新潟県社会保険労務士会

★＝医療労務コンサルタント研修修了者

新潟支部

開業・法人社員

あ
氏

名

★青木 均
青木 佑太朗
淺井

総一郎

阿部 正
阿部 光
有田 和夫
井浦

由広

五十嵐 忠司
★五十嵐 保
池 淳一

池野

比呂史

石塚 利幸

和泉

智孝

事務所名

電話番号

所 在 地

FAX 番号

社会保険労務士法人あおき事務所

TEL 0250-21-3051

〒956-0031 新潟市秋葉区新津4480-3

FAX 0250-21-3052

社会保険労務士法人あおき事務所

TEL 0250-21-3051

〒956-0031 新潟市秋葉区新津4480-3

FAX 0250-21-3052

浅井社会保険労務士事務所

TEL 025-281-3378

〒950-0949 新潟市中央区桜木町12-6

FAX 025-281-3378

阿部正社会保険労務士事務所

TEL 025-269-3071

〒950-2055 新潟市西区寺尾上3-2-3-16

FAX 025-269-3071

阿部光事務所

TEL 025-382-5580

〒950-0152 新潟市江南区亀田緑町4-1-18

FAX 025-381-3158

有田社会保険労務士事務所

TEL 025-243-4156

〒950-0082 新潟市中央区東万代町8-18

FAX 025-244-7319

井浦社会保険労務士事務所

TEL 025-244-1756

〒950-0077 新潟市中央区天明町8-12

FAX 050-3730-9692

五十嵐忠司社会保険労務士事務所

TEL 025-245-3706

〒950-0087 新潟市中央区東大通2-2-23

FAX 025-244-6951

ワーク社労士事務所

TEL 025-281-6526

〒950-0972 新潟市中央区新和1-6-20 アーク笹出

FAX 025-281-6500

池社会保険労務士事務所

TEL 025-267-3121

〒950-2011 新潟市西区小針上山9-29
ノーサイドブレインコンサルティングオフィス
池野社会保険労務士事務所
〒956-0023 新潟市秋葉区美幸町1-2-28

FAX 025-267-3122

いしづか社労士事務所

TEL 025-260-6231

〒950-2064 新潟市西区寺尾西2-6-23

FAX 025-260-6231

社会保険労務士法人西村社会保険労務士事務所
新潟県社会保険指導協会

TEL 025-378-4067

TEL 0250-25-1082
FAX 0250-25-1082

〒950-2157 新潟市西区内野西が丘1-14-28
★礒谷

哲夫

伊藤 波江

★伊藤 雅美
伊東 祐子

※無断転写禁止

よつばワーク社会保険労務士法人

TEL 025-250-0072

〒950-0972 新潟市中央区新和1-6-20 アーク笹出

FAX 025-333-0349

社労士事務所アクツ

TEL 025-231-8085

〒951-8162 新潟市中央区関屋本村町1-149-42
伊藤雅美事務所内

FAX 025-231-8085

伊藤雅美事務所

TEL 025-231-8085

〒951-8162 新潟市中央区関屋本村町1-149-42

FAX 025-231-8085

伊東社会保険労務士事務所

TEL 025-245-2646

〒950-0902 新潟市中央区南万代町4-11

FAX 025-241-9368
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新潟県社会保険労務士会
氏

名

上杉 慶介

上野 國衞

内山 雅視

梅田 新蔵
江部 貞治
★遠藤 敦
★及川 智子
大島 雅直
★大橋 将人
大橋 淑人
大日向

美香

★大矢 和也

岡田 正博
小形 啓造
奥田 富子
★小野本美奈子
小畑 興利
★小柳 新一

※無断転写禁止

★＝医療労務コンサルタント研修修了者
事務所名

電話番号

所 在 地

FAX 番号

上杉社会保険労務士事務所

TEL090-2624-2713

〒956-0023 新潟市秋葉区美幸町3-2-25
ゼネラルスタッフ内

FAX 0250-24-7555

社労士事務所ケーピーエム

TEL 025-283-6751

〒950-0941 新潟市中央区女池7-17-8

FAX 025-283-6030

社労士事務所コモンズ

TEL 025-278-7865

〒950-0965 新潟市中央区新光町10-3
技術士センタービルⅡ404

FAX 025-278-3084

梅田社会保険労務士事務所

TEL 025-381-2222

〒950-0153 新潟市江南区船戸山2-6-29

FAX 025-381-2222

ヒューマン・プロ社会保険労務士事務所

TEL 025-290-0400

〒950-0982 新潟市中央区堀之内3-1-21

FAX 025-290-0401

遠藤社会保険労務士事務所

TEL 025-286-3709

〒950-0925 新潟市中央区弁天橋通3-14-1

FAX 025-286-3719

及川社会保険労務士事務所

TEL 0259-66-3075

〒952-0206 佐渡市畑野甲315

FAX 0259-66-2366

大島社会保険労務士事務所

TEL 025-374-6700

〒950-0945 新潟市中央区女池上山4-15-11-207

FAX 025-374-6701

大橋社会保険労務士事務所

TEL 025-384-4438

〒950-0944 新潟市中央区愛宕1-3-4

FAX 025-281-6281

大橋行政労務管理事務所

TEL 025-273-9682

〒950-0023 新潟市東区松園1-1-10

FAX 025-273-9706

おびなた社会保険労務士事務所

TEL 025-288-1325

〒950-0926 新潟市中央区高志2-9-22

FAX 025-288-1390

社会保険労務士法人大矢社労士事務所

TEL 025-240-5008

〒950-0088 新潟市中央区万代3-1-1
新潟日報メディアシップ12F

FAX 025-240-6008

岡田社会保険労務士事務所

TEL090-3471-0012

〒951-8052 新潟市中央区下大川前通7ノ町2230
小形社会保険労務士事務所

TEL 025-381-4877

〒950-0123 新潟市江南区亀田水道町2－2－3

FAX 025-381-4877

奥田社会保険労務士事務所

TEL 0259-27-6144

〒952-0016 佐渡市原黒316-1 サンライズビル1F

FAX 0259-27-6146

小野本社会保険労務士事務所

TEL 025-268-6120

〒950-2101 新潟市西区五十嵐1の町7229-2

FAX 025-268-6130

社会保険労務士小畑興利事務所

TEL 025-278-8335

〒950-0963 新潟市中央区南出来島2-1-11-408

FAX 025-278-8335

おやなぎ社会保険労務士事務所

TEL 025-280-9845

〒950-0941 新潟市中央区女池8-15-14

FAX 025-280-9846
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新潟県社会保険労務士会
氏

名

氏

名

★＝医療労務コンサルタント研修修了者
事務所名

電話番号

所 在 地

FAX 番号

事務所名

電話番号

所 在 地

FAX 番号

か

加藤弘次社労士行政書士事務所
加藤

弘次

加藤

環

★金子

勉

★上村

寛治

柄澤

邦夫

河上

學

川崎

徹也

〒950-0971

新潟市中央区近江2-10-15
ライフコア新潟305

社労士・行政書士たまオフィス
〒950-0055

新潟市中央区網川原1-4-1

上村社会保険労務士事務所
〒950-1135

新潟市江南区曽野木2-20-19

からさわ社会保険労務士事務所
〒959-1823

五泉市駅前1-5-12

河上社会保険労務士事務所
〒951-8151

新潟市中央区浜浦町2-38-1

川崎マネジメントオフィス

川端 ゆかり
木伏

吉古

木村 美和子

〒951-8152

新潟市中央区信濃町4-12
コンドミニアム信濃町205号

新潟東社労士事務所
〒950-0812

新潟市東区豊2-6-52

木伏経理事務所
〒951-8068

新潟市中央区上大川前通4-32-1

木村美和子社会保険労務士事務所
〒950-2102

新潟市西区五十嵐2の町8602-75

久志田社会保険労務士事務所
★久志田

諭

〒950-0994

新潟市中央区上所1-1-24
Nビル5階

古池社会保険労務士事務所
古池

奈緒美

※無断転写禁止

〒951-8124

FAX 025-284-1926
TEL 080-4301-4606

新潟市東区北葉町10-26

金子社会保険労務士事務所
〒950-0964

TEL 025-284-7356

新潟市中央区医学町通1-68-2
税理士法人石田経理事務所内

TEL 025-285-8720
FAX 025-285-8720
TEL 025-284-8700
FAX 025-284-8793
TEL 0250-42-3451
FAX 0250-42-3451
TEL 025-232-0418
FAX 025-232-0782
TEL 025-378-0339
FAX 025-378-0446
TEL 025-271-6852
FAX 025-271-2228
TEL 025-229-0670
FAX 025-225-0325
TEL 025-261-8386
FAX 025-261-8386
TEL 025-384-4002
FAX 025-384-4009
TEL 025-228-8111
FAX 025-228-1675
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新潟県社会保険労務士会
氏

★＝医療労務コンサルタント研修修了者

名

事務所名

電話番号

所 在 地

FAX 番号

社会保険労務士法人こじま事務所
小島

正晴

後藤

浩幸

小林

明

小林

憲行

駒村

新治

〒950-0909

新潟市中央区八千代2-3-1
NSTビル203

社会保険労務士後藤事務所
〒950-3111

新潟市北区太夫浜新町2-26-13

小林社会保険労務士事務所
〒950-0851

新潟市東区新石山5-9-30

小林憲行社会保険労務士事務所
〒950-0914

新潟市中央区紫竹山7-18-5

駒村社会保険労務士事務所
〒951-8046

新潟市中央区秣川岸通1-2304

TEL 025-255-6303
FAX 025-255-6302
TEL 025-259-3245
FAX 025-259-3245
TEL 025-276-6697
FAX 025-276-6697
TEL 025-246-7285
FAX 025-246-7286
TEL 025-229-1465
FAX 025-223-2471

さ
氏

名

齋木 久雄
齊藤 正幸

齋藤

通伸

★酒井

和美

坂井 希美子

坂井 利行

櫻井 和佳子
佐藤 雪
佐藤 正

※無断転写禁止

事務所名

電話番号

所 在 地

FAX 番号

斎木社会保険労務士事務所

TEL 025-233-2476

〒951-8144 新潟市中央区関南町1-4-504

FAX 025-233-2476

齊藤正幸社会保険労務士事務所

TEL 025-211-3846

〒950-2102 新潟市西区五十嵐2の町8328-3

FAX 025-211-3856

社会保険労務士法人ふじた事務所

TEL 025-241-1011

〒950-0088 新潟市中央区万代1-2-3
コープ野村万代2F

FAX 025-243-8840

さかいＦＰ社会保険労務士事務所

TEL 025-201-8094

〒950-2051 新潟市西区寺尾朝日通10-28

FAX 025-230-6439

ひなぎく社会保険労務士事務所

TEL 025-233-4719

〒950-2022 新潟市西区小針6-38-3

FAX 025-233-4719

おおぼり新潟経営労務事務所

TEL 025-378-2033

〒950-2011 新潟市西区小針上山5-5
ルミエール青山1-C

FAX 025-378-2034

櫻井社会保険労務士事務所

TEL 025-269-5431

〒950-2054 新潟市西区寺尾東2-2-3

FAX 025-269-5431

新潟セントラル社労士事務所

TEL 025-285-2633

〒950-0993 新潟市中央区上所中1-8-17

FAX 025-285-2634

佐藤正社会保険労務士事務所

TEL 025-277-0927

〒950-0851 新潟市東区新石山4-9-18

FAX 025-379-5981
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新潟県社会保険労務士会
氏

★佐藤

★＝医療労務コンサルタント研修修了者

名

德義

佐藤 弘子
佐藤 正俊
澤田 篤史
塩田 義宣
★志田 智代子

篠田 広志

島田 修
★菅原 惠子
清野 信博

相馬 篤哉

事務所名

電話番号

所 在 地

FAX 番号

佐藤ＦＰ社労士事務所

TEL 025-230-3257

〒951-8147 新潟市中央区弥生町1-23
関屋カメリア704号

FAX 025-230-3257

サトウ労務研究所

TEL 025-221-7180

〒950-0162 新潟市江南区亀田大月2-5-38

FAX 025-221-7182

佐藤社会保険労務士事務所

TEL 025-285-2836

〒950-0941 新潟市中央区女池5-2-39

FAX 025-285-2836

平野澤田社労士事務所

TEL 0250-25-2331

〒956-0805 新潟市秋葉区中野3-4-14

FAX 0250-25-2887

社会保険労務士ＦＰ塩田事務所

TEL 0250-24-8624

〒956-0833 新潟市秋葉区草水町1-8-13

FAX 0250-22-8248

志田社会保険労務士事務所

TEL 025-234-4171

〒950-2026 新潟市西区小針南台8-44-1

FAX 025-234-4171

篠田労務コンサルティング

TEL 025-384-4001

〒950-0951 新潟市中央区鳥屋野2-16-7
ルーラル鳥屋野408

FAX 025-384-4001

新潟南社労士事務所

TEL 025-382-5256

〒950-0153 新潟市江南区船戸山2-1-45

FAX 025-382-5257

すがわら惠子事務所

TEL 025-255-5337

〒950-0088 新潟市中央区万代6-6-37

FAX 025-255-5348

清野社労士事務所

TEL 025-285-9573

〒950-1135 新潟市江南区曽野木2-21-13

FAX 025-285-9573

社会保険労務士相馬事務所

TEL 025-280-0551

〒950-0954 新潟市中央区美咲町1-8-15
リバーリオ美咲2階

FAX 025-280-0539

た
氏
★髙尾

名

英明

高岡

一夫

高木

裕子

高沢

恵子

※無断転写禁止

事務所名

電話番号

所 在 地

FAX 番号

髙尾保険事務所
〒950-2076

新潟市西区上新栄町2-5-3

高岡労務年金事務所
〒950-0941

新潟市中央区女池7-15-17

タカギ社会保険労務士事務所
〒950-2053

新潟市西区寺尾前通1-5-5

高沢恵子社会保険労務士事務所
〒950-2054

新潟市西区寺尾東3-6-10

TEL 025-268-2562
FAX 025-268-4808
TEL 025-285-9570
FAX 025-285-9570
TEL 025-201-8750
FAX 025-231-5270
TEL 025-265-6736
FAX 025-265-6737
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新潟県社会保険労務士会
氏

★＝医療労務コンサルタント研修修了者

名

事務所名

電話番号

所 在 地

FAX 番号

社会保険労務士高野学事務所
高野

学

〒950-0948

髙橋

勲

髙橋

隆雄

髙橋

利和

新潟市中央区女池南2-2-10
エクセル鳥屋野2-C

髙橋勲社会保険労務士事務所
〒950-3126

新潟市北区松浜1-1-1

アグリ社労士事務所
〒956-0834

★多久和 幹雄
武田

浩昭

新潟市中央区八千代2-3-1
NSTビル203

多久和幹雄社会保険労務士事務所
〒951-8102

新潟市中央区二葉町3-5151

武田中小企業診断士社会保険労務士事務所
〒950-0116

新潟市江南区北山721-2

ヒューマン経営管理事務所
★田代

武夫

田中

潔

田中

邦明

田中

雅裕

★玉木

尚子

玉木 マスミ
塚田 由起子
塚本

能之

〒950-0086

新潟市中央区花園1-4-6
柳都ビル301号

社会保険労務士法人パーソナルサポート
〒951-8052

新潟市中央区下大川前通2ノ町2230－33－4F

田中労務管理事務所
〒952-1315

佐渡市河原田諏訪町140-4

田中雅裕社会保険労務士事務所
〒956-0805

新潟市秋葉区中野2-22-19 荻川シティ

玉木尚子社労士事務所
〒951-8104

新潟市中央区西大畑町568

玉木マスミ事務所
〒950-1216

新潟市南区白根ノ内七軒763-4

社会保険労務士法人事業創造パートナーズ
〒951-8065

新潟市中央区東堀通1番町494-3-3F

塚本能之社会保険労務士事務所
〒951-8062

新潟市中央区西堀通3-726

社会保険労務士さくら事務所
★辻川

明美

土田

徹

※無断転写禁止

〒956-0864

新潟市秋葉区新津本町2-6-37
青野ビル3F

土田社会保険労務士事務所
〒950-1102

FAX 025-250-1786
TEL 025-259-2292
FAX 025-259-5892
TEL 0250-24-5917

新潟市秋葉区小口132

社会保険労務士法人こじま事務所
〒950-0909

TEL 025-250-1823

新潟市西区善久798-1

TEL 025-255-6303
FAX 025-255-6302
TEL 025-210-9848
FAX 025-210-9858
TEL 025-276-7732
FAX 025-276-7739
TEL 025-248-5700
FAX 025-248-5677
TEL 025-378-3221
FAX 025-378-2218
TEL 0259-57-3132
FAX 0259-58-9122
TEL 0250-47-5290
FAX 0250-47-6900
TEL 025-229-3835
FAX 025-229-3836
TEL 025-373-5838
FAX 025-373-5838
TEL 025-224-4155
FAX 025-224-4145
TEL 025-228-4080
FAX 025-228-4081
TEL 0250-22-3060
FAX 0250-47-8952
TEL 025-379-2035
FAX 025-379-2388
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新潟県社会保険労務士会
氏
湊元

★＝医療労務コンサルタント研修修了者

名

雅博

事務所名

電話番号

所 在 地

FAX 番号

湊元社会保険労務士事務所
〒950-0855

新潟市東区江南1-4-10

トオヤマヒロシ社労士事務所
遠山

洋

〒950-2013 新潟市西区小針が丘2-35
水戸ビル2F 社会保険労務士水戸事務所内
常田社会保険労務士ＦＰ総合オフィス

常田

諭

時田

辰利

〒951-8147

新潟市中央区弥生町1-23
関屋カメリア1103

社労士事務所ティー・ブレイン
〒950-0951

新潟市中央区鳥屋野1-37-7

富川社会保険労務士事務所
富川

四郎

豊岡

千惠子

〒951-8062

新潟市中央区西堀前通8-1513
大坂屋ビル

豊岡社会保険労務士事務所
〒950-0077

TEL 025-286-1376
FAX 025-286-1376
TEL090-4632-8948
FAX 025-230-5788
TEL 025-233-2024
FAX 025-233-2024
TEL 025-285-3741
FAX 025-283-7475
TEL 025-228-9873
FAX 025-228-6566
TEL 090-2674-4374

新潟市中央区天明町8-2

な
氏

名

事務所名

電話番号

所 在 地

FAX 番号

中田社会保険労務士事務所
中田

有信

★永田

功二

新島

哲

〒950-0916

新潟市中央区米山2-2-2
NBCビル4F

永田社会保険労務士事務所
〒951-8153

新潟市中央区文京町20-3

野上

茂

裕子

〒950-0982

新潟市中央区堀之内南2-19-14
和合ビル2F

のがみ社会保険労務士事務所
〒950-0066

TEL 025-378-5402
FAX 025-378-5403

新潟市中央区女池北1-24-7
Enプレイス女池2F

社会保険労務士法人西山経営労務事務所
★西山

FAX 025-243-4153

TEL 025-385-6160

新潟中央社労士事務所

〒950-0947

TEL 025-243-4151

新潟市東区長者町4-11

TEL 025-256-8373
FAX 025-256-8374
TEL090-2987-1237
FAX 025-275-0612

は
氏

橋口 幸子

★橋本 誠

※無断転写禁止

名

事務所名

電話番号

所 在 地

FAX 番号

よつばワーク社会保険労務士法人

TEL 025-250-0072

〒950-0972 新潟市中央区新和1-6-20
アーク笹出

FAX 025-333-0349

橋本社会保険労務士事務所

TEL 025-222-2299

〒951-8053 新潟市中央区川端町2-12-1

FAX 025-276-4501
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新潟県社会保険労務士会
氏

名

長谷川 文雄

羽田 正三

原田 伸也

樋口 憲一

★日野浦 雅俊

平澤 正行
平野 哲治郎
平林 保
★平山 豊
廣川 廣実
★廣井 加奈子
藤井 なつみ

★藤田 英樹

古川 一成
法龍院 諭
★星野 隆

※無断転写禁止

★＝医療労務コンサルタント研修修了者
事務所名

電話番号

所 在 地

FAX 番号

長谷川社会保険労務士事務所
〒956-0864 新潟市秋葉区新津本町2-14-26

TEL 0250-22-1815

はた社労士事務所

TEL 025-246-5530

〒950-0086 新潟市中央区花園1-1-8
アパガーデンコート新潟駅前801号

FAX 025-246-5530

社会保険労務士法人ＱＯＬ新潟支所
〒950-1454 新潟市南区上新田甲575

TEL 080-8701-7466

樋口社会保険労務士事務所

TEL 025-370-7604

〒950-1106 新潟市西区ときめき西1-10-7
ジョイフルときめき1F

FAX 025-370-7605

日野浦経営労務事務所

TEL 025-290-5181

〒950-0084 新潟市中央区明石1-6-36
フルーレゾン

FAX 025-290-5182

平澤社会保険労務士事務所

TEL 025-261-2458

〒950-2162 新潟市西区五十嵐中島2-5-1

FAX 025-261-2458

平野社会保険労務士事務所

TEL 0250-25-2331

〒956-0805 新潟市秋葉区中野3-4-14

FAX 0250-25-2887

平林社会保険労務士事務所

TEL 0254-92-3423

〒959-4409 東蒲原郡阿賀町京ノ瀬3667

FAX 0254-92-3423

平山豊税理士・社会保険労務士事務所

TEL 025-285-1033

〒950-0954 新潟市中央区美咲町1-4-15

FAX 025-285-2944

廣川社会保険労務士事務所

TEL 080-1275-8891

〒950-0952 新潟市中央区親松17

FAX 025-283-6889

社会保険労務士ヒロイ事務所

TEL 025-282-7218

〒950-0953 新潟市中央区大島158-105

FAX 025-282-7219

ふじい社会保険労務士事務所

TEL 025-278-3717

〒950-0034 新潟市東区浜谷町1-2-26

FAX 025-278-3717

社会保険労務士法人ふじた事務所

TEL 025-241-1011

〒950-0088 新潟市中央区万代1-2-3
コープ野村万代2F

FAX 025-243-8840

古川人事労務事務所
〒950-0921 新潟市中央区京王3-7-2-3
法龍院社会保険労務士事務所
〒950-0943 新潟市中央区女池神明3-10-4 2F

TEL 090-7849-2344
TEL 090-6104-1236

ホシノ経営労務研究室

TEL 090-7405-8036

〒950-2024 新潟市西区小新西3-4-17

FAX 025-266-5082
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新潟県社会保険労務士会
氏

★＝医療労務コンサルタント研修修了者

名

星野 裕幸

細島 正志

細野 多佳子

本間 武

本間 伸弘
本間 透修

事務所名

電話番号

所 在 地

FAX 番号

新潟県労働保険協会

TEL 025-240-0888

〒950-0088 新潟市中央区万代2-4-16
カーサ万代502号

FAX 025-240-0898

細島社会保険労務士事務所

TEL 0250-22-7903

〒956-0866 新潟市秋葉区下興野町10－7

FAX 0250-22-7903

堀之内ビジネス

TEL 025-285-1227

〒950-0982 新潟市中央区堀之内南3-8-15
税理士法人ヤマダ事務所内

FAX 025-283-5209

ちとせ社会保険労務士事務所

TEL 025-378-4731

〒951-8165 新潟市中央区関屋金鉢山町91
パークサイド金鉢山103号

FAX 025-378-4732

本間社会保険労務士事務所

TEL 0259-52-4358

〒952-1308 佐渡市二宮542-1

FAX 0259-52-4358

本間透修社会保険労務士事務所

TEL 090-2424-8101

〒951-8068 新潟市中央区上大川前通5-64-1-811

FAX 025-378-3157

ま
氏
町田
★松澤

名

京亮
真弓

松野 恵利子

事務所名

電話番号

所 在 地

FAX 番号

町田社会保険労務士事務所
〒951-8078

TEL 025-229-0317

新潟市中央区四ツ屋町2-3102

社会保険労務士法人マツザワサポート
〒950-1425

TEL 025-372-5215

新潟市南区戸石382-19

FAX 025-372-5218

ＫＢＳ社労士事務所
〒950-0152

TEL 025-382-5170

新潟市江南区亀田緑町3-2-8

新潟人事労務研究会
水谷

英二

水橋

敬子

水戸 伊智郎
★水戸

伸朗

★南澤

伸子

※無断転写禁止

〒950-0916

TEL 025-240-5631

新潟市中央区米山2-2-12
アベニュー駅南ビル5階

FAX 025-240-5633

水橋社会保険労務士事務所
〒950-0950
〒959-1754

五泉市中野橋268-1

社会保険労務士水戸事務所
〒950-2013

新潟市西区小針が丘2-35

ミナミ事務所
〒959-1852

TEL 025-283-7122

新潟市中央区鳥屋野南2-24-26

社労士ミトオフィス

FAX 025-382-2707

FAX 025-283-7122
TEL 0250-58-5068
FAX 0250-58-1530
TEL 025-230-5676

水戸ビル2F FAX 025-230-5788

TEL 0250-43-0611
五泉市荻曽根221-8

FAX 0250-47-3013
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新潟県社会保険労務士会
氏

★＝医療労務コンサルタント研修修了者

名

宮路

重久

宮島

賢市

事務所名

電話番号

所 在 地

FAX 番号

宮路社会保険労務士事務所
〒951-8126

新潟市中央区学校町通2-5247

宮島社会保険労務士事務所
〒950-0954

新潟市中央区美咲町1-8-15
リバーリオ美咲701号

佐藤由紀子社会保険労務士事務所
森

由紀子

★森田

義昭

〒951-8104

新潟市中央区西大畑町5220-88
りゅーと法律税務会計事務所方

社労士新潟年金研究所
〒956-0864

新潟市秋葉区新津本町2-6-30

もろずみ社会保険労務士事務所
両角

公登

〒950-0824

新潟市東区中島2-1-31
レ・モンデ新潟3-B

TEL 025-225-5770
FAX 025-225-5770
TEL 025-379-9080
FAX 025-379-9081
TEL 025-222-8163
FAX 025-222-8204
TEL 0250-25-7764
FAX 0250-25-7763
TEL 025-210-4301
FAX 025-210-4302

や
氏

名

事務所名

電話番号

所 在 地

FAX 番号

社会保険労務士山口隆事務所
山口

隆

★山崎

〒951-8104

智美

新潟市中央区西大畑町620
ハイツ日本海4F

社労士テークムオフィス
〒951-8062

新潟市中央区西堀前通6-897-1

社会保険労務士山田事務所
山田

豊

吉田

明弘

〒950-1456 新潟市南区茨曽根4036-1
山崎ヒューマンコンクリート(株)内
よしとみ社会保険労務士事務所
〒950-2102

新潟市西区五十嵐二の町8414-2

TEL 025-224-1177
FAX 025-228-7886
TEL 025-201-9721
FAX 025-201-9722
TEL 050-5438-1023
FAX 025-378-2384
TEL 025-378-1199
FAX 025-261-5157

ら
わ
氏
脇坂

名

好一朗

★輪湖 裕子

鷲頭 正

※無断転写禁止

事務所名

電話番号

所 在 地

FAX 番号

脇坂労務管理事務所

TEL 0259-52-5025

〒952-1325 佐渡市窪田56-3

FAX 0259-52-5026

輪湖社会保険労務士事務所

TEL 025-211-4751

〒951-8141 新潟市中央区関新2-1-73
ダイカンプラザ702

FAX 025-211-4795

鷲頭社会保険労務士事務所

TEL 025-285-7613

〒950-0945 新潟市中央区女池上山4-17-16

FAX 025-285-7613
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新潟県社会保険労務士会
氏

★＝医療労務コンサルタント研修修了者

名

★渡邉 一仁
渡邊 聡
★渡辺 力
渡邉 鉄男
★渡邊 稔

事務所名

電話番号

所 在 地

FAX 番号

渡邉髙尾保険事務所
〒950-2112 新潟市西区内野町759-1
社会保険労務士渡邊聡事務所

TEL 025-288-5047

〒950-0165 新潟市江南区西町3-6-13

FAX 025-333-0359

新潟白山経営労務事務所

TEL 025-231-3517

〒951-8131 新潟市中央区白山浦2-213

FAX 025-231-3517

さくら社会保険労務士事務所

TEL 025-269-5431

〒950-2054 新潟市西区寺尾東2-2-3

FAX 025-269-5431

社会保険労務士法人事業創造パートナーズ

TEL 025-224-4155

〒951-8065 新潟市中央区東堀通1番町494-3-3F

FAX 025-224-4145

新潟支部
氏

名

青栁

恵子

赤松

洋

阿部

夕希子

勤務等会員名簿

事務所名

電話番号

所 在 地

FAX 番号

新潟電子工業(株)

TEL 025-372-3171

〒950-1431 新潟市南区上八枚1310

FAX 025-372-1338

ヒューマン・プロ社会保険労務士事務所

TEL 025-290-0400

〒950-0982 新潟市中央区堀之内南3-1-21

FAX 025-290-0401

社会保険労務士法人大矢社労士事務所

TEL 025-240-5008

〒950-0088

新潟市中央区万代3-1-1
新潟日報メディアシップ12F

堀之内ビジネス
小野里 清昭

〒950-0982

新潟市中央区堀之内南3-8-15
税理士法人ヤマダ事務所内

社労士事務所コモンズ
小堺 直樹

佐藤 佐智夫

〒950-0965 新潟市中央区新光町10-3
技術士センタービルⅡ404
（一社）新潟県経営者協会
〒951-8133

新潟市中央区川岸町１－47-3

社会保険労務士山口隆事務所
原

ゆり子

福田

朋子

松井

学

※無断転写禁止

TEL 025-201-8984

〒951-8104

新潟市中央区西大畑町620
ハイツ日本海4F

（株）田中土木
〒950-1114

TEL 025-285-1227
FAX 025-283-5209
TEL 025-278-7865
FAX 025-278-3084
TEL 025-267-2311
TEL 025-224-1177
FAX 025-228-7886
TEL 025-377-3118

新潟市西区小平方1647

サトウ労務研究所
〒950-0162

FAX 025-240-6008

新潟市江南区亀田大月2-5-38

FAX 025-379-2816
TEL 025-221-7180
FAX 025-221-7182
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