
宮城県社会保険労務士会　個人会員名簿（開業・法人の社員）　令和4年６月１日現在

氏名 〒 電話 事務所の名称 区分 支部

髙橋　琢磨 980-0004 仙台市 青葉区 宮町５丁目３番５－２０６ 090-9427-7186 たかはし社会保険労務士事務所 開業 仙台

阿部　裕一 980-0011 仙台市 青葉区 上杉１－１－３１　ＫＨビル３０２号室 022-395-5177 あべ社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

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

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

神山　肇 980-0011 仙台市 青葉区 上杉１丁目４番８号ミヤハイ上杉ビル３Ｆ 022-263-6630 神山税理士社労士事務所 開業 仙台

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

佐藤　光宣 980-0011 仙台市 青葉区 上杉１－３－１９　ふくやビル３０５ 022-797-5732 ルークス社会保険労務士事務所 開業 仙台

遊佐　慎一郎 980-0011 仙台市 青葉区 上杉５丁目８番５７号 022-797-7106 遊佐社会保険労務士事務所 開業 仙台

渡邉　英毅 980-0011 仙台市 青葉区 上杉５丁目１番１－２０７号 022-302-3357 渡邉社会保険労務士事務所 開業 仙台

皿嶋　真由美 980-0012 仙台市 青葉区 錦町２丁目４番１３号　サンライズビル 080-5744-3778 社会保険労務士法人サラ・サポート 法人社員 仙台

小山　裕司 980-0013 仙台市 青葉区 花京院１－５－１０　ウエストプラザ花京院１Ｆ 022-341-5220 ＫＯＹＡＭＡ社会保険労務士法人 法人社員 仙台

日野　毅 980-0013 仙台市 青葉区 花京院２－２－５３ 022-222-8993 宮城県労務協会 開業 仙台

植松　由佳 980-0013 仙台市 青葉区 花京院２－１－６１第５タカノボルビル３０５ 022-797-1336 ＨＲマネジメント社会保険労務士事務所 開業 仙台

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２０３ 022-796-8639 社会保険労務士法人ブレインズ 法人社員 仙台

澤田　裕一 980-0013 仙台市 青葉区 花京院２－１－９　シャングリラ花京院２０３ 022-796-8639 社会保険労務士法人ブレインズ 法人社員 仙台

西内　孝文 980-0013 仙台市 青葉区 花京院２－１－６１　オークツリー仙台４階 022-217-7244
ユナイテッド・アドバイザーズ社会保険労務士
法人

法人社員 仙台

新田　孔一 980-0013 仙台市 青葉区 花京院一丁目４番２５－９０２号 022-281-8601 社会保険労務士法人新田事務所 法人社員 仙台

松田　知也 980-0013 仙台市 青葉区 花京院１－５－１０ウエストプラザ花京院１Ｆ 022-341-5220 ＫＯＹＡＭＡ社会保険労務士法人 法人社員 仙台

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

木村　由香 980-0014 仙台市 青葉区 本町二丁目１４番２１号本町協和ビル４０２ 022-234-1168 木村由香社会保険労務士事務所 開業 仙台

髙山　知己 980-0014 仙台市 青葉区 本町２－９－８　日宝本町ビル４０２ 022-221-3164 髙山社労士事務所 開業 仙台

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６Ｆ 022-797-1846 オフィス池田 開業 仙台

伊澤　直人 980-0014 仙台市 青葉区 本町３丁目６番１８号　勾当台イーストビル５階 022-399-8075 伊澤社会保険労務士事務所 開業 仙台

石井　茂之 980-0014 仙台市 青葉区 本町三丁目５番２２号 022-797-3132 社会保険労務士法人石井事務所 法人社員 仙台

仙台市全域（青葉・泉・太白・宮城野・若林）

事務所の所在地



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

佐藤　崇 980-0014 仙台市 青葉区 本町２－１０－３３　第２日本ｵﾌｨｽビル４階 022-266-8088 仙台中央社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

北山　茂治 980-0021 仙台市 青葉区 中央２－２－３０－３Ｆ 050-3597-1768 北山ＦＰ社会保険労務士事務所 開業 仙台

齋藤　有希子 980-0021 仙台市 青葉区
中央４－７－２２　北杜学園中央６号館６階　霞友会計事務
所内

022-261-2631 齋藤有希子社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

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

木村　美代子 980-0022 仙台市 青葉区 五橋２－１０－６－５０３ 022-215-6994 木村美代子社会保険労務士事務所 開業 仙台

佐藤　礼子 980-0022 仙台市 青葉区 五橋２－１１－１　ショーケー本館ビル１Ｆ 022-266-1645 社会保険労務士法人　ヴァース 法人社員 仙台

佐藤　喜一 980-0022 仙台市 青葉区 五橋２－６－１２　朝日プラザ五橋Ⅳ－１００１ 022-215-0725 佐藤経営労務管理事務所 開業 仙台

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１０Ｆ 090-9031-6795 阿部康雄社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

斎藤　圭 980-0022 仙台市 青葉区 五橋２丁目１１－１ショーケー本館ビル８階６号 022-399-6792 社労士事務所PALS 開業 仙台

佐藤　晃一 980-0022 仙台市 青葉区 五橋１－１－４５－１０７ 022-703-0063 佐藤社会保険労務士事務所 開業 仙台

西川　英三郎 980-0022 仙台市 青葉区 五橋１－７－４－２０１ 022-796-7527
行政書士・社会保険労務士西川国際労務管理事
務所

開業 仙台

細川　正智 980-0022 仙台市 青葉区 五橋一丁目１－５８　ダイアパレス仙台中央２１６ 022-343-7527 細川社会保険労務士事務所 開業 仙台

柚原　幸治 980-0022 仙台市 青葉区 五橋１－１－５８　ダイアパレス仙台中央６１５号 022-216-5554 ゆはら社会保険労務士行政書士事務所 開業 仙台

佐藤　晶子 980-0023 仙台市 青葉区 北目町２－３９　東北中心ビル３F 022-707-0920 Ｓ．Ａ．社会保険労務士事務所 開業 仙台

佐藤　克也 980-0801 仙台市 青葉区 木町通２丁目２－５５スターヒル木町１－２号室 022-347-4604 社会保険労務士法人ローム仙台 法人社員 仙台

沼口　郁子 980-0801 仙台市 青葉区 木町通二丁目１番１８号ノース・コアビル７階南 022-302-4157 社会保険労務士法人プロゲート仙台オフィス 法人社員 仙台

本郷　登代子 980-0801 仙台市 青葉区 木町通１－１－１１－７０９ 022-223-3645 本郷合同事務所 開業 仙台

鹿野　守俊 980-0802 仙台市 青葉区 二日町７－３２－３０２ 022-225-2984 社会保険労務士法人鹿野事務所 法人社員 仙台

安積　裕子 980-0802 仙台市 青葉区 二日町６番２１号 022-369-3153 社会保険労務士法人ファーストグループ 法人社員 仙台

上田　信洋 980-0802 仙台市 青葉区 二日町１３番２２－４０５号 022-302-7381 ハイフィールド社会保険労務士法人 法人社員 仙台

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

佐藤　光洋 980-0802 仙台市 青葉区
二日町１－２３ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ勾当台ﾋﾞﾙ１０階　官澤綜合法律事
務所内

022-214-2424 佐藤光洋社会保険労務士事務所 開業 仙台

菅原　昌弘 980-0802 仙台市 青葉区 二日町１３－１８ステーションプラザビル１０１ 022-395-8560 菅原社会保険労務士事務所 開業 仙台

田中　邦明 980-0802 仙台市 青葉区 二日町６－２３　第二シャンボール青葉４１５ 022-395-7989 社会保険労務士事務所バリューサポーターズ 開業 仙台



山下　雅大 980-0802 仙台市 青葉区 二日町１７－２２ＴＮＥＲ　４Ｆ 050-3553-5928 風の社会保険労務士事務所 開業 仙台

渡邊　佑佳 980-0802 仙台市 青葉区 二日町１０番１５号下永会計事務所内 022-221-4551 渡邊佑佳社会保険労務士事務所 開業 仙台

及川　誠晴 980-0803 仙台市 青葉区 国分町３－１１－１３－７０６ 022-224-3535 オイカワ社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

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

相澤　清一 980-0811 仙台市 青葉区 一番町１－６－１９　壱番館ビル７０６号室 022-385-6583 相澤社会保険労務士行政書士事務所 開業 仙台

飯野　真吾 980-0811 仙台市 青葉区 一番町１－４－３０　さのやビルディング７Ｆ 022-722-7950 飯野真吾社会保険労務士事務所 開業 仙台

佐藤　稔 980-0811 仙台市 青葉区 一番町２－５－５　第２東１中央ビル 022-261-3321 佐藤稔税理士・社会保険労務士事務所 開業 仙台

荒井　淳一 980-0811 仙台市 青葉区 一番町１－１１－９　仙台リエゾン２０２ 080-4346-9444 辻・本郷社会保険労務士法人　仙台支部 法人社員 仙台

和泉澤　慎吾 980-0811 仙台市 青葉区 一番町二丁目４番１号　仙台興和ビル 022-208-5506
社会保険労務士法人ＤＴ丸の内社会保険労務士
事務所

法人社員 仙台

伊東　卓明 980-0811 仙台市 青葉区 一番町１丁目１６番２３号　一番町スクエア３階 022-393-7950 いとう社労士事務所 開業 仙台

岩渕　弘一郎 980-0811 仙台市 青葉区 一番町４－４－１１－３Ａ 090-3753-2549 社会保険労務士いわぶち事務所 開業 仙台

大谷津　彰子 980-0811 仙台市 青葉区 一番町１－４－３０－２Ｆ 022-797-4364 ユナイテッド・パートナーズ社労士事務所 開業 仙台

川名　英二 980-0811 仙台市 青葉区 一番町２－４－１読売仙台一番町ビル１３階 022-724-7557 社会保険労務士法人キャストグローバル 法人社員 仙台

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

小林　研矢 980-0811 仙台市 青葉区 一番町２－１－２　ＮＭＦ仙台青葉通りﾋﾞﾙ３階 022-706-1048 社会保険労務士事務所ＴＳＣ宮城 開業 仙台

斎藤　雅史 980-0811 仙台市 青葉区 一番町１丁目１－３０有楽館ビル７階 022-722-2351 斎藤雅史社会保険労務士事務所 開業 仙台

手島　貴弘 980-0811 仙台市 青葉区 一番町１丁目４番３０号さのやビル 022-224-1691 手島社会保険労務士事務所 開業 仙台

林　秀樹 980-0811 仙台市 青葉区 一番町２－６－１シティハウス一番町中央２Ｆ 022-724-7651 林労務経営サポート 開業 仙台

福地　尚美 980-0811 仙台市 青葉区 一番町２丁目８－１０－３階 022-796-5721 仙台社会保険労務士法人 法人社員 仙台

西條　清美 980-0812 仙台市 青葉区 片平１丁目２－２７－１００２ 022-724-7947 特定社会保険労務士事務所みやぎＬＳＯ 開業 仙台

榊原　拓 980-0813 仙台市 青葉区 米ケ袋２丁目３番２４－２０６ 080-2810-1625 さかきばら社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

水野　光博 980-0822 仙台市 青葉区 立町２４－２３ライオンズマンション定禅寺通１５０１ 080-1459-9867 E-PROJECT社会保険労務士事務所 開業 仙台

髙橋　且英 980-0845 仙台市 青葉区 荒巻字青葉４６５　ｲﾄｰﾋﾟｱ青葉ﾏﾝｼｮﾝ２０１号 022-261-0529 髙橋社会保険労務士事務所 開業 仙台

安倍　茂栄 980-0871 仙台市 青葉区 八幡６－８－２９ 022-728-6310 安倍茂栄社会保険労務士事務所 開業 仙台

高橋　清和 980-0873 仙台市 青葉区 広瀬町４－８　ﾗｲｵﾝｽﾞﾀﾜｰ仙台広瀬２００７号 022-716-5123 高橋社会保険労務士事務所 開業 仙台

志賀　昭則 980-0874 仙台市 青葉区 角五郎二丁目１番７号 022-223-7013 志賀社会保険労務士事務所 開業 仙台



石母田　正俊 981-0902 仙台市 青葉区 北根三丁目２番１０号 080-1817-6498 石母田社会保険労務士事務所 開業 仙台

德生　光央 981-0902 仙台市 青葉区 北根１－１３－１　パークタワー台原３１０１号 022-341-5897 社会保険労務士德生事務所 開業 仙台

堀内　政親 981-0904 仙台市 青葉区 旭ケ丘２－３４－３２ 022-274-3070 堀内社会保険労務士事務所 開業 仙台

山口　克也 981-0904 仙台市 青葉区 旭ケ丘２－１１－７ 022-727-0350 山口社会保険労務士事務所 開業 仙台

仁藤　孝次 981-0907 仙台市 青葉区 高松２－１８－３５ 022-275-8497 仁藤社会保険労務士事務所 開業 仙台

西　拓也 981-0911 仙台市 青葉区 台原３－１３－７－３ 022-725-5132
社会保険労務士法人西村社会保険労務士事務所
東北支社

法人社員 仙台

横山　貴代子 981-0913 仙台市 青葉区 昭和町５－２７－２Ｆ 022-718-6366 横山社会保険労務士行政書士事務所 開業 仙台

須田　直樹 981-0916 仙台市 青葉区 青葉町１６－１－２Ｆ 022-344-8620 社会保険労務士須田直樹事務所 開業 仙台

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

水間　聡子 981-0922 仙台市 青葉区 鷺ケ森２－１－３５ 022-778-3456 水間ＨＲ社会保険労務士事務所 開業 仙台

大岩　佳苗 981-0931 仙台市 青葉区 北山１丁目３番２３号 050-3390-1449 大岩社会保険労務士事務所 開業 仙台

加藤　由佳 981-0933 仙台市 青葉区 柏木１－６－２６－１０５ 022-276-5426 加藤社会保険労務士事務所 開業 仙台

髙谷　新悟 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

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

三上　ヒサミ 981-0933 仙台市 青葉区 柏木３丁目３番２０－１２０８号 022-725-6157 三上社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

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

伊香　哲三 981-0942 仙台市 青葉区 貝ケ森４－２１－１０ 022-279-9543 伊香社会保険労務士事務所 開業 仙台

勝又　至子 981-0942 仙台市 青葉区 貝ケ森４－８－１４ 022-719-0585 勝又税理士・社会保険労務士事務所 開業 仙台

関　正志 981-0942 仙台市 青葉区 貝ケ森４－２５－１７－６ 022-344-9436 関正志社会保険労務士事務所 開業 仙台

石川　慎也 981-0952 仙台市 青葉区 中山５－１９－１５ 022-346-7874 石川社会保険労務士事務所 開業 仙台

鈴木　勝好 981-0952 仙台市 青葉区 中山７－１４－２２ 022-278-9260 鈴木勝好社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

宮崎　秀一郎 981-0952 仙台市 青葉区 二日町１３－２６－６０６ 022-707-8965 ＫＯＭＡＣＨＩ社会保険労務士法人 法人社員 仙台

田口　孝一 981-0954 仙台市 青葉区 川平４－１２－１４ 022-778-8011 あおば労務管理事務所 開業 仙台

湯原　良夫 981-0954 仙台市 青葉区 川平５－４－８ 022-278-8391 湯原社会保険労務士事務所 開業 仙台

魚山　賢一 981-0962 仙台市 青葉区 水の森２－１３－１ 022-277-8736 魚山事務所 開業 仙台

佐々木　友博 981-0962 仙台市 青葉区 水の森３丁目３番６号ﾊﾟｰﾙﾊｲﾂ水の森３０３ 022-220-4864 友・人事労務オフィス 開業 仙台



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

長田　亘 982-0262 仙台市 青葉区 西花苑１－１５－１９ 022-397-8784 ながた社会保険労務士事務所 開業 仙台

佐藤　淳子 989-3122 仙台市 青葉区 栗生４－６－２２ 022-392-4850 社労士サトウ労務管理事務所 開業 仙台

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

髙山　玲子 989-3127 仙台市 青葉区 愛子東４丁目２－３３ 022-724-7922 髙山玲子社会保険労務士事務所 開業 仙台

戸津　秀二 989-3201 仙台市 青葉区 国見ケ丘４－９－１３ 022-279-5770 戸津社会保険労務士事務所 開業 仙台

阿部　眞二 989-3204 仙台市 青葉区 南吉成３－９－１　プリベール南吉成２０５ 022-277-3068 阿部眞二社会保険労務士事務所 開業 仙台

布施　喜久男 989-3205 仙台市 青葉区 吉成３－１３－１８ 022-725-2581 布施労務管理事務所 開業 仙台

佐瀬　久枝 981-3101 仙台市 泉区 明石南５－４－２４ 022-218-0745 社会保険労務士佐瀬久枝事務所 開業 仙台

高橋　順一郎 981-3103 仙台市 泉区 山の寺１－２３－２３ 022-372-5156 高橋順一郎社労士事務所 開業 仙台

金子　進 981-3106 仙台市 泉区 歩坂町３６－７ 080-1696-6009 社会保険労務士金子進事務所 開業 仙台

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

谷田部　祐希 981-3108 仙台市 泉区 松陵３丁目８番地４ 022-375-9362 やたべ社会保険労務士事務所 開業 仙台

菊地　賢一 981-3109 仙台市 泉区 鶴が丘１－４６－２ 022-772-8055 菊地社会保険労務士事務所 開業 仙台

髙橋　廣子 981-3111 仙台市 泉区 松森字明神４３番地の７ 022-375-0706 髙橋廣子社会保険労務士事務所 開業 仙台

八島　康紀 981-3111 仙台市 泉区 松森字中道２６－１MSKコート３０６ 090-5596-0948 八島社労士事務所 開業 仙台

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

櫻井　明美 981-3112 仙台市 泉区 八乙女３－８－１ ファミリエール八乙女２０９ 022-706-0585 美来社会保険労務士事務所 開業 仙台

中村　徹 981-3112 仙台市 泉区 八乙女４－２－２３　ﾊﾟｰｸﾎｰﾑｽﾞ八乙女ＢＳ1003 022-218-5310 なかむら社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

長野　文紀 981-3117 仙台市 泉区 市名坂字野蔵２３－１　Ｂ２０４ 022-762-7511 Human Resource Consulting Firm 開業 仙台

鈴木　大輔 981-3121 仙台市 泉区 上谷刈５－１７－１４ 022-773-4146 すずき労務経営コンサルタンツ 開業 仙台

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

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

佐藤　則康 981-3122 仙台市 泉区 加茂３丁目１５－２ 022-377-0874 ＳＡＮ社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

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

青木　明 981-3133 仙台市 泉区 泉中央一丁目１５番１ナイスシティアリーナ泉中央５０５ 022-778-3776 青木明社会保険労務士事務所 開業 仙台



佐藤　貴子 981-3133 仙台市 泉区 泉中央２－８－１ フラワーヒルズ２０５ 050-5361-8571 佐藤貴子社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

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

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

黒澤　章 981-3135 仙台市 泉区 八乙女中央３－７－１－５０９ 022-372-5100 黒澤経営管理事務所 開業 仙台

若生　英俊 981-3201 仙台市 泉区 泉ケ丘４－１０－１３ 022-773-1980 若生社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

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

林　君雄 981-3205 仙台市 泉区 紫山５丁目２１番地の１ 022-343-7146 社会保険労務士林事務所 開業 仙台

萱森　慎之介 981-3212 仙台市 泉区 長命ケ丘３－１９－６ 022-342-7031 萱森社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

片岡　宏司 981-3213 仙台市 泉区 南中山３－７－１５ 022-379-4262 片岡宏司社会保険労務士事務所 開業 仙台

植松　明美 981-3213 仙台市 泉区 南中山１丁目２８－１８ 輝ビル４階 022-343-9158 社会保険労務士法人労務協会仙台 法人社員 仙台

千葉　幸德 981-3213 仙台市 泉区 南中山１－１４－７ 022-376-2013 ちば社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

渡部　友宏 981-3213 仙台市 泉区 南中山１丁目２８－１８ 輝ビル４階 022-343-9158 社会保険労務士法人労務協会仙台 法人社員 仙台

寒竹　英男 981-3222 仙台市 泉区 住吉台東５丁目７－１５ 022-376-3104 かんちく社会保険労務士事務所 開業 仙台

佐々木　恒美 981-8001 仙台市 泉区 南光台東１－４９－２９ 022-252-3896 佐々木恒美社会保険労務士事務所 開業 仙台

今野　眞理子 981-8003 仙台市 泉区 南光台６－６－３６ 022-274-3615 今野真理子社会保険労務士事務所 開業 仙台

片岡　昌樹 981-8003 仙台市 泉区 南光台２丁目９－５５ 022-220-3101 社会保険労務士片岡事務所 開業 仙台

三浦　隆 981-8003 仙台市 泉区 南光台５丁目１３番４２号 090-7073-8726 ＭＴＦＰ社会保険労務士事務所 開業 仙台

及川　佐予子 981-8004 仙台市 泉区 旭丘堤２－１２－３２ 022-301-4904 及川佐予子社会保険労務士事務所 開業 仙台

菊地　良文 981-8006 仙台市 泉区 黒松１丁目３１番９号杉本ビル３０３ 022-208-2259 ユアパートナー菊地社労士事務所 開業 仙台

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

針生　藤夫 981-1103 仙台市 太白区 中田町字前沖北13-7-102 022-302-3308 針生労務管理事務所 開業 仙台

氏家　明子 981-1104 仙台市 太白区 中田２－９－１１ 080-1665-8566 氏家明子社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

髙木　洋浩 981-1105 仙台市 太白区 西中田５－１９－１０ 022-241-9451 髙木社会保険労務士事務所 開業 仙台



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

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

蜂谷　幸士 981-1105 仙台市 太白区 西中田６丁目１７－３－１０２号 022-765-4288 蜂谷経営労務管理事務所 開業 仙台

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

荒　匡洋 981-1106 仙台市 太白区 柳生一丁目１１番地の８　仙光ビル３階 022-393-7137 社会保険労務士法人エアルエ 法人社員 仙台

星　洋太 981-1106 仙台市 太白区 柳生６－９－１－１０１ 022-355-2521 ほし社会保険労務士事務所 開業 仙台

横尾　徳仁 981-1106 仙台市 太白区 柳生２－７－１　セレーノ南仙台Ⅱ６０３号 022-741-1770 よこお経営労務管理事務所 開業 仙台

安瀬　久美子 982-0003 仙台市 太白区 郡山３－１５－５ 022-395-5363 社会保険労務士安瀬久美子事務所 開業 仙台

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

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

佐藤　俊輔 982-0004 仙台市 太白区 東大野田５番２２号 022-398-5893 社会保険労務士佐藤事務所 開業 仙台

大内　英信 982-0007 仙台市 太白区 あすと長町３丁目３番３６－５０５号 022-302-7528 大内労務管理事務所 開業 仙台

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

長野　亮 982-0011 仙台市 太白区 長町１丁目７番３８号パシフィック広瀬橋２階 022-393-5940 長野亮社会保険労務士事務所 開業 仙台

松川　恭子 982-0011 仙台市 太白区 長町１丁目３－２６ヴェーネ長町２０５号室 022-796-0457 松川社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

小川　隆仁 982-0011 仙台市 太白区 長町８－８－１８－３０３ 090-5843-9678 社会保険労務士小川事務所 開業 仙台

高橋　英夫 982-0011 仙台市 太白区 長町６丁目１１－１４－１４０４ 022-707-2987 高橋労務管理事務所 開業 仙台

棚橋　真理子 982-0011 仙台市 太白区 長町６丁目２－４６－１０２ 080-7128-1114 社会保険労務士事務所エコー 開業 仙台

千葉 敬子 982-0011 仙台市 太白区 長町５－３－１－１９０２ 080-1200-2165 ちば社会保険労務士事務所 開業 仙台

成瀬　千代美 982-0012 仙台市 太白区 長町南２－１１－２５ 022-393-4044 成瀬千代美社会保険労務士事務所 開業 仙台

河合　篤子 982-0012 仙台市 太白区 長町南３－３－４３ たちばなビル２０３ 090-5182-4223 社会保険労務士河合事務所 開業 仙台

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１０３ 080-9251-4665 ＮＯＺＯＭＩ社労士事務所 開業 仙台

戸田　丈晴 982-0012 仙台市 太白区 長町南三丁目２－２６－１０１太白行政事務所内 022-304-2203 とだ社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

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

福士　勇人 982-0014 仙台市 太白区 大野田五丁目１７番地の９ 022-247-5424 fukuro事務管理センター 開業 仙台

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



佐藤　吉将 982-0021 仙台市 太白区 緑ケ丘２丁目２番３号 022-281-9906 Ｓ＆Ｇコンサルティング佐藤吉将事務所 開業 仙台

本間　雄二 982-0031 仙台市 太白区 泉崎１－１６－２７－Ａ２０１ 090-8318-4908 社会保険労務士けやき事務所 開業 仙台

黒川　一郎 982-0032 仙台市 太白区 富沢２－１０－２－３０３ 022-352-9318 黒川経営労務事務所 開業 仙台

青山　和正 982-0036 仙台市 太白区 鹿野３丁目４番１－４０１号 090-8301-4804 アオヤマ社労士事務所 開業 仙台

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

山田　康 982-0801 仙台市 太白区 八木山本町２－１３－１５ 022-228-0431 山田康社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

佐藤　大二郎 982-0802 仙台市 太白区 八木山東１－５－１７ 022-243-2231 さとう経営労務管理事務所 開業 仙台

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

相良　朋秋 982-0805 仙台市 太白区 鈎取本町１丁目１７－３３ 022-243-8483 社会保険労務士相良朋秋事務所 開業 仙台

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

関口　雄吾 982-0817 仙台市 太白区 羽黒台２４－２４ 090-1495-0646 関口社会保険労務士事務所 開業 仙台

草野　哲也 982-0821 仙台市 太白区 松が丘３６番３号 022-229-8803 草野司法労務総合事務所 開業 仙台

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

清水　和博 982-0825 仙台市 太白区 西の平１－１９－５０ 022-243-4807 清水労務管理事務所 開業 仙台

橋元　公男 982-0825 仙台市 太白区 西の平１－２２－３ 022-244-8765 橋元労務管理事務所 開業 仙台

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

髙橋　亮一 982-0834 仙台市 太白区 青山２－２－１１ 022-229-4347 社会保険労務士髙橋亮一事務所 開業 仙台

瓜生　直樹 982-0841 仙台市 太白区 向山３－１４－１８ 022-227-7546 瓜生社会保険労務士行政書士事務所 開業 仙台

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

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

梅垣　宏介 982-0845 仙台市 太白区 門前町４－１８ 022-247-8686 梅垣社会保険労務士事務所 開業 仙台

吉田　祐基 982-0846 仙台市 太白区 二ツ沢４－１０－２０５ 022-395-9783 吉田社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

山崎　大輔 983-0005 仙台市 宮城野区 福室５－１－２２－１０２　うわの隆税理士事務所内 022-786-9330 山崎大輔社会保険労務士事務所 開業 仙台

平野　久雄 983-0011 仙台市 宮城野区 栄５－１０－１０　レオパレス仙港Ｂ１０５ 022-786-3006 平野社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

佐々木　章良 983-0021 仙台市 宮城野区 田子１－１４－１１ 022-259-2470 佐々木労務保険コンサルティング 開業 仙台



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

吉田　利明 983-0031 仙台市 宮城野区 小鶴１－６－３１ 022-251-8826 吉田利明社会保険労務士事務所 開業 仙台

吉田　俊弥 983-0031 仙台市 宮城野区 小鶴１丁目６番３１号 022-251-8826 社会保険労務士事務所リンク 開業 仙台

村上　一昭 983-0038 仙台市 宮城野区 新田４－２４－２３ 022-237-2317 村上社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

豊嶋　正孝 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

佐藤　光弘 983-0039 仙台市 宮城野区 新田東５－５－２ 022-343-5411 さとう社会保険労務士事務所 開業 仙台

北井　一行 983-0039 仙台市 宮城野区 新田東３丁目１６－４　サンヴァーリオ新田駅前Ⅰ－４０５ 022-253-6120 社会保険労務士事務所ALLROUND仙台 開業 仙台

髙橋　知靖 983-0039 仙台市 宮城野区 新田東３丁目１３番地の３　コンフォート新田東６０３ 050-3697-8919 さいら社会保険労務士事務所 開業 仙台

菊地　久美 983-0045 仙台市 宮城野区 宮城野１丁目１８番１０号 022-357-0820 旭日社会保険労務士事務所 開業 仙台

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 社会保険労務士法人永松事務所 法人社員 仙台

正門　泰樹 983-0047 仙台市 宮城野区 銀杏町５－１７－１０５ 022-355-9852 正門社労士事務所 開業 仙台

今西　渚 983-0812 仙台市 宮城野区 小田原弓ノ町１０１－２　CNSビル１階 090-2889-4775 今西社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

狩野　亜衣果 983-0821 仙台市 宮城野区 岩切字鴻巣７５－５ 022-255-6931 仙台労務管理事務所 開業 仙台

横倉　昭一 983-0821 仙台市 宮城野区 岩切字鴻巣１６４－４ 022-255-0572 横倉社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

藤永　弘子 983-0822 仙台市 宮城野区 燕沢東２丁目６－８ 022-766-9694 社会保険労務士ふじなが事務所 開業 仙台

梅津　高弘 983-0823 仙台市 宮城野区 燕沢１丁目２２番３５号　スワローヴァレーＳＫ１０２ 080-7017-8592 スケット 開業 仙台

及川　昌巳 983-0823 仙台市 宮城野区 燕沢１－１５－１５ 022-252-7060 及川社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

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

熊谷　良一 983-0824 仙台市 宮城野区 鶴ケ谷７－２７－１３ 022-251-7825 熊谷良一社会保険労務士事務所 開業 仙台

櫻井　拓也 983-0833 仙台市 宮城野区 東仙台2丁目１１－１８　メゾンイースト２０３ 022-355-6481 ベストパートナー社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

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

山本　浩司 983-0836 仙台市 宮城野区 幸町１－９－５　ネオハイツ幸町２０５ 022-707-2442 山本社会保険労務士事務所 開業 仙台



佐藤　則夫 983-0838 仙台市 宮城野区 二の森１５－１８ 022-257-0406 佐藤則夫社会保険労務士事務所 開業 仙台

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 法人社員 仙台

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

阿部　信男 983-0842 仙台市 宮城野区 五輪１－６－９ 022-293-2472 阿部社会保険労務士事務所 開業 仙台

濱口　良子 983-0845 仙台市 宮城野区 清水沼１－４－２０　第２コーポ森１０２ 022-355-6662 プラージュ労務管理事務所 開業 仙台

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

佐々木　敬志 983-0852 仙台市 宮城野区 榴岡４－１－８　パルシティ仙台１００１ 022-297-3430 ササキ経営労務事務所 開業 仙台

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

髙澤　圭一 983-0852 仙台市 宮城野区 榴岡１－６－３７　TM仙台ビル６０３ 022-296-1333 髙澤圭一社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

猪狩　慎一 983-0852 仙台市 宮城野区 榴岡４－７－１６ 0120-963-536 ポラリス社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

川口　真仁 983-0852 仙台市 宮城野区 榴岡４－３－１０仙台TBビル５Ｆ 022-762-7511 社会保険労務士法人ＰＥＲＳＩＳＴ 法人社員 仙台

熊谷　麻美 983-0852 仙台市 宮城野区 榴岡４丁目１－８－１００２ 022-290-9601 社会保険労務士熊谷リーガルオフィス 開業 仙台

佐々木　烈 983-0852 仙台市 宮城野区 榴岡４－３－１０仙台ＴＢビル 022-291-4318 社会保険労務士法人青木＆パートナーズ 法人社員 仙台

佐藤　和幸 983-0852 仙台市 宮城野区 榴岡３－９－３３－１１０３ 090-5185-4253 佐藤和幸社会保険労務士事務所 開業 仙台

金田　龍児 984-0011 仙台市 若林区 六丁の目西町８番１号斎喜センタービル８階 022-762-8225 キラリ社会保険労務士法人 法人社員 仙台

太田　收三 984-0012 仙台市 若林区 六丁の目中町１２－２６ 022-288-0362 仙台エコー労務事務所 開業 仙台

山口　友也 984-0012 仙台市 若林区 六丁の目中町２１－４０ 022-390-5446 山口友也社会保険労務士事務所 開業 仙台

鴇田　誠治 984-0015 仙台市 若林区 卸町５丁目２－３イーストガーデン２階 022-253-6961 社会保険労務士ときた事務所 開業 仙台

下斗米　貴彦 984-0032 仙台市 若林区 荒井５－８－１ 022-287-0025 仙台東社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

鈴木　良治 984-0042 仙台市 若林区 大和町２－１５－１５ 022-232-4503 労務管理鈴木事務所 開業 仙台

斎藤　武志 984-0042 仙台市 若林区 大和町二丁目６番３１号－２０３ 022-707-4690 社会保険労務士斎藤事務所 開業 仙台

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

遠藤　幸喜 984-0051 仙台市 若林区 新寺１－５－２６－２０１ 022-291-4598 遠藤幸喜社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

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



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

千葉　祐一郎 984-0075 仙台市 若林区 清水小路６番地の１東日本不動産仙台ファーストビル２Ｆ 022-797-9681 社会保険労務士法人あんしんサポート 法人社員 仙台

相馬　智晴 984-0811 仙台市 若林区 保春院前丁５－１１３－３０３ 022-353-7584 相馬社会保険労務士事務所 開業 仙台

高橋　道枝 984-0816 仙台市 若林区 河原町二丁目１４番２６号　アイホーム１０１ 022-216-6084 杜の都労働コンサルタンツ 開業 仙台

早坂　宏一 984-0816 仙台市 若林区 河原町２－７－３－５ 022-264-3846 早坂労務管理事務所 開業 仙台

岡田　圭治 984-0821 仙台市 若林区 中倉２－１１－３－４０１ 022-283-2933 岡田圭治社会保険労務士事務所 開業 仙台

叶　良介 984-0821 仙台市 若林区 中倉３丁目１８－２５ネオハイツ中倉３０６号 090-2979-9737 叶社会保険労務士事務所 開業 仙台

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ＴＡＫ
Ａ

開業 仙台

大橋　克彦 984-0827 仙台市 若林区 南小泉字八軒小路９－６ 022-213-7953 大橋経営労務事務所 開業 仙台

森　繁 984-0827 仙台市 若林区 南小泉４－１４－１０ 022-286-5592 森経営労務管理事務所 開業 仙台

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

齋藤　勉 984-0828 仙台市 若林区 一本杉町６番１６号 090-2276-0934 つとむ社労士事務所 開業 仙台

安藤　仁 984-0831 仙台市 若林区 沖野７－３０－５ 022-286-0683 安藤仁社会保険労務士事務所 開業 仙台

小山　由紀子 984-0831 仙台市 若林区 沖野３－３１－６ 022-294-3661 小山社会保険労務士事務所 開業 仙台

三澤　康雄 984-0831 仙台市 若林区 沖野６－２５－８２ 022-286-4347 三澤事務所 開業 仙台

伊藤　庸高 984-0831 仙台市 若林区 沖野７－２５－１ 022-286-6018 社労士伊藤労務オフィス 開業 仙台

大槻　宏喜 984-0835 仙台市 若林区 今泉１－１１－２８ 022-289-4446 大槻労務管理事務所 開業 仙台

佐藤　貴行 984-0835 仙台市 若林区 今泉２－２－５ 022-352-1705 社労士事務所さとよ 開業 仙台

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

藤村　俊幸 981-3622 黒川郡 大和町 もみじケ丘３－２４－１５ 022-358-3427 藤村社会保険労務士事務所 開業 古川

岡田　勝 981-3626 黒川郡 大和町 吉岡南２－１８－９ 022-345-1739 社労士事務所ウィスクム 開業 古川

村上　仁一 986-0002 石巻市 真野字内原１０３番地 0225-91-2555 社会保険労務士村上仁一事務所 開業 石巻

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

佐々木　和人 986-0015 石巻市 吉野町３－１－３７ 0225-93-1015 佐々木保険行政事務所 開業 石巻

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

浮津　康逸 986-0115 石巻市 福地字国土５８番地 0225-64-2613 浮津社会保険労務士事務所 開業 石巻

富谷・黒川地域（富谷市、黒川郡）

石巻・塩釜地域（石巻市、東松島市、桃生郡、女川町、塩竈市、多賀城市、宮城郡）



鈴木　公彦 986-0805 石巻市 大橋１－９－２ 0225-94-8006 鈴木公彦社会保険労務士事務所 開業 石巻

阿部　博 986-0806 石巻市 開北２－１７－１１－１ 0225-96-7223 阿部博社会保険労務士事務所 開業 石巻

及川　喜隆 986-0011 石巻市 石巻市湊字大門崎２２２ 0225-93-2455 魚喜社会保険労務士事務所 開業 石巻

豊巻　八重 986-0825 石巻市 穀町１６－１１－９０３ 0225-98-4744 豊巻社会保険労務士事務所 開業 石巻

森　暁彦 986-0851 石巻市 貞山一丁目８－３６　クレフォート貞山Ⅰ１０２ 090-6222-6711 森社会保険労務士事務所 開業 石巻

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

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

今野　道生 986-0872 石巻市 田道町２丁目２番６号 0225-22-0382 今野道生社会保険労務士事務所 開業 石巻

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

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

平間　正喜 981-0501 東松島市 赤井川前二１８４－２相沢アパート７ 050-5856-2047 ＪＯＹ社会保険労務士事務所 開業 石巻

石垣　健一 981-0503 東松島市 矢本字関の内２４－８ 0225-83-2318 社会保険労務士石垣健一事務所 開業 石巻

小野寺　康広 981-0503 東松島市 矢本字西新町４－１５ 0225-82-2926 社会保険労務士おのでら事務所 開業 石巻

栗山　暁子 981-0504 東松島市 小松字若葉９番４ 0225-82-5933 社会保険労務士法人辺見事務所 法人社員 石巻

栗山　喬之 981-0504 東松島市 小松字若葉９番４ 0225-82-5933 社会保険労務士法人辺見事務所 法人社員 石巻

邉見　慶一 981-0504 東松島市 小松字若葉９番４ 0225-82-5933 社会保険労務士法人辺見事務所 法人社員 石巻

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

中谷　勇 986-2231 牡鹿郡 女川町 浦宿浜字小屋の口１１５－３ 0225-53-5135 中谷社会保険労務士事務所 開業 石巻

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

兵藤　政行 985-0004 塩竈市 藤倉１－４－４２ 090-8423-7790 兵藤労務管理事務所 開業 仙台

佐藤　一三 985-0026 塩竈市 旭町２－６ 022-365-1513 アイ経営相談所 開業 仙台

眞山　秀也 985-0031 塩竈市 石堂１１－２７ 022-395-4668 まやま労務経営事務所 開業 仙台

安部　一成 985-0046 塩竈市 玉川２－６－１５　掘込ビル１０１ 022-352-9750 安部社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

八木　美加 985-0076 塩竈市 長沢町１６－４ 022-765-2992 八木美加社会保険労務士事務所 開業 仙台

髙安　哲夫 985-0831 多賀城市 笠神３－３－１７ 022-799-7111 仙台雇用管理研究所 開業 仙台

日野　潔 985-0835 多賀城市 下馬３丁目１７番１１号 090-1938-5415 日野社会保険労務士事務所 開業 仙台

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



黒澤　茂美 985-0854 多賀城市 新田字西後５－１ 022-393-4083 黒澤社会保険労務士事務所 開業 仙台

辻野　扶美 985-0862 多賀城市 高崎３丁目２７番１８号 022-354-1151 辻野社会保険労務士事務所 開業 仙台

赤垣　千恵 985-0871 多賀城市 留ケ谷２－４－２ 022-363-1918 あかがき社会保険労務士事務所 開業 仙台

鈴木　清智 985-0872 多賀城市 伝上山４－１１－２０ 022-367-6876 鈴木清智社会保険労務士事務所 開業 仙台

佐瀬　譲 985-0873 多賀城市 中央３丁目２番２４号 022-702-3142 社会保険労務士させ事務所 開業 仙台

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

熊谷　剛 981-0132 宮城郡 利府町 花園１－１６－２ 022-356-5766 社会保険労務士熊谷剛事務所 開業 仙台

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

稲部　剛志 987-1304 大崎市 松山千石字古代ヶ崎６７ 090-7827-8595 稲部社会保険労務士事務所 開業 古川

角田　清志 989-6105 大崎市 古川福沼一丁目２１番１号　シャルルデュランＡ棟２０１号 0229-22-9222 角田社会保険労務士事務所 開業 古川

森　晋介 989-6106 大崎市 古川幸町１－６－１２MRSビル３Ｆ　ＭＳ仙台古川支店内 0229-24-1522 仙北社会保険労務士事務所 開業 古川

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

千葉　茂隆 989-6116 大崎市 古川李埣字前田３８番地１エトワール古川７０１号 0229-23-8295 千葉茂隆社会保険労務士事務所 開業 古川

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

千葉　晶子 989-6136 大崎市 古川穂波八丁目１１番３号　クローバー穂波Ｃ号 0229-87-4572 千葉晶子社会保険労務士事務所 開業 古川

伊藤　祐一 989-6141 大崎市 古川南新町６－６４ 0229-22-0866 伊藤社会保険労務士事務所 開業 古川

伊藤　修司 989-6143 大崎市 古川中里５丁目５－３２号シティ３１０　B－１０５号 090-6628-8165 いとう社会保険労務士事務所 開業 古川

大根田　和政 989-6153 大崎市 古川七日町１０－２ 050-3695-9014 社労士事務所プラザ・ワン・エーディー 開業 古川

泉　俊彦 989-6161 大崎市 古川駅南三丁目４２番１号 0229-25-6345 社会保険労務士法人泉経営人事 法人社員 古川

星　大輔 989-6166 大崎市 古川東町５－１３　ＢＯＢビル 0229-21-9331 星大輔社会保険労務士事務所 開業 古川

青木　聡弘 989-6214 大崎市 古川新堀字東田７７番地２ 0229-26-5580 青木社会保険労務士事務所 開業 古川

佐々木　寿子 989-6222 大崎市 古川若葉町２－４－１ 0229-22-5237 佐々木寿子社会保険労務士事務所 開業 古川

高橋　栄久 987-0401 登米市 南方町西山成７０－１ 0220-58-5023 高橋社会保険労務士事務所 開業 古川

小林　輝隆 987-0513 登米市 迫町北方字大洞６２ 0220-22-4808 小林社会保険労務士事務所 開業 古川

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

千田　伸也 987-2252 栗原市 築館薬師４－１０－２７－２ 0228-24-8031 ちだ社会保険労務士事務所 開業 古川

登米・栗原地域（登米市、栗原市）

大崎地域（大崎市、涌谷町、美里町、加美町、色麻町）



長谷川　志津子 987-2252 栗原市 築館薬師４－６－３０ 0228-22-3175 長谷川志津子社会保険労務士事務所 開業 古川

大桃　京子 989-5501 栗原市 若柳字川北中町６５－５ 0228-24-7411 わかば社会保険労務士法人 法人社員 古川

菅原　啓伸 989-5501 栗原市 若柳字川北十文字５９番地 0228-32-3844 菅原社会保険労務士事務所 開業 古川

三浦　俊 989-5603 栗原市 志波姫伊豆野沼の上１番地 0228-25-2704 三浦俊社会保険労務士事務所 開業 古川

三浦　弘美 989-5615 栗原市 志波姫沼崎北曽根１９５ 0228-22-1052 三浦弘美社会保険労務士事務所 開業 古川

白土　宣明 981-1217 名取市 美田園５丁目２３－１　プランドール１０３ 022-399-7645 社会保険労務士ＰＥＲＳＩＳＴ南 開業 仙台

浅川　輝彦 981-1224 名取市 増田五丁目１２番２８号 022-384-0130 あさかわ社会保険労務士事務所 開業 仙台

佐野　幸子 981-1224 名取市 増田３丁目３－１７エクセレンスMARUZEN６０５ 022-384-7087 社会保険労務士法人星事務所 名取オフィス 法人社員 仙台

原　多喜子 981-1227 名取市 杜せきのした一丁目８番地の３　Re・EARTHの杜たね１０５ 022-393-4910 社会保険労務士多喜子事務所 開業 仙台

茂原　行成 981-1230 名取市 愛の杜１－４－４ 050-5526-1139 社会保険労務士事務所WILLGATE 開業 仙台

齋藤　智明 981-1231 名取市 手倉田字堰根５８番地の１３ 022-383-5125 社会保険労務士事務所キュービックパワー 開業 仙台

庄司　拓哉 981-1240 名取市 愛島郷１－４－４ 022-796-5726 社会保険労務士庄司事務所 開業 仙台

鈴木　孝幸 981-1244 名取市 那智が丘２－８－１０ 090-8450-5621 すずき社会保険労務士事務所 開業 仙台

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

小林　徹夫 981-1245 名取市 ゆりが丘２－６－１３ 022-707-8231 社会保険労務士事務所ROOTs 開業 仙台

吉田　織音 981-1245 名取市 ゆりが丘２－７－８ 022-381-2430 オリオン社会保険労務士事務所 開業 仙台

木村　紀子 989-2433 岩沼市 桜四丁目３番３号 0223-23-6985 木村紀子社会保険労務士事務所 開業 仙台

河村　康夫 989-2448 岩沼市 二木２－１０－７ 0223-29-3432 河村康夫司法・行政・社会保険労務士事務所 開業 仙台

小林　伸一 989-2457 岩沼市 平等三丁目２番地の１７ 0223-22-0018 はぎ行政書士・社労士事務所 開業 仙台

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

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

武田　健也 989-2463 岩沼市 荒井１３－１６ 0223-24-3502 たけだ社労士事務所 開業 仙台

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

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

宍戸　良範 989-2341 亘理郡 亘理町 長瀞字八幡前５－５ 0223-31-0674 宍戸良範社会保険労務士事務所 開業 仙台

木村　満 989-2351 亘理郡 亘理町 字東郷１５７－６ 0223-23-1065 木村社会保険労務士事務所 開業 仙台

池田　晴美 981-1523 角田市 梶賀字高畑南１５４－６ 0224-62-4473 仙南池田社会保険労務士事務所 開業 大河原

仙南地域（名取市、岩沼市、亘理郡、角田市、白石市、柴田郡、刈田郡、丸森町）



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

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

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

大橋　敏郎 989-0228 白石市 兎作３５－１ 0224-22-4725 大橋社会保険労務士行政書士事務所 開業 大河原

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

松原　孝幸 989-0277 白石市 沢端町２－１４ 0224-25-3744 社会保険労務士松原事務所 開業 大河原

奥村　修 989-1201 柴田郡 大河原町 大谷字西原前１５５－８ 090-3115-8963 奥村社会保険労務士事務所 開業 大河原

大村　久子 989-1241 柴田郡 大河原町 字町１６５ 0224-53-2275 仙南労務管理協会 開業 大河原

吉田　健一 989-1241 柴田郡 大河原町 字町１９２－１ 0224-52-6856 吉田労務管理事務所 開業 大河原

吉田　尚弘 989-1241 柴田郡 大河原町 字町１９２－１ 0224-52-6856 吉田労務管理事務所 開業 大河原

近藤　弘 989-1246 柴田郡 大河原町 字新東２４－９ 0224-53-2788 大河原労務管理センター 開業 大河原

星　孝夫 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

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

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

村上　健一 989-1501 柴田郡 川崎町 大字前川字裏丁１９９ 0224-84-2056 村上保険事務所 開業 大河原

丹野　均 989-1601 柴田郡 柴田町 船岡中央二丁目７－３２ 0224-55-3132 丹野社会保険労務士オフィス 開業 大河原

愛甲　香純 988-0023 気仙沼市 南が丘一丁目２番２８号 070-4456-2734 ミシオン社会保険労務士事務所 開業 気仙沼

志和　進一 988-0053 気仙沼市 田中前１－２－１１ 0226-22-5018 志和社会保険労務士事務所 開業 気仙沼

菅野　勉 988-0085 気仙沼市 三日町３－２－２６ 0226-23-1664 菅野会計事務所 開業 気仙沼

熊谷　亜矢子 988-0181 気仙沼市 赤岩杉ノ沢３番地９ 0226-22-5007 熊谷亜矢子社会保険労務士事務所 開業 気仙沼

三浦　文敏 988-0203 気仙沼市 岩月星谷１５５－６ 0226-27-5049 三浦社会保険労務士事務所 開業 気仙沼

宮城県社会保険労務士会　法人会員名簿　令和4年６月１日現在

地域 〒 電話 事務所の名称事務所の所在地

気仙沼・本吉地域（気仙沼市、南三陸町）



仙台市全域 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

（青葉区） 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

980-0012 仙台市 青葉区 錦町２丁目４番１３号　サンライズビル 080-5744-3778

980-0013 仙台市 青葉区 花京院１－５－１０　ウエストプラザ花京院１Ｆ 022-341-5220

980-0013 仙台市 青葉区 花京院２－１－６１　オークツリー仙台４階 022-217-7244

980-0013 仙台市 青葉区 花京院２－１－９　シャングリラ花京院２０３ 022-796-8639

980-0013 仙台市 青葉区 花京院一丁目４番２５－９０２号 022-281-8601

980-0014 仙台市 青葉区 本町三丁目５番２２号 022-797-3132

980-0022 仙台市 青葉区 五橋２－１１－１　ショーケー本館ビル１Ｆ 022-266-1645

980-0801 仙台市 青葉区 木町通二丁目１番１８号ノース・コアビル７階南 022-302-4157

980-0801 仙台市 青葉区 木町通２丁目２－５５スターヒル木町１－２号室 022-347-4604

980-0802 仙台市 青葉区 二日町１３番２２－４０５号 022-302-7381

980-0802 仙台市 青葉区 二日町６番２１号 022-369-3153

980-0802 仙台市 青葉区 二日町７－３２－３０２ 022-225-2984

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

980-0811 仙台市 青葉区 一番町１－１１－９　仙台リエゾン２０２ 080-4346-9444

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

980-0811 仙台市 青葉区 一番町二丁目４番１号　仙台興和ビル 022-208-5506

980-0811 仙台市 青葉区 一番町２－４－１読売仙台一番町ビル１３階 022-724-7557

980-0811 仙台市 青葉区 一番町２丁目８－１０－３階 022-796-5721

981-0911 仙台市 青葉区 台原３－１３－７－３ 022-725-5132

981-0933 仙台市 青葉区 柏木１－２－３８　柏木丁ビル２階 022-342-4261

981-0952 仙台市 青葉区 二日町１３－２６－６０６ 022-707-8965

（泉区） 981-3213 仙台市 泉区 南中山１丁目２８－１８ 輝ビル４階 022-343-9158

（太白区） 981-1106 仙台市 太白区 柳生一丁目１１番地の８　仙光ビル３階 022-393-7137

（宮城野区） 983-0038 仙台市 宮城野区 新田１－２０－３ 022-781-8411

983-0046 仙台市 宮城野区 西宮城野１０－２８柏葉ビル４Ｆ 022-354-1834

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クラフトマン

ＫＯＭＡＣＨＩ社会保険労務士法人

社会保険労務士法人永松事務所

社会保険労務士法人労務協会仙台

社会保険労務士法人エアルエ

社会保険労務士法人新田事務所

社会保険労務士法人石井事務所

Harmony社会保険労務士法人

ＹＡＣ社会保険労務士法人

社会保険労務士法人サラ・サポート

ＫＯＹＡＭＡ社会保険労務士法人

ユナイテッド・アドバイザーズ社会保険労務士法人

社会保険労務士法人ブレインズ

社会保険労務士法人豊嶋事務所

社会保険労務士法人ＴＭＣ仙台

社会保険労務士法人　ヴァース

社会保険労務士法人プロゲート仙台オフィス

社会保険労務士法人ローム仙台

ハイフィールド社会保険労務士法人

社会保険労務士法人ファーストグループ

社会保険労務士法人鹿野事務所

浜通り社会保険労務士法人仙台事務所

辻・本郷社会保険労務士法人　仙台支部

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

社会保険労務士法人ＤＴ丸の内社会保険労務士事務所

社会保険労務士法人キャストグローバル

仙台社会保険労務士法人

社会保険労務士法人西村社会保険労務士事務所　　東北支社



983-0841 仙台市 宮城野区 原町２－１－５７ 022-292-1722

983-0851 仙台市 宮城野区 榴ケ岡１０８－１６　Ｌａ Ｄｏｕceｕｒ榴ケ岡２０３号 022-385-6116

983-0852 仙台市 宮城野区 榴岡４－３－１０仙台TBビル５Ｆ 022-762-7511

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

983-0852 仙台市 宮城野区 榴岡４－３－１０仙台ＴＢビル 022-291-4318

（若林区） 984-0011 仙台市 若林区 六丁の目西町８番１号斎喜センタービル８階 022-762-8225

984-0075 仙台市 若林区 清水小路６番地の１東日本不動産仙台ファーストビル２Ｆ 022-797-9681

石巻・塩釜地域 981-0504 東松島市 小松字若葉９番４ 0225-82-5933

大崎・栗原地域 989-6161 大崎市 古川駅南三丁目４２番１号 0229-25-6345

989-5501 栗原市 若柳字川北中町６５－５ 0228-24-7411

仙南地域 981-1224 名取市 増田３丁目３－１７エクセレンスMARUZEN６０５ 022-384-7087

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 名取オフィス

社会保険労務士法人星事務所

社会保険労務士法人アンビシャス

社会保険労務士法人ＰＥＲＳＩＳＴ

社会保険労務士法人泉経営人事

わかば社会保険労務士法人

社会保険労務士法人めぐみ事務所

社会保険労務士法人青木＆パートナーズ

キラリ社会保険労務士法人

社会保険労務士法人あんしんサポート

社会保険労務士法人辺見事務所

社会保険労務士法人宮城県中小企業等労務協会


