医療労務コンサルタント名簿
平成30年2月１日 現在
医療労務コンサルタント

事務所名称

事務所所在地

連絡先
メールアドレス

電話番号

八木 裕之

HRM総研八木社会保険労務士事務所

大阪市中央区谷町1－7－3天満橋千代田ビル４F

titmouse-h.yagi@nifty.com

06-4792-3645

今井 憲之

イマイ人事労務コンサルタント事務所

堺市西区浜寺石津町中５丁５－１０

nsbhm428@yahoo.co.jp

072-264-8541

山本 昌弘

山本労務経営事務所

大阪市中央区北久宝寺町 １－５－６－５１０

myrom@s5.dion.ne.jp

06-6265-6100

𠮷村 孝仁

吉村経営労務事務所

和泉市いぶき野5丁目３－１－１０６

yoshimura@good-v.net

090-1143-5834

北側 光司

社会保険労務士 北側事務所

大阪市北区

kitagawa-koji@nike.eonet.ne.jp

江本 正志

社会保険労務士法人 加藤・江本ＳＲ総合事務所

大阪市北区西天満3-14-26 中之島ロイヤルハイツ301号

m-emoto@shakaihoken.jp

06-6365-9007

神谷 一郎

英快 社労士神谷事務所

藤井寺市藤井寺３－７－９

i-e-jinya@s9.dion.ne.jp

090-9043-5099

谷口 史晃

みらい労働法務事務所

大阪市北区末広町3-21 扇町センタービル6Ｆ

info@mirai-sr.com

06-6809-5092

押田 幸治

押田社会保険労務士事務所

高槻市上牧町2-16-9

sr502oshida@zeus.eonet.ne.jp

090-8421-3872

杉原

杉原社会保険労務士事務所

大阪市中央区本町橋6-21-306

asugihara2000@ybb.ne.jp

06-6910-6999

友田 良一

あべの労務代理事務所

大阪市阿倍野区松崎町2-10-22 コーシンビル3階

Abenoroumu@nifty.com

06-6115-6466

真室 光明

ＳＲプロジェクト

大阪市浪速区元町１ー４－２２ ロアジール難波８０３

mamuro@srproject.com

06-6647-5008

酒谷 欣明

北浜合同社労士事務所

大阪市中央区高麗橋1-2-4高麗橋土橋ビル３階

社会保険労務士法人 アイアール

大阪市淀川区東三国6-21-3

彰

樽谷 かず子
長谷川 豊

長谷川社会保険労務士事務所

加藤

加藤社会保険労務士事務所

哲

豊中市岡上の町２－５－５－３０５

06-6232-2177
k.ｔａｒｕｔａｎｉ21@ｏｆｆｉｃｅ-ｉr.cｏｍ

06-6397-0360

hasegawa@hasegawa-sr.jp

06-6484-5997

s.katou@festa.ocn.ne.jp

06-6845-5807

akk.wf007@gmail.com

090-5259-1758

山本 晃子

山本労務コンサルタント事務所

八瀬

八瀬社会保険労務士事務所

大阪市北区梅田2-5-6 桜橋八千代ビル3階

yase-sr@star.ocn.ne.jp

06-6455-2580

今村 武司

イマムラ労働関係研究所

池田市石橋四丁目23番9号

t_imamura123@zeus.eonet.ne.jp

072-761-2810

桑野 真浩

大阪社労士事務所

大阪市西区西本町２－４－１０ 浪華ビル２Ｆ

kuwano@mbox.inet-osaka.or.jp

06-6537-6024

森岡 利行

森岡事務所

杉本 浩康

杉本社会保険労務士事務所

惠

medical@tasukaru-support.com
大阪市住吉区

info@sr-sugimoto.com
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090-8142-3971

医療労務コンサルタント名簿
平成30年2月１日 現在
医療労務コンサルタント

事務所名称

連絡先

事務所所在地

メールアドレス

電話番号

浅野 友晴

浅野人事労務コンサルタント事務所

大阪市北区梅田1-11-4-1100 大阪駅前第４ビル

tommy@asano-jinji.info

06-4799-9017

露本 一夫

人事マネジメントＲ＆Ｄ

大阪市福島区海老江５－２－２－４０７

tsuyu@sannet.ne.jp

06-4796-6280

福田 好美

福田社会保険労務センター

豊中市岡上の町４－４－２ タナカ産業第2ビル2階

yoshi@fuk-sr.com

06-6846-4678

加藤 有美

社会保険労務士事務所 ユア・サポート

東大阪市足代３－１－３－２０３

your-support@kpa.biglobe.ne.jp

06-6732-4855

河村 潤子

河村潤子社労士事務所

大阪市此花区酉島４－１－２０－１５０６

busy-jun@ae.auone-net.jp

06-6460-0804

もり社会保険労務士事務所

吹田市千里山東3-5-2

smartsr@sutv.zaq.ne.jp

あいばら社会保険労務士事務所

大阪市鶴見区浜２-５-５-１００３

fbpfg625@ybb.ne.jp

080-6211-3980

沼田 博子

沼田社会保険労務士事務所

柏原市大県4-11-5

dpbva618@kawachi.zaq.ne.jp

072-973-3750

奥井 康代

奥井社会保険労務士事務所

大阪市東住吉区針中野３－１－１９

okuiy@oct.zaq.ne.jp

06-6760-5585

喜多 裕明

かわちの社労士事務所

東大阪市新家中町６－７

info@kawachino.org

森

章

粟飯原 利孝

06-7171-6502
（FAX）06-7161-7132

06-6784-4556
06-6920-5368
（携帯）090-5163-7680

西川 伸男

西川伸男社労士事務所

大阪市中央区谷町１－６－４ 天満橋八千代ビル７階

sr-nisikawa@air.ocn.ne.jp

藤井 嗣也

社労士オフィスふじい

池田市石橋２－３－２８

sr-office.fujii@taurus.zaq.jp

072-762-1789

田中 直寿

リスクマネジメント大阪人事労務

大阪市住吉区万代２丁目１番３－４０４号

ojr@aol.jp

06-7500-6500

田中ＦＰ社労士事務所

堺市中区深井沢町３３３２ グランプリビル３Ｆ

tanaka@mirai-life.jp

072-242-1666

賀来 進哉

賀来社労士事務所

大阪市天王寺区上之宮町１１－１０－４Ｆ

info@sr-kaku.com

藤澤 優江

ふじさわ社会保険労務士事務所

大阪市中央区南久宝寺町２－１－２ 竹田ビル７０４

fujisawama222@bird.ocn.ne.jp

06-6484-7611

西岡 慶子

西岡労務管理事務所

大阪市中央区南船場１－１３－２２ センバセブンビル

nishioka@nk-office.com

06-6266-0300

オフィスWADAMORI

大阪市福島区吉野４－１６－１１－５０１

wadamori@biscuit.ocn.ne.jp

06-6459-7543

osr.yonago@gmail.com

090-5153-0220
06-6657-4761

田中 宏一郎

和田守 睦子
米子 ふくみ
島田

崇

島田社会保険労務士事務所

大阪市東住吉区山坂３－５－２－３０３

shimada-sharoushi@cf7.so-net.ne.jp

青山 優子

社労士オフィス青山

岸和田市岡山町８１０－８１

y_aoyama@kind.ocn.ne.jp

万田 耕司

社会保険労務士法人 ＩＭＩ

大阪市天王寺区味原町１３－９ サンエイ下味原第２ビル５０１号

manda@sr-imi.jp
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06-6764-6600

医療労務コンサルタント名簿
平成30年2月１日 現在
医療労務コンサルタント

山田 峰生

事務所名称
プロップ社労士事務所

事務所所在地
大阪市西区阿波座１－３－１８ エッグビル本町４階

連絡先
メールアドレス
yamada@propcorp.co.jp

電話番号
06-6533-6531

山本 久美子

やまもと社会保険労務士事務所

數田 三代子

數田社会保険労務士事務所

堺市東区日置荘北町２－１０－２７－２０５

miyofine@aqua.plala.or.jp

笹田 賢司

笹田社会保険労務士事務所

大阪市北区末広町３－２１ 扇町センタービル６階

sas114k@ybb.ne.jp

06-6809-5092

坂野 高泰

坂野社会保険労務士事務所

sakano.sr@gmail.com

090-3822-7702

清水 正弘

清水社会保険労務士事務所

泉南市樽井３－４－９

sr-shimizu@tenor.ocn.ne.jp

072-484-0726

引田 千穂

社会保険労務士法人ラスカ

羽曳野市白鳥２丁目３－２ プレステージⅡ４０１号室

laska@maia.eonet.ne.jp

072-957-9118

引田

社会保険労務士法人ラスカ

羽曳野市白鳥２丁目３－２ プレステージⅡ４０１号室

laska@maia.eonet.ne.jp

090-3610-7057

関孝子社会保険労務士事務所

大阪市阿倍野区丸山通２－６－２４

t_seki3502150@fol.hi-ho.ne.jp

06-6653-7641

藤田社労士事務所

富田林市

rh6h-fjt@asahi-net.or.jp

090-9169-1958

オフィス こころの音色

大阪市鶴見区緑１丁目１０－３３－９０１

courage.km.60@mail-office.jp

大田 晶子

キャリアプラン大田

大阪市北区天神橋３－１－２８

akiota@rondo.plala.or.jp

06-6358-1172

古永 義明

古永社会保険労務士事務所

大阪市東住吉区桑津２－１５－２４

furue@celery.ocn.ne.jp

06-6713-2444

渡邊 福恵

渡邊社会保険労務士事務所

枚方市香里ヶ丘８－１２－１３

watanabe-office@hera.eonet.ne.jp

072-865-7431

岸和田市別所町２－１７－１

ida@yonemoto.or.jp

関

孝
孝子

藤田 英治
前田 紀久江

井田 達也
柿谷 智也

kumikosyarousi@live.jp

072-439-0483
06-6792-2557
（携帯）090-3874-0087

平野労務事務所

大阪市平野区平野宮町１－５－５－９７７

obataroujimusyo@violin.ocn.ne.jp

小野山労務事務所

大阪市北区天神橋２丁目北１－２１ 八千代ビル東館８F

ymca_onoyama@yahoo.co.jp

村岡 史章

村岡社会保険労務士事務所

大阪市中央区安土町１－２－４－４０４

岡本 和弘

アンドディー

大阪市中央区天満橋京町１番１号 京阪ビルディング４F

廣地 陽一

廣地社会保険労務士事務所

堺市北区長曽根町６２０

072-259-4066

星野 剛志

星野社会保険労務士事務所

大阪市中央区南本町２丁目５番９号 村田長ユーマンビルディング５階 hoshita99@gmail.com

06-6121-2478

岡本労務経営事務所

吹田市藤白台２－９－１－４０１

06-6155-8816

小野山 真由美

岡本 早映子
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06-4800-2001
06-6282-7202

info@and-pd.jp

medical_supp@yahoo.co.jp

06-6940-0833

医療労務コンサルタント名簿
平成30年2月１日 現在
医療労務コンサルタント

越智 小鈴

事務所名称

連絡先

事務所所在地

メールアドレス

越智社会保険労務士事務所

大阪市中央区農人橋２－１－３１ 第６松屋ビル９F

東豊社労士事務所

吹田市豊津町１－１８ エクラート江坂ビル３階

大野 康行

大野社労士オフィス 助成金サポートセンター

大阪市都島区都島南通１－１３－１４－２０６

sr.ohno@nifty.com

06-7653-4676

竹田 孝司

竹田社会保険労務士事務所

大阪市住之江区南港中３－８－２３－６１５

takeda-sr@leto.eonet.ne.jp

06-6614-0288

大阪市城東区今福南４－１４－１－４０６

nakayasu.yoshinobu@castle.ocn.ne.jp

06-6932-6208

オヤマ労経事務所

大阪市中央区内本町２丁目３－８－３０４ 本町合同労務センター内

oyama4166@dia-p.jp

090-3036-4166

野田 善弘

野田社会保険労務士事務所

池田市八王寺１－８ アルビス池田２０３－３０３

岩本 俊昭

岩本社会保険労務士事務所

吹田市長野東２６番２－１２０５

t-iwa@maia.eonet.ne.jp

06-6876-6835

西山 茂樹

西山茂樹社会保険労務士事務所

大阪市北区南森町１丁目１番２５号 八千代ビル南館７Ｆ

shigeki@helen.ocn.ne.jp

06-6365-2818

岩井 雅廣

社会保険労務士法人ＩＭＩ

大阪市天王寺区味原町１３－９ サンエイ下味原第二ビル５Ｆ

iwai@sr-imi.jp

林 利恵

中易 義暢
小山 勇

鈴木 喬夫

ochi@o-sr-office.jp

電話番号
06-6910-1367
06-7878-6937

072-737-6687

鈴木社会保険労務士事務所

豊中市旭丘１番６－２０２

東 達也

東・松山社会保険労務士事務所

大阪市港区波除２－４－２２－７０５

06-6585-3685

武知 香

武知労務事務所

阪南市舞２－２－１４

072-473-3250

鈴木社会保険労務士事務所

貝塚市三ツ松１４６８－７

072-447-2570

鈴木 基仁

bpbnd007@tcct.zaq.ne.jp

06-6764-6600
06-6854-5833
（FAX）06-6854-5834

魚谷 信博

06-6848-5050

廣井 典子

ひろい社会保険労務士事務所

大阪市東淀川区菅原５－９－２９

info@hiroi-sr.com

柿野 元博

アヴニール労務事務所

豊中市岡町北１－７－９

kakino@avenir-sr.jp

石原 清美

社会保険労務士事務所オフィスきよみ

大阪市福島区福島７－１４－１４－１２０２

ishihara@officekiyomi.jp

090-8880-2481

北浜合同社労士事務所

大阪市中央区高麗橋１－２－４

yamamoto-sr@nike.eonet.ne.jp

06-6232-2177

松川 正秋

松川経営労務管理事務所

大阪市鶴見区鶴見３－１３－３２－６１０

matsu6336@occn.zaq.ne.jp

06-6913-0210

中谷 祐哉

中谷経営労務管理事務所

大阪市港区

nakatani-keieiroumu@mocha.ocn.ne.jp

06-7656-4455

松浦 邦成

社会保険労務士 松浦事務所

大阪市淀川区宮原４－１－４５ 新大阪八千代ビル

info@matsuura-sr.jp

06-6398-9072

山本 薫
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06-4862-5100

医療労務コンサルタント名簿
平成30年2月１日 現在
医療労務コンサルタント

事務所名称

事務所所在地

連絡先
メールアドレス

電話番号

家長 弘美

家長社会保険労務士事務所

岸和田市下松町１０９０－１７

川東 三江子

川東社会保険労務士事務所

大阪市中央区船越町２－１－５ 吉見ビル２Ｆ

info@office-mk.net

06-6941-7113

中納 由美子

社会保険労務士 中納事務所

大阪市北区天神橋２－北１－２１ 八千代ビル東館２Ｆ

nakanou_sr@yahoo.co.jp

06-6831-0992

兒玉 年正

リーガルブレイン社労士・行政書士事務所

堺市堺区南瓦町１－１９ グラン・ビルド堺東７０７

kodama@esodan.com

072-242-6116

仲田 雄大

社会保険労務士法人エルクエスト

大阪市北区中津１－２－１８ ミノヤビル４Ｆ

info@lquest.biz

06-6374-6111

鳴尾 春美

鳴尾社会保険労務士事務所

大阪市西区九条南３－６－２５

naruo@naruo-roumu.com

06-6583-4758

森社会保険労務士事務所

堺市中区田園５８０－５

kiyosaku3939@gray.plala.or.jp

090-8526-6485

筒井 正幸

筒井社会保険労務士事務所

富田林市西板持町２－１－６－３０１

office22i.SR@gmail.com

山本 政子

山本政子社会保険労務士事務所

岸和田市土生町１４７８－４

西村 明江

西村社会保険労務士事務所

岸和田市土生町１４７８－４

aqu-akie@ares.eonet.ne.jp

072-426-3614

佐藤 有佳子

社会保険労務士事務所ミッションPlus

大阪市中央区内本町１－１－１０リンサンビル７－Ａ

sato@mplus-sr.jp

06-6360-9061

横山 尚美

社会保険労務士法人トップアンドコア

大阪市北区大深町３－１ グランフロント大阪タワーＢ１４Ｆ

鶴本 文男

つるかめ社会保険労務士事務所

大阪市北区浪花町１－２３ 第１０新興ビル３０３号

森 清作

090-9624-2477

072-426-3614

06-6371-5408
tsurukame.sr@gmail.com

亀井 徹二
黒木 雅俊

06-6147-8358
06-6147-8535

黒木経営労務事務所

大阪市南区弁天５－１４－１－１５０７

info@totaloffice-k.com

06-7161-0505

社会保険労務士事務所 オフィス神田橋

大阪市中央区内平野町1－3－9－302

sr-kandabashi@mbg.nifty.com

06-6941-2325

島﨑 智久

島﨑社会保険労務士事務所

大阪市西区北堀江1-5-9 フェイムゾーン四ツ橋601

door_@nifty.com

06-4390-8810

伊藤 佳代

社会保険労務士法人ソ―ケム

大阪市北区浪花町12-24

itou@sokm.co.jp

06-6292-6918

山端社会保険労務士事務所

豊中市蛍池東町3-5-13

8ma843@tcct.zaq.ne.jp

神田橋 裕士

山端 誠
森澤 利之

森沢国際労務事務所

酒井 眞

酒井経営労務事務所
社会保険労務士 外山アソシエイツ

西尾 直子

morisawa-roume@heart.ocn.ne.jp

090-6375-2288

大阪市淀川区宮原1-7-7 新大阪ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ2F AZ合同事務所内

m-sakai@soccer.zaq.jp

06-6392-1139

大阪市北区西天満4-11-22 阪神神明ビル3階

nishio@toyama-law-office.jp

06-6316-7111
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医療労務コンサルタント名簿
平成30年2月１日 現在
医療労務コンサルタント

澤 千恵

事務所名称

事務所所在地

連絡先
メールアドレス

電話番号

社労士オフィス ジェイアシスト

大阪市中央区南船場1-11-9 長堀八千代ビル9F

sawa@sawa-sr.com

06-4705-7533

松本 文克

まつもと社労士事務所

枚方市朝日丘町2-45-206

matsumoto.f@m-srs.com

072-843-1311

牧村 修

牧村労務管理事務所

岸和田市沼町28-24

滝川労務事務所

豊中市蛍池東町1-13-16 201

大輪有加子社会保険労務士事務所

大阪市中央区本町1-5-7 西村ビル９階

中村 俊紀

社会保険労務士法人 労務管理･経営管理 中村事務所

大阪市西区北堀江1-22-19 シルバービル北堀江3F

toshiki@nakamura-sr.com

06-6531-5411

花熊 英子

はなくま社会保険労務士事務所

大阪市淀川区宮原1-7-7 新大阪ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ2F AZ合同事務所内

srhanakuma@ybb.ne.jp

06-6392-1139

近畿社会保険労務士事務所

豊中市寺内2-13-3

武田 恭子

社会保険労務士 武田恭子事務所

箕面市箕面4－2－4－101

竹本 健次

竹本社会保険労務士事務所

大阪市中央区石町1-1-1

飯田 雅也

飯田労務事務所

大阪市中央区南船場1-3-17 キャメルビル８階

mi-ro-mu@trust.ocn.ne.jp

06-6263-5511

松岡 洋治

松岡社会保険労務士事務所

交野市松塚12-24 松塚ビル3階

y-matsuoka@k4.dion.ne.jp

072-807-7262

明石 博道

明石社会保険労務士事務所

大阪市中央区谷町3-1-11 大晋第2ﾋﾞﾙ408号

watashihano.2@gmail.com

06-6314-6955

八木谷社労士事務所

堺市南区栂371 泉陽ビル2F

kouzi@yagitani-office.com

072-284-0881

滝川 洋輝
大輪 有加子

岩田 健

072-439-8491
info@takigawa-roumu.com

06-6858-5500
06-6210-2088

06-6868-1193
takeda@sharoshi-osaka.net

072-725-5320
06-6944-0085

松井 一恵
八木谷 宏二
加藤 幹隆

ＫＡＴＯ社会保険労務士事務所

木内 廣行

木内経営労務事務所

川西市加茂1-5-16

kiuchi_office@jttk.zaq.ne.jp

072-758-8498

さくら社会保険労務士事務所

大阪市東住吉区山坂5-14-7-701

info2015@sakura-lssa.com

06-6569-9032

宮内社会保険労務士事務所

泉大津市条南町8-5-1

info@miyauchi-sr.com

0725-22-5801

宮川社労士事務所

大阪市阿倍野区天王寺町南3-8-5

h-miyagawa@maia.eonet.ne.jp

06-6714-3606

西村 聡

西村社会保険労務士事務所

大阪市平野区喜連西4-7-16 石光ビル3F

nishimura@nishimura-roumu.com

06-6701-5407

木村 雅世

木村社会保険労務士事務所

大阪市中央区東心斎橋1-11-17 心斎橋NTビル9F

kimura-tax@lime.plala.or.jp

06-6253-0200

宮内 洋
宮川 久和

kato_sr@zeus.eonet.ne.jp
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医療労務コンサルタント名簿
平成30年2月１日 現在
医療労務コンサルタント

事務所名称

事務所所在地

連絡先
メールアドレス

電話番号

中林 善治

中林社会保険労務士事務所

大阪市中央区谷町1-3-23

yesidue@minos.ocn.ne.jp

06-6943-4864

松下 健一

松下保険事務所

和泉市納花町99-1

ken-@mtf.biglobe.ne.jp

0725-57-0371

北山 享子

北山社会保険労務士事務所

豊中市中桜塚5-24-21

kitayama.office.2525@gmail.com

06-6841-1010

イースリーパートナーズ社労士事務所

高槻市紺屋町12-10 高槻ヨシダビル3階

info@jinji-roumu.jp

072-668-1417

成松 重人

なりまつ社会保険労務士・行政書士事務所

大阪市北区西天満2-8-5 西天満大治ビル

mail_w01@bespoke-No1.net

06-6170-5125

東田 陽子

東田陽子社会保険労務士事務所

大阪市東淀川区小松3-1-2-508

higashida@eos.ocn.ne.jp

06-4862-5937

薮社会保険労務士事務所

岸和田市土生町853-11

深津 敬

薮 尚樹

072-426-5388

原 由起子

tira_vento_35@yahoo.co.jp

森田 定和

森田定和社会保険労務士事務所

箕面市西小路3-5-3-301

and13096@nifty.com

072-722-6139

峯本 佳子

峯本総合事務所

大阪市中央区高麗橋2-2-2-306

mmine7shw@nike.eonet.ne.jp

06-6205-3707

野間 信行

Ｏffice Ｈeart Ｒock

枚方市杉山手1-35-23

info@heartrock-noma.com

072-858-4134

小元社会保険労務士事務所

大阪市淀川区東三国2-9-18-901

wakaom610@ae.au-one.net.jp

080-5332-1901

さくら Human Plus

八尾市

sakaguchi.sayuri@sakura.zaq.jp

072-933-0248

上田社会保険労務士事務所

大阪市中央区玉造2-15-9 ダイシンビル3F

鍵本 ゆかり

鍵本ゆかり社会保険労務士事務所

大阪市中央区淡路町1-4-10 森井ビル5F

渡邊 美由紀

みらい社労士事務所

大阪市北区浪花町13-38 千代田ビル北館

鈴木 圭史

ドラフト労務管理事務所

大阪市東成区中道3-15-16 毎日東ビル4階

contact@draft-sr.com

06-4307-3931

政野 哲志

アベニ－ル社会保険労務士法人

大阪市西淀川区柏里3-12-26

masano@kxf.biglobe.ne.jp

06-6473-0051

吉田 晋

アベニール社会保険労務士法人

大阪市西淀川区柏里3-12-26-301

yoshida.avenir@gmail.com

06-6473-0051

社会保険労務士法人ティムス

大阪市中央区内本町2-3-8 ダイアパレスビル本町609

tamatsubo@tims-biz.com

06-4790-8233

suguru-takaki1900@hotmail.co.jp

090-9885-2601

小元 渉
阪口 小百合
上田 和男

玉坪 郁子
髙木 優
和久井 里美
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yukari-srg@silver.ocn.ne.jp

06-6227-8800
06-6375-7035

医療労務コンサルタント名簿
平成30年2月１日 現在
医療労務コンサルタント

事務所名称

事務所所在地

連絡先
メールアドレス

電話番号

土井 文子

社会保険労務士 どいサポートオフィス

大阪市北区浪花町13-38-9F

木村 敏子

アルティ社労士事務所

大阪市生野区田島5-10-14

田村博社会保険労務士事務所

豊中市上新田1-24 C-1003

tamurahiroshi.sr@gmail.com

西本 佳子

西本社会保険労務士事務所

大阪市中央区本町2-3-4 アルティ本町10A

nishimoto.yoshiko@mg.group.co.jp

06-6261-2088

荻野 雄二

荻野社会保険労務士・ＦＰ事務所

阪南市桃の木台5-19-26

ogino@office.zaq.jp

072-415-1231

友田 千穂

友田社会保険労務士事務所

大東市赤井1-2-10 ポップタウン本館ビル5階

info@tomoda-sr.com

072-875-6476

百井 雅之

モモイ経営労務事務所

寝屋川市三井南町1-1-202

古田 正夫

古田社労士事務所

箕面市桜ケ丘1-5-38

sr-furuta@wd5.so-net.ne.jp

072-721-4527

大東 郁希朗

大東社労士事務所

箕面市西小路2-7-21-405

ohigashi-sr@joy.ocn.ne.jp

072-724-8050

藤田 史朗

ふじた社会保険労使事務所

茨木市沢良宜東町6-15

奥村 謙一

奥村社会保険労務士事務所

枚方市出口1-8-5-201

髙田 崇一

Ｆaith経営労務事務所

大阪市北区西天満3-8-13 大阪司法ビル2F

山下 潤子

税理士法人 山下総合会計

大阪市住吉区大領4-12-8

岡崎 俊子

岡崎俊子社会保険労務士事務所

三宅 佳子

三宅綜合事務所

豊中市末広町2-1-4-201

k-miyake@isis.ocn.ne.jp

06-6152-3553

入江 巧

IRIE社会保険労務士事務所

八尾市末広町5-1-23

dpknr100@kawachi.zaq.ne.jp

072-991-1939
090-4560-8736

板東 嘉子

板東嘉子労務コンサルタンツ

大阪市中央区農人橋2-1-35 第八松屋ビル908

bandoh@syaro-si.jp

06-6944-7087

上村 美佐子

上村社会保険労務士事務所

大阪市中央区谷町1-7-4 MF天満橋ビル5F

MISAPAG@aol.com

06-4791-0117

青木 一弘

社会保険労務士法人 ティグレ

大阪市中央区谷町2-6-4 谷町ビル8F

aoki@tigrenet.ne.jp

06-6943-9338

中野 清志

社会保険労務士中野清志事務所

大阪市天王寺区味原本町9-8

kiyoshi_nakano@oct.zaq.ne.jp

06-6768-0729

塩田 佐知

下村社会保険労務士事務所

大阪市北区西天満1-6-3 樋上ビル１階

kana33@ca.wakwak.com

06-6365-1754

田村 博

doi-support@grace.ocn.ne.jp

06-6136-6278
06-6752-2210

杦山 吉秀

090-1147-3887
sr.okumura@gmail.com

072-896-5679
080-1400-0623
06-6362-2371

J.Yamashita@tkcnf.or.jp

06-6694-5565
06－6338-4845
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医療労務コンサルタント名簿
平成30年2月１日 現在
医療労務コンサルタント

山口 革志

事務所名称

連絡先

事務所所在地

メールアドレス

電話番号

山口労務管理事務所

大阪市西区北堀江4-2-40-S-2

06-6541-0070

岩山社会保険労務士事務所

大阪市東住吉区駒川4-7-16

06-6697-6870

髙橋 厚子

社会保険労務士 髙橋厚子の事務所

大阪市住吉区帝塚山東3-10-9

atsuko.tak@sage.ocn.ne.jp

06-6675-8812

澤田 美鈴

澤田社会保険労務士事務所

大阪市住吉区帝塚山1-3-22-102

sawami-sr18@kyp.biglobe.ne.jp

06-7182-3553

若宮 満弓

堺市立病院機構

堺市西区家原寺町1-1-1

澤田社会保険労務士事務所

大阪市城東区成育4-25-13

sgbt.sawada@tenor.ocn.ne.jp

090-8934-8013

木山 成人

木山社会保険労務士事務所

吹田市豊津町1-30 江坂ビル5階

kiyama@trust.ocn.ne.jp

06-4861-6200

上村 和也

上村労務管理事務所

大阪市淀川区西中島1-14-17-3F

mail@office-uemura.com

06-6195-9360

山﨑 秀彦

山﨑事務所

高槻市城西町5-27

yamasaki2413@gmail.com

090-2355-6016

岸川 守

関西ステート経営労務事務所

大阪市北区天満1-21-16

kishikawa-sr@watch.ocn.ne.jp

06-6358-1200

小曽戸 泰之

おそど社会保険労務士事務所

大阪市北区梅田2-5-6 桜橋八千代ビル9F

A＆Gマネジメントコンサルティング

大阪市北区西天満3-8-13-601

オフィス後藤田

大阪市旭区清水5-14-24

gotoda@mua.biglobe.ne.jp

06-6954-8686

北浜人事労務事務所

大阪市中央区高麗橋4-5-12 テラソマビル

a-tsuchi@office-tsuchiya.jp

06-6226-0711

アイザ社会保険労務士法人

堺市南区原山台1-6-1

info@aiza.jp

072-289-6666

中喜社労士事務所

泉南郡熊取町若葉1-2-19

岩山 亮

澤田 清
村田 鉄士

森垣 佳子

06-6343-2590
（FAX)06-6343-2977
06-6316-8866

佐藤 稔
山口 介衣子
戸川 幹夫
土屋 明洋
瀬戸口 健治
鶴見 房枝
中谷 喜重
中村 伊知郎
吉川 廣邦

アスール社労士事務所

072-475-7040

大阪市中央区日本橋1-2-6 日本橋河辺ビル7F

nakamura0275@gmail.com

090-3928-0275

吹田市片山町1-12-13

kikkawa@wellfull.jp

090-2047-5636
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岸本 貴史

トラスト・パートナーズ社労士事務所

大阪狭山市狭山2-1050-203

鈴木 広美

鈴木社会保険労務士事務所

大阪市淀川区塚本4-1-25 税理士法人スマイル内

伊藤 眞弓

社労士事務所オフィスいとう

泉大津市二田町3-5-16-3

sharoshi_ito@yahoo.co.jp

0725-26-1957

豊岡 外栄子

豊岡社会保険労務士事務所

和泉市府中町5-17-5

coco24@apple.zaq.jp

090-2591-1475

田中 雅郎

田中人事・労務設計事務所

大阪市淀川区木川西1-4-17 T＆Mビル502

miketanaka_sr@ybb.ne.jp

06-6476-9870

笠井 友貴

笠井経営労務事務所

大阪市福島区玉川2-3-16-224

t-kasai@office-rag.net

06-7165-3672

はまだ社会保険労務士事務所

阪南市下出57-4 尾崎ハーブビル２F 203号

syaroshi-hamada.hhh@hope.zaq.jp

072-447-7940

寺田 憲生

寺田社会保険労務士事務所

大阪市淀川区西中島6-3-32-303

terada@office_tsr.com

06-6300-7956

松芳 健一

社会保険労務士法人 clovic

大阪市中央区高麗橋2-4-4

info@clovic.co.jp

06-6223-8118

岡口 英彦

H-O C＆C社会保険労務士事務所

大阪市平野区平野本町1-8-5

okaguchi_syagyou@gmail.plala.or.jp

06-4302-5076

横橋 伸一

よつば労務管理事務所

山口 輝人

ヤマグチ社会保険労務士事務所

竹中 道代

社会保険労務士法人 日本経営

豊中市寺内2-13-3

豊田 義一

大和田労務管理事務所

門真市舟田町23-22

dashsryt@gmail.com

090-9270-5066

雀部 都紀恵

ささべ社会保険労務士事務所

大阪市西区江戸堀1-19-24 Wタワー江戸堀303号

tokie0413@nifty.com

090-7367-7364

岡田 和美

おかだ社会保険労務士事務所

三宅 望美

社会保険労務士事務所ミッションPlus

筒井 恭平

社会保険労務士事務所K's office

大阪市塚本2-12-15

info@sr-ksoffice

06-6309-3904

大橋 高志

社会保険労務士 大橋事務所

大阪市北区西天満3-8-4 朝日プラザ西天満1104号

sr-ohashi0701@outlook.jp

06-4792-8634

社労士事務所AAA

大阪市城東区成育4-28-19

noguchi@sr-aaa.com

06-6361-6557

ゆいえ（結恵）労務サポートオフィス

大阪市福島区鷺洲2-3-13

rierie98t@gmail.com

090-3969-0903

kishimoto@trustpartners.jp

072-355-9514
06-6301-3535

杉本 ユリ絵

濱田 滋

野口 顕
竹内 里恵子

06-4792-8929
06-6868-1193
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医療労務コンサルタント名簿
平成30年2月１日 現在
医療労務コンサルタント

橋本 麻由美
田中 俊夫

事務所名称

連絡先

事務所所在地

社労士事務所 オフィス恩

メールアドレス
mail@sr-on.com

電話番号
080-8348-5485

田中労務管理事務所

八尾市沼1-68-65 朝日プラザ八尾南2-1303

office_tanaka@ares.eonet.ne.jp

はやし社会保険労務士事務所

高槻市津之江町3-28-10

jgqrf600@yahoo.co.jp

アクトオフィス

大阪市東成区東中本3-10-29

actoffice@occn.zaq.ne.jp

鈴木 淳子

社会保険労務士法人 ゆびすい労務センター

堺市堺区向陵西町4-5-5

島村 典久

島村経営労務事務所

吹田市片山町3-14-21-1

ujnt98213@zeus.eonet.ne.jp

06-7505-6261

中田 圭子

社会保険労務士法人ｆｕｌｆｉｌｌ

大阪市北区天神橋3-3-3南森町イシカワビル6F

nakata-k@sr-fulfill.com

06-6718-4596

伊丹 匡哉

伊丹社会保険労務士事務所

茨木市永代町5-321

itami@v7.com

072-648-5350

藤原 誠

藤原社会保険労務士事務所

大阪市浪速区元町1-5-7 ﾅﾝﾊﾞﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ

iwasaki-keiei@syd.odn.ne.jp

06-6634-9818

Ａ＆Ｇマネジメントコンサルティング

東大阪市新池島町2-4-2

sr-fujii@nifty.com

072-983-0613

林 茂弘
松島 ともみ

藤井 敏彰
西村 佳代子

080-6183-0147

072-225-3381
(FAX)072-223-9008

西村社労士事務所

中野 善哉

中野社会保険労務士事務所

大阪市天王寺区国分町5-3-302

nakano-sr@yui-sr.net

豊岡 正照

トヨオカ社会保険労務士事務所

大阪市中央区瓦町4-8-5 ＮＫビル5F

sr.office.toyooka@gmail.com

和田 暁博

社会保険労務士 わだ事務所

松原市柴垣1-17-21

wada-a-sr@nike.eonet.ne.jp

072-370-0856

池田 博

池田社会保険労務士事務所

豊中市上野東1-5-23

sr60ikeda@tcct.zaq.ne.jp

06-6854-0362

社会保険労務士法人fulfill

大阪市北区天神橋3-3-3

nakatsu-s@sr-fulfill.com

06-6718-4596

若藤社会保険労務士事務所

箕面市如意谷1-4-24

info@e-shgyoukisoku.com

072-724-8477

guga227@gmail.com

072-473-3601

細見 裕
中津 佐知子
若藤 正典
杉山 敬生
松村 雄二

大阪社労士事務所

大阪市西区西本町2-4-10-202

yjmtmr@gmail.com

06-6537-6024

水上 義博

水上義博社会保険労務士事務所

茨木市沢良宜東町12-17

ymizukami@iris.eonet.ne.jp

090-3266-4075

村橋 俊行

河本社労士事務所

大阪市中央区久太郎町1-9-26-5F

t.murahashi1977@gmail.com

070-6926-6228
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医療労務コンサルタント名簿
平成30年2月１日 現在
医療労務コンサルタント

事務所名称

是永 武士

連絡先

事務所所在地
吹田市片山町3-10-14-401

メールアドレス
aganero@beach.ocn.ne.jp

電話番号
050-5218-2930

藤岡 秀樹

ふじおか社労士事務所

柳井 政和

柳井労務事務所

大阪市城東区東中浜6-17-25-1202

yanai.srswworker@dream.com

赤田 清澄

学校法人大阪医科薬科大学

高槻市大学町2-7

uof165@osaka-med.ac.jp

072-684-6222

植田 健一

フロネーシス社会保険労務士事務所

大阪市中央区谷町9-1-22ＮＫ谷町ビル12F

k-ueda@romukanri.com

06-4304-0187

今西 貴子

Ｓｍａｒｔ Ｌｉｖｅ社会保険労務士事務所

泉大津市松之浜町2-21-16

info@smartlive-sr.jp

0725-24-3625

清水 広明

社労士 しみずオフィス

堺市堺区南花田口町2-2-7南野ﾋﾞﾙ401

sr@shimizu--office.com

072-267-4972

前田 悦子

前田悦子社会保険労務士事務所

大阪市西区靱本町1-4-2ﾌﾟﾗｲﾑ本町ﾋﾞﾙ5F LLPリーガルパートナーズ法務合同事務所内
maeda@legal-p.com

06-6448-0078

金澤社会保険労務士事務所

泉南郡熊取町五門東4-8-1

satosato@rinku.zaq.ne.jp

072-452-9696

社会保険労務士法人 ブレイス総合ＳＲ事務所

豊中市春日町2-3-14-301

info@brace-sr.jp

06-6843-4457

小池社会保険労務士事務所

大阪市中央区北浜2-1-26北浜松岡ビル5F

info@ksilc.net

06-6232-3388

福武 史恵

ふくたけ社労士事務所

大阪市北区

fukutake.sr@gmail.com

070-5501-4864

鷹取 敏昭

人事マネジメント研究所 進創アシスト

takatori@shinsou-assist.com

090-3269-7712

伊藤 涼子

社会保険労務士事務所Ｈ＆Ｉ

office6777@shibata-s-r.com

06-4309-7993
（FAX)06-4309-7961

090-2706-5174

大西 康友
金山 和子

松本 久子
金澤 里美
連石 光太郎
小池 嘉紀
熊倉 健志

伊川 くりこ
柴田 博正

柴田労務コンサルタント事務所

大阪市阿倍野区晴明通4-1サンヴェール阿倍野晴明丘705

竹谷 光代

ヒカリノ社会保険労務士事務所

大阪市中央区安土町2-3-13大阪国際ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ22F 弁護士法人本町国際綜合法律事務所内
m-taketani@honmachi-law.com

06-6226-7213

佐藤 多栄

佐藤多栄社会保険労務士事務所

吹田市佐竹台4-1-10-812

06-6170-6515

srsatotae@gmail.com
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平成30年2月１日 現在
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松下 聡司

事務所名称

事務所所在地

連絡先
メールアドレス

電話番号

松下社会保険労務士事務所

大阪市東成区大今里南6-18-10-4F

maia@pony.ocn.ne.jjp

090-8799-9299

たていし労務経営サポートオフィス

大阪市淀川区宮原1-7-7AZ合同事務所

rizanyanko@gmail.com

06-6392-1139

南 隆久
立石 千香
猪原 美穂

inocci55_@nifty.com

矢野 正一

やの社会保険労務士事務所

大阪市西区西本町1-13-38 615

嶋田 亜紀

嶋田亜紀社会保険労務士事務所

堺市堺区市之町東3-2-18

前田 典哉

前田社会保険労務士事務所

大阪市平野区背戸口1-6-15

maeda@office-msr.jp

06-6708-5570

南社会保険労務士事務所

堺市西区北条町2-2-16

h-minami@maia.eonet.ne.jp

072-370-0381

森家 清五

森家経営労務事務所

大阪市平野区平野北1-4-4

sr-moriie@osaka.zaq.jp

中西 志乃

おぎ堂会計事務所

大阪市平野区背戸口5-6-24

shino.nakanishi@ogido-office.com

06-6701-6031

武用 貫太

社労士オフィス．ＫＡＮ

枚方市星丘1-26-14

kanroumu3.1cocoa@ares.eonet.ne.jp

072-395-1291

安田 裕美

安田社労士事務所

門真市柳町1-16

hiromi@stella.zaq.jp

06-6908-3927

古藤社会保険労務士事務所

大阪市西淀川区姫島1-21-703

info@koto-sr.jp

06-6195-3403

南 英一

古藤 みゆき

ayada0623@icloud.com

090-6985-5890
072-221-1295

06-7182-7543
(携帯）090-1142-2317

徳弘 保

tokuhiro@khaki.plala.or.jp

朝加 幸昌

745vw3@bma.biglobe.ne.jp

06-6875-3623

渡辺 徹也

渡辺社会保険労務士事務所

大阪市北区万歳町5-12-3001

watt@mua.biglobe.ne.jp

090-7761-1536

木村 和也

きむら社会保険労務士事務所

東大阪市中小阪3-15-15

kazsr14@ybb.ne.jp

06-6727-7374
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