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1 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 開業 仙台 平成29年3月1日

2 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 開業 仙台 特定 平成26年5月1日

3 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 開業 大河原 平成26年5月1日

4 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 開業 仙台 特定 平成29年3月1日

5 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 開業 仙台 特定 平成29年3月1日

6 ｱﾍﾞ ﾊﾙﾔｽ 阿部　晴康 980-0065 仙台市 青葉区 土樋１丁目７番１４－２０３号 022-266-0877 - その他 仙台 令和3年8月28日

7 ｱﾍﾞ ﾔｽｵ 阿部　康雄 980-0022 仙台市 青葉区
五橋２－１１－１　ショーケー本館ビル１
０Ｆ

090-9031-6795 阿部康雄社会保険労務士事務所 開業 仙台 令和3年8月28日

8 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 開業 仙台 特定 平成26年5月1日

9 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 開業 仙台 特定 平成29年3月1日

10 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２０
１

022-295-3023 社会保険労務士法人ＴＭＣ仙台 法人社員 仙台 平成29年3月1日

11 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾃﾙ 安藤　直輝 982-0011 仙台市 太白区 長町１－１１－６－７０３号 022-796-1856 安藤社会保険労務士事務所 開業 仙台 令和3年8月28日

12 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕﾀｶ 安藤 豊 989-0111 白石市 越河五賀字西１３番地 080-5846-2877 社会保険労務士安藤豊事務所 開業 大河原 特定 令和3年8月28日

13 ｲｹﾀﾞ ｷﾖｼ 池田　清 980-0014 仙台市 青葉区
本町１－１－８　第一日本オフィスビル６
Ｆ

022-797-1846 オフィス池田 開業 仙台 令和3年8月28日

14 ｲﾄｳ ｶｵﾙ 伊藤　薫 981-0215 宮城郡 松島町 高城字町４１番地 022-354-5220 伊藤薫社会保険労務士事務所 開業 仙台 特定 令和3年8月28日

15 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 開業 仙台 特定 平成29年3月1日

16 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 開業 石巻 特定 平成29年3月1日

17 ｲﾄｳ ﾅｵﾐ 伊藤　直美 982-0015 仙台市 太白区
南大野田１１番地の３　チャーリーブラウ
ンＤ

022-246-3351 伊藤直美社会保険労務士事務所 開業 仙台 特定 令和3年8月28日

18 ｲﾄｳ ﾕﾐｺ 伊藤　由美子 980-0011 仙台市 青葉区 上杉２丁目３－３８クラッセ上杉ビル４階 022-796-9231 Harmony社会保険労務士法人 法人社員 仙台 特定 令和3年8月28日

19 ｲﾏﾆｼ ﾖｼｱｷ 今西　芳章 980-0011 仙台市 青葉区
上杉１丁目６－１０EARTH BLUE仙台
勾当台

022-346-6852 なぎさ社会保険労務士事務所 開業 仙台 平成29年3月1日

20 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 開業 仙台 平成26年5月1日

21 ｳﾒﾊﾗ ﾐｽｽﾞ 梅原　美鈴 981-1245 名取市 ゆりが丘４－２０－５ 022-381-2018 社会保険労務士梅原美鈴事務所 開業 仙台 特定 令和3年8月28日
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22 ｴｼ ﾋﾛﾋｺ 江志　博彦 982-0222 仙台市 太白区 人来田２丁目２８番１０号 022-244-9071 江志社会保険労務士事務所 開業 仙台 特定 令和3年8月28日

23 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 遠藤　大輔 989-3123 仙台市 青葉区 錦ケ丘９丁目１６－２８ 090-9742-2668 遠藤社会保険労務士事務所 開業 仙台 令和3年8月28日

24 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 開業 石巻 特定 平成29年3月1日

25 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１７F 022-781-8075 社会保険労務士法人めぐみ事務所 法人社員 仙台 特定 平成26年5月1日

26 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 開業 仙台 特定 平成26年5月1日

27 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 開業 仙台 平成26年5月1日

28 ｵｵﾊｼ ｱｷｺ 大橋　晃子 980-0802 仙台市 青葉区
二日町１６番１号　二日町東急ビル４－
B

022-393-6912
浜通り社会保険労務士法人仙台事
務所

法人社員 仙台 令和3年8月28日

29 ｵｸﾔﾏ ｼｹﾞﾙ 奥山　茂 982-0003 仙台市 太白区 郡山６－３－３－１ 022-246-8615 ホープフル社会保険労務士事務所 開業 仙台 特定 令和3年8月28日

30 ｵｸﾞﾛ ﾚｲｺ 小黒　玲子 983-0821 仙台市 宮城野区 岩切三所南２４－１－１０１ 022-396-0070
小黒玲子社労士・精神保健福祉士
事務所

開業 仙台 平成26年5月1日

31 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾂｼ 小野寺　敦 982-0013 仙台市 太白区 太子堂２１－１－２０７ 022-281-8056 Atsushi社会保険労務士事務所 開業 仙台 特定 令和3年8月28日

32 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾖｳｺ 小野寺　陽子 983-0014 仙台市 宮城野区 高砂１－１－１５　高砂関弐番館３０３ 022-357-0234 小野寺陽子社会保険労務士事務所 開業 仙台 特定 平成26年5月1日

33 ｶﾄｳ ﾔｽｵ 加藤　保夫 981-3134 仙台市 泉区 桂４丁目１０番地の１４ 022-372-3505 加藤保夫社会保険労務士事務所 開業 仙台 令和3年8月28日

34 ｶﾈｺ ｴｲｻｸ 金子　栄作 981-0104 宮城郡 利府町 中央３－１０－２－２０１ 022-353-6135 ひだまり社会保険労務士事務所 開業 仙台 令和3年8月28日

35 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 開業 古川 特定 平成29年3月1日

36 ｶﾉ ﾄﾓｺ 鹿野　智子 981-1105 仙台市 太白区 西中田３－１２－８ 022-226-8325 パーソネルアシスト社労士事務所 開業 仙台 特定 平成29年3月1日

37 ｶﾏﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 鎌田　隆之 980-0011 仙台市 青葉区 上杉二丁目３番７号Ｋ２小田急ビル３階 022-302-4637 ＹＡＣ社会保険労務士法人 法人社員 仙台 令和3年8月28日

38 ｶﾐｳｴ ｶﾂﾕｷ 神植　功行 983-0005 仙台市 宮城野区 福室字田中東二番２５番地の６ 022-703-1765 カミウエ社会保険労務士事務所 開業 仙台 令和3年8月28日

39 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 開業 古川 平成29年3月1日

40 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 開業 仙台 特定 平成26年5月1日

41 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 開業 仙台 特定 平成26年5月1日

42 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 開業 石巻 特定 平成26年5月1日
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43 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 022-281-9411 ＷＡＫ社会保険労務士事務所 開業 仙台 平成26年5月1日

44 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 022-226-8584 社労士仙台第一事務所 開業 仙台 特定 平成29年3月1日

45 ｷﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 木村　彰宏 980-0804 仙台市 青葉区 大町１－２－１６大町カープビル６Ｆ 022-796-9540 仙台経営労務管理事務所 開業 仙台 特定 令和3年8月28日

46 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 木村　大輔 986-0853 石巻市 門脇字青葉東１２番地５ 0225-98-4628 社会保険労務士木村事務所 開業 石巻 特定 令和3年8月28日

47 ｷﾑﾗ ﾕｶ 木村　由香 981-0907 仙台市 青葉区
高松一丁目７番２０号　PUPPY東照宮１
０３

022-234-1168 木村由香社会保険労務士事務所 開業 仙台 特定 平成29年3月1日

48 ｸﾘﾓﾄ ｹｲｺ 栗本　恵子 980-0811 仙台市 青葉区 一番町１丁目１２－２星光堂ビル３Ｆ 022-748-7820
ベンチャーパートナーズ社会保険労
務士法人　仙台事務所

法人社員 仙台 令和3年8月28日

49 ｸﾛﾀﾞ ﾏｷ 黒田　真紀 980-0013 仙台市 青葉区
花京院２－１－９　シャングリラ花京院２
０３

022-796-8639 社会保険労務士法人ブレインズ 法人社員 仙台 令和3年8月28日

50 ｸﾛﾏｻ ﾀｹｼ 黒政　健 981-3122 仙台市 泉区 加茂５－３３－１－１階 022-343-0620 くろまさ社会保険労務士事務所 開業 仙台 平成26年5月1日

51 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｿﾞﾐ 小林　のぞみ 982-0012 仙台市 太白区
長町南２丁目９番１６号シャンテ佐孝１０
３

080-9251-4665 ＮＯＺＯＭＩ社労士事務所 開業 仙台 令和3年8月28日

52 ｺﾝﾉ ｲﾁﾛｳ 今野　一郎 980-0804 仙台市 青葉区
大町一丁目１番３０号新仙台ビルディン
グ４階

022-262-4554 杜の都社会保険労務士事務所 開業 仙台 特定 平成26年5月1日

53 ｺﾝﾉ ﾏｻｶﾂ 今野　将克 986-0101 石巻市 相野谷字旧会所前３ 090-1668-6459 社会保険労務士こんの事務所 開業 石巻 特定 令和3年8月28日

54 ｺﾝﾉ ﾐｽﾞﾎ 紺野　瑞穂 981-3134 仙台市 泉区 桂２－２－１ 022-739-8364 泉社会保険労務士事務所 開業 仙台 特定 平成26年5月1日

55 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 開業 仙台 平成29年3月1日

56 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 開業 大河原 特定 平成29年3月1日

57 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 坂本　祐一 980-0011 仙台市 青葉区
上杉１丁目６－１０　ＥＡＲＴＨ ＢＬＵＥ
仙台勾当台１Ｆ　ＳＥＥＤ２１内

090-8424-1275 さかもと社労士事務所 開業 仙台 特定 平成26年5月1日

58 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 開業 仙台 平成26年5月1日

59 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

開業 仙台 特定 平成26年2月26日

60 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 開業 大河原 平成26年5月1日

61 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 開業 仙台 平成26年5月1日

62 ｻﾄｳ ｶﾅﾒ 佐藤　要 981-0962 仙台市 青葉区 水の森３丁目２１－８ 022-277-0887 佐藤要社会保険労務士事務所 開業 仙台 特定 令和3年8月28日

63 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
社会保険労務士法人宮城県中小企
業等労務協会

法人社員 仙台 平成29年3月1日
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64 ｻﾄｳ ﾕｷｺ 佐藤　裕紀子 981-1244 名取市 那智が丘五丁目１２番地の１６ 022-381-3525 弁護士法人　杜協同法律事務所 勤務 仙台 令和3年8月28日

65 ｻﾄｳ ﾘｭｳﾀ 佐藤　隆太 980-0021 仙台市 青葉区
中央２－１０－３０仙台明芳ビル６階
（株）大江戸コンサルタント内

022-796-2711 佐藤隆太社会保険労務士事務所 開業 仙台 特定 令和3年8月28日

66 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 開業 仙台 特定 平成29年3月1日

67 ｼﾗｲ ｱｻﾐ 白井　麻美 981-8006 仙台市 泉区 黒松２丁目８－１８ 022-702-6041 白井麻美社会保険労務士事務所 開業 仙台 特定 令和3年8月28日

68 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 開業 仙台 平成26年5月1日

69 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 開業 仙台 平成29年3月1日

70 ｽﾐﾀﾆ ﾄﾓﾕｷ 炭谷　知行 981-1105 仙台市 太白区 西中田３－５－３０ 022-306-2556 炭谷社会保険労務士事務所 開業 仙台 令和3年8月28日

71 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 開業 仙台 平成26年5月1日

72 ﾀｶｼﾅ ﾏｻﾋﾛ 髙階　正裕 981-0506 東松島市 あおい三丁目１７番地７ 0225-98-4782 社会保険労務士高階事務所 開業 石巻 平成29年3月1日

73 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 開業 仙台 特定 平成26年5月1日

74 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

開業 仙台 特定 平成26年5月1日

75 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 開業 石巻 特定 平成29年3月1日

76 ﾀｶﾊｼﾋﾛﾕｷ 髙橋　広之 984-0821 仙台市 若林区 中倉３－８－１５ 022-208-2209
中小企業診断士社会保険労務士オ
フィスＴＡＫＡ

開業 仙台 令和3年8月28日

77 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 開業 仙台 特定 平成26年5月1日

78 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 開業 古川 特定 平成29年3月1日

79 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 東北厚生局　年金審査課 勤務 仙台 特定 平成26年5月1日

80 ﾀｹﾔﾏ ﾉﾘﾏｻ 武山　則方 981-0936 仙台市 青葉区 千代田町４番２６－５０１号 022-343-7190 コンパス社会保険労務士事務所 開業 仙台 特定 令和3年8月28日

81 ﾀﾏﾃ ﾋﾄﾐ 玉手　一實 981-1523 角田市 梶賀字高畑北１０７－１ 0224-66-3214 玉手一實社会保険労務士事務所 開業 大河原 特定 令和3年8月28日

82 ﾀﾔﾏ ﾂﾄﾑ 田山　勉 981-3122 仙台市 泉区
加茂５丁目３３－１　加茂オフィスビル１
階

022-725-2420 たやま社労士事務所 開業 仙台 特定 令和3年8月28日

83 ﾂｷﾀ ﾐﾜ 月田　美和 989-2478 岩沼市 あさひ野１丁目１１－１０ 0223-36-7790 月田美和社会保険労務士事務所 開業 仙台 令和3年8月28日

84 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 開業 古川 特定 平成26年5月1日
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85 ﾂﾂﾞｷ ﾅｵﾔ 都築　直哉 980-0021 仙台市 青葉区
中央１－６－３５東京建物仙台ビル１４
階

022-797-4105 都築社会保険労務士事務所 開業 仙台 令和3年8月28日

86 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　Ｌａ Ｄｏｕceｕｒ榴ケ岡
２０３号

022-385-6116 社会保険労務士法人アンビシャス 法人社員 仙台 特定 平成29年3月1日

87 ﾄｶﾞｼ ｱﾂｺ 富樫　敦子 985-0853 多賀城市 髙橋５－２４－６ 022-778-7214 富樫社会保険労務士事務所 開業 仙台 特定 令和3年8月28日

88 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 法人社員 仙台 平成29年3月1日

89 ﾄﾖﾀﾞ 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 開業 仙台 特定 平成26年5月1日

90 ﾅｶｶﾞﾜ ｷﾖｼ 中川　潔 982-0825 仙台市 太白区 西の平２－２９－２６ 022-244-8937 中川社会保険労務士事務所 開業 仙台 特定 令和3年8月28日

91 ﾅｶｼﾞﾏ ﾌﾐﾕｷ 中島　文之 981-0936 仙台市 青葉区 千代田町５－２１ 022-718-8284 社会保険労務士事務所たすく 開業 仙台 特定 令和3年8月28日

92 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 開業 仙台 特定 平成29年3月1日

93 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 開業 仙台 特定 平成26年5月1日

94 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾀｸﾔ 永松　拓也 983-0046 仙台市 宮城野区 西宮城野１０－２８柏葉ビル４Ｆ 022-354-1834 永松社労士事務所 開業 仙台 特定 令和3年8月28日

95 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 開業 仙台 特定 平成29年3月1日

96 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 開業 仙台 平成26年5月1日

97 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 開業 仙台 特定 平成26年5月1日

98 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 開業 石巻 平成29年3月1日

99 ﾈﾓﾄ ﾔｽｵ 根本　康夫 981-3133 仙台市 泉区
泉中央１－１４－６　泉中央パークホー
ムズ２０４

080-6005-5720 医療法人徳洲会　仙台徳洲会病院 勤務 仙台 令和3年8月28日

100 ﾊｼﾓﾄ ﾄｼｵ 橋本　利男 981-3121 仙台市 泉区 上谷刈３－５－３コンフォードⅠ２０２ 022-346-7123
パートナーズ橋本社会保険労務士
事務所

開業 仙台 特定 平成26年5月1日

101 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 開業 仙台 特定 平成29年3月1日

102 ﾋｸﾞﾁ ｹﾝ 樋口　献 981-0933 仙台市 青葉区 柏木１－２－３８　柏木丁ビル２階 022-342-4261 社会保険労務士法人クラフトマン 法人社員 仙台 特定 平成29年3月1日

103 ﾋﾗｶﾞ ｱﾔ 平賀　綾 985-0002 塩竈市
海岸通１４－１１　サンデュエル本塩釜
駅前９０３

090-6624-3975 平賀社会保険労務士事務所 開業 仙台 特定 令和3年8月28日

104 ﾋﾗﾔﾏ ｱｷｺ 平山　明子 983-0821 仙台市 宮城野区 岩切３丁目１－２８ 022-255-5450 平山社会保険労務士事務所 開業 仙台 令和3年8月28日

105 ﾌﾙｻﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 古澤　伸之 984-0032 仙台市 若林区 荒井二丁目８番地の１４ 022-287-7131 古澤伸之社会保険労務士事務所 開業 仙台 特定 平成26年5月1日
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106 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 開業 仙台 平成29年3月1日

107 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

開業 仙台 平成26年5月1日

108 ﾎｼ ﾏｻﾕｷ 星　正行 989-1305 柴田郡 村田町 村田字町南４５ 0224-83-3504 社会保険労務士法人星事務所 法人社員 大河原 特定 令和3年8月28日

109 ﾎｼ ﾖｳﾀ 星　洋太 984-0827 仙台市 若林区 南小泉２－５－８－３０２ 022-355-2521 ほし社会保険労務士事務所 開業 仙台 特定 平成29年3月1日

110 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 開業 仙台 特定 平成29年3月1日

111 ﾎｿｺﾞｴ ﾕｳｺ 細越　優子 980-0811 仙台市 青葉区 一番町２丁目９番２８－１０１０号 022-209-2807 - その他 仙台 令和3年8月28日

112 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 開業 仙台 特定 平成26年5月1日

113 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 開業 仙台 特定 平成26年5月1日

114 ﾏﾂｲ ｹｲ 松井　桂 980-0011 仙台市 青葉区 上杉二丁目３番７号Ｋ２小田急ビル３階 022-302-4637 ＹＡＣ社会保険労務士法人 法人社員 仙台 令和3年8月28日

115 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 開業 仙台 特定 平成26年5月1日

116 ﾏﾂｸﾗ ｹｲｺ 松倉　惠子 983-0823 仙台市 宮城野区 燕沢３丁目１８番２７号 022-251-3958 松倉社会保険労務士事務所 開業 仙台 特定 令和3年8月28日

117 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 開業 仙台 特定 平成26年5月1日

118 ﾐｳﾗ ｴﾘ 三浦　英利 982-0841 仙台市 太白区 向山４丁目１４－１８ 050-8881-6810 エリィ社会保険労務士事務所 開業 仙台 令和3年8月28日

119 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 開業 仙台 特定 平成26年5月1日

120 ﾐｽﾞｼﾘ ﾄｼﾛｳ 水尻　登志朗 980-0013 仙台市 青葉区
花京院１丁目４番２５号シティタワー仙
台２０３

022-779-7729
社会保険労務士事務所 東北クレイ
ズパートナーズ

開業 仙台 令和3年8月28日

121 ﾐﾈｷﾞｼ ｻﾄﾙ 峯岸　悟 984-0056 仙台市 若林区 成田町１１８番地の１－６０１ 022-797-2410 峯社会保険労務士事務所 開業 仙台 令和3年8月28日

122 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 宮崎　秀一郎 981-0952 仙台市 青葉区 二日町１３－２６－６０６ 022-707-8965 ＫＯＭＡＣＨＩ労務事務所 開業 仙台 令和3年8月28日

123 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾋｺ 宮本　昌彦 981-0911 仙台市 青葉区 台原４－１０－３ 022-233-5639 石巻赤十字病院 勤務 仙台 特定 令和3年8月28日

124 ﾐﾜ ｺｳｼﾞ 三輪　公二 982-0842 仙台市 太白区 越路４－１１ 022-715-3941 三輪社労士オフィス 開業 仙台 特定 令和3年8月28日

125 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞﾝｲﾁ 村上　仁一 986-0002 石巻市 真野字内原１０３番地 0225-91-2555 村上仁一社会保険労務士事務所 開業 石巻 令和3年8月28日

126 ﾓﾘｾ ﾔｽｼ 森瀬　康之 981-3205 仙台市 泉区 紫山５－３３－８ 022-777-2433 社会保険労務士法人豊嶋事務所 勤務 仙台 令和3年8月28日
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127 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾉ 山本　文乃 986-0815 石巻市 中里１－１２－２ 0225-94-3305 ことぶき歯科 勤務 石巻 特定 平成26年5月1日

128 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 開業 仙台 特定 平成26年5月1日

129 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｷﾖ 吉田　一清 982-0252 仙台市 太白区 茂庭台１丁目２０番３号 080-3149-1249 - その他 仙台 特定 令和3年8月28日

130 ﾜｶﾔﾏ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 若山　章一郎 981-3341 富谷市 成田５－２３－２８ 022-351-7517 社会保険労務士オフィス若山 開業 仙台 特定 平成26年5月1日


