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ﾌﾘｶﾞﾅ 氏名 〒 事務所所在地 電話番号 事務所名（勤務先名）

ｱｲｻﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 相澤　信一 982-0011 仙台市 太白区 長町　３－１－１　ﾅｲｽｼﾃｨｱﾘｰﾅ長町中央７０４ 022-246-9963 相澤労務管理事務所

ｱｲｻﾞﾜ ﾌﾐｵ 相澤　文夫 981-3203 仙台市 泉区 高森　４－２－２１５ 022-378-3596 あいざわ社会保険労務士事務所

ｱｵﾄ ｺｳｼﾞ 青砥　幸治 989-0273 白石市 字中町　１ 0224-25-1581 青砥幸治社会保険労務士事務所

ｱｶﾋﾗ ﾐﾕｷ 赤平　美由紀 984-0827 仙台市 若林区 南小泉　４－１６－２５ 022-294-7657 野ばら社会保険労務士事務所

ｱﾍﾞ　ｼﾝｲﾁ 阿部　伸市 980-0814 仙台市 青葉区 霊屋下　１０の３４ 022-227-0549 阿部伸市社会保険労務士事務所

ｱﾍﾞ ﾖｳｺ 阿部　陽子 981-0917 仙台市 青葉区 葉山町　３－２０－３１１ 022-717-5024 阿部事務所

ｱﾗｲ ﾏｻｱｷ 荒井　正昭 981-3212 仙台市 泉区 長命ケ丘　４－３－２２ 022-378-7144 あらい社会保険労務士事務所

ｱﾗｶﾜ ﾃﾂﾔ 荒川　哲哉 981-3131 仙台市 泉区 七北田字東裏　６２ 022-765-6685 ＦＰ社労士荒川事務所

ｱﾘｻﾜ　ｶｽﾞﾉﾌﾞ 有澤　和修 983-0841 仙台市 宮城野区 原町一丁目 ３－４３  アクス原町ビル２０１ 022-295-3023 社会保険労務士法人ＴＭＣ仙台

ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 伊東　達也 980-0021 仙台市 青葉区 中央　４－７－１７　ベルザ仙台１１Ｆ 022-393-9611 社会保険労務士伊東事務所

ｲﾄｳ ﾁｱｷ 伊藤　千晶 986-0873 石巻市 山下町　１－６－５－３０２ 0225-96-9081 社会保険労務士いとう事務所

ｲﾏﾆｼ　ﾖｼｱｷ 今西　芳章 981-3135 仙台市 泉区 八乙女中央　３丁目８－２１－４０３ 022-346-6852 なぎさ社会保険労務士事務所

ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｸﾆｺ 宇田川　久仁子 983-0031 仙台市 宮城野区 小鶴　１－１０－３　守屋保険事務所ビル３Ｆ 022-252-8889 社会保険労務士うだがわ事務所

ｵｲｶﾜ ﾖｼﾀｶ 及川　喜隆 986-0815 石巻市 中里一丁目４－７  ２１４ビル１Ｆ 0225-93-2455 魚喜社会保険労務士事務所

ｵｵｴ　ﾋﾛﾐﾂ 大江　広満 983-0852 仙台市 宮城野区 榴岡　３－４－１　アゼリアヒルズ5F 022-781-8075 社会保険労務士法人めぐみ事務所

ｵｵﾂｷ ﾄﾓﾋﾛ 大槻　知弘 983-0824 仙台市 宮城野区 鶴ケ谷　１－３５－４ 022-252-1878 大槻知弘社会保険労務士事務所

ｵｵﾄﾓ ｴﾐｺ 大友　江身子 981-1106 仙台市 太白区 柳生　５－６－８ 022-242-4261 社会保険労務士大友江身子事務所

ｵｸﾞﾛ ﾚｲｺ 小黒　玲子 980-8485 仙台市 青葉区 中央　１－２－３　仙台マークワン１９Ｆ 022-277-7505 小黒社会保険労務士・社会福祉士事務所

ｵﾉﾃﾞﾗ ﾖｳｺ 小野寺　陽子 984-0051 仙台市 若林区 新寺　５－７－３ 022-792-9763 小野寺陽子社会保険労務士事務所

ｶﾈｺ ﾀﾀﾞﾖｼ 金子　忠良 989-6114 大崎市 古川大幡字原田　１４５番地１　 0229-25-7703 さくら社会保険労務士事務所・宮城

ｶﾈｺ ﾏｻﾉﾘ 金子　雅紀 981-3332 富谷市 明石台　５－３９－１３ 090-2844-5197 金子経営コンサルティング事務所

ｶﾉ ﾄﾓｺ 鹿野　智子 982-0012 仙台市 太白区 長町南　３－４－２５　第二扇ビル１０６号室 022-226-8325 鹿野智子社会保険労務士事務所

ｶﾒﾔﾏ ﾀｶｵ 亀山　隆男 983-0044 仙台市 宮城野区 宮千代　１－１３－８ 022-782-0963 亀山社会保険労務士事務所

ｶﾜｾ　ﾂﾈｵ 川瀬　恒雄 989-6117 大崎市 古川旭五丁目３番１７号 0229-22-5780 社会保険労務士川瀬事務所

ｶﾝﾉ ﾋﾃﾞﾋｺ 菅野　英彦 982-0804 仙台市 太白区 鈎取　１－８－３０ 022-307-5201 菅野英彦社会保険労務士事務所

ｷｸﾁ ｶｽﾞﾉﾘ 菊地　和則 989-2459 岩沼市 たけくま　三丁目９番６号 0223-23-8233 菊地経営労務管理事務所

ｷｸﾁ ﾄｼﾋﾛ 菊地　敏宏 986-2135 石巻市 渡波字中三勺　１－５５ 0225-98-6041 社会保険労務士きくち事務所

ｷｸﾁ ﾉﾘﾔｽ 菊地　登康 980-0014 仙台市 青葉区 本町　２－６－１５　チコウビル２階 022-398-6064 ＷＡＫ社会保険労務士事務所

ｷｸﾁ　ﾖｼﾌﾞﾐ 菊地　良文 981-3112 仙台市 泉区 八乙女　２－１　ロイヤルシャトー八乙女５０６ 022-372-8848 P&Mパートナー・菊地社労士事務所

ｷﾑ　ｿﾝｷﾞﾙ 金　成吉 980-0022 仙台市 青葉区 五橋　１丁目５－２８－１１０５号 090-7937-1193 仙台第一社会保険労務士事務所

ｷﾑﾗ ﾕｶ 木村　由香 981-0907 仙台市 青葉区 高松　１－１０－９５ 022-234-1168 木村由香社会保険労務士事務所

ｸﾛﾏｻ ﾀｹｼ 黒政　健 989-3201 仙台市 青葉区 国見ケ丘　５－２６－５ 022-343-0620 くろまさ社会保険労務士事務所

医療労務コンサルタント研修修了者
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ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂﾊﾙ 小林　三春 983-0833 仙台市 宮城野区 東仙台　７－７－１４ 022-291-3941 小林労務行政総合事務所

ｺﾝﾉ ｲﾁﾛｳ 今野　一郎 980-0821 仙台市 青葉区 春日町　７番３２号パセオ８階　株式会社三澤経営センター内 022-262-4554 杜の都社会保険労務士事務所

ｻｲﾄｳ　ｼﾞｭﾝｺﾞ 齋藤　潤吾 981-3203 仙台市 泉区 高森　８丁目５番地１０号 080-5220-8548 みちのく社会保険労務士事務所

ｻｲﾄｳ　ﾄｼｵ 齋藤　登志男 989-1321 柴田郡 村田町 大字沼辺　字新日の崎　５５番地１ 070-1146-0302 さいとう社会保険労務士事務所

ｻｶﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 坂本　祐一 989-2351 亘理郡 亘理町 字新町　４３－３ 090-8424-1275 さかもと社労士事務所

ｻｶﾞﾗ ﾄﾓｱｷ 相良　朋秋 982-0014 仙台市 太白区 大野田　５丁目２９番１２号 022-246-5752 社会保険労務士相良朋秋事務所

ｻｻｷ ｶｽﾞﾋﾛ 佐々木　一泰 983-0817 仙台市 宮城野区 小田原山本丁　１０１－１３－４０３ 022-297-3020 佐々木社会保険労務士・行政書士事務所

ｻｻｷ ｻﾄｼ 佐々木　智 989-0217 白石市 大平森合字権現　２－５ 0224-25-8788 社会保険労務士佐々木労務事務所

ｻﾄｳ　ｱｷｺ 佐藤　明子 984-0051 仙台市 若林区 新寺　４丁目２番３０－７０３号 022-295-3859 佐藤明子社労士事務所

ｻﾄｳ　ﾀｹｵ 佐藤　武郎 983-0841 仙台市 宮城野区 原町　２－１－５７ 022-292-1722 宮城県中小企業等労務協会

ｼﾓﾔﾏ ﾅｵﾕｷ 下山　尚行 982-0801 仙台市 太白区 八木山本町　１－２０－５ 022-229-3935 下山社会保険労務士事務所

ｽｷﾞﾔﾏ  ﾋﾛﾕｷ 杉山　裕征 981-0904 仙台市 青葉区 旭ケ丘１－６－１９　コーポヨコタ２０５ 022-301-6220 杉山社会保険労務士事務所

ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋｺ 鈴木　隆彦 983-0852 仙台市 宮城野区 榴岡　３－６－３０　エクセレントエイト５０５ 022-292-7489 鈴木労務管理事務所

ｽｽﾞｷ　ﾏﾕﾐ 鈴木　真弓 981-3106 仙台市 泉区 歩坂町　１４番１０号 022-725-2855 真心社会保険労務士事務所

ｾｷ ｷｮｳｼﾞ 関　喬次 989-2302 亘理郡 亘理町 逢隈牛袋字西河原　２２－３ 0223-34-5337 関社会保険労務士事務所

ﾀｶｼﾅ　ﾏｻﾋﾛ 髙階　正裕 981-0503 東松島市 矢本字下浦１９１　市営下浦住宅２－１３ 0225-83-2438 小野労務管理事務所

ﾀｶﾊｼ ｱｷﾖｼ 高橋　昭嘉 981-3134 仙台市 泉区 桂１－１４－１　桂ＰＨガーデンビュウ壱番館７０４ 022-765-9715 高橋昭嘉社会保険労務士事務所

ﾀｶﾊｼ ｶﾂｱｷ 高橋　克明 982-0003 仙台市 太白区 郡山　３－１－２８ 022-246-7578 社会保険労務士高橋克明仙台経営法務サポートオフィス

ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 髙橋　順一 981-1505 角田市 角田字牛館　６２ 0224-62-3375 髙橋労務管理オフィス

ﾀｶﾊｼ ﾀｶｼ 髙橋　崇 986-0004 石巻市 新栄２丁目１３番地１ 0225-90-3139 髙橋崇社会保険労務士事務所

ﾀｶﾔﾏ ﾅｵｷ 髙山　直樹 982-0807 仙台市 太白区 八木山南　３－７－１１ 022-243-3627 髙山直樹社会保険労務士事務所

ﾀｸﾞﾁ ｱｷﾗ 田口　晃 987-0511 登米市 迫町佐沼字江合　２－１－２ 0220-21-6070 田口社会保険労務士事務所

ﾀｹｻﾜ ｸﾐｺ 竹澤　久美子 980-0873 仙台市 青葉区 広瀬町　３－３７－４０３ 022-213-8526 社会保険労務士竹澤事務所

ﾂﾁﾀ　ｶﾂﾔ 土田　勝也 987-2187 栗原市 高清水本町　４３－４ 090-3362-8309 土田社会保険労務士事務所

ﾂﾈｻﾞﾜ ｽｽﾑ 經澤　進 983-0851 仙台市 宮城野区 榴ケ岡１０８－１６　榴ケ岡パークビル２０３号 022-385-6116 つねざわ社会保険労務士事務所

ﾄﾖｼﾏ　ﾏｻｱｷ 豊嶋　正暁 983-0038 仙台市 宮城野区 新田　１－２０－３ 022-781-8411 社会保険労務士法人豊嶋事務所

ﾄﾖﾀ ﾂｷﾞｶﾂ 豊田　次旦 981-3213 仙台市 泉区 南中山　３－２２－１１ 022-341-1087 豊田社会保険労務士事務所

ﾅｶﾞｾ ｻﾄｼ 長瀨　里志 981-1105 仙台市 太白区 西中田　１－１８－１－６０６ 022-241-7467 長瀬労務管理事務所

ﾅｶﾞﾄ ﾏｻﾐ 長門　正美 984-0052 仙台市 若林区 連坊　１－１０－２１ 022-297-9283 ながと労務管理事務所

ﾅｶﾐﾁ　ﾐﾖｺ 中道　美代子 981-0952 仙台市 青葉区 中山　６丁目１１－１０ 022-278-1485 なかみち社会保険労務士事務所

ﾆｷ ｾｲｺﾞ 仁木　誠吾 989-2301 亘理郡 亘理町 逢隈中泉字新一里壇　２１－６ 0223-34-9008 仁木社会保険労務士事務所

ﾆｼｼﾞﾏ ｼｭｸｺ 西嶋　淑子 984-0044 仙台市 若林区 椌木通　６７－２０ 022-257-8056 西嶋社会保険労務士事務所

ﾆｼﾑﾗ ﾕｶﾘ 西村　由香理 986-0864 石巻市 新境町　２－５－２ 0225-95-9763 西村由香理社会保険労務士事務所

ﾊｼﾓﾄ　ﾄｼｵ 橋本　利男 981-3133 仙台市 泉区 泉中央　１－２８－１９－２０５ 022-346-7123 パートナーズ橋本社会保険労務士事務所

ﾊﾔｻｶ ﾀﾛｳ 早坂　太郎 983-0833 仙台市 宮城野区 東仙台　７－９－４６ 022-355-7058 東幸社会保険労務士事務所
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ﾋｸﾞﾁ　ｹﾝ 樋口　献 980-0801 仙台市 青葉区 木町通　二丁目１番３３号　伊澤竹に雀ビル１０５号 022-342-4261 社会保険労務士法人クラフトマン

ﾌﾙｻﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 古澤　伸之 984-0032 仙台市 若林区 荒井字高屋敷４０－１ 022-287-7131 古澤伸之社会保険労務士事務所

ﾌﾙﾊﾞﾔｼ　ｴﾐ 古林　恵美 989-2459 岩沼市 たけくま　１－２９－８ 0223-31-0867 古林恵美社会保険労務士事務所

ﾍﾝﾐ ﾂﾄﾑ 邉見　努 983-0834 仙台市 宮城野区 松岡町　２０－６１ 022-292-2351 行政書士・社会保険労務士へんみ事務所

ﾎｼ　ﾖｳﾀ 星　洋太 981-1230 名取市 愛の杜　２－２６－２１ 090-5592-8922 キラリ社会保険労務士法人

ﾎｼﾉ ﾘｴ 星野　理惠 985-0076 塩竈市 長沢町　８－１５ 022-366-0804 星野理恵社会保険労務士事務所

ﾎｿﾉ ﾕｷﾀｶ 細野　幸隆 983-0852 仙台市 宮城野区 榴岡　５－１２－４３　谷地舘ビル２０１ 022-349-8933 みやぎの人事企画事務所

ﾎﾘｳﾁ ﾄｼｵ 堀内　敏雄 981-3212 仙台市 泉区 長命ケ丘　１－１５－１０ 022-378-0690 仙台社会保険・労務行政研究室

ﾎﾝﾀﾞ ｲｻﾑ 本田　勇 989-3204 仙台市 青葉区 南吉成　２－１９－１５ 022-279-5067 本田社会保険労務士事務所

ﾏﾂｶﾜ　ﾌﾐﾀｶ 松川　文孝 982-0012 仙台市 太白区 長町南　２－１－１０－９０６ 022-248-0288 社会保険労務士松川事務所

ﾏﾂﾏｴ ﾕｶﾘ 松前　ゆかり 982-0822 仙台市 太白区 若葉町　２－１０ 022-229-6431 ひまわり社会保険労務士事務所

ﾐｳﾗ ﾋﾛｺ 三浦　裕子 981-3112 仙台市 泉区 八乙女　３－８－１－６０１ 022-218-3237 アルファ労務管理事務所

ﾔﾏﾓﾄ　ｱﾔﾉ 山本　文乃 986-0815 石巻市 中里　１－１２－２ 0225-94-3305 山本文乃社会保険労務士事務所

ﾖｺｵ　ﾓﾘｵ 横尾　盛雄 981-3114 仙台市 泉区 友愛町　１１５ 022-373-7195 横尾社会保険労務士事務所

ﾜｶﾔﾏ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 若山　章一郎 981-3341 黒川郡 富谷町 成田　５－２３－２８ 022-351-7517 社会保険労務士オフィス若山


