
R4.6.1 現在

氏名 事務所名 郵便番号 住所 電話番号

 青野　千佳  青野社会保険労務士事務所  790-0812  松山市松前町1丁目6-2  089-933-6970

 赤星　寬
 社会保険労務士法人
 ＶＡＮＩＬＬＡ　ＳＫＹ　西条オフィス

 793-0043  西条市樋之口134-1　2階  0897-66-9970

 浅野　勉  浅野社会保険労務士事務所  793-0006  西条市下島山甲445  0897-56-5026

 阿部　信明  阿部労務行政事務所  790-0933  松山市越智2丁目7-14  089-960-0878

 井川　純  井川社会保険労務士事務所  799-0422
 四国中央市中之庄町398-2
 しのながビル203

 0896-24-1513

 池田　拓雄  池田労務コンサルタント  795-0086  大洲市成能甲1093  090-8971-0514

 石川　季代乃  石川季代乃社労士事務所  793-0030  西条市大町452-6  0897-55-1818

 一宮　裕美子  社会保険労務士法人野中経営  790-0854  松山市岩崎町2丁目4-8  089-947-5455

 一色　志保  一色社会保険労務士事務所  791-1105  松山市北井門3丁目3-10  089-956-5163

 稲田　玉花  稲田玉花労務管理事務所  790-0053
 松山市竹原3丁目17-25
 ラブリーハイツ松山611

 089-933-3136

 猪羽　由秀  猪羽社会保険労務士事務所  790-0056  松山市土居田町8-2　徳永ビル103  089-909-9235

 今井　淑  今井淑社会保険労務士事務所  790-0952  松山市朝生田町2丁目12-16  089-932-3894

 岩井　聡光  ＷＥＬＬ社労士事務所  790-0942  松山市古川北1丁目19-30-2  090-4786-1836

 岩井　孝德  岩井孝德社会保険労務士事務所  791-3101  伊予郡松前町大字南黒田437-41  089-984-8760

 大谷　茂  社会保険労務士大谷事務所  791-0203  東温市横河原387-79  089-907-0777

 大西　英樹  大西社会保険労務士事務所  799-0111  四国中央市金生町下分231-31  0896-29-5077

 大野　辰夫  大野社会保険労務士事務所  790-0047  松山市余戸南6丁目10-8  089-973-1946

 大本　和彰  大本社会保険労務士事務所  791-8083  松山市新浜町1135-13  089-968-3086

 岡部　五郎
 社会保険労務士法人
 岡部経営労務管理事務所

 798-0036  宇和島市天神町8-23  0895-25-8711

 岡部　正  岡部社会保険労務士事務所  790-0911  松山市桑原7丁目3-54  089-921-9344

 尾崎　和幸  尾崎社会保険労務士事務所  790-0066
 松山市宮田町1284
 荻田ビル2階

 089-943-3461

 越智　伸二  社会保険労務士法人はなみずき  790-0811
 松山市本町2丁目4-1
 髙橋ビル1階

 089-948-8722

 越智　由希子  アライト社会保険労務士事務所  790-0822  松山市高砂町1丁目3-32  089-917-6160

 梶原　澄忠  梶原社会保険労務士事務所  790-0038
 松山市和泉北2丁目9-18
 和泉第5ビル2階

 089-952-3796

 加藤　久雄  加藤労務管理事務所  794-0822  今治市河南町1丁目6-29  0898-23-0541

愛媛ＳＲ経営労務センター　会員名簿　　※こちらの名簿は希望者のみ掲載しております
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 加藤　裕江  加藤裕江社会保険労務士事務所  793-0027  西条市朔日市514-3  0897-56-1178

 上川　謙吾  風とつばさ社労士事務所  791-8013
 松山市山越6丁目6-22
 白鳳会館2階

 089-908-5097

 烏谷　澄香  烏谷社会保険労務士事務所  790-0056
 松山市土居田町23-5
 烏谷ビル3階

 089-941-7765

 菅　直人  菅直人社会保険労務士事務所  791-8013
 松山市山越5丁目5-2
 TS愛光ビル2階

 089-910-7000

 菊池　宏  菊池社会保険労務士事務所  790-0014  松山市柳井町1丁目12-4  089-932-4001

 菊池　正樹  アウトソーシング菊池社労士オフィス  790-0014  松山市柳井町1丁目12-4  089-932-4001

 工藤　祐樹  くどう社会保険労務士事務所  792-0050  新居浜市萩生1540-6  0897-41-3813

 久保　貴嗣  愛媛社会保険労務士法人  791-8021  松山市六軒家町3-24  089-992-9665

 久米　謙一  久米社会保険労務士事務所  791-8036  松山市高岡町728-33  089-973-7843

 藏田　正治  藏田社会保険労務士事務所  790-0813  松山市萱町1丁目4-1  089-941-5067

 合田　芳充  社会保険労務士事務所翠  792-0811
 新居浜市庄内町1丁目9-16
 パークマンションアイワ135号

 0897-27-8052

 髙津　靖之  髙津社会保険労務士事務所  799-0111  四国中央市金生町下分198-8  0896-56-2320

 河野　昭子  河野社会保険労務士事務所  791-2133  伊予郡砥部町五本松415  089-962-2343

 小林　聖也  社会保険労務士小林  790-0062
 松山市南江戸3丁目10-15
 池田ビル102

 089-989-6967

 小林　政裕  社労士さんごう  790-0064  松山市愛光町9-4　黒川ビル1階  089-992-9235

 小松　英子  小松社会保険労務士事務所  790-0951
 松山市天山3丁目13-1
 ロータリー天山606

 089-932-0125

 薦田　勉  薦田社会保険労務士事務所  790-0067
 松山市大手町1丁目1-2
 ミツネ第2ビル301号

 089-908-5522

 紺田　浩  紺田社会保険労務士事務所  790-0063  松山市辻町7-46  089-925-0113

 酒井　世津子  酒井世津子社会保険労務士事務所  790-0003  松山市三番町5丁目8-14  050-3591-3961

 坂本　小百合  坂本社会保険労務士事務所  790-0031  松山市雄郡1丁目9-38  089-913-2040

 清水　肇  清水社会保険労務士事務所  790-0807  松山市平和通3丁目2-4  089-923-8000

 上甲　芳文  上甲社会保険労務士事務所  790-0941  松山市和泉南2丁目6-35  089-958-1962

 白石　かおり  Ｗ．Ｓ．Ｋ労務管理事務所  799-2425  松山市中西外98-1  089-993-3556

 神野　公平  神野公平事務所  791-3161  伊予郡松前町神崎693-15  089-985-0420

 神野　哲夫  神野哲夫社会保険労務士事務所  790-0003
 松山市三番町7丁目2-12
 川添ビル2階

 090-1008-2754
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 砂田　博昭  砂田社会保険労務士事務所  794-0056  今治市南日吉町3丁目1-4  0898-22-8750

 瀬川　君子  瀬川社会保険労務士事務所  790-0861  松山市紅葉町8-10  089-931-4495

 髙橋　誠  髙橋誠社会保険労務士事務所  790-0824  松山市御幸2丁目12-8  090-5711-5722

 竹内　明久  竹内社会保険労務士事務所  791-8044
 松山市西垣生町572-1
 フェアフィールドビル202号

 089-972-4055

 武田　一展  たけだ人事・労務コンサルティング  790-0065
 松山市宮西2丁目3-7
 宮西TSビル1階

 089-992-9797

 武智　秀高  武智秀高社会保険労務士事務所  799-3104  伊予市上三谷甲1480-1  089-982-4754

 田坂　信雄  社会保険労務士法人田坂事務所  794-0041  今治市松本町3丁目5-5  0898-33-2831

 田中　美幸  田中美幸社会保険労務士事務所  791-2116  伊予郡砥部町原町325-33  089-958-6123

 田渕　美紀  社会保険労務士法人えんむすび  791-0242  松山市北梅本町2775  089-970-4864

 玉井　健志  社会保険労務士法人えひめ労務センター  794-0825  今治市郷六ヶ内町1丁目4-37  0898-52-7270

 玉井　裕司  玉井マネジメント・オフィス  790-0045  松山市余戸中4丁目6-3  089-974-0485

 津國　千絵  Honesty社会保険労務士事務所  799-1302  西条市楠甲718-1  0898-55-8529

 寺田　健五郎  寺田社会保険労務士事務所  791-8061  松山市三津1丁目8-4  089-952-1723

 寺田　宗平  てらだ社会保険労務士事務所  791-8061  松山市三津1丁目8-4  089-952-1723

 土居　修二  社会保険労務士法人土居事務所  790-0011
 松山市千舟町4丁目4-1
 グランディア千舟1402

 089-987-3231

 德井　孝子  徳井社会保険労務士事務所  790-0941  松山市和泉南5丁目4-25  089-960-0530

 中井　康策  社会保険労務士法人あすなろ  790-0806
 松山市緑町1丁目3-27
 サンシャイン緑町Ⅱ　1階

 089-913-1165

 長尾　要  長尾社会保険労務士事務所  799-3114  伊予市灘町71  089-983-3224

 中村　淳子  社会保険労務士道後なかむら事務所  790-0843
 松山市道後町1丁目5-5
 グランシャトレ道後202

 089-909-5687

 成川　献次  成川社会保険労務士事務所  790-0814
 松山市味酒町2丁目18-1
 味酒04ビル2階

 089-904-1314

 新木本　恵美
 社会保険労務士法人
 ＶＡＮＩＬＬＡ　ＳＫＹ　松山オフィス

 790-0056  松山市土居田町202-1　1階  089-909-5725

 西村　修造  西村経営事務所  790-0966
 松山市立花1丁目9-12
 アジア店装ビル302-E号室

 080-5667-1588

 東矢　憲二  四国ビジネスコンサルタント  791-8013  松山市山越5丁目8-17  089-922-6844

 日野　啓介  日野啓介社会保険労務士事務所  799-3105  伊予市下三谷3777  089-907-9066

 兵頭　つる美  兵頭社会保険労務士事務所  796-0021  八幡浜市檜谷1丁目3-4  0894-24-4448
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 日吉　祐一  オフィスゆう  794-0831
 今治市八町東6丁目4-22
 一般社団法人ともいき内

 0898-52-3316

 平尾　由紀  社会保険労務士法人人的資源研究所  790-0001
 松山市一番町1丁目14-7
 フジコビル6階

 089-934-4616

 平岡　瑞希  社会保険労務士法人はなみずき  790-0811
 松山市本町2丁目4-1
 髙橋ビル1階

 089-948-8722

 廣瀬　一郎
 社会保険労務士法人
 THE Human Consulting ＆ Counseling

 790-0012
 松山市湊町8丁目111-1
 愛建ビル3階

 089-921-8620

 廣藤　大知  廣藤社会保険労務士事務所  790-0811
 松山市本町6丁目11-1
 プレジデント松山210号

 089-989-7527

 深田　俊夫  深田社会保険労務士事務所  794-0037  今治市黄金町4丁目4-3  0898-23-1077

 藤岡　友香  藤岡友香社会保険労務士事務所  790-0878
 松山市勝山町2丁目3-1
 建設国保ビル内

 089-946-3611

 藤坂　優子  藤坂社会保険労務士事務所  791-8013  松山市山越2丁目10-25-801  089-995-8217

 藤田　寿彦  社会保険労務士オフィスフジタ  792-0811  新居浜市庄内町1丁目12-25  0897-34-0237

 藤田　浩光  さきがけ社会保険労務士事務所  798-0087  宇和島市坂下津甲94-11  0895-30-2130

 藤原　徹  社会保険労務士藤原事務所  799-2101  今治市波方町波方甲2299-4  0898-41-9335

 布袋　真人  布袋労務管理事務所  799-0421  四国中央市三島金子3丁目3-33　　  0896-24-5370

 松田　功  松田社会保険労務士事務所  790-0811  松山市本町3丁目2-26  089-945-1515

 真鍋　松子  真鍋社会保険労務士事務所  791-1106  松山市今在家1丁目12-4  089-956-7361

 宮谷　しのぶ  宮谷しのぶ社会保険労務士事務所  791-8001
 松山市平田町102-2
 高山ビル2階

 089-909-3532

 宮部　義久  社会保険労務士法人アライズ  791-8013  松山市山越4丁目7-51-101  089-948-9416

 三好　研治  社会保険労務士ケイエム・オフィス  797-0046  西予市宇和町上松葉409-1　1階  0894-62-2353

 三好　真亮  社会保険労務士法人あすなろ  790-0806
 松山市緑町1丁目3-27
 サンシャイン緑町Ⅱ　1階

 089-913-1165

 三好　秀子  社会保険労務士法人ｓｈｉｐ  790-0066
 松山市宮田町188-8
 グランディア宮田2階6号

 089-941-4556

 村上　孝範  村上社会保険労務士事務所  791-1101  松山市久米窪田町982-6  089-970-0714

 森川　幸男  森川社会保険労務士事務所  799-1352  西条市三津屋東30-3  0898-65-5265

 矢野　浩司  アロー社会保険労務士事務所  790-0963
 松山市小坂3丁目4-22
 スペース小倉2階

 089-945-9775

 山内　学  山内学社会保険労務士事務所  790-0905  松山市樽味1丁目2-20-2  089-909-5330

 山口　章  櫻間社会保険労務士事務所  791-2116  伊予郡砥部町原町521  089-909-7861

 山谷　昭治  山谷社会保険労務士事務所  791-8056  松山市別府町497-4  089-952-5558
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 山本　文代  やまもと事務所  791-1113  松山市森松町705-9  090-2825-9645

 横本　恭弘  社会保険労務士法人横本事務所　  791-3120  伊予郡松前町筒井1350-6  089-984-2078

 脇本　美緒  さくら社会保険労務士事務所  790-0905  松山市樽味4丁目14-10  089-904-8822

 和田　修  社会保険労務士和田修事務所  791-8031  松山市北斎院町428  089-974-8278

 渡部　清香  わたなべ社会保険労務士事務所  790-0905  松山市樽味1丁目4-8  089-909-7820

 渡邊　省三  渡邊社会保険労務士事務所  799-1106  西条市小松町大頭甲37-2  0898-72-3502

 渡部　博之  社労士事務所つばき  790-0867
 松山市北立花町3-7
 久米建設ビル

 080-3160-0761


