畿会

会員

3030959 〒 533-0033 大阪府 近畿会

会員

3027420 〒 553-0003 大阪府 近畿会

会員

3009867 〒 530-0017 大阪府 近畿会

会員

3010062 〒 530-0017 大阪府 近畿会

会員

3010963 〒 530-0017 大阪府 近畿会

会員

3011504 〒 530-0017 大阪府 近畿会

会員

3011934 〒 530-0017 大阪府 近畿会

会員

3011935 〒 530-0017 大阪府 近畿会

会員

3012576 〒 530-0017 大阪府 近畿会

会員

3013401 〒 530-0017 大阪府 近畿会

会員

kusakam@ms01.jicpa.or.jp 06-6772-7746

金子　明嗣

公認会計士金子明嗣事務所 大阪府大阪市都島区友渕町1丁目5番8-3303号

nakajyo5323@ms01.jicpa.or.jp 080-1527-6518

草加　美香

公認会計士林光行事務所 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町1番13号　サンセットヒル

中条　弘幸

中条公認会計士事務所 大阪府大阪市天王寺区四天王寺2丁目5番11号503号室

横田　慎一

横田慎一公認会計士事務所 大阪府大阪市鶴見区横堤1丁目12番13-207号

久井　徳廣

清稜監査法人 大阪府大阪市中央区本町1丁目6番16号　いちご堺筋本町ビル8階

XKB08524@ms02.jicpa.or.jp 06-6940-0108

前川　英樹

ＥＹ新日本有限責任監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市北区角田町8番1号　梅田阪急ビルオフィスタワー

hirotahstsh@ms01.jicpa.or.jp 080-9048-0523

玉置　寿子

ＥＹ新日本有限責任監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市北区角田町8番1号　梅田阪急ビルオフィスタワー

廣田　壽俊

ＥＹ新日本有限責任監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市北区角田町8番1号　梅田阪急ビルオフィスタワー

小市　裕之

ＥＹ新日本有限責任監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市北区角田町8番1号　梅田阪急ビルオフィスタワー

坂井　俊介

ＥＹ新日本有限責任監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市北区角田町8番1号　梅田阪急ビルオフィスタワー

hajime.saito@ms01.jicpa.or.jp 06-6370-3117

米山　高志

米山高志公認会計士事務所 大阪府大阪市福島区福島2丁目10番19号　メガロコープ福島1318号室

kaneko@ms02.jicpa.or.jp 090-6666-6611

齊藤　新

齊藤公認会計士事務所 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目8番6号　新大阪サムティビル501号

角田　達哉

ＥＹ新日本有限責任監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市北区角田町8番1号　梅田阪急ビルオフィスタワー

梅原　隆

ＥＹ新日本有限責任監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市北区角田町8番1号　梅田阪急ビルオフィスタワー

上田　美穂

ＥＹ新日本有限責任監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市北区角田町8番1号　梅田阪急ビルオフィスタワー
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3013873 〒 530-0017 大阪府 近畿会

会員

3014456 〒 530-0017 大阪府 近畿会

会員

3014776 〒 530-0017 大阪府 近畿会

会員

3015577 〒 530-0017 大阪府 近畿会

会員

3017374 〒 530-0017 大阪府 近畿会

会員

3021085 〒 530-0017 大阪府 近畿会

会員

3021738 〒 530-0017 大阪府 近畿会

会員

3024798 〒 530-0017 大阪府 近畿会

会員

3027594 〒 530-0017 大阪府 近畿会

会員

3028887 〒 530-0017 大阪府 近畿会

会員

3030974 〒 530-0017 大阪府 近畿会

会員

3034501 〒 530-0017 大阪府 近畿会

会員

3012861 〒 530-0038 大阪府 近畿会

会員

3013451 〒 530-0038 大阪府 近畿会

会員

3017167 〒 530-0038 大阪府 近畿会

会員

石橋　幸登

ＥＹ新日本有限責任監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市北区角田町8番1号　梅田阪急ビルオフィスタワー

守谷　義広

ＥＹ新日本有限責任監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市北区角田町8番1号　梅田阪急ビルオフィスタワー

西野　尚弥

ＥＹ新日本有限責任監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市北区角田町8番1号　梅田阪急ビルオフィスタワー

金子　一昭

ＥＹ新日本有限責任監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市北区角田町8番1号　梅田阪急ビルオフィスタワー

宮本　香

ＥＹ新日本有限責任監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市北区角田町8番1号　梅田阪急ビルオフィスタワー

辻戸　亮平

ＥＹ新日本有限責任監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市北区角田町8番1号　梅田阪急ビルオフィスタワー

江見　拓馬

ＥＹ新日本有限責任監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市北区角田町8番1号　梅田阪急ビルオフィスタワー

谷口　信介

ＥＹ新日本有限責任監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市北区角田町8番1号　梅田阪急ビルオフィスタワー

谷口　昌央

ＥＹ新日本有限責任監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市北区角田町8番1号　梅田阪急ビルオフィスタワー

堀井　孝彦

ＥＹ新日本有限責任監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市北区角田町8番1号　梅田阪急ビルオフィスタワー

福竹　徹

ＥＹ新日本有限責任監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市北区角田町8番1号　梅田阪急ビルオフィスタワー

奥山　博英

監査法人だいち 大阪府大阪市北区紅梅町1番18号エルゴビル605

k.ichiguchi@ms01.jicpa.or.jp 06-6882-0319

岡　庄吾

監査法人だいち 大阪府大阪市北区紅梅町1番18号エルゴビル605

市口　恭司

監査法人だいち 大阪府大阪市北区紅梅町1番18号エルゴビル605

前橋　佑也

ＥＹ新日本有限責任監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市北区角田町8番1号　梅田阪急ビルオフィスタワー
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3012634 〒 530-0047 大阪府 近畿会

会員

3023960 〒 530-0047 大阪府 近畿会

会員

3029088 〒 530-0047 大阪府 近畿会

会員

3013969 〒 530-0047 大阪府 近畿会

会員

3021872 〒 530-0047 大阪府 近畿会

会員

3021466 〒 530-0047 大阪府 近畿会

会員

3012894 〒 530-0047 大阪府 近畿会

会員

3014592 〒 530-0002 大阪府 近畿会

会員

3010168 〒 530-0011 大阪府 近畿会

会員

3028084 〒 530-0011 大阪府 近畿会

会員

3010212 〒 530-0015 大阪府 近畿会

会員

3015027 〒 530-0015 大阪府 近畿会

会員

3018124 〒 530-0015 大阪府 近畿会

会員

3011405 〒 530-0041 大阪府 近畿会

会員

3008867 〒 530-0041 大阪府 近畿会

会員

shinichiro.hisa@ms02.jicpa.or.jp 06-6365-0020

築地　真弘

築地公認会計士事務所 大阪府大阪市北区西天満2丁目2番3号-E08

比佐　進一郎

比佐公認会計士事務所 大阪府大阪市北区西天満2丁目11番8号　アメリカンビル8階

瀧　典子

瀧公認会計士事務所 大阪府大阪市北区西天満2丁目11番8号 アメリカンビル601号

shigeru.takahama@ms02.jicpa.or.jp 06-6442-3150

德山　馨一

ＰｗＣあらた有限責任監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市北区大深町4番20号  グランフロント大阪タワーA36階

XXS11388@ms02.jicpa.or.jp 06-6136-3890

高濱　滋

ＰｗＣあらた有限責任監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市北区大深町4番20号  グランフロント大阪タワーA36階

makiko.r.shimada@ms01.jicpa.or.jp 090-3949-3936

長井　完文

あると築地有限責任監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6番23号 ＭＦ桜橋ビル4階

t.morishima@ms02.jicpa.or.jp 06-6364-2384

島田　牧子

島田牧子公認会計士事務所 大阪府大阪市北区西天満4丁目3番25号　梅田プラザビル別館7階

森島　忠也

森島忠也公認会計士事務所 大阪府大阪市北区西天満4丁目3番18号　MF西天満ビル10F　丸山森島法律会計事務所内

XZB10810@ms02.jicpa.or.jp 090-7101-0505

引地　健児

引地公認会計士事務所 大阪府大阪市北区西天満3丁目8-4　朝日プラザ西満天401

XCK28592@ms02.jicpa.or.jp 06-6362-0900

林　絹子

林公認会計士事務所 大阪府大阪市北区西天満3丁目13番18号  島根ビル

hosokawa6578@ms01.jicpa.or.jp 06-6232-8057

keninoue@ms01.jicpa.or.jp 06-6351-6675

細川　洋一

細川公認会計士事務所 大阪府大阪市北区天神橋3丁目3番3号　南森町イシカワビル

kfuruta0324@ms01.jicpa.or.jp 06-6373-3030

井上　健

井上健公認会計士事務所 大阪府大阪市北区天神橋2丁目3番8号　MF南森町ビル4B

古田　賢司

太陽有限責任監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号　梅田センタービル25階

宮内　威

太陽有限責任監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号　梅田センタービル25階

kingli4@ms02.jicpa.or.jp 080-3270-9161

池田　哲雄

太陽有限責任監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号　梅田センタービル25階
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3019553 〒 530-0027 大阪府 近畿会

会員

3019678 〒 530-0027 大阪府 近畿会

会員

3012044 〒 530-0003 大阪府 近畿会

会員

3029192 〒 530-0004 大阪府 近畿会

会員

3015652 〒 530-0001 大阪府 近畿会

会員

3006088 〒 530-0001 大阪府 近畿会

会員

3026090 〒 530-0001 大阪府 近畿会

会員

3020737 〒 530-0001 大阪府 近畿会

会員

3018100 〒 530-0001 大阪府 近畿会

会員

3010235 〒 531-0072 大阪府 近畿会

会員

3016401 〒 532-0003 大阪府 近畿会

会員

3034103 〒 532-0003 大阪府 近畿会

会員

3007218 〒 532-0003 大阪府 近畿会

会員

3025847 〒 532-0004 大阪府 近畿会

会員

3009944 〒 532-0004 大阪府 近畿会

会員

yoshihisa.tsukamoto@ms02.jicpa.or.jp 06-6585-0846

松本　佳之

アルテ監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市北区堂山町18番3号オオツジ堂山ビル4階

塚本　純久

アルテ監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市北区堂山町18番3号オオツジ堂山ビル4階

今岡　重貴

今岡公認会計士・税理士事務所 大阪府大阪市北区梅田2丁目5番8号　千代田ビル西別館9階

XEJ23316@ms02.jicpa.or.jp 06-6343-1002

津野　友邦

津野公認会計士事務所 大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3号　大阪駅前第三ビル23階

walking@ms01.jicpa.or.jp 090-6667-1434

荒川　拓樹

荒川公認会計士事務所 大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3号　大阪駅前第3ビル2208号室

kamata.a@ms01.jicpa.or.jp 06-6450-8121

西尾　方宏

西尾公認会計士事務所 大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3号　大阪駅前第3ビル1108号

redties@ms02.jicpa.or.jp 070-6987-2550

鎌田　愛

鎌田愛公認会計士事務所 大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3-3000

yamaguti@ms02.jicpa.or.jp 06-6343-8858

米﨑　直人

三優監査法人 大阪事務所 大阪府大阪市北区堂島浜1丁目4番16号　アクア堂島NBFタワー14階

mat@ms01.jicpa.or.jp 03-5826-4084

山口　能孝

山口能孝公認会計士事務所 大阪府大阪市北区堂島1丁目5番2号　フェザービル501

hisashiishikawa@ms01.jicpa.or.jp 06-6399-5610

石川　恒

石川公認会計士事務所 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目6番26号

本田　裕一

公認会計士本田裕一事務所 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目8番24号　新大阪第3ドイビル6階

和田　頼知

和田公認会計士事務所 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目4番63号  新大阪千代田ビル別館5階K号

ken.kuroda@ms01.jicpa.or.jp 06-6151-5600

吉田　壮志

吉田壮志公認会計士事務所 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1番46号　新大阪北ビル1002号室

yoshinaga.cpa@ms02.jicpa.or.jp 06-6131-5893

黒田　健

黒田健公認会計士事務所 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目19番23号　ステュディオ新御堂

XEP14680@ms02.jicpa.or.jp 0797-55-0928

吉永　徳好

吉永公認会計士事務所 大阪府大阪市北区豊崎3丁目20番9号　三栄ビル8階　801A号室
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3014045 〒 563-0047 大阪府 近畿会

会員

3009249 〒 563-0032 大阪府 近畿会

会員

3011426 〒 579-8012 大阪府 近畿会

会員

3024496 〒 583-0996 大阪府 近畿会

会員

3024902 〒 581-0015 大阪府 近畿会

会員

3009821 〒 560-0051 大阪府 近畿会

会員

3017377 〒 561-0872 大阪府 近畿会

会員

3026203 〒 561-0872 大阪府 近畿会

会員

3008868 〒 561-0833 大阪府 近畿会

会員

3014367 〒 561-0833 大阪府 近畿会

会員

3009465 〒 561-0832 大阪府 近畿会

会員

3036388 〒 561-0802 大阪府 近畿会

会員

3010119 〒 560-0044 大阪府 近畿会

会員

3010174 〒 560-0021 大阪府 近畿会

会員

3014817 〒 573-0005 大阪府 近畿会

会員

田辺　彰子

田辺彰子公認会計士事務所 大阪府池田市室町6番22-A号

sakoguchi@ms02.jicpa.or.jp 06-6866-8277

三木　伸介

御堂筋監査法人 大阪府豊中市寺内2丁目4番1号

toshihiroito@ms02.jicpa.or.jp 06-6846-6616

迫口　博之

御堂筋監査法人 大阪府豊中市寺内2丁目4番1号

伊藤　利博

伊藤公認会計士事務所 大阪府豊中市永楽荘3丁目6番8号

八百　秀亮

八百公認会計士事務所 大阪府八尾市刑部1丁目185番地

kohei.nishimura@ms02.jicpa.or.jp 072-988-6137

谷川　竜也

谷川竜也公認会計士事務所 大阪府南河内郡太子町聖和台4丁目16番地の15

西村　幸平

西村公認会計士事務所 大阪府東大阪市上石切町1丁目10番3号

XEA10880@ms02.jicpa.or.jp 072-737-5872

牧野　康幸

公認会計士牧野康幸事務所 大阪府池田市石橋4丁目11番18号

cpa.tax.okura@ms02.jicpa.or.jp 06-6846-6570

岩井　正彦

公認会計士岩井正彦事務所 大阪府枚方市池之宮1丁目14番23号

kittaka@ms02.jicpa.or.jp 06-6151-3141

大倉　雄次郎

大倉公認会計士事務所 大阪府豊中市本町2丁目3番54号

tetsuya.nakamura@ms01.jicpa.or.jp 090-5914-1679

橘髙　英治

公認会計士橘髙英治事務所 大阪府豊中市刀根山元町4番37号

中村　哲也

中村公認会計士事務所 大阪府豊中市曽根東町6丁目5番7-405号

古田　清和

古田公認会計士事務所 大阪府豊中市庄内西町4丁目1番1号

XEN06092@ms02.jicpa.or.jp 06-6331-5340

種田　ゆみこ

公認会計士種田ゆみこ事務所 大阪府豊中市庄内幸町5丁目20番4号

shinsuke.miki@ms02.jicpa.or.jp 080-9452-7048

山下　善久

山下公認会計士事務所 大阪府豊中市庄内幸町2丁目3番23号

iwai@ms02.jicpa.or.jp 06-6363-8338
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3010316 〒 562-0031 大阪府 近畿会

会員

3028579 〒 562-0005 大阪府 近畿会

会員

3021761 〒 594-1105 大阪府 近畿会

会員

3031089 〒 594-1142 大阪府 近畿会

会員

3017729 〒 594-1101 大阪府 近畿会

会員

3020715 〒 650-0032 兵庫県 近畿会

会員

3009527 〒 665-0011 兵庫県 近畿会

会員

3009957 〒 636-0941 奈良県 近畿会

会員

3016389 〒 630-0134 奈良県 近畿会

会員

3025193 〒 630-0138 奈良県 近畿会

会員

3021475 〒 639-1042 奈良県 近畿会

会員

3009509 〒 635-0051 奈良県 近畿会

会員

3011434 〒 635-0023 奈良県 近畿会

会員

3030535 〒 632-0004 奈良県 近畿会

会員

3030938 〒 630-8371 奈良県 近畿会

会員

cpa.matsuyama@ms01.jicpa.or.jp 050-7121-1414

薩摩　嘉則

監査法人彌榮会計社 兵庫事務所 兵庫県宝塚市南口2丁目14番3-1706号

hi.fujiwara@ms02.jicpa.or.jp 070-8405-6349

松山　元浩

ＳＣＳ国際有限責任監査法人 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区伊藤町121番地 伊藤町ビルディング4階

藤原　弘光

藤原弘光公認会計士事務所 大阪府和泉市室堂町96番地の1

taka540228@ms01.jicpa.or.jp 080-3039-3386

脇山　侑典

脇山侑典公認会計士事務所 大阪府和泉市久井町420番地

髙橋　正哉

髙橋公認会計士事務所 大阪府和泉市のぞみ野2丁目3番15-609号

乾　将太

乾将太公認会計士事務所 大阪府箕面市新稲4丁目16番22号

長野　秀則

長野公認会計士事務所 大阪府箕面市小野原東6丁目17番18-202号

teruki0131@ms02.jicpa.or.jp

奥田　善朗

奥田善朗公認会計士事務所 奈良県天理市櫟本町669番地

k.morimoto@ms02.jicpa.or.jp 06-6358-4905

森村　照私

森村照私公認会計士事務所 奈良県大和高田市日之出東本町6番20号

h.yoshimatsu@ms01.jicpa.or.jp 0743-52-5200

森本　浩三

森本浩三公認会計士事務所 奈良県大和高田市大字根成柿654番地

rintaro20090414@ms01.jicpa.or.jp 090-1891-2499

吉松　宏晃

公認会計士吉松宏晃事務所 奈良県大和郡山市小泉町345番地　JR大和小泉駅西広場前

藤原　直高

藤原公認会計士事務所 奈良県生駒市上町台6番地1

higashiguchi.kaikeishi@ms02.jicpa.or.jp 070-5509-7191

植田　麻衣子

植田公認会計士事務所 奈良県生駒市あすか野北1丁目8番6号

東口　喜代一

東口公認会計士事務所 奈良県生駒郡平群町緑ケ丘3丁目10番16号

XAD25130@ms02.jicpa.or.jp 0743-65-1086

黒田　佳紀

黒田佳紀公認会計士事務所 奈良県奈良市光明院町2番地　黒田税務会計事務所内
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3034744 〒 630-8115 奈良県 近畿会

会員

3031710 〒 630-8131 奈良県 近畿会

会員

3008514 〒 630-8218 奈良県 近畿会

会員

3036416 〒 631-0024 奈良県 近畿会

会員

3028711 〒 631-0078 奈良県 近畿会

会員

3030246 〒 636-0002 奈良県 近畿会

会員

3027492 〒 649-6202 和歌山県 近畿会

会員

3031090 〒 646-0028 和歌山県 近畿会

会員

3030072 〒 645-0011 和歌山県 近畿会

会員

3010404 〒 640-8341 和歌山県 近畿会

会員

3009822 〒 640-8227 和歌山県 近畿会

会員

3012752 〒 102-0072 東京都 兵庫会

会員

3010541 〒 604-8074 京都府 兵庫会

会員

3033077 〒 540-0022 大阪府 兵庫会

会員

3008029 〒 679-4167 兵庫県 兵庫会

会員

XMG25127@ms01.jicpa.or.jp 0742-41-1734

内芝　公輔

内芝公認会計士事務所 奈良県北葛城郡王寺町王寺2丁目7番6号　シンコービル4階

yukayoshida@ms01.jicpa.or.jp 080-5066-0975

大畑　伊知郎

大畑公認会計士事務所 奈良県奈良市富雄元町2丁目1番19号　奥川ビル5階

sanraku@ms01.jicpa.or.jp 0742-22-2075

吉田　由佳

吉田公認会計士事務所 奈良県奈良市百楽園2丁目8番11号

XCD30088@ms01.jicpa.or.jp 090-8882-5231

岡本　善英

岡本公認会計士事務所 奈良県奈良市樽井町7番地

XRF22364@ms02.jicpa.or.jp 090-5887-7135

中村　雄太

中村公認会計士事務所 奈良県奈良市大森町99番地の2

福井　信造

福井公認会計士事務所 奈良県奈良市大宮町3丁目5番39号　第3やまと建設ビル301号　あたつく組合A-3

安藤　幹根

監査法人グラヴィタス 京都府京都市中京区富小路通三条下る朝倉町528番地　

XDJ06979@ms01.jicpa.or.jp 073-423-1231

福井　剛

ＲＳＭ清和監査法人 東京都千代田区飯田橋1丁目3番2号曙杉館4階

hiko.inada@ms02.jicpa.or.jp 073-499-6626

山中　盛義

公認会計士山中盛義事務所 和歌山県和歌山市西汀丁36番地　和歌山商工会議所2階

XFE26582@ms02.jicpa.or.jp 011-221-2434

稲田　旭彦

稲田旭彦公認会計士事務所 和歌山県和歌山市黒田17番地4 シャンドフルーレ3階2号室

XKB35416@ms02.jicpa.or.jp 0739-34-2677

森本　明浩

森本公認会計士事務所 和歌山県日高郡みなべ町気佐藤508番地

前田　恵美

前田恵美公認会計士事務所 和歌山県田辺市高雄2丁目8番8号

kosuke.uchishiba@ms01.jicpa.or.jp 0745-43-5733

冨永　和正

冨永和正公認会計士事務所 和歌山県岩出市根来657番地の40

tsuyoshi@ms01.jicpa.or.jp 0791-62-0901

sawadatetsu@ms02.jicpa.or.jp 06-6943-4063

岡﨑　毅

公認会計士岡﨑会計事務所 兵庫県たつの市龍野町富永150番地2

mikine@ms01.jicpa.or.jp 0797-80-2458

澤田　哲

公認会計士澤田義実事務所 大阪府大阪市中央区糸屋町1丁目2番11-407号
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3009912 〒 659-0096 兵庫県 兵庫会

会員

3016600 〒 659-0072 兵庫県 兵庫会

会員

3020397 〒 675-0159 兵庫県 兵庫会

会員

3019963 〒 675-0039 兵庫県 兵庫会

会員

3013779 〒 675-0068 兵庫県 兵庫会

会員

3023650 〒 669-1323 兵庫県 兵庫会

会員

3028390 〒 669-1531 兵庫県 兵庫会

会員

3009173 〒 669-1531 兵庫県 兵庫会

会員

3026152 〒 669-2352 兵庫県 兵庫会

会員

3025274 〒 654-0131 兵庫県 兵庫会

会員

3013106 〒 654-0155 兵庫県 兵庫会

会員

3009420 〒 654-0122 兵庫県 兵庫会

会員

3033954 〒 655-0051 兵庫県 兵庫会

会員

3019226 〒 650-0032 兵庫県 兵庫会

会員

3032141 〒 650-0032 兵庫県 兵庫会

会員

houei0123@ms02.jicpa.or.jp 090-3052-1252

大塚　隆史

大塚公認会計士事務所 兵庫県加古川市加古川町中津626番地10

XYH16901@ms01.jicpa.or.jp 079-285-0850

寶榮　明伸

寶榮明伸公認会計士事務所 兵庫県加古川市加古川町粟津82番地の2　朝日プラザ加古川粟津802号

浦田　秀彦

浦田公認会計士事務所 兵庫県加古郡播磨町東野添3丁目7番13号

鈴木　友典

鈴木友典公認会計士事務所 兵庫県芦屋市川西町8番15号

道幸　尚志

道幸公認会計士事務所 兵庫県芦屋市山手町33番21号

小川　光夫

小川公認会計士事務所 兵庫県神戸市須磨区道正台1丁目1番3-1602号

shimpei.okamura@ms01.jicpa.or.jp 078-333-0600

大出　秀徳

大出秀徳公認会計士事務所 兵庫県神戸市須磨区西落合1丁目1番2-216号　プラウドシティ神戸名谷

岡村　新平

岡村新平公認会計士事務所 兵庫県神戸市須磨区横尾3丁目9番地の5

taskaru@ms02.jicpa.or.jp 079-559-1524

酒井　隆馬

酒井公認会計士事務所 兵庫県篠山市西浜谷422番地5

takeoyano@ms01.jicpa.or.jp 06-7708-3966

北野　参則

北野公認会計士事務所 兵庫県三田市天神1丁目5番33号　三田市商工会館202号

矢野　武夫

矢野公認会計士事務所 兵庫県三田市天神1丁目2番18号

久保田　浩之

公認会計士久保田浩之事務所 兵庫県三田市あかしあ台4丁目34番地10

XLD29542@ms02.jicpa.or.jp 078-224-5280

XUL15758@ms02.jicpa.or.jp 078‐224-5280

幡野　理恵

ＳＣＳ国際有限責任監査法人 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区伊藤町121番地 伊藤町ビルディング4階

安藤　裕司

ＳＣＳ国際有限責任監査法人 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区伊藤町121番地 伊藤町ビルディング4階

mitsuoogawa@ms01.jicpa.or.jp 078-792-3562

長谷川　くにこ

長谷川公認会計士事務所 兵庫県神戸市垂水区舞多聞西7丁目16番2号
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3009828 〒 651-0096 兵庫県 兵庫会

会員

3013237 〒 650-0001 兵庫県 兵庫会

会員

3024585 〒 650-0001 兵庫県 兵庫会

会員

3012676 〒 650-0024 兵庫県 兵庫会

会員

3006814 〒 650-0024 兵庫県 兵庫会

会員

3005186 〒 650-0024 兵庫県 兵庫会

会員

3014546 〒 650-0024 兵庫県 兵庫会

会員

3019595 〒 650-0024 兵庫県 兵庫会

会員

3029931 〒 650-0024 兵庫県 兵庫会

会員

3008254 〒 650-0022 兵庫県 兵庫会

会員

3009766 〒 650-0022 兵庫県 兵庫会

会員

3020733 〒 650-0033 兵庫県 兵庫会

会員

3031222 〒 650-0003 兵庫県 兵庫会

会員

3027044 〒 650-0003 兵庫県 兵庫会

会員

3010234 〒 650-0031 兵庫県 兵庫会

会員

XNJ21304@ms02.jicpa.or.jp 078-333-0350

古村　永子郎

神明監査法人 兵庫県神戸市中央区海岸通8番　神港ビル

三宅　洋行

三宅洋行公認会計士事務所 兵庫県神戸市中央区加納町3丁目1番18号

XXG06984@ms02.jicpa.or.jp 078-291-4051

谷澤　実佐子

谷澤公認会計士事務所 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目3番7号　ドミール北野407

黒木　賢一郎

有限責任 あずさ監査法人 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区雲井通7丁目1番1号　神戸新聞会館ビル13階

k.yagi@ms02.jicpa.or.jp 079-289-2065

遠藤　眞廣

遠藤公認会計士事務所 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目7番10号　元町関西ビル7階

snarita006@ms02.jicpa.or.jp 078-333-0600

八木　一法

公認会計士八木事務所 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目2番3-908号

ytakahashi@ms02.jicpa.or.jp 078-333-0600

成田　将吾

ＲＳＭ清和監査法人 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区海岸通8番　神港ビルヂング

sakai.hirofumi@ms01.jicpa.or.jp 078-333-0600

髙橋　潔弘

ＲＳＭ清和監査法人 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区海岸通8番　神港ビルヂング

078-333-0600

坂井　浩史

ＲＳＭ清和監査法人 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区海岸通8番　神港ビルヂング

shibano@ms01.jicpa.or.jp 090-8794-7204

井堂　信純

ＲＳＭ清和監査法人 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区海岸通8番　神港ビルヂング

eikomtan@ms02.jicpa.or.jp 06-6486-2216

芝野　稔

芝野公認会計士事務所 兵庫県神戸市中央区海岸通8番　神港ビル8階803

hashiride.hrk@ms01.jicpa.or.jp 080-1415-8882

岡村　修

公認会計士岡村修事務所 兵庫県神戸市中央区東町126番地　神戸シルクセンタービル5階

yosuke.takai@ms02.jicpa.or.jp 080-6522-3801

走出　広章

走出広章公認会計士事務所 兵庫県神戸市中央区山本通2丁目14番22号　プレジデントコート3階

officeitojima@ms02.jicpa.or.jp 078-332-1227

髙井　陽介

髙井陽介公認会計士事務所 兵庫県神戸市中央区山本通1丁目7番11号　ドゥマンビル2階6号室

糸島　貴裕

公認会計士オフィスＩＴＮ共同 兵庫県神戸市中央区江戸町98番1号 東町・江戸町ビル3階2号
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3022367 〒 651-0085 兵庫県 兵庫会

会員

3009851 〒 651-0097 兵庫県 兵庫会

会員

3027591 〒 650-0012 兵庫県 兵庫会

会員

3009001 〒 650-0012 兵庫県 兵庫会

会員

3016561 〒 658-0047 兵庫県 兵庫会

会員

3030833 〒 658-0048 兵庫県 兵庫会

会員

3025580 〒 658-0003 兵庫県 兵庫会

会員

3032443 〒 658-0012 兵庫県 兵庫会

会員

3009860 〒 657-0031 兵庫県 兵庫会

会員

3004217 〒 651-1213 兵庫県 兵庫会

会員

3004462 〒 662-0045 兵庫県 兵庫会

会員

3030034 〒 663-8173 兵庫県 兵庫会

会員

3019965 〒 662-0812 兵庫県 兵庫会

会員

3009345 〒 663-8003 兵庫県 兵庫会

会員

3023526 〒 669-1131 兵庫県 兵庫会

会員

miyatasp@ms01.jicpa.or.jp 078-251-9771

畑山　直久

畑山公認会計士事務所 兵庫県神戸市中央区北長狭通4丁目9番26号　西北神ビル5階

isao.motomura@ms02.jicpa.or.jp

宮田　勇人

公認会計士宮田勇人事務所 兵庫県神戸市中央区布引町4丁目3番6号　マイファーレ神戸702号

本村　勲

もとむら公認会計士事務所 兵庫県神戸市中央区八幡通4丁目1番16号　ラムール神戸三宮ビル502号室

ilovekazuki@ms02.jicpa.or.jp 06-6204-1961

木付　正言

木付公認会計士事務所 兵庫県神戸市北区広陵町1丁目141番地

yutaka.fujimoto1972@ms02.jicpa.or.jp 050-3738-4379

作花　弘美

公認会計士作花弘美事務所 兵庫県神戸市灘区大和町3丁目2番12-101号

mdnt24@ms02.jicpa.or.jp 090-6419-6664

藤本　豊

藤本豊公認会計士事務所 兵庫県神戸市東灘区本庄町1丁目4番15-405号サンクタス甲南山手

XZP28960@ms02.jicpa.or.jp 078-855-6855

副田　正之

副田公認会計士事務所 兵庫県神戸市東灘区本山北町5丁目9番6号

mnishida09@ms02.jicpa.or.jp

坂下　幸史

坂下幸史公認会計士事務所 兵庫県神戸市東灘区御影郡家2丁目6番4号

iwase@ms01.jicpa.or.jp 078-362-2655

西田　真規子

西田公認会計士事務所 兵庫県神戸市東灘区御影3丁目14番3号

岩瀬　哲正

岩瀬公認会計士事務所 兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目2番19号　コフィオ神戸元町

fukutake@ms02.jicpa.or.jp 090-6904-2929

XRC06535@ms01.jicpa.or.jp 0798-51-1822

福武　昌信

福武公認会計士事務所 兵庫県西宮市清瀬台8番11号

小林　幸子

公認会計士小林幸子事務所 兵庫県西宮市上大市1丁目8番13号

hiroyuki.nakayama@ms01.jicpa.or.jp 080-1498-6085

豊見里　隆一

豊見里公認会計士事務所 兵庫県西宮市甲東園1丁目5番36-1102号

中山　博行

中山公認会計士事務所 兵庫県西宮市甲子園三番町14番19号

kitsukisho@ms02.jicpa.or.jp 078-583-0243

大掛　勝之

公認会計士大掛勝之事務所 兵庫県西宮市安井町4番32-101号
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3013805 〒 669-1103 兵庫県 兵庫会

会員

3013485 〒 662-0836 兵庫県 兵庫会

会員

3019872 〒 662-0075 兵庫県 兵庫会

会員

3021742 〒 662-0062 兵庫県 兵庫会

会員

3023354 〒 666-0014 兵庫県 兵庫会

会員

3027131 〒 661-0979 兵庫県 兵庫会

会員

3014225 〒 661-0002 兵庫県 兵庫会

会員

3030781 〒 661-0002 兵庫県 兵庫会

会員

3013998 〒 661-0011 兵庫県 兵庫会

会員

3008115 〒 661-0012 兵庫県 兵庫会

会員

3022848 〒 661-0012 兵庫県 兵庫会

会員

3007234 〒 670-0871 兵庫県 兵庫会

会員

3032035 〒 671-0234 兵庫県 兵庫会

会員

3035503 〒 670-0940 兵庫県 兵庫会

会員

3013942 〒 670-0972 兵庫県 兵庫会

会員

多田　信広

多田公認会計士事務所 兵庫県西宮市大畑町2番29号　サーティ北口103号

吉岡　辰夫

吉岡公認会計士事務所 兵庫県西宮市生瀬東町37番17号

廣瀬　敏樹

廣瀬敏樹公認会計士事務所 兵庫県尼崎市東塚口町1丁目4番13-211号

mkyota@ms01.jicpa.or.jp 06-6427-2272

松本　五郎

松本五郎公認会計士事務所 兵庫県尼崎市塚口町1丁目9番地の6

m.ouchi@ms02.jicpa.or.jp 090-9613-1630

森山　恭太

森山恭太公認会計士事務所 兵庫県尼崎市塚口町1丁目14番13号

kazuma.fukumoto@ms02.jicpa.or.jp

大内　美香

大内美香公認会計士事務所 兵庫県尼崎市上坂部2丁目13番18号　グレイスアムール103号

oki21@ms02.jicpa.or.jp 090-7112-8109

福元　一馬

ふくもと公認会計士事務所 兵庫県川西市小戸1丁目3番12号　司ビル301号

jnitta@ms01.jicpa.or.jp 0798-72-5112

沖元　佑介

沖元公認会計士事務所 兵庫県西宮市木津山町6番1-203号

tadacpa@ms01.jicpa.or.jp 0798-67-8762

仁田　準也

公認会計士仁田準也事務所 兵庫県西宮市南越木岩町10番25-401号室

kens@ms01.jicpa.or.jp 079-234-1246

XMS34728@ms02.jicpa.or.jp 0791-23-0521

清水　健

清水健公認会計士事務所 兵庫県姫路市手柄2丁目58番地

髙谷　俊祐

はりま公認会計士共同事務所 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町207番地　姫路SOHOビル3F

XKT04612@ms02.jicpa.or.jp 079-284-9308

山本　康善

山本公認会計士事務所 兵庫県姫路市御国野町国分寺427番地3

小林　茂信

公認会計士小林会計事務所 兵庫県姫路市伊伝居527番地5

XPH05417@ms01.jicpa.or.jp 06-6429-1301

福澤　直之

公認会計士福澤直之事務所 兵庫県尼崎市南塚口町3丁目19番27-201号

妹尾　芳郎

妹尾公認会計士事務所 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目6番27号
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3007237 〒 672-8048 兵庫県 兵庫会

会員

3032464 〒 670-0853 兵庫県 兵庫会

会員

3010964 〒 670-0961 兵庫県 兵庫会

会員

3027867 〒 665-0015 兵庫県 兵庫会

会員

3017613 〒 673-0036 兵庫県 兵庫会

会員

3020850 〒 673-0044 兵庫県 兵庫会

会員

3017155 〒 671-1523 兵庫県 兵庫会

会員

3021311 〒 682-0025 鳥取県 中国会

会員

3019712 〒 680-0845 鳥取県 中国会

会員

3023691 〒 690-2404 島根県 中国会

会員

3031661 〒 693-0012 島根県 中国会

会員

3010676 〒 690-0062 島根県 中国会

会員

3011687 〒 702-8002 岡山県 中国会

会員

3012474 〒 709-0856 岡山県 中国会

会員

3026741 〒 702-8026 岡山県 中国会

会員

世良　日一

公認会計士世良日一事務所 兵庫県姫路市飾磨区三宅1丁目192番地　田中興産ビル

satosato0627@ms02.jicpa.or.jp 080-2412-2245

牧田　宗大

公認会計士牧田宗大事務所 鳥取県倉吉市八屋214番地3

hiroyuki.noguchi@ms02.jicpa.or.jp 090-3973-8025

沖野　智子

沖野智子公認会計士事務所 兵庫県揖保郡太子町東南737番地389

XHV14214@ms02.jicpa.or.jp 090-8986-5810

野口　博之

野口公認会計士事務所 兵庫県明石市藤江1119番地の23

藤谷　佳久

藤谷公認会計士事務所 兵庫県明石市松江535番地

oki@ms02.jicpa.or.jp 079-226-0655

梶元　周輔

梶元周輔公認会計士事務所 兵庫県宝塚市光ガ丘1丁目9番9号

079-224-1682

沖　剛誠

沖公認会計士事務所 兵庫県姫路市南畝町2丁目52番

a.sera@ms01.jicpa.or.jp 079-224-3090

岡内　勇気

岡内公認会計士事務所 兵庫県姫路市大黒壱丁町73番地

柏野　聰太郎

柏野公認会計士事務所 岡山県岡山市南区浦安本町67番地2

内藤　榮治

公認会計士内藤榮治事務所 岡山県岡山市東区瀬戸町下69番地の3

XXC07763@ms01.jicpa.or.jp 0852-21-1491

宮﨑　栄一

宮﨑栄一公認会計士事務所 岡山県岡山市中区桑野713番地の10

今岡　正一

今岡公認会計士事務所 島根県松江市魚町53番地6

XTV20167@ms01.jicpa.or.jp 090-7131-0879

足立　尚吾

足立公認会計士事務所 島根県出雲市大津新崎町5丁目68番地　しまね中央税理士法人　金山事務所内

周藤　智之

周藤公認会計士事務所 島根県雲南市三刀屋町三刀屋75番地9　センタービル2F

池原　浩一

池原公認会計士事務所 鳥取県鳥取市富安2丁目159番地  久本ビル3階
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3006736 〒 701-0205 岡山県 中国会

会員

3022064 〒 700-0013 岡山県 中国会

会員

3008732 〒 700-0052 岡山県 中国会

会員

3015154 〒 700-0973 岡山県 中国会

会員

3030826 〒 700-0817 岡山県 中国会

会員

3022505 〒 700-0902 岡山県 中国会

会員

3009023 〒 700-0975 岡山県 中国会

会員

3009293 〒 700-0975 岡山県 中国会

会員

3030142 〒 700-0914 岡山県 中国会

会員

3014834 〒 700-0032 岡山県 中国会

会員

3022103 〒 700-0927 岡山県 中国会

会員

3028731 〒 700-0927 岡山県 中国会

会員

3022414 〒 701-0163 岡山県 中国会

会員

3021770 〒 700-0822 岡山県 中国会

会員

3011623 〒 700-0816 岡山県 中国会

会員

井上　信二

井上公認会計士事務所 岡山県岡山市北区今2丁目7番6号

XYJ29799@ms02.jicpa.or.jp 086-238-5906

九冨　雅彦

九冨雅彦公認会計士事務所 岡山県岡山市北区錦町1番1号　岡山駅前ビル4階401号室

086-237-1999

村川　博之

村川博之公認会計士事務所 岡山県岡山市北区弓之町2番9　弓之町ビル906号

terao8732@ms01.jicpa.or.jp 086-252-3237

和田　治郎

ＡＣアーネスト監査法人 岡山県岡山市北区下中野356番地101

nao106s16@ms01.jicpa.or.jp 090-1339-8950

寺尾　耕治

寺尾公認会計士事務所 岡山県岡山市北区下伊福1丁目7番18号

野田　尚紀

野田公認会計士事務所 岡山県岡山市北区伊福町1丁目17番3号　多賀ビル

小田　項一

小田項一公認会計士事務所 岡山県岡山市南区妹尾588番地

shoji.okuda@ms01.jicpa.or.jp 086-244-1230

難波　徹

有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所岡山連絡事務所 岡山県岡山市北区表町1丁目5番1号　岡山シンフォニービル

086-250-5681

奥田　祥二

公認会計士奥田祥二事務所 岡山県岡山市北区中撫川646番地10

大木　亮

イースト・サン監査法人 岡山県岡山市北区西古松1丁目27番25号

knakai@ms02.jicpa.or.jp 090-4168-0414

岡　友和

イースト・サン監査法人 岡山県岡山市北区西古松1丁目27番25号

koji.hattori@ms01.jicpa.or.jp 086-223-5875

中井　和彦

公認会計士中井和彦事務所 岡山県岡山市北区昭和町10番5-1103号

服部　紘児

服部公認会計士事務所 岡山県岡山市北区鹿田町1丁目4番21号

石井　栄一

石井栄一公認会計士事務所 岡山県岡山市北区今8丁目11番10号

有澤　和久

有澤和久公認会計士事務所 岡山県岡山市北区富田町1丁目2番21号　アレズⅢ番館416号室

133/157



※本リストは、社会福祉法人又は医療法人等が、業務を依頼する公認会計士等の選定の
参考とするために作成されたものであり、当該目的以外での利用は禁止しています。※

3025011 〒 700-0971 岡山県 中国会

会員

3014018 〒 713-8113 岡山県 中国会

会員

3032619 〒 712-8061 岡山県 中国会

会員

3009879 〒 712-8011 岡山県 中国会

会員

3025107 〒 710-0826 岡山県 中国会

会員

3010401 〒 737-0024 広島県 中国会

会員

3023315 〒 731-0113 広島県 中国会

会員

3010429 〒 731-0125 広島県 中国会

会員

3014784 〒 731-5138 広島県 中国会

会員

3030949 〒 731-5157 広島県 中国会

会員

3008256 〒 731-5157 広島県 中国会

会員

3030947 〒 731-5109 広島県 中国会

会員

3019407 〒 731-5141 広島県 中国会

会員

3008748 〒 731-5111 広島県 中国会

会員

3019942 〒 733-0011 広島県 中国会

会員

XTJ23948@ms02.jicpa.or.jp 086-434-9510

出本　宏

出本公認会計士事務所 広島県呉市宮原6丁目5番3号

黒田　直樹

黒田直樹公認会計士・税理士事務所 岡山県倉敷市老松町4丁目8番20号　サンライトビル老松7階

三宅　昇

三宅昇公認会計士事務所 岡山県倉敷市連島町連島538番地5

山本　哲也

山本公認会計士事務所 岡山県倉敷市神田3丁目10番27号

XMD23918@ms02.jicpa.or.jp 086-243-6090

小野　雅之

小野雅之公認会計士事務所 岡山県倉敷市玉島八島897番地1号　エンタックビル2階

大田　淳一

大田淳一公認会計士事務所 岡山県岡山市北区野田3丁目1番1号　東光野田ビル4階

櫃田　仁史

櫃田仁史公認会計士事務所 広島県広島市佐伯区千同1丁目19番19号

sagami0202@ms01.jicpa.or.jp 090-4698-9727

田島　崇充

田島崇充公認会計士事務所 広島県広島市佐伯区石内北1丁目21番18号

佐上　芳春

佐上公認会計士事務所 広島県広島市佐伯区観音台4丁目14番26号

森田　寛

森田寛公認会計士事務所 広島県広島市佐伯区観音台1丁目21番6号

shinzo.takemoto@ms01.jicpa.or.jp 080-2130-3624

稲積　博則

稲積公認会計士・税理士事務所 広島県広島市佐伯区海老山南2丁目1番3-1401号

Knight1123@ms01.jicpa.or.jp 082-874-2383

竹本　辰三

竹本辰三公認会計士事務所 広島県広島市安佐南区大町西1丁目44番12号

朝長　慎弥

朝長慎弥公認会計士事務所 広島県広島市安佐南区西原6丁目18番23号

mimikazu421@ms02.jicpa.or.jp 082-232-3645

makoto.miyamoto@ms01.jicpa.or.jp 082-927-1720

中川　和之

公認会計士中川和之会計事務所 広島県広島市西区横川町2丁目5番17号

hitsu@ms02.jicpa.or.jp 082-923-7411

宮本　信

宮本信公認会計士事務所 広島県広島市佐伯区美鈴が丘東4丁目7番15号
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3005245 〒 733-0871 広島県 中国会

会員

3005925 〒 730-0022 広島県 中国会

会員

3023722 〒 730-0031 広島県 中国会

会員

3014974 〒 730-0031 広島県 中国会

会員

3007240 〒 730-0041 広島県 中国会

会員

3025654 〒 730-0855 広島県 中国会

会員

3013882 〒 730-0012 広島県 中国会

会員

3008576 〒 730-0014 広島県 中国会

会員

5012281 〒 730-0036 広島県 中国会

準会員

3007517 〒 730-0036 広島県 中国会

会員

3008777 〒 730-0036 広島県 中国会

会員

3012251 〒 730-0036 広島県 中国会

会員

3030948 〒 730-0036 広島県 中国会

会員

3006514 〒 730-0051 広島県 中国会

会員

3011388 〒 730-0051 広島県 中国会

会員

木村　構臣

木村公認会計士事務所 広島県広島市中区小町6番12号

masa0825@ms02.jicpa.or.jp 080-8223-9175

前田　貴史

有限責任 あずさ監査法人 広島事務所 広島県広島市中区紙屋町2丁目1番22号　広島興銀ビル７階

井上　勝博

ビズリンク公認会計士共同事務所 広島県広島市中区紙屋町1丁目1番17号 広島ミッドタウンビル6階

090-4698-9061

中間　信一

中間公認会計士事務所 広島県広島市中区銀山町3番地1　ひろしまハイビル21　5階

早稲田　幸雄

早稲田公認会計士事務所 広島県広島市西区高須4丁目2番9号

大藪　俊治

晄和監査法人 広島県広島市中区袋町3番17号シシンヨービル８階

栗栖　正紀

晄和監査法人 広島県広島市中区袋町3番17号シシンヨービル８階

金本　善行

晄和監査法人 広島県広島市中区袋町3番17号シシンヨービル８階

石田　伸浩

晄和監査法人 広島県広島市中区袋町3番17号

船倉　智雄

船倉公認会計士総合会計事務所 広島県広島市中区上幟町2番41号  スパジオカーサ2階

daigokdtl0710@ms01.jicpa.or.jp 090-4572-0891

築地新　豊

築地新公認会計士事務所 広島県広島市中区上八丁堀7番1号　ハイオス広島407

XZL04618@ms02.jicpa.or.jp 082-242-0111

早稲田　大悟

早稲田大悟公認会計士事務所 広島県広島市中区小網町6番20-703号

小早川　幸三

小早川幸三公認会計士事務所 広島県広島市中区大手町4丁目3番2号

髙橋　義則

髙橋公認会計士事務所 広島県広島市中区大手町2丁目9番6号  水産会館6階

日浦　祐介

晄和監査法人 広島県広島市中区袋町3番17号シシンヨービル８階
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3031637 〒 730-0811 広島県 中国会

会員

3016971 〒 730-0017 広島県 中国会

会員

3009498 〒 730-0004 広島県 中国会

会員

3024962 〒 730-0004 広島県 中国会

会員

3033327 〒 730-0003 広島県 中国会

会員

3022502 〒 730-0013 広島県 中国会

会員

3021179 〒 730-0013 広島県 中国会

会員

3006594 〒 730-0013 広島県 中国会

会員

3033532 〒 730-0013 広島県 中国会

会員

3027078 〒 730-0013 広島県 中国会

会員

3035139 〒 730-0013 広島県 中国会

会員

3009695 〒 730-0013 広島県 中国会

会員

3026099 〒 730-0013 広島県 中国会

会員

3028089 〒 730-0802 広島県 中国会

会員

3014285 〒 730-0032 広島県 中国会

会員

黒木　敬

広島総合公認会計士共同事務所 広島県広島市中区東白島町14番15号　NTTクレド白島ビル7階

fujimoto.kaikei@ms01.jicpa.or.jp 082-836-7881

藏田　修

広島総合公認会計士共同事務所 広島県広島市中区東白島町14番15号　NTTクレド白島ビル7階

sakurako@ms02.jicpa.or.jp 082-236-9280

藤本　寛之

藤本寛之公認会計士事務所 広島県広島市中区鉄砲町1番20号　第3ウエノヤビル8階

武信　隼人

武信公認会計士事務所 広島県広島市中区中島町5番14-501号

赤丸　亮治

有限責任監査法人トーマツ 広島事務所 広島県広島市中区八丁堀3番33号　広島ビジネスタワー

looklikefurusato@ms01.jicpa.or.jp 082-227-0564

外山　誠治

有限責任監査法人トーマツ 広島事務所 広島県広島市中区八丁堀3番33号　広島ビジネスタワー

m.ishibashi@ms02.jicpa.or.jp 082-227-0564

石橋　祥英

石橋祥英公認会計士事務所 広島県広島市中区八丁堀2番4号　サンシティ八丁堀502

石橋　三千男

公認会計士石橋三千男事務所 広島県広島市中区八丁堀2番4号 サンシティ八丁堀2階

山田　希恵

公認会計士山田総合会計事務所 広島県広島市中区八丁堀11番28号　朝日広告ビル

cschiyos@ms02.jicpa.or.jp 090-2800-0027

山田　紳太郎

公認会計士山田総合会計事務所 広島県広島市中区八丁堀11番28号

福元　智代

福元公認会計士事務所 広島県広島市中区白島九軒町8番12号

笹山　直孝

ＥＹ新日本有限責任監査法人 広島事務所 広島県広島市中区立町2番27号 ＮＢＦ広島立町ビル

上浦　遼

上浦公認会計士事務所 広島県広島市中区本川町1丁目1番24号　第二三田尾ビル304

XSF06856@ms02.jicpa.or.jp 082-511-6770

廣幡　英和

廣幡英和公認会計士事務所 広島県広島市中区八丁堀6番9号　藤本ビル2階

稲田　正司

稲田正司公認会計士事務所 広島県広島市中区八丁堀6番7号　チュリス八丁堀401号
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3030819 〒 730-0032 広島県 中国会

会員

3016714 〒 732-0052 広島県 中国会

会員

3029766 〒 732-0828 広島県 中国会

会員

3010407 〒 732-0828 広島県 中国会

会員

3006091 〒 734-0001 広島県 中国会

会員

3010418 〒 732-0819 広島県 中国会

会員

3023944 〒 732-0818 広島県 中国会

会員

3013629 〒 739-2208 広島県 中国会

会員

3031189 〒 739-0014 広島県 中国会

会員

3032982 〒 738-0034 広島県 中国会

会員

3008655 〒 738-0036 広島県 中国会

会員

3008166 〒 738-0024 広島県 中国会

会員

3033200 〒 720-0825 広島県 中国会

会員

3014227 〒 720-0812 広島県 中国会

会員

3030752 〒 720-0812 広島県 中国会

会員

鈴木　雅士

鈴木雅士公認会計士事務所 広島県広島市南区京橋町1番7号　アスティ広島京橋ビルディング1階　新広島会計事務所内

中村　政英

公認会計士中村政英事務所 広島県広島市東区光町2丁目7番35号　光町Uビル201号

河村　徹

ＥＹ新日本有限責任監査法人 広島事務所 広島県広島市中区立町2番27号 ＮＢＦ広島立町ビル

沢田　慎次郎

沢田公認会計士事務所 広島県廿日市市宮内309番地の3

山根　忠義

山根忠義公認会計士事務所 広島県東広島市西条昭和町12番7号　昭和ビル201号

hiromitsu.yamaguchi@ms02.jicpa.or.jp 082-569-6340

山内　重樹

山内重樹公認会計士事務所 広島県東広島市河内町入野4876番地1

山口　洋充

山口公認会計士事務所 広島県広島市南区段原日出2丁目4番4号

h331@ms02.jicpa.or.jp 082-253-8000

井上　卓也

井上卓也公認会計士事務所 広島県広島市南区段原山崎2丁目10番5号

kfukuda@ms01.jicpa.or.jp 082-521-9207

浜崎　邦夫

浜崎公認会計士事務所 広島県広島市南区出汐3丁目9番21号

masashi.suzuki@ms02.jicpa.or.jp 080-2303-9619

福田　和恵

公認会計士福田事務所 広島県広島市南区京橋町6番23-1003号

masashi.watanabe@ms01.jicpa.or.jp 084-959-3167

cpayf@ms01.jicpa.or.jp 084-927-3114

渡邉　雅史

公認会計士渡邉雅史事務所 広島県福山市霞町2丁目3番10号

y.uchida@ms01.jicpa.or.jp 084-921-5809

藤井　義則

ビズリンク公認会計士共同事務所 福山事務所 広島県福山市霞町1丁目1番1号 福山信愛ビル6階

内田　祐輔

内田祐輔公認会計士事務所 広島県福山市沖野上町5丁目26番26号　有限会社オフィスサポート内

梶田　滋

梶田滋公認会計士事務所 広島県廿日市市新宮1丁目10番53号　家納喜新宮館

sawada@ms01.jicpa.or.jp

吉中　邦彦

吉中公認会計士事務所 広島県廿日市市四季が丘6丁目6番地18
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3009649 〒 720-0805 広島県 中国会

会員

3035363 〒 720-0031 広島県 中国会

会員

3025971 〒 720-0067 広島県 中国会

会員

3008135 〒 721-0962 広島県 中国会

会員

3015529 〒 721-0974 広島県 中国会

会員

3027201 〒 755-0028 山口県 中国会

会員

3021855 〒 751-0873 山口県 中国会

会員

3012206 〒 751-0875 山口県 中国会

会員

3019739 〒 750-0009 山口県 中国会

会員

3016977 〒 744-0075 山口県 中国会

会員

3026605 〒 740-0012 山口県 中国会

会員

3021257 〒 740-0017 山口県 中国会

会員

3005924 〒 740-0004 山口県 中国会

会員

3035525 〒 740-0004 山口県 中国会

会員

3005550 〒 743-0065 山口県 中国会

会員

masami.watanabe@ms02.jicpa.or.jp 084-928-0108

松井　智成

松井公認会計士事務所 広島県福山市三吉町5丁目5番9号

渡辺　正己

公認会計士渡辺正己事務所 広島県福山市御門町1丁目10番10号　渡辺ビル202号

中尾　英紀

中尾英紀公認会計士事務所 山口県下関市上田中町6丁目7番6号

田中　博之

田中博之公認会計士事務所 山口県下関市秋根本町2丁目10番14号　スカイビル3階

cc980176@ms01.jicpa.or.jp 0836-32-1592

山田　康雄

山田康雄公認会計士事務所 山口県下関市秋根西町2丁目8番26号  ダイワハウス2階

kusa45@ms02.jicpa.or.jp 084-922-7722

河口　雅邦

河口雅邦公認会計士事務所 山口県宇部市東本町1丁目9番11号

日下　真吾

公認会計士日下真吾事務所 広島県福山市東深津町4丁目9番20号　清友ビル内

t.miyoshi@ms01.jicpa.or.jp 084-975-7266

中西　正則

公認会計士中西正則事務所 広島県福山市東手城町1丁目14番36号

matsui.t@ms02.jicpa.or.jp 084-924-8708

三吉　孝治

三吉孝治公認会計士事務所 広島県福山市西町3丁目23番4号

XYE34742@ms02.jicpa.or.jp 090-7998-6381

森永　敏夫

公認会計士森永敏夫事務所 山口県光市上島田2丁目3番6号

天羽　亮介

天羽亮介公認会計士事務所 山口県岩国市昭和町1丁目10番10号

XRK17747@ms01.jicpa.or.jp 0827-28-0288

天羽　満則

天羽公認会計士事務所 山口県岩国市昭和町1丁目10番10号

品川　充洋

品川公認会計士事務所 山口県岩国市今津町1丁目15番29号　村井ビル

XSH13611@ms01.jicpa.or.jp 0833-48-6201

花井　宏行

花井公認会計士事務所 山口県岩国市元町1丁目1番17号　デミオ元町703号

h.nakao@ms01.jicpa.or.jp 083-222-4755

古林　照己

古林照己公認会計士事務所 山口県下松市瑞穂町1丁目8番5号　みずほビル4号2階
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3021520 〒 743-0065 山口県 中国会

会員

3027507 〒 754-0034 山口県 中国会

会員

3007008 〒 754-0011 山口県 中国会

会員

3028643 〒 756-0088 山口県 中国会

会員

3007905 〒 745-0844 山口県 中国会

会員

3033712 〒 745-0844 山口県 中国会

会員

3014086 〒 745-0073 山口県 中国会

会員

3008216 〒 745-0036 山口県 中国会

会員

3025889 〒 747-0034 山口県 中国会

会員

3025505 〒 104-0033 東京都 四国会

会員

3011075 〒 770-0855 徳島県 四国会

会員

3015553 〒 770-0855 徳島県 四国会

会員

3026958 〒 770-0855 徳島県 四国会

会員

3013724 〒 770-0855 徳島県 四国会

会員

3029242 〒 771-0130 徳島県 四国会

会員

森永　晃仁

公認会計士森永晃仁事務所 山口県光市上島田2丁目3番6号

秋山　一正

秋山公認会計士事務所 山口県周南市本町1丁目20番地　秋山ビル

小田　正幸

公認会計士小田正幸事務所 山口県周南市代々木通2丁目22番地

XWN05228@ms02.jicpa.or.jp 090-7779-8191

水谷　公威

水谷公認会計士事務所 山口県周南市速玉町2番6号　高藤ビル201

hcoco346@ms02.jicpa.or.jp 0836-83-6178

水谷　芳昭

水谷公認会計士事務所 山口県周南市速玉町2番6号　高藤ビル201

XUB04414@ms02.jicpa.or.jp 090-3637-3490

村田　治子

村田治子公認会計士事務所 山口県山陽小野田市大字東高泊412番地1

kenji.okazaki@ms02.jicpa.or.jp 090-2234-0911

神足　敬史

神足敬史公認会計士事務所 山口県山口市小郡御幸町7番9-602号　アドバンス21小郡壱番館

a.m.cpa@ms02.jicpa.or.jp 0833-77-3125

岡﨑　謙司

公認会計士岡﨑謙司事務所 山口県山口市小郡かぜの丘13番1号

XYE10575@ms01.jicpa.or.jp 088-653-3255

藤井　太資

藤井太資公認会計士事務所 徳島県徳島市川内町加賀須野191番地の1

y.takashi@ms02.jicpa.or.jp 088-655-8882

藤原　晃

藤原公認会計士事務所 徳島県徳島市新蔵町3丁目23番

XLG12284@ms02.jicpa.or.jp 088-655-8882

孝志　洋平

渦潮監査法人 徳島県徳島市新蔵町1丁目95番地

XXN08127@ms01.jicpa.or.jp 090-1574-6952

大寺　健司

渦潮監査法人 徳島県徳島市新蔵町1丁目95番地

yss.takeshita@ms02.jicpa.or.jp 080-3579-5552

工藤　誠介

渦潮監査法人 徳島県徳島市新蔵町1丁目95番地

masayuki@ms02.jicpa.or.jp 0835-28-7314

竹下　安司

明神監査法人 東京都中央区新川1丁目8番6号秩父ビルディング2階

XRZ05508@ms02.jicpa.or.jp

山本　将之

山本将之公認会計士事務所 山口県防府市天神1丁目5番23号　中村ビル4階1号

XVG27061@ms01.jicpa.or.jp 090-7789-8879
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3006388 〒 770-0868 徳島県 四国会

会員

3036739 〒 772-0003 徳島県 四国会

会員

3032580 〒 769-0209 香川県 四国会

会員

3027094 〒 763-0046 香川県 四国会

会員

3010164 〒 760-0027 香川県 四国会

会員

3013728 〒 760-0027 香川県 四国会

会員

3013944 〒 760-0027 香川県 四国会

会員

3017312 〒 760-0027 香川県 四国会

会員

3018902 〒 760-0027 香川県 四国会

会員

3018904 〒 760-0027 香川県 四国会

会員

3022047 〒 760-0027 香川県 四国会

会員

3028079 〒 760-0027 香川県 四国会

会員

3028705 〒 760-0027 香川県 四国会

会員

3006618 〒 760-0014 香川県 四国会

会員

3010374 〒 760-0018 香川県 四国会

会員

久保　誉一

有限責任監査法人トーマツ 高松事務所 香川県高松市紺屋町2番地6　高松フコク生命ビル

越智　慶太

有限責任監査法人トーマツ 高松事務所 香川県高松市紺屋町2番地6　高松フコク生命ビル

XTR26065@ms01.jicpa.or.jp 0877-35-7785

中田　明

有限責任監査法人トーマツ 高松事務所 香川県高松市紺屋町2番地6　高松フコク生命ビル

junji0310@ms01.jicpa.or.jp 0877-49-5300

塚本　秀和

塚本公認会計士事務所 香川県丸亀市南条町57番地

XHF36500@ms02.jicpa.or.jp 088-686-3456

髙嶋　淳司

髙嶋淳司公認会計士事務所 香川県綾歌郡宇多津町浜九番丁140番地7　株式会社エースプランニング内

田中　里佳

田中公認会計士事務所 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜768番地　有限会社徳島経営企画室内

長地　孝夫

公認会計士長地孝夫事務所 徳島県徳島市福島1丁目6番21号

岡林　正文

公認会計士岡林正文事務所 香川県高松市昭和町1丁目5番6号

石本　広人

有限責任監査法人トーマツ 高松事務所 香川県高松市紺屋町2番地6　高松フコク生命ビル

松岡　秀樹

有限責任監査法人トーマツ 高松事務所 香川県高松市紺屋町2番地6　高松フコク生命ビル

塩田　俊光

有限責任監査法人トーマツ 高松事務所 香川県高松市紺屋町2番地6　高松フコク生命ビル

宮内　一臣

有限責任監査法人トーマツ 高松事務所 香川県高松市紺屋町2番地6　高松フコク生命ビル

鈴木　隆昭

有限責任監査法人トーマツ 高松事務所 香川県高松市紺屋町2番地6　高松フコク生命ビル

池田　哲也

有限責任監査法人トーマツ 高松事務所 香川県高松市紺屋町2番地6　高松フコク生命ビル

keisoff@ms01.jicpa.or.jp 087-834-8855

山地　圭二

山地圭二公認会計士事務所 香川県高松市天神前10番12号　香川天神前ビル2階
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3025150 〒 760-0071 香川県 四国会

会員

3032299 〒 760-0071 香川県 四国会

会員

3008368 〒 760-0017 香川県 四国会

会員

3015595 〒 761-8071 香川県 四国会

会員

3008980 〒 760-0066 香川県 四国会

会員

3012698 〒 760-0080 香川県 四国会

会員

3009262 〒 791-3133 愛媛県 四国会

会員

3022090 〒 798-0041 愛媛県 四国会

会員

3011410 〒 794-0015 愛媛県 四国会

会員

3029448 〒 799-2118 愛媛県 四国会

会員

3030990 〒 799-0431 愛媛県 四国会

会員

3008713 〒 790-0911 愛媛県 四国会

会員

3010679 〒 790-0003 愛媛県 四国会

会員

3012378 〒 790-0003 愛媛県 四国会

会員

3019187 〒 790-0855 愛媛県 四国会

会員

chiaki@ms01.jicpa.or.jp 087-821-5577

東　圭介

公認会計士東圭介事務所 香川県高松市木太町1948番地10

hashikawa.hryk@ms02.jicpa.or.jp 087-805-5863

石川　千晶

石川千晶公認会計士事務所 香川県高松市福岡町2丁目20番23号

橋川　浩之

公認会計士橋川浩之事務所 香川県高松市伏石町2140番地5-301

hitoyasumi1@ms01.jicpa.or.jp 087-862-6715

大西　均

公認会計士大西均事務所 香川県高松市番町2丁目11番1号

motoki.yano.yakuouzen@ms02.jicpa.or.jp 087-862-6715

内橋　翔

内橋公認会計士事務所 香川県高松市藤塚町1丁目10番30号

矢野　基樹

矢野基樹公認会計士事務所 香川県高松市藤塚町1丁目10番30号

XFS05948@ms02.jicpa.or.jp 090-1002-2364

梶原　英樹

梶原公認会計士事務所 愛媛県松山市三番町4丁目12番地4　松山大同生命ビル201号

Nishihara.hrnr@ms01.jicpa.or.jp 0896-24-1673

北田　隆

公認会計士北田隆事務所 愛媛県松山市桑原4丁目9番3号

kengo.yagi1107@ms02.jicpa.or.jp 0898-36-5852

西原　弘記

西原弘記公認会計士事務所 愛媛県四国中央市寒川町1432番地　西原功税理士事務所内

kazuhiro.yano@ms01.jicpa.or.jp 0898-22-0615

八木　健吾

八木健吾公認会計士事務所 愛媛県今治市波止浜11番地126

XDF18569@ms01.jicpa.or.jp 0895-65-9011

矢野　和弘

公認会計士矢野会計事務所 愛媛県今治市常盤町6丁目5番13号　丸木ビル3Ｆ

ehimeokada@ms02.jicpa.or.jp 089-984-9518

山本　志郎

山本公認会計士事務所 愛媛県宇和島市本町追手1丁目3番24号　光ビル2F

k.azuma@ms01.jicpa.or.jp 087-816-7015

山邊　彰三

公認会計士山邊会計事務所 愛媛県伊予郡松前町昌農内96番地4

akibaken@ms01.jicpa.or.jp 089-998-3003

森本　隆夫

森本隆夫公認会計士事務所 愛媛県松山市持田町2丁目3番19号　サーパス持田町203号

hideki.kajiwara@ms02.jicpa.or.jp

秋葉　見

愛光監査法人 愛媛県松山市三番町4丁目8番地7　第5越智会計ビル2階

141/157



※本リストは、社会福祉法人又は医療法人等が、業務を依頼する公認会計士等の選定の
参考とするために作成されたものであり、当該目的以外での利用は禁止しています。※

3016249 〒 790-0878 愛媛県 四国会

会員

3005539 〒 790-0011 愛媛県 四国会

会員

3028688 〒 790-0011 愛媛県 四国会

会員

3032538 〒 790-0952 愛媛県 四国会

会員

3034076 〒 791-1115 愛媛県 四国会

会員

3033498 〒 790-0034 愛媛県 四国会

会員

3013790 〒 790-0843 愛媛県 四国会

会員

3012687 〒 790-0842 愛媛県 四国会

会員

3026770 〒 791-8042 愛媛県 四国会

会員

3010587 〒 790-0924 愛媛県 四国会

会員

3008282 〒 790-0002 愛媛県 四国会

会員

3011203 〒 790-0002 愛媛県 四国会

会員

3024887 〒 790-0002 愛媛県 四国会

会員

3008848 〒 790-0814 愛媛県 四国会

会員

3011716 〒 790-0814 愛媛県 四国会

会員

sakurauchi@ms02.jicpa.or.jp 0895-22-7075

井上　泰之

井上公認会計士事務所 愛媛県松山市土居町1110番地14

tw0705@ms01.jicpa.or.jp 09011857544

桜内　文城

公認会計士桜内文城事務所 愛媛県松山市朝生田町3丁目3番20号

soichi@ms02.jicpa.or.jp 089-945-3380

渡部　徹

渡部徹公認会計士事務所 愛媛県松山市千舟町6丁目5番地10

mtaka.cpa2011@ms02.jicpa.or.jp 089-993-8711

大西　聰一

大西聰一公認会計士事務所 愛媛県松山市千舟町6丁目5番地10

森　貴弘

公認会計士森貴弘事務所 愛媛県松山市勝山町1丁目13番地4  ダイトー商事ビル4階

nwnnaoki@ms02.jicpa.or.jp 089-961-4680

梶原　章夫

四国松山凛監査法人 愛媛県松山市二番町4丁目4番地2愛媛県農業共済組合連合会ビル2階

佐伯　直輝

四国松山凛監査法人 愛媛県松山市二番町4丁目4番地2愛媛県農業共済組合連合会ビル2階

菊池　博俊

菊池公認会計士事務所 愛媛県松山市南久米町766番地7

鵜篭　貴之

鵜篭貴之公認会計士事務所 愛媛県松山市南吉田町1154番地2

owt55gogo55@ms02.jicpa.or.jp 080-5662-6959

吉井　修

吉井公認会計士事務所 愛媛県松山市道後湯之町15番5号　エイルヴィラプレステージ道後705号

aikana.kato@ms01.jicpa.or.jp 090-8973-4981

渡辺　修

渡辺公認会計士事務所 愛媛県松山市道後町2丁目3番4号　道後の杜ビル4階

yk.inoue@ms02.jicpa.or.jp 080-6399-9784

加藤　愛可奈

加藤愛可奈公認会計士事務所 愛媛県松山市藤原町667番地1　バナナ館2F

k.nakagoshi@ms02.jicpa.or.jp 089-998-3003

XYU06073@ms01.jicpa.or.jp 089-945-2737

中越　公平

えひめ有限責任監査法人 愛媛県松山市味酒町2丁目9番地17

XLN25660@ms02.jicpa.or.jp 089-961-4680

丸木　公介

えひめ有限責任監査法人 愛媛県松山市味酒町2丁目9番地17

XCD08247@ms01.jicpa.or.jp 089-961-4680

影浦　浩二

四国松山凛監査法人 愛媛県松山市二番町4丁目4番地2愛媛県農業共済組合連合会ビル2階
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3012479 〒 790-0814 愛媛県 四国会

会員

3013329 〒 790-0814 愛媛県 四国会

会員

3014778 〒 790-0814 愛媛県 四国会

会員

6004270 〒 790-0814 愛媛県 四国会

準会員

3032275 〒 790-0014 愛媛県 四国会

会員

3007933 〒 780-0821 高知県 四国会

会員

3015727 〒 780-0862 高知県 四国会

会員

3009864 〒 780-0833 高知県 四国会

会員

3036914 〒 780-0833 高知県 四国会

会員

3018546 〒 780-8005 高知県 四国会

会員

3006193 〒 780-0815 高知県 四国会

会員

3020886 〒 780-0088 高知県 四国会

会員

3008471 〒 781-0012 高知県 四国会

会員

3035227 〒 785-8501 高知県 四国会

会員

3035084 〒 783-0007 高知県 四国会

会員

yamadakaikei@ms02.jicpa.or.jp 0898-55-3075

福田　英樹

えひめ有限責任監査法人 愛媛県松山市味酒町2丁目9番地17

kimoto.atsushi@ms01.jicpa.or.jp 089-915-0433

山田　智章

えひめ有限責任監査法人 愛媛県松山市味酒町2丁目9番地17

YAMASAKIMAKOTO@ms01.jicpa.or.jp 089-935-7670

木本　敦

えひめ有限責任監査法人 愛媛県松山市味酒町2丁目9番地17

山﨑　誠

えひめ有限責任監査法人 愛媛県松山市味酒町2丁目9番地17

makotohashimoto@ms01.jicpa.or.jp 088-831-6485

岡本　敏彦

岡本公認会計士事務所 高知県高知市二葉町11番11号

hrkz.tanaka@ms01.jicpa.or.jp 088-880-0340

橋本　誠

橋本誠公認会計士事務所 高知県高知市南新田町3番3号  2階

田中　宏和

田中宏和公認会計士事務所 高知県高知市南はりまや町1丁目13番2号

Soshi1008@ms01.jicpa.or.jp 080-9719-4459

田中　章夫

公認会計士田中章夫事務所 高知県高知市南はりまや町1丁目13番2号

XUP05251@ms01.jicpa.or.jp 088-884-1123

松本　幸大

松本公認会計士事務所 高知県高知市鷹匠町1丁目3-22　スクエアフロント2-14号室

kei.takasuga@ms02.jicpa.or.jp 080-7679-3041

西岡　啓二郎

西岡公認会計士事務所 高知県高知市桜井町1丁目7番16号

Hide.Fukuda@ms02.jicpa.or.jp 090-2858-4686

髙須賀　経

髙須賀経公認会計士事務所 愛媛県松山市柳井町2丁目78番地6

kumiko.arima.0509@ms01.jicpa.or.jp 090-8285-4996

shohei.tamura@ms02.jicpa.or.jp

白山　久美子

白山公認会計士事務所 高知県南国市明見935番地

XNV05729@ms01.jicpa.or.jp 088-845-0765

田村　翔平

田村翔平公認会計士事務所 高知県須崎市緑町4番30号　医療法人五月会須崎くろしお病院内

寺田　覚

公認会計士寺田覚事務所 高知県高知市薊野東町3番55号 久松ビル

t.okamoto@ms01.jicpa.or.jp 088-884-7776

斉藤　章

斉藤章公認会計士事務所 高知県高知市北久保11番20-607号
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3035092 〒 783-0007 高知県 四国会

会員

3014425 〒 103-0014 東京都 北部九州会

会員

3034864 〒 450-0002 愛知県 北部九州会

会員

3026803 〒 830-0039 福岡県 北部九州会

会員

3029928 〒 830-0003 福岡県 北部九州会

会員

3004862 〒 811-4163 福岡県 北部九州会

会員

3028859 〒 816-0854 福岡県 北部九州会

会員

3025644 〒 816-0832 福岡県 北部九州会

会員

3025541 〒 811-2201 福岡県 北部九州会

会員

3031742 〒 811-2413 福岡県 北部九州会

会員

3020911 〒 818-0133 福岡県 北部九州会

会員

3013777 〒 818-0104 福岡県 北部九州会

会員

3012202 〒 833-0001 福岡県 北部九州会

会員

3010647 〒 811-1251 福岡県 北部九州会

会員

3014493 〒 818-0058 福岡県 北部九州会

会員

小菅　良助

あすの監査法人 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目25番17号三喜ビル6階

野中　祐輔

平成監査法人 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目25番7号5階

白山　晃嗣

白山公認会計士事務所 高知県南国市明見935番地

junichi.tsuyama@ms02.jicpa.or.jp 092-282-3310

猿渡　慎也

猿渡慎也公認会計士事務所 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲1032番地5

津山　純一

津山公認会計士事務所 福岡県糟屋郡志免町桜丘3丁目16番9号

江﨑　貴一

公認会計士江﨑会計事務所 福岡県春日市紅葉ケ丘西2丁目82番地

XUG02612@ms02.jicpa.or.jp 0940-33-2380

小田　太一

小田太一公認会計士事務所 福岡県春日市下白水北7丁目34番地

上野　寛

上野公認会計士事務所 福岡県宗像市自由ケ丘7丁目25番地の2

秋山　泰宏

秋山泰宏公認会計士事務所 福岡県久留米市東櫛原町1137番地1　ライオンズマキシム櫛原308号

ryousuke19870120@ms02.jicpa.or.jp 080-3188-3280

塩塚　正康

塩塚正康公認会計士事務所 福岡県久留米市花畑1丁目20番地1　サンリヤン花畑駅南501号

hideyuki211209@ms02.jicpa.or.jp 092-408-8889

古賀　竜介

古賀公認会計士事務所 福岡県筑紫野市湯町3丁目4番11号

babanorio1222@ms01.jicpa.or.jp 0942-51-7010

清水　秀幸

清水公認会計士事務所 福岡県筑紫郡那珂川町松木1丁目184番地1

馬場　範夫

馬場公認会計士事務所 福岡県筑後市一条1285番地

ayumi.ikeda@ms01.jicpa.or.jp 090-3072-0678

松尾　英二

松尾公認会計士事務所 福岡県太宰府市通古賀5丁目17番14号

Abcde123@ms01.jicpa.or.jp

池田　亜弓

池田亜弓公認会計士事務所 福岡県太宰府市坂本1丁目5番33号　ベルクレール103号
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3007614 〒 809-0022 福岡県 北部九州会

会員

3010147 〒 819-0013 福岡県 北部九州会

会員

3022466 〒 819-0006 福岡県 北部九州会

会員

3029987 〒 814-0165 福岡県 北部九州会

会員

3025744 〒 814-0032 福岡県 北部九州会

会員

3028467 〒 814-0002 福岡県 北部九州会

会員

3037281 〒 814-0002 福岡県 北部九州会

会員

3010739 〒 814-0013 福岡県 北部九州会

会員

3014404 〒 810-0062 福岡県 北部九州会

会員

3008752 〒 810-0024 福岡県 北部九州会

会員

3008406 〒 810-0061 福岡県 北部九州会

会員

3019176 〒 810-0042 福岡県 北部九州会

会員

3021347 〒 810-0042 福岡県 北部九州会

会員

3016546 〒 810-0042 福岡県 北部九州会

会員

3032287 〒 810-0052 福岡県 北部九州会

会員

竹之内　髙司

竹之内髙司公認会計士事務所 福岡県福岡市西区愛宕浜1丁目21番13号

吉田　秀樹

吉田公認会計士事務所 福岡県中間市鍋山町16番1号

uedacpa@ms01.jicpa.or.jp 092-751-1605

盈　辰博

みつる公認会計士事務所 福岡県福岡市中央区荒戸2丁目1番8号　高橋ビル3階

XRS37521@ms01.jicpa.or.jp 090-8484-3384

植田　文雄

植田文雄公認会計士事務所 福岡県福岡市早良区藤崎2丁目5番14号

石川　慎哉

石川慎哉公認会計士事務所 福岡県福岡市早良区西新7丁目1番17-302号　コスモ西新7丁目

新井　賢大

新井公認会計士事務所 福岡県福岡市早良区西新5丁目9番22号　てんぐ屋西新Ⅵ2階

XCH28766@ms02.jicpa.or.jp 080-4310-0688

吉倉　正幸

吉倉公認会計士事務所 福岡県福岡市早良区小田部4丁目3番1号

daisuke.goto@ms01.jicpa.or.jp 092-834-6456

安永　聖観

安永聖観公認会計士事務所 福岡県福岡市早良区次郎丸3丁目19番11号

後藤　大輔

後藤大輔公認会計士事務所 福岡県福岡市西区姪浜駅南2丁目6番7号

aoki7@ms01.jicpa.or.jp 090-6897-8617

XCF13207@ms01.jicpa.or.jp 092-600-1971

青木　一生

青木一生公認会計士事務所 福岡県福岡市中央区大濠2丁目6番

田村　祥三

田村公認会計士事務所 福岡県福岡市中央区赤坂3丁目4番22-1308号

uchida19176@ms01.jicpa.or.jp 092-406-1001

齊田　康伸

齊田公認会計士事務所 福岡県福岡市中央区赤坂2丁目4番5号　シャトレけやき通り301

XRB05675@ms01.jicpa.or.jp 092-731-4640

内田　健二

如水監査法人 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目12番15号　読売福岡ビル9階

XCE05986@ms02.jicpa.or.jp 092-714-2258

山﨑　倫明

山﨑公認会計士事務所 福岡県福岡市中央区西公園2番13-304号

mitsurucpa@ms01.jicpa.or.jp 090-9797-0326

牛島　毅

牛島公認会計士事務所 福岡県福岡市中央区桜坂1丁目11番11号
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3020325 〒 810-0074 福岡県 北部九州会

会員

3033898 〒 810-0041 福岡県 北部九州会

会員

3010338 〒 810-0041 福岡県 北部九州会

会員

3034556 〒 810-0041 福岡県 北部九州会

会員

3024563 〒 810-0072 福岡県 北部九州会

会員

3010518 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

会員

3009834 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

会員

3012216 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

会員

3014369 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

会員

3031060 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

会員

3011566 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

会員

3014428 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

会員

3015523 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

会員

3017877 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

会員

3020837 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

会員

清田　博之

清田公認会計士事務所 福岡県福岡市中央区大手門3丁目4番5号　増田福岡ビル4階A室

谷口　誠幸

あゆみ監査法人 福岡県福岡市中央区天神1丁目1番1号アクロス福岡11階

升永　清朗

あゆみ監査法人 福岡県福岡市中央区天神1丁目1番1号アクロス福岡11階

hkojima1@ms02.jicpa.or.jp 080-9103-7919

千々松　英樹

有限責任 あずさ監査法人 福岡事務所 福岡県福岡市中央区天神1丁目12番14号紙与渡辺ビル3階

小嶋　博文

小嶋博文公認会計士事務所 福岡県福岡市中央区長浜1丁目4番5-301号

柴田　翔吾

柴田翔吾公認会計士事務所 福岡県福岡市中央区大名2丁目4番38-810号

yuka.ikeda@ms01.jicpa.or.jp 092-725-0675

江口　秀人

江口公認会計士事務所 福岡県福岡市中央区大名2丁目4番30号　西鉄赤坂ビル6階

kiyota@ms01.jicpa.or.jp 092-406-3444

池田　祐香

池田祐香公認会計士・税理士事務所 福岡県福岡市中央区大名2丁目2番50号　大名DTビル5階

松本　一哉

有限責任監査法人トーマツ 福岡事務所 福岡県福岡市中央区天神1丁目4番2号　エルガーラ

米本　昌弘

有限責任監査法人トーマツ 福岡事務所 福岡県福岡市中央区天神1丁目4番2号　エルガーラ

室井　秀夫

有限責任監査法人トーマツ 福岡事務所 福岡県福岡市中央区天神1丁目4番2号　エルガーラ

荒牧　秀樹

有限責任監査法人トーマツ 福岡事務所 福岡県福岡市中央区天神1丁目4番2号　エルガーラ

nisshoghi@ms01.jicpa.or.jp 090-4343-0648

西元　浩文

有限責任監査法人トーマツ 福岡事務所 福岡県福岡市中央区天神1丁目4番2号　エルガーラ

chikako.iwako@ms01.jicpa.or.jp 092-737-7105

石井　寿佳

あゆみ監査法人 福岡県福岡市中央区天神1丁目1番1号アクロス福岡11階

stanigu@ms02.jicpa.or.jp 092-737-7105

岩子　知香子

あゆみ監査法人 福岡県福岡市中央区天神1丁目1番1号アクロス福岡11階

146/157



※本リストは、社会福祉法人又は医療法人等が、業務を依頼する公認会計士等の選定の
参考とするために作成されたものであり、当該目的以外での利用は禁止しています。※

3020941 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

会員

3023444 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

会員

3023784 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

会員

3025738 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

会員

3027462 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

会員

3031697 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

会員

6004636 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

準会員

3014547 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

会員

3020713 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

会員

3024674 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

会員

3025862 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

会員

3024896 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

会員

3033766 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

会員

3018973 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

会員

3010563 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

会員

明石　康平

有限責任監査法人トーマツ 福岡事務所 福岡県福岡市中央区天神1丁目4番2号　エルガーラ

和佐　直

有限責任監査法人トーマツ 福岡事務所 福岡県福岡市中央区天神1丁目4番2号　エルガーラ

松本　眞也

有限責任監査法人トーマツ 福岡事務所 福岡県福岡市中央区天神1丁目4番2号　エルガーラ

橋本　愛

有限責任監査法人トーマツ 福岡事務所 福岡県福岡市中央区天神1丁目4番2号　エルガーラ

久原　明夫

有限責任監査法人トーマツ 福岡事務所 福岡県福岡市中央区天神1丁目4番2号　エルガーラ

甲斐　雅章

有限責任監査法人トーマツ 福岡事務所 福岡県福岡市中央区天神1丁目4番2号　エルガーラ

浦川　晃司

有限責任監査法人トーマツ 福岡事務所 福岡県福岡市中央区天神1丁目4番2号　エルガーラ

mishima@ms01.jicpa.or.jp 090-9564-3258

川野　武志

川野公認会計士事務所 福岡県福岡市中央区天神2丁目14番8号　福岡天神センタービル

yoshinoke@ms01.jicpa.or.jp 090-9728-7867

三嶋　健太

三優監査法人 福岡事務所 福岡県福岡市中央区天神2丁目14番13号天神三井ビル8階

吉野　任

三優監査法人 福岡事務所 福岡県福岡市中央区天神2丁目14番13号天神三井ビル8階

関根　康一

ＥＹ新日本有限責任監査法人 福岡事務所 福岡県福岡市中央区天神2丁目12番1号　天神ビル7階

小竹　昭

ＥＹ新日本有限責任監査法人 福岡事務所 福岡県福岡市中央区天神2丁目12番1号　天神ビル7階

西　秀雄

ＥＹ新日本有限責任監査法人 福岡事務所 福岡県福岡市中央区天神2丁目12番1号　天神ビル7階

吉村　祐二

ＥＹ新日本有限責任監査法人 福岡事務所 福岡県福岡市中央区天神2丁目12番1号　天神ビル7階

XGP07656@ms02.jicpa.or.jp 092-771-3340

秋吉　博文

九州パートナーズ公認会計士共同事務所 福岡県福岡市中央区天神2丁目14番8号　福岡天神センタービル9階
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3012686 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

会員

3015541 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

会員

3006407 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

会員

3032581 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

会員

3016931 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

会員

3032563 〒 810-0001 福岡県 北部九州会

会員

3015251 〒 810-0004 福岡県 北部九州会

会員

3014301 〒 810-0004 福岡県 北部九州会

会員

3011782 〒 810-0004 福岡県 北部九州会

会員

3010463 〒 810-0004 福岡県 北部九州会

会員

3032224 〒 810-0012 福岡県 北部九州会

会員

3019958 〒 810-0073 福岡県 北部九州会

会員

3023928 〒 810-0014 福岡県 北部九州会

会員

3026398 〒 810-0022 福岡県 北部九州会

会員

3028488 〒 810-0022 福岡県 北部九州会

会員

伊原　良

伊原良公認会計士事務所 福岡県福岡市中央区天神4丁目2番31号　第2サンビル5階

ito.cpa@ms02.jicpa.or.jp 092-406-2375

松本　英徳

公認会計士松本英徳事務所 福岡県福岡市中央区天神4丁目1番28号　天神リベラ2F-A

chou@ms02.jicpa.or.jp 092-731-4640

伊藤　伸浩

伊藤公認会計士事務所 福岡県福岡市中央区天神3丁目5番23号2F

jiro.inoue@ms02.jicpa.or.jp 092-735-0036

長　伸幸

長公認会計士事務所 福岡県福岡市中央区天神3丁目4番5号  ピエトロビル6階

shkknd@ms01.jicpa.or.jp 092-771-3340

井上　二郎

九州パートナーズ公認会計士共同事務所 福岡県福岡市中央区天神2丁目14番8号　福岡天神センタービル9階

近藤　祥子

秋吉公認会計士事務所 福岡県福岡市中央区天神2丁目14番8号　福岡天神センタービル9階

hisayuki.miyazaki@ms01.jicpa.or.jp 080-2743-9459

波多江　誠一

波多江誠一公認会計士事務所 福岡県福岡市中央区平尾3丁目1番3号

宮﨑　久幸

宮﨑公認会計士事務所 福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目1番22号　Sビル402号

山本　真義

山本真義公認会計士事務所 福岡県福岡市中央区白金1丁目4番18号　サンコービル304

XXZ08782@ms02.jicpa.or.jp 092-732-7722

森　行一

森行一公認会計士事務所 福岡県福岡市中央区渡辺通5丁目16番6号　ルネッサンスUR南天神207

t.maeda@ms01.jicpa.or.jp 092-713-2210

首藤　利幸

公認会計士首藤利幸事務所 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目9番18号　白花ビル302号

shimizu@ms02.jicpa.or.jp 092-725-6277

前田　拓也

田中恵公認会計士事務所 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目1番82号　電気ビル北館9階

r.ihara@ms02.jicpa.or.jp 092-752-4311

清水　剛

福岡監査法人 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目1番1号

kaoru.0422@ms02.jicpa.or.jp 080-2743-9456

y.kawashima@ms01.jicpa.or.jp 092-282-3310

野田　芳

野田公認会計士事務所 福岡県福岡市中央区薬院3丁目11番3号　薬院TSビル2F

SHa1971@ms02.jicpa.or.jp

川嶋　優介

川嶋優介公認会計士事務所 福岡県福岡市中央区薬院2丁目4番15-703号
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3009869 〒 810-0022 福岡県 北部九州会

会員

3019985 〒 813-0005 福岡県 北部九州会

会員

3022074 〒 813-0016 福岡県 北部九州会

会員

3010892 〒 813-0025 福岡県 北部九州会

会員

3029002 〒 811-0212 福岡県 北部九州会

会員

3012857 〒 811-1344 福岡県 北部九州会

会員

3025600 〒 812-0015 福岡県 北部九州会

会員

3005439 〒 812-0025 福岡県 北部九州会

会員

3009255 〒 812-0011 福岡県 北部九州会

会員

3021962 〒 812-0012 福岡県 北部九州会

会員

3010675 〒 812-0013 福岡県 北部九州会

会員

3013775 〒 812-0013 福岡県 北部九州会

会員

3010435 〒 812-0013 福岡県 北部九州会

会員

3009964 〒 812-0016 福岡県 北部九州会

会員

3032922 〒 811-3311 福岡県 北部九州会

会員

shibatayj@ms02.jicpa.or.jp 080-5204-7651

鶴田　悟士

鶴田公認会計士事務所 福岡県福岡市東区美和台3丁目12番7号

XNH18553@ms01.jicpa.or.jp 092-673-2037

柴田　祐二

柴田祐二公認会計士事務所 福岡県福岡市東区青葉4丁目11番11号

山本　智子

山本智子公認会計士事務所 福岡県福岡市東区香椎浜3丁目2番3-608号

shida@ms02.jicpa.or.jp 092-526-2477

山川　英史

山川公認会計士事務所 福岡県福岡市東区御島崎2丁目20番31-603号　

信太　裕之

信太公認会計士事務所 福岡県福岡市中央区薬院4丁目1番7号　薬院プライムビル201　

ishigaki@ms02.jicpa.or.jp 092-431-1477

栗原　英雄

栗原英雄公認会計士事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5番28号　博多偕成ビル6階

石垣　誠司

石垣公認会計士事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目1番33号　はかた近代ビル9階

堀山　克亮

ＰｗＣあらた有限責任監査法人 福岡事務所 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8番1号 JRJP博多ビル4階

XZR03053@ms01.jicpa.or.jp 092-724-0821

原田　光

監査法人北三会計社 福岡事務所 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目17番19号　安田第五ビル

藤田　和子

藤田公認会計士事務所 福岡県福岡市博多区店屋町1番31号　博多アーバンスクエア9階　税理士法人ユース会計社内

yuichi.matsukawa@ms01.jicpa.or.jp 092-541-8155

峯　昌広

峯公認会計士事務所 福岡県福岡市博多区山王1丁目10番11-411号

tsuru3104@ms02.jicpa.or.jp 092-410-5246

松川　雄一

松川雄一公認会計士事務所 福岡県福岡市南区三宅2丁目35番8号

Nobu5963@ms02.jicpa.or.jp 094-022-8330

XPZ07112@ms02.jicpa.or.jp 092-260-9608

栁塲　信康

柳場公認会計士事務所 福岡県福津市宮司浜2丁目35番25-A号　EVO MATERIA

XMZ07532@ms02.jicpa.or.jp 080-1777-7183

黒岩　延時

黒岩延時公認会計士事務所 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目7番22号　ブックローン福岡5階

kurihara.h@ms01.jicpa.or.jp 092-451-1728

佐藤　宏文

佐藤公認会計士事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東博多2丁目5番28号　偕成ビル6階
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3008405 〒 828-0021 福岡県 北部九州会

会員

3015038 〒 804-0061 福岡県 北部九州会

会員

3035504 〒 803-0275 福岡県 北部九州会

会員

3021933 〒 802-0081 福岡県 北部九州会

会員

3031732 〒 802-0005 福岡県 北部九州会

会員

3010148 〒 805-0061 福岡県 北部九州会

会員

3004595 〒 805-0019 福岡県 北部九州会

会員

3018533 〒 805-0019 福岡県 北部九州会

会員

3011972 〒 840-0859 佐賀県 北部九州会

会員

3015911 〒 840-0804 佐賀県 北部九州会

会員

3008285 〒 840-0804 佐賀県 北部九州会

会員

3027472 〒 840-0804 佐賀県 北部九州会

会員

3023663 〒 840-0804 佐賀県 北部九州会

会員

3018033 〒 840-0815 佐賀県 北部九州会

会員

3032544 〒 849-0937 佐賀県 北部九州会

会員

050-3631-0048

中野　利孝

中野公認会計士事務所 福岡県北九州市小倉北区紺屋町13番1号  毎日西部会館7階

大谷　晃士

大谷公認会計士事務所 福岡県北九州市小倉南区高野3丁目7番6号

梅田　久和

梅田公認会計士事務所 福岡県北九州市戸畑区中本町2番5号　久保ビル

奥村　勝美

奥村公認会計士事務所 福岡県豊前市大字八屋2244番地11

H.FujiwaraCPA@ms01.jicpa.or.jp 0952-26-9502

峰　悦男

峰公認会計士事務所 佐賀県佐賀市神野東2丁目1番25号

kohjitamura@ms02.jicpa.or.jp 0952-29-2141

藤原　林

公認会計士藤原林事務所 佐賀県佐賀市神野東1丁目1番1-306号　アーサー佐賀駅前ジュエルステージ

田村　浩司

田村公認会計士事務所 佐賀県佐賀市新栄西1丁目2番41号

小島　智也

小島公認会計士事務所 福岡県北九州市八幡東区中央2丁目24番5号　芳賀ビル本館3階

HirofumiTomishita@ms02.jicpa.or.jp 093-671-1031

小島　庸匡

小島公認会計士事務所 福岡県北九州市八幡東区中央2丁目24番5号　芳賀ビル本館3階

Kei.Kumagai@ms02.jicpa.or.jp 080-6454-2722

富下　博文

富下公認会計士事務所 福岡県北九州市八幡東区西本町1丁目12番13号

tn2521@ms02.jicpa.or.jp 093-981-3277

熊谷　圭祐

熊谷公認会計士事務所 福岡県北九州市小倉北区堺町1丁目9番6号　コンプレート堺町4A

XUN34162@ms01.jicpa.or.jp 0954-23-1800

sagiri.matsumoto@ms01.jicpa.or.jp 090-2080-7467

柿原　剛人

柿原公認会計士事務所 佐賀県佐賀市鍋島3丁目3番20号　鍋島シェストビル2F　株式会社会計広報センター内

mikuriya.motoki@ms01.jicpa.or.jp 0952-33-1136

松本　さぎり

松本公認会計士事務所 佐賀県佐賀市天神1丁目4番55-504号

morinaga@ms01.jicpa.or.jp 0952-34-4559

御厨　一紀

御厨公認会計士事務所 佐賀県佐賀市神野東4丁目6番15号　日証ビル2F

etsuo@ms01.jicpa.or.jp 0952-34-2626

森永　亮太

森永公認会計士事務所 佐賀県佐賀市神野東3丁目2番1号　ヤマトビル1F
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3014036 〒 840-0826 佐賀県 北部九州会

会員

3016515 〒 849-0915 佐賀県 北部九州会

会員

3015107 〒 841-0039 佐賀県 北部九州会

会員

3029664 〒 843-0014 佐賀県 北部九州会

会員

3028365 〒 854-0302 長崎県 北部九州会

会員

3012782 〒 856-0031 長崎県 北部九州会

会員

3022151 〒 856-0031 長崎県 北部九州会

会員

3026930 〒 856-0833 長崎県 北部九州会

会員

3016243 〒 852-8146 長崎県 北部九州会

会員

3006477 〒 850-0027 長崎県 北部九州会

会員

3029091 〒 850-0035 長崎県 北部九州会

会員

3016535 〒 852-8118 長崎県 北部九州会

会員

3024395 〒 810-0004 福岡県 南九州会

会員

3011037 〒 860-0047 熊本県 南九州会

会員

3010619 〒 862-0949 熊本県 南九州会

会員

yacchin1128@ms01.jicpa.or.jp 0952-43-7986

江口　克哉

江口公認会計士事務所 佐賀県鳥栖市土井町196番地5

津留　保生

津留公認会計士事務所 佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木1427番地7

岸川　浩幸

岸川公認会計士事務所 佐賀県佐賀市白山町2丁目8番10号

menoto@ms02.jicpa.or.jp 095-842-0801

鳥巣　維文

公認会計士鳥巣維文事務所 長崎県長崎市桶屋町59番地

XRT24850@ms02.jicpa.or.jp 0957-52-3442

伊東　寛高

公認会計士伊東寛高事務所 長崎県長崎市けやき台町2番24号

0957-54-2356

久松　清文

久松公認会計士事務所 長崎県大村市片町128番地3

toyama@ms02.jicpa.or.jp 0957-54-2356

砺山　祐実

砺山祐実公認会計士事務所 長崎県大村市三城町1010番地1

junyasato@ms02.jicpa.or.jp 0957-36-0358

砺山　和仁

砺山公認会計士事務所 長崎県大村市三城町1010番地1

naotakayamaguchi@ms02.jicpa.or.jp 0954-23-2521

佐藤　順也

佐藤公認会計士事務所 長崎県雲仙市愛野町乙4103番地

XUC11877@ms01.jicpa.or.jp 0942-80-0196

山口　直孝

山口直孝公認会計士事務所 佐賀県武雄市橘町大字永島4411番地5

XWA07709@ms01.jicpa.or.jp 096-366-8877

樋口　信夫

樋口信夫公認会計士事務所 熊本県熊本市中央区国府4丁目5番22号

toyama.keita@ms01.jicpa.or.jp 096-227-6600

藤野　美樹

藤野美樹公認会計士事務所 熊本県熊本市西区春日1丁目6番3号　アーバングレース202

外山　啓太

福岡監査法人 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目1番1号

machiko.hayashida@ms01.jicpa.or.jp 080-6401-3455

波多　順子

波多公認会計士・税理士事務所 長崎県長崎市松山町4番40号

torisu6477@ms02.jicpa.or.jp 095-827-0630

林田　真知子

林田真知子公認会計士事務所 長崎県長崎市元船町14番10　橋本商会ビル4階
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3026893 〒 860-0851 熊本県 南九州会

会員

3025673 〒 862-0941 熊本県 南九州会

会員

3006279 〒 862-0941 熊本県 南九州会

会員

3012595 〒 860-0847 熊本県 南九州会

会員

3018713 〒 862-0975 熊本県 南九州会

会員

3009405 〒 862-0975 熊本県 南九州会

会員

3025097 〒 860-0803 熊本県 南九州会

会員

3027775 〒 860-0803 熊本県 南九州会

会員

3030230 〒 860-0803 熊本県 南九州会

会員

3032123 〒 860-0803 熊本県 南九州会

会員

3035330 〒 860-0803 熊本県 南九州会

会員

3012645 〒 860-0004 熊本県 南九州会

会員

3010457 〒 862-0950 熊本県 南九州会

会員

3008061 〒 862-0950 熊本県 南九州会

会員

3015449 〒 862-0957 熊本県 南九州会

会員

munehiro.inoue@ms01.jicpa.or.jp 096-343-5747

奥村　栄隆

奥村栄隆公認会計士事務所 熊本県熊本市中央区出水5丁目8番39号

井上　宗寛

井上宗寛公認会計士税理士事務所 熊本県熊本市中央区子飼本町16番7号　プロムロード101号

西郷　信隆

有限責任監査法人トーマツ 福岡事務所熊本連絡事務所 熊本県熊本市中央区新市街11番18号

戸田　智子

有限責任監査法人トーマツ 福岡事務所熊本連絡事務所 熊本県熊本市中央区新市街11番18号

藤井　順

有限責任監査法人トーマツ 福岡事務所熊本連絡事務所 熊本県熊本市中央区新市街11番18号

XUW15271@ms01.jicpa.or.jp 096-211-6875

荒木　幸介

荒木公認会計士事務所 熊本県熊本市中央区新屋敷3丁目15番1号

shoda@ms01.jicpa.or.jp 096-342-6328

松本　和久

松本公認会計士事務所 熊本県熊本市中央区新屋敷2丁目8番13号

庄田　浩一

庄田公認会計士事務所 熊本県熊本市中央区上林町2番34号　GRビル201

鶴田　哲三

鶴田公認会計士事務所 熊本県熊本市中央区出水8丁目8番34号

iimura@ms01.jicpa.or.jp 096-362-7286

飯村　光敏

飯村光敏公認会計士事務所 熊本県熊本市中央区菅原町10番25号　北森ビル201号

ykawakita10457@ms02.jicpa.or.jp 096-383-3311

林田　素行

公認会計士林田素行事務所 熊本県熊本市中央区水前寺5丁目1番13号

yoshikawa12645@ms02.jicpa.or.jp 096-283-8020

河喜多　保典

公認会計士河喜多会計事務所 熊本県熊本市中央区水前寺3丁目12番5号

tomoaki.tomari@ms02.jicpa.or.jp 03-6213-1660

吉川　榮一

吉川公認会計士事務所 熊本県熊本市中央区新町2丁目3番24号　西化成産業ビル2階

泊　友照

有限責任監査法人トーマツ 福岡事務所熊本連絡事務所 熊本県熊本市中央区新市街11番18号

濵田　典彰

有限責任監査法人トーマツ 福岡事務所熊本連絡事務所 熊本県熊本市中央区新市街11番18号
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3022363 〒 860-0833 熊本県 南九州会

会員

3029781 〒 866-0845 熊本県 南九州会

会員

3025180 〒 876-0047 大分県 南九州会

会員

3007430 〒 870-0046 大分県 南九州会

会員

3011833 〒 870-0046 大分県 南九州会

会員

3017972 〒 870-0046 大分県 南九州会

会員

3035910 〒 870-0046 大分県 南九州会

会員

3028653 〒 870-0835 大分県 南九州会

会員

3024827 〒 870-0030 大分県 南九州会

会員

3002808 〒 870-0022 大分県 南九州会

会員

3014814 〒 870-0022 大分県 南九州会

会員

3031046 〒 870-0037 大分県 南九州会

会員

3012464 〒 870-0943 大分県 南九州会

会員

3016245 〒 870-0163 大分県 南九州会

会員

3014770 〒 880-0001 宮崎県 南九州会

会員

中村　裕彦

中村公認会計士事務所 熊本県熊本市中央区平成1丁目3番25号　サンフレアＣ棟207号

hideki.tansou@ms02.jicpa.or.jp 097-535-2020

田北　万世

田北公認会計士事務所 大分県大分市上野丘1丁目9番45号

bqd05711@ms02.jicpa.or.jp 097-535-2020

丹宗　英樹

貞閑・大石公認会計士共同事務所 大分県大分市荷揚町10番10号　グリーンヒル

satoshi.oishi@ms01.jicpa.or.jp 097-535-2020

川野　嘉久

貞閑・大石公認会計士共同事務所 大分県大分市荷揚町10番10号　グリーンヒル

XBX04790@ms02.jicpa.or.jp 097-535-2020

大石　聡

貞閑・大石公認会計士共同事務所 大分県大分市荷揚町10番10号　グリーンヒル

coolmint77@ms01.jicpa.or.jp 090-5484-9151

貞閑　孝也

貞閑・大石公認会計士共同事務所 大分県大分市荷揚町10番10号　グリーンヒル

和田　敏信

和田敏信公認会計士事務所 大分県佐伯市鶴岡西町2丁目140番地

谷川　裕一朗

谷川公認会計士事務所 熊本県八代市黄金町18番地4

ysdm@ms02.jicpa.or.jp 097-558-2210

工藤　経芳

工藤公認会計士事務所 宮崎県宮崎市橘通西5丁目2-33　江坂第二ビル306

sere3388@ms02.jicpa.or.jp 097-545-9882

吉富　健太郎

吉富公認会計士事務所 大分県大分市明野南1丁目34番34号

takashi.someya@ms01.jicpa.or.jp 097－535-2020

小川　芳嗣

小川芳嗣公認会計士事務所 大分県大分市片島135番地の2　ファミール吉原201号

染矢　尭志

染矢尭志公認会計士事務所 大分県大分市東春日町6番6-807号　アスティオン春日

古庄　研二

古庄公認会計士事務所 大分県大分市大手町1丁目6番8号

秦野　晃郎

公認会計士秦野晃郎事務所 大分県大分市大手町1丁目6番8号

内藤　勝浩

内藤公認会計士事務所 大分県大分市大字三芳680番地の3

kudoukaikei@ms02.jicpa.or.jp 2985-29-2616
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3018296 〒 880-0806 宮崎県 南九州会

会員

3008535 〒 880-0806 宮崎県 南九州会

会員

3022159 〒 880-0915 宮崎県 南九州会

会員

3008350 〒 880-0031 宮崎県 南九州会

会員

3006821 〒 880-0015 宮崎県 南九州会

会員

3011451 〒 880-0951 宮崎県 南九州会

会員

3036836 〒 880-0905 宮崎県 南九州会

会員

3018118 〒 880-0014 宮崎県 南九州会

会員

3011404 〒 880-0936 宮崎県 南九州会

会員

3013567 〒 886-0004 宮崎県 南九州会

会員

3007016 〒 885-0054 宮崎県 南九州会

会員

3031979 〒 885-0054 宮崎県 南九州会

会員

3008770 〒 883-0044 宮崎県 南九州会

会員

3014228 〒 894-0027 鹿児島県 南九州会

会員

3010673 〒 893-0061 鹿児島県 南九州会

会員

中原　義博

中原義博公認会計士事務所 宮崎県宮崎市中村西2丁目7番7号　中原ビル1階

木下　博義

公認会計士木下会計事務所 宮崎県宮崎市大塚町馬場崎3540番地2

anra1101@ms01.jicpa.or.jp 0985-31-0686

竹之内　敏伸

竹之内公認会計士事務所 宮崎県宮崎市大工1丁目1番3号

安樂　健一

公認会計士安樂健一事務所 宮崎県宮崎市船塚3丁目77番地

三浦　洋司

三浦公認会計士事務所 宮崎県宮崎市恒久南1丁目4番地9

川島　秀文

川島公認会計士事務所 宮崎県宮崎市広島2丁目8番24号

清家　秀夫

清家公認会計士事務所 宮崎県宮崎市広島2丁目7番13号

XYD06003@ms01.jicpa.or.jp 0982-53-1226

屋宮　久光

屋宮公認会計士事務所 鹿児島県奄美市名瀬末広町18番13号　日本団体生命奄美ビル502号

安藤　友之

安藤公認会計士事務所 宮崎県日向市上町18番14号

肥田木　優

肥田木公認会計士事務所 宮崎県都城市若葉町45号4番地2

sakamotocpa@ms01.jicpa.or.jp 0984-22-3394

肥田木　良博

肥田木公認会計士事務所 宮崎県都城市若葉町45号4番地2

toshiro.650227.kumasu@ms02.jicpa.or.jp 0985-52-6821

坂元　隆一郎

公認会計士坂元隆一郎事務所 宮崎県小林市細野474番地1

XNW14697@ms01.jicpa.or.jp 0985-31-2380

熊須　敏郎

熊須公認会計士事務所 宮崎県宮崎市天満2丁目5番20号　カワサキビル

XYW26074@ms02.jicpa.or.jp 090-7999-3326

當房　慶太

當房慶太公認会計士事務所 宮崎県宮崎市鶴島3丁目57番

XBC07760@ms02.jicpa.or.jp 0994-41-8811

okumiya@ms02.jicpa.or.jp 0997-55-1828

小林　千鶴

小林公認会計士事務所 鹿児島県鹿屋市上谷町11513番地2
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3010218 〒 892-0803 鹿児島県 南九州会

会員

3021652 〒 891-0151 鹿児島県 南九州会

会員

3031849 〒 890-0071 鹿児島県 南九州会

会員

3017848 〒 892-0844 鹿児島県 南九州会

会員

3014069 〒 892-0817 鹿児島県 南九州会

会員

3012174 〒 890-0041 鹿児島県 南九州会

会員

3012756 〒 890-0046 鹿児島県 南九州会

会員

3007553 〒 892-0854 鹿児島県 南九州会

会員

3034829 〒 890-0036 鹿児島県 南九州会

会員

3008799 〒 892-0821 鹿児島県 南九州会

会員

3016826 〒 892-0821 鹿児島県 南九州会

会員

3009083 〒 890-0062 鹿児島県 南九州会

会員

3011719 〒 890-0062 鹿児島県 南九州会

会員

3011794 〒 890-0062 鹿児島県 南九州会

会員

3014448 〒 890-0062 鹿児島県 南九州会

会員

masahito.horishita@ms01.jicpa.or.jp 099-295-0266

川﨑　孝雄

川﨑公認会計士事務所 鹿児島県鹿児島市城西1丁目22番3号

堀下　聖仁

堀下聖仁公認会計士事務所 鹿児島県鹿児島市小川町25番5号　1F

tatsuya.ohno@ms02.jicpa.or.jp 080-5057-8121

東條　隆志

東條公認会計士事務所 鹿児島県鹿児島市山之口町1番10号　鹿児島中央ビル9階

099-262-1341

大野　竜也

大野公認会計士事務所 鹿児島県鹿児島市三和町58番2号

raita@ms01.jicpa.or.jp 099-247-5655

柚木崎　徹朗

柚木崎公認会計士事務所 鹿児島県鹿児島市光山1丁目1番3号

髙橋　雷太

髙橋雷太公認会計士事務所 鹿児島県鹿児島市祇園之洲町5番

西　洋一

監査法人かごしま会計プロフェッション 鹿児島県鹿児島市与次郎2丁目4番35号　KSC鴨池ビル305C号室

XNW13464@ms02.jicpa.or.jp 099-223-3465

田畑　恒春

監査法人かごしま会計プロフェッション 鹿児島県鹿児島市与次郎2丁目4番35号　KSC鴨池ビル305C号室

上川路　美恵野

上川路美恵野公認会計士事務所 鹿児島県鹿児島市名山町1番3号　鹿児島ビル4階

古川　康郎

古川公認会計士事務所 鹿児島県鹿児島市名山町1番3号　鹿児島ビル

XJB04905@ms01.jicpa.or.jp 099-226-7327

土谷　明大

土谷公認会計士事務所 鹿児島県鹿児島市田上台3丁目70番8号

小迫　義仁

小迫公認会計士事務所 鹿児島県鹿児島市長田町11番23号

kawasakihiranotyou@ms01.jicpa.or.jp 099-259-1151

德満　哲司

監査法人北三会計社 鹿児島県鹿児島市西田1丁目5番15号グランドロイヤルハイツ202号

酒匂　康孝

監査法人かごしま会計プロフェッション 鹿児島県鹿児島市与次郎2丁目4番35号　KSC鴨池ビル305C号室

本田　親文
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3015804 〒 890-0062 鹿児島県 南九州会

会員

3019320 〒 890-0062 鹿児島県 南九州会

会員

3028927 〒 890-0062 鹿児島県 南九州会

会員

6015600 〒 890-0062 鹿児島県 南九州会

準会員

5020775 〒 891-7612 鹿児島県 南九州会

準会員

3023425 〒 101-0052 東京都 沖縄会

会員

3032602 〒 900-0003 沖縄県 沖縄会

会員

3009426 〒 902-0067 沖縄県 沖縄会

会員

3004955 〒 900-0015 沖縄県 沖縄会

会員

3028687 〒 900-0015 沖縄県 沖縄会

会員

3016634 〒 901-0155 沖縄県 沖縄会

会員

3005713 〒 902-0061 沖縄県 沖縄会

会員

3016885 〒 901-0152 沖縄県 沖縄会

会員

3018529 〒 900-0021 沖縄県 沖縄会

会員

3020483 〒 902-0077 沖縄県 沖縄会

会員

吉盛　一郎

吉盛一郎会計士補事務所 鹿児島県大島郡天城町大字平土野34番地4

郡山　哲也

監査法人かごしま会計プロフェッション 鹿児島県鹿児島市与次郎2丁目4番35号　KSC鴨池ビル305C号室

東　和宏

監査法人かごしま会計プロフェッション 鹿児島県鹿児島市与次郎2丁目4番35号　KSC鴨池ビル305C号室

森　毅憲

監査法人かごしま会計プロフェッション 鹿児島県鹿児島市与次郎2丁目4番35号　KSC鴨池ビル305C号室

山之内　茂嗣

監査法人かごしま会計プロフェッション 鹿児島県鹿児島市与次郎2丁目4番35号　KSC鴨池ビル305C号室

harime430403@ms02.jicpa.or.jp 098-851-3072

倉持　輝幸

倉持公認会計士事務所 沖縄県那覇市古島1丁目16番地5　K1マンション2階

y.kayoda@ms01.jicpa.or.jp 098-869-0206

有銘　寛之

有銘公認会計士事務所 沖縄県那覇市金城2丁目12番21号　高良ビル1F

XJF02680@ms02.jicpa.or.jp 098-868-6895

嘉陽田　洋平

くもじ監査法人 沖縄県那覇市久茂地2丁目5番9号　山川ビル2階

山内　眞樹

公認会計士山内眞樹事務所 沖縄県那覇市久茂地2丁目2番2号　タイムスビル7階

ceaser28246@ms02.jicpa.or.jp 098-866-3707

宮里　善博

宮里善博公認会計士事務所 沖縄県那覇市安里2丁目8番17号　ライオンズタワー安里303

ba7man1978@ms01.jicpa.or.jp 03-3291-0670

荻堂　聡久

荻堂聡久公認会計士事務所 沖縄県那覇市安謝2丁目3番24号　第3奥濱マンション202

木戸　秀徳

東邦監査法人 東京都千代田区神田小川町3丁目3番2号マツシタビル6階

kazuyoshiak@ms01.jicpa.or.jp 098-862-2571

永坂　聡

永坂公認会計士事務所 沖縄県那覇市長田2丁目30番21号

atsushi.mitoya@ms01.jicpa.or.jp 098-987-0426

安里　和恭

安里公認会計士事務所 沖縄県那覇市泉崎1丁目17番19号　クリーン泉崎ビル1階

三刀屋　淳

三刀屋公認会計士事務所 沖縄県那覇市字小禄1831番地1　沖縄産業支援センター316号室A
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3020707 〒 900-0005 沖縄県 沖縄会

会員

3017425 〒 901-0241 沖縄県 沖縄会

会員

3032634 〒 901-0225 沖縄県 沖縄会

会員

3016210 〒 905-0011 沖縄県 沖縄会

会員
yasuhito@ms02.jicpa.or.jp 090-5546-7457

takeshi.koyama@ms01.jicpa.or.jp

原田　泰人

公認会計士原田泰人事務所 沖縄県名護市字宮里446番地7

noriyuki.kakazu@ms01.jicpa.or.jp 098-856-9795

小山　岳史

小山岳史公認会計士事務所 沖縄県豊見城市字豊崎3番地59　トヨプラ310号

tomori.knt@ms01.jicpa.or.jp 090-5213-8401

賀数　紀之

公認会計士賀数会計事務所 沖縄県豊見城市字豊見城520番地1

友利　健太

友利健太公認会計士事務所 沖縄県那覇市天久2丁目10番28号
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