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税理士名 〒 事務所所在地 電話番号

相田 哲 959-0130 燕市分水桜町２丁目１番３号   相田哲税理士事務所 0256-98-2301

秋田 嗣夫 959-0421 新潟市西蒲区魲１１７２番地の３   秋田嗣夫税理士事務所 0256-88-2629

五十嵐 昭五 959-0262 燕市吉田若生町４番２７号   五十嵐昭五税理士事務所 0256-77-5120

井島 正夫 959-0265 燕市吉田東町９番１７号   井島正夫税理士事務所 0256-93-4368

伊藤 恵介 953-0044 新潟市西蒲区巻乙332番地   伊藤恵介税理士事務所 0256-78-7328

揖斐 隆 959-0505 新潟市西蒲区三方153番地   Ａｃｅ税理士法人　新潟西蒲事務所 0256-86-2365

伊皆 宣貞 959-1280 燕市花見７７４番地３   伊皆宣貞税理士事務所 0256-64-2023

漆原 道夫 959-1251 燕市白山町３丁目１６番３３号   漆原道夫税理士事務所 0256-62-3162

遠藤 文男 959-1282 燕市花見１２２４番地２   北村二郎税理士事務所 0256-66-3555

岡田 伸次 959-1281 燕市桜町２０３番地   岡田伸次税理士事務所 0256-62-5225

小川 法子 953-0042 新潟市西蒲区赤鏥1252番地5   あさひパートナーズ税理士法人　巻事務所 0256-72-8181

小柳 健一 959-1232 燕市井土巻５丁目２０７番地   セントラル税理士法人 0256-66-3000

海津 一義 959-0115 燕市分水学校町二丁目1番8号   河本・海津税理士法人 0256-97-5682

加藤 尚子 959-1261 燕市秋葉町４丁目９番５３号   加藤尚子税理士事務所 0256-62-6013

狩野 泰彦 959-0247 燕市吉田新田町1番9号   狩野泰彦税理士事務所 0256-93-2576

北村 啓一 959-0252 燕市吉田学校町８番１２号   北村啓一税理士事務所 0256-93-3419

北村 二郎 959-1282 燕市花見１２２４番地２   北村二郎税理士事務所 0256-66-3555

木戸場 知美 959-0113 燕市笈ヶ島３５９６番地１ カーサヴィエルジュ２０２号  木戸場知美税理士事務所 0256-77-8881

久我 宏之 953-0125 新潟市西蒲区和納1966番地10   久我宏之税理士事務所 0256-82-4476

倉部 信 953-0041 新潟市西蒲区巻甲４２８３番地６ ＦＵＴＵＲＥⅡ‐Ｂ  倉部信税理士事務所 0256-73-2990

小出 忠由 959-0241 燕市吉田神田町１１番９号   小出忠由税理士事務所 0256-93-2553

小湊 昭 959-1286 燕市小関１４６３番地３   小湊昭税理士事務所 0256-64-4441

小湊 格 959-1232 燕市井土巻５丁目２０７番地   セントラル税理士法人 0256-66-3000

近藤 正二 959-0217 燕市吉田曙町８番１０号   近藤正二税理士事務所 0256-92-6508

齋藤 隆 959-0264 燕市吉田3439番地   齋藤稔税理士事務所 0256-92-3735

齋藤 稔 959-0264 燕市吉田3439番地   齋藤稔税理士事務所 0256-92-3735

捧 みちる 959-1264 燕市八王寺２３７４番地   捧みちる税理士事務所 0256-64-2217

佐藤 洋司 953-0125 新潟市西蒲区和納６８５０番地   佐藤洋司税理士事務所 0256-82-5156

佐野 榮偉 959-0245 燕市吉田上町４番１号   佐野榮偉税理士事務所 0256-93-2755

篠田 雅史 959-1241 燕市小高1084番地   篠田雅史税理士事務所 0256-62-4303

高井 小文 959-0181 燕市上諏訪7番13号 メゾン・ソレイユ5号  高井小文税理士事務所 0256-97-2154

高頭 日出夫 959-1232 燕市井土巻５丁目２０７番地   セントラル税理士法人 0256-66-3000

高橋 周衛 953-0041 新潟市西蒲区巻甲４１４０番地１   高橋周衛税理士事務所 0256-72-4521

田中 操 959-0214 燕市吉田法花堂１２０５番地７   田中操税理士事務所 0256-92-6120

田村 政明 953-0042 新潟市西蒲区赤鏥２９０番地２２   田村政明税理士事務所 0256-73-4370

徳永 八十一 959-0206 燕市米納津4021番地5   徳永八十一税理士事務所 0256-92-7191

外山 奨 959-0214 燕市吉田法花堂１２０５番地７   田中操税理士事務所 0256-92-6120

鳥部 文雄 959-1261 燕市秋葉町４丁目１１番６６号   鳥部文雄税理士事務所 0256-64-2894

内藤 安 953-0041 新潟市西蒲区巻甲２６７６番地１２   内藤安税理士事務所 0256-76-2574

樋山 忠則 959-1251 燕市白山町3丁目4番31号   樋山忠則税理士事務所 0256-62-4355
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星野 和秀 959-0506 新潟市西蒲区遠藤282番地   星野和秀税理士事務所 0256-77-5525

本多 耕平 959-0217 燕市吉田曙町１１番１９号   本多克税理士事務所 0256-92-7060

本多 克 959-0217 燕市吉田曙町１１番１９号   本多克税理士事務所 0256-92-7060

本間 昭紀 959-1234 燕市南7丁目17番9‐1号   つばさ税理士法人 0256-66-3450

本間 佳明 959-0504 新潟市西蒲区横戸133番地   本間佳明税理士事務所 050-1266-0354

真島 一誠 959-1262 燕市水道町２丁目８番２５号   燕三条税理士法人　燕事務所 0256-63-2369

松山 豊明 959-1232 燕市井土巻４丁目１２１番地   松山豊明税理士事務所 0256-61-1466

宮川 新一 950-1332 新潟市西蒲区長場97番地   宮川新一税理士事務所 090-7562-9792

村山 まどか 959-1234 燕市南7丁目17番9‐1号   つばさ税理士法人 0256-66-3450

山田 眞一 959-1234 燕市南7丁目17番9‐1号   つばさ税理士法人 0256-66-3450

横山 剛 959-0235 燕市吉田旭町一丁目５番１６号   あさひパートナーズ税理士法人 0256-78-7851

吉田 素栄 959-0242 燕市吉田大保町１２番６５号   税理士法人吉田会計 0256-94-7680

鷲尾 英一郎 959-1232 燕市井土巻2丁目100番地1   鷲尾英一郎税理士事務所 090-2326-6893
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あさひパートナーズ税理士法人 959-0235 燕市吉田旭町一丁目５番１６号  0256-78-7851

あさひパートナーズ税理士法人　巻事務所 953-0042 新潟市西蒲区赤鏥1252番地5  0256-72-8181

Ａｃｅ税理士法人　新潟西蒲事務所 959-0505 新潟市西蒲区三方153番地  0256-86-2365

河本・海津税理士法人 959-0115 燕市分水学校町二丁目1番8号  0256-97-5682

税理士法人吉田会計 959-0242 燕市吉田大保町１２番６５号  0256-94-7680

セントラル税理士法人 959-1232 燕市井土巻５丁目２０７番地  0256-66-3000

つばさ税理士法人 959-1234 燕市南7丁目17番9‐1号  0256-66-3450

燕三条税理士法人　燕事務所 959-1262 燕市水道町２丁目８番２５号  0256-63-2369
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巻支部
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