東海税理士会富士支部会員名簿
氏名
堤

電話番号

2022年5月20日現在
郵便番号

所在地

所属

政夫

0545-34-0257

417-0841 富士市富士岡171-2

釜下 昭彦

0545-61-4385

416-0912 富士市加島町9-11

中原 富春

0544-26-3397

418-0006 富士宮市外神1412

伊藤 芳亮

0545-52-4558

417-0061 富士市伝法1207

新井田 穣

0545-34-1311

417-0822 富士市神谷新町254

望月

健

0545-61-0878

416-0944 富士市横割3-3-14

鈴木 孝治

0545-53-5028

417-0003 富士市依田橋町5-5

吉村 隆英

0545-53-5110

417-0055 富士市永田町2-3

後藤 憲治

0544-27-2225

418-0066 富士宮市大宮町16-17

石井 秀明

0545-51-2365

417-0061 富士市伝法2527-4

古郡 芳和

0545-64-2660

416-0943 富士市下横割59-3

Hana税理士法人富士事務所

中村

博

0545-51-7150

417-0052 富士市中央町1-2-20

中村壮宏税理士事務所

篠原

均

0545-57-5858

417-0047 富士市青島町67

黒松健太郎

0544-26-4250

418-0041 富士宮市淀川町27-9

浅倉

進

0545-36-0737

417-0801 富士市大渕2945

榑林美喜男

0545-51-3232

417-0041 富士市御幸町10-25

佐野 文則

0544-26-2740

418-0077 富士宮市東町13-2

窪田

勇

0545-21-2546

417-0862 富士市石坂614-1

上田 美彦

0545-71-0671

419-0204 富士市入山瀬2-2-15

⾧谷川一弘

0544-23-8877

418-0001 富士宮市万野原新田3845

鈴木 章弘

0545-64-7771

416-0904 富士市本市場新田32-5STﾋﾞﾙ2F

藤原

久

0545-71-3504

419-0204 富士市入山瀬2-3-74

角田

護

0544-23-7556

418-0001 富士宮市万野原新田3251-2

髙木 一寿

0545-73-2680

419-0205 富士市天間16-2

望月 俊明

0545-52-0273

417-0051 富士市吉原1-12-1

坂間

清

0545-39-0105

417-0816 富士市増川新町106-2ｳｴﾙｽﾞｵｷﾞﾀA号

草野 光春

0545-52-4128

417-0001 富士市今泉2621-15

草野朋之税理士事務所

児玉 雅光

0545-55-0345

417-0056 富士市日乃ノ出町123

富士中央税理士法人

佐野 良治

0545-52-2797

417-0853 富士市宇東川東町4-17

⾧岡 路子

0545-65-4011

416-0952 富士市青葉町498

野澤

正

0545-33-0295

417-0846 富士市今井1-16-17

石川 昭夫

0544-27-6779

418-0056 富士宮市西町5-7ﾚﾍﾞｯｸｽﾜﾀﾅﾍﾞ201号

佐藤 尉行

0544-27-3687

418-0055 富士宮市宝町1-10

中西 隆一

0545-38-3801

417-0816 富士市増川新町106-2ｳｴﾙｽﾞｵｷﾞﾀD号

杉山 昌義

0545-53-0400

417-0061 富士市伝法1524-1

田島

博

0545-60-1451

416-0944 富士市横割6-4-7

勝池 秋文

0545-51-2488

417-0057 富士市瓜島町203

税理士法人TKネットワーク本店

わかさ税理士法人本店

東海税理士会富士支部会員名簿

2022年5月20日現在

中野 嘉彦

0545-71-2194

419-0201 富士市厚原1250-2

遠藤

仁

0545-51-8991

417-0041 富士市御幸町13-12

野村

智

0545-52-6275

417-0057 富士市瓜島町125-1

金子 宏一

0545-52-7407

417-0001 富士市今泉3-13-4

小林 正之

0544-28-6777

418-0005 富士宮市宮原429-2

堀井 健治

0545-60-0054

416-0909 富士市松岡571-3

藤田

晃

0545-53-8562

417-0058 富士市永田北町3-26

鈴木 英訓

0544-22-0421

418-0026 富士宮市西小泉町36-9

小林 正代

0545-63-0834

416-0934 富士市鮫島317-1

渡邉 里香

0545-73-0730

419-0205 富士市天間1481-2

島崎 昭廣

0545-66-0723

416-0907 富士市中島510-3

齋藤 彰治

0545-63-5829

416-0946 富士市五貫島210-1

佐野 美和

0545-51-0212

417-0862 富士市石坂210-1

井出 貴洋

0544-23-4136

418-0051 富士宮市淀師82-7

望月 逹夫

0544-26-2850

418-0041 富士宮市淀川町36-6

中山 實好

0545-52-3013

417-0072 富士市浅間上町10-23

鈴木 智喜

0544-27-3356

418-0046 富士宮市中里東町404

後藤 昌浩

0545-57-0005

417-0052 富士市中央町1-9-42

釜下 敦司

0545-61-2605

416-0912 富士市加島町8-26-1

眞野吉三雄

0544-24-2730

418-0045 富士宮市中島町502-7

神尾 満幸

0545-64-6365

416-0907 富士市中島473-14

塩川 延行

0544-24-5511

418-0039 富士宮市野中941-1

和泉 清明

0545-61-5061

416-0939 富士市川成島684-20

税理士法人ＩＢＳ富士事務所

和田 正雄

0545-66-5966

416-0922 富士市水戸島元町14-18WELL'SHILL1-E

税理士法人和田会計

鈴木 秀幸

0544-21-3560

418-0031 富士宮市神田川町14-1

林

和博

0545-33-1443

417-0013 富士市鈴川中町21-20

勝亦 康夫

0545-66-5630

416-0907 富士市中島392-2ポエムビル2階N号室

永原 優子

0544-66-6633

418-0057 富士宮市朝日町2-19

小野 京子

0545-66-5680

416-0914 富士市本町14-6TOM'Sビル2階

山下 孝二

0545-51-6755

417-0047 富士市青島町156

福澤 宏治

0545-51-2925

417-0044 富士市高嶺町7-29

稲葉

久

0545-61-0256

416-0908 富士市柚木364-4

渡邉 雅彦

0545-63-5119

416-0913 富士市平垣本町9-37

保科 悦久

0545-38-9460

416-0923 富士市横割本町15-2宇佐美ビルC-3

秋山 弘行

0545-63-6889

416-0933 富士市中丸302-1

渡邉

諭

0545-65-1118

416-0908 富士市柚木360-3

山本

弘

0545-32-8082

417-0808 富士市一色195-7

佐野 公洋

0545-52-2421

417-0052 富士市中央町3-4-23

税理士法人ＩＢＳ富士宮事務所

惟村浩志税理士事務所

東海税理士会富士支部会員名簿

2022年5月20日現在

野口不二雄

0545-71-4711

419-0202 富士市久沢481-1

久保田明宏

0544-29-6381

418-0037 富士宮市安居山536-4

潮来 克士

0545-53-9411

417-0047 富士市青島町202

川原﨑 徹

0544-29-7945

418-0013 富士宮市大岩1552-1

花崎 敬子

0545-72-3950

419-0201 富士市厚原485-13

小出 隆久

0545-32-6100

416-0906 富士市本市場411-1富士王子ビル104

原

義和

0545-62-8702

416-0954 富士市本市場町708

清

公夫

0544-25-6662

418-0065 富士宮市中央町5-6

税理士法人つむぐ

山本 敏行

050-3698-4617 418-0074 富士宮市源道寺町795

渡邉 佳紀

0545-30-9050

416-0952 富士市青葉町298

遠藤 和久

0545-62-3277

416-0912 富士市加島町3-7

飯田 浩惠

0545-85-1223

421-3301 富士市北松野269-1

鈴木 将人

0545-57-2170

417-0057 富士市瓜島町31-3

望月慎一郎

0545-67-8101

417-0826 富士市中里443-7

鈴木 正憲

0545-66-5611

416-0913 富士市平垣町15-1シャトルフジ5F

小林 千恵

0544-22-4677

418-0005 富士宮市宮原310-6

渡邉 将司

0545-51-2488

417-0057 富士市瓜島町203

永野川公一

0545-63-7895

416-0913 富士市平垣本町7-20サニービル205

土屋 道雄

0544-23-7282

418-0003 富士宮市ひばりが丘270-2

岩山 直樹

0545-51-7700

417-0001 富士市今泉2030-1

岩瀬 貴之

0545-32-7375

416-0931 富士市蓼原26-5

鈴木 卓宏

0545-64-8778

416-0952 富士市青葉町380

中村 壮宏

0545-51-7150

417-0052 富士市中央町1-2-20

落合 恵子

0545-53-5028

417-0003 富士市依田橋町5-5

鈴木孝治税理士事務所

望月裕美子

0545-66-5966

416-0922 富士市水戸島元町14-18WELL'SHILL1-E

税理士法人和田会計

鈴木 久滿

0545-71-1339

419-0202 富士市久沢886-7

高橋 里英

0545-34-0374

417-0847 富士市比奈1241

藤原日士人

0545-52-4127

417-0045 富士市錦町1-15-22

川村 一郎

0545-63-0857

416-0948 富士市森島254-3

草野 朋之

0545-52-4128

417-0001 富士市今泉2621-15

山崎 聖文

0545-32-9945

417-0001 富士市今泉3420-6サンヒルズⅠ202

戸塚 伸久

0545-51-3255

417-0041 富士市御幸町10-25

渡邉 義邦

0545-30-8847

417-0807 富士市神戸659-1

佐藤 和也

0545-67-0809

417-0061 富士市伝法100-5

渡辺 末男

0545-61-2605

416-0912 富士市加島町9-11

釜下敦司税理士事務所

落合 一輝

0545-53-5028

417-0003 富士市依田橋町5-5

鈴木孝治税理士事務所

飯野 明宏

0545-67-7057

416-0942 富士市上横割184-3ﾆｭｰﾌﾟﾗｻﾞ横割3階A号室

後藤紳一郎

0545-32-6100

416-0906 富士市本市場411-1富士王子ビル104

税理士法人ベストサポート本店

勝池秋文税理士事務所

税理士法人トップ岩瀬貴之事務所

小出隆久税理士事務所

東海税理士会富士支部会員名簿
森

勇人

2022年5月20日現在

0545-55-0345

417-0056 富士市日乃出町123

鈴木 好美

0545-67-5777

416-0903 富士市松本43-4

久保田廣昭

0545-67-3118

416-0909 富士市松岡647-7あかりビル201号室

大脇 光明

0545-60-7108

416-0948 富士市森島110エステートアイランドⅡ101

小林 慎太郎

0545-32-7580

416-0901 富士市岩本215

佐野正一郎

090-3583-6271 418-0056 富士宮市西町25-15

工藤 哲也

0544-66-3820

418-0067 富士宮市宮町9-13ワークオフィス宮町203

惟村 浩志

0545-51-2925

417-0044 富士市高嶺町7-29

伊藤 邦光

0545-67-1570

416-0914 富士市本町15-1

畔村 勇次

0545-67-0671

417-0035 富士市津田町153-6井出ビル102号室

遠藤 哲弥

0545-67-6137

416-0941 富士市十兵衛335-3

髙野瀬知香

0545-52-2421

417-0052 富士市中央町3-4-23

岩田 典孝

0544-23-3033

418-0073 富士宮市弓沢町1030-1

渡邉 佳和

0544-23-2578

418-0075 富士宮市田中町721

渡邊 稔夫

090-9890-4530 416-0909 富士市松岡1497-10

山崎 雅司

0545-50-9025

417-0041 富士市御幸町10-25

角入 亮太

0544-24-5490

418-0001 富士宮市万野原新田3269-1

小⾧谷弘幸

0544-21-3801

418-0021 富士宮市杉田618-1

松野 誠

0545-67-8114

417-0001 富士市今泉1-13-13

和田 雄佑

0545-66-5966

416-0922 富士市水戸島元町14-18WELL'SHILL1-E

税理士法人和田会計

野木 守

0544-26-2740

418-0077 富士宮市東町13-2

佐野文則税理士事務所

道丹 久男

0545-53-9411

417-0047 富士市青島町202

税理士法人つむぐ

富士中央税理士法人

税理士法人ベストサポート富士宮事務所

佐野公洋税理士事務所

2階3号室

税理士法人ＩＢＳ中央事務所

