関東信越税理士会新潟県支部連合会
長岡支部
税理士会員名簿
令和4年6月28日現在
税理士名

〒

事務所所在地

電話番号

安達 壯一

940-1106 長岡市宮内１‐１０‐１２ 安達秀次税理士事務所

0258-32-0061

安達 勉

940-0083 長岡市宮原３丁目１２番１６号

0258-35-8760

安達 秀次

940-1106 長岡市宮内１‐１０‐１２ 安達秀次税理士事務所

0258-32-0061

姉﨑 省一

940-0024 長岡市西新町2丁目2番48号 姉﨑省一税理士事務所

0258-33-8164

阿部 明

940-0063 長岡市旭町２丁目３番地７ チサンマンション旭町１０２号 阿部明税理士事務所

0258-33-6867

安藤 曻

940-0036 長岡市愛宕３丁目９番３１号 安藤曻税理士事務所

0258-34-3444

五十嵐 敦

940-2013 長岡市下柳2丁目6番20号 五十嵐敦税理士事務所

0258-28-0846

五十嵐 毅

954-0143 長岡市池之島９４６番地 五十嵐毅税理士事務所

0258-24-1271

池田 元実

949-5411 長岡市来迎寺甲２３２３番地６ 池田元実税理士事務所

0258-92-2646

石川 正明

940-0864 長岡市川崎１丁目３２６番地１ 石川正明税理士事務所

0258-34-5730

石原 新一

940-0232 長岡市天下島１丁目９番１１号 石原新一税理士事務所

0258-52-2774

板垣 憲一

940-0833 長岡市笹崎１丁目３番地１９ 板垣憲一税理士事務所

0258-33-7147

市村 二三代

940-1151 長岡市三和一丁目3番42号 税理士法人ながおか会計 南事務所

0258-89-6702

井筒 一郎

940-0061 長岡市城内町３丁目８番５号 井筒一郎税理士事務所

0258-35-2135

稲田 満理子

940-1153 長岡市要町3丁目4番23号 税理士法人サポートかなめ

0258-32-0874

稲庭 達夫

954-0124 長岡市中之島255番地4

0258-89-6557

今井 彰夫

940-1161 長岡市左近２丁目１１７番地 今井彰夫税理士事務所

0258-31-2180

今泉 久

940-2111 長岡市三ツ郷屋１丁目２番地１５ 今泉久税理士事務所

080-2015-5003

岩崎 寛

940-0064 長岡市殿町１丁目５番２号 メゾン中央101号室 税理士岩崎寛事務所

0258-32-3910

岩本 早苗

940-2126 長岡市西津町3864番地1‐2F

0258-28-0202

内山 晃

949-5121 長岡市西谷３７１番地 内山晃税理士事務所

0258-94-2848

江口 清市

940-0083 長岡市宮原３丁目１２番１６号

0258-35-8760

遠藤 忠夫

940-0094 長岡市中島一丁目１１番２０号 税理士法人スバル合同会計 長岡事務所

0258-35-3666

大浦方 明

940-0851 長岡市若草町２丁目３番地１５ 大浦方明税理士事務所

0258-86-0236

大﨑 勝則

940-0034 長岡市福住２丁目２番３５号 丸山晴彦税理士事務所

0258-33-0707

大宮 文男

940-0076 長岡市本町２丁目２番地４ エヌビックビル2Ｆ 舩木雅幸税理士事務所

0258-89-5172

大矢 隆治

949-5406 長岡市浦９６３０番地 大矢隆治税理士事務所

0258-92-6787

大谷内 信一

940-0076 長岡市本町２丁目２番地４ エヌビックビル2Ｆ 大谷内信一税理士事務所

0258-31-3717

小黒 満行

949-4501 長岡市上桐482番地

0258-74-2338

小野塚 康之

940-0084 長岡市幸町１丁目３番１０号

貝瀬 政勝

940-0083 長岡市宮原２丁目１１番１０号 ヤナギビル2Ｆ 貝瀬政勝税理士事務所

0258-39-8486

笠輪 浩

940-0875 長岡市新保４丁目１番１９号 笠輪浩税理士事務所

0258-24-0771

鹿住 拓郎

940-0084 長岡市幸町１丁目３番１０号

0258-36-2684

片野 孝晴

940-1151 長岡市三和３丁目８番２３号 坂井ビル１階 川上正男税理士事務所

0258-33-7318

加藤 智樹

940-1151 長岡市三和３丁目３番地１７ ナガツビル 長津和彦税理士事務所

0258-37-1655

金井 助智

940-0084 長岡市幸町１丁目１１番１０号 金井助智税理士事務所

0258-39-5963

金山 岳

940-1161 長岡市左近２丁目１１７番地 今井彰夫税理士事務所

0258-31-2180

金子 修二

940-0081 長岡市南町２丁目５番１８号 税理士法人清水会計事務所

0258-37-3877

金子 英高

940-0868 長岡市堀金2丁目1番16号 金子英高税理士事務所

0258-89-8905

柄澤 秀夫

940-0064 長岡市殿町1丁目5番地３ よしやビル303 柄澤秀夫税理士事務所

0258-31-8088

あすか中央税理士法人

税理士法人ホサカ事務所 稲庭事務所

岩本早苗税理士事務所

あすか中央税理士法人

小黒満行税理士事務所
パートナーズプロジェクト税理士法人

パートナーズプロジェクト税理士法人

0258-36-2684

関東信越税理士会新潟県支部連合会
長岡支部
税理士会員名簿
令和4年6月28日現在
税理士名

〒

事務所所在地

電話番号

川上 啓雄

940-0036 長岡市愛宕３丁目４番１４号 パークサイド愛宕101 川上啓雄税理士事務所

0258-32-7143

川上 正男

940-1151 長岡市三和３丁目８番２３号 坂井ビル１階 川上正男税理士事務所

0258-33-7318

河本 潤

940-2126 長岡市西津町3799番地１ 2階

0258-20-5600

神林 範雄

940-2106 長岡市古正寺１丁目２８７０番地 神林範雄税理士事務所

0258-27-1469

北村 敏雄

940-0836 長岡市豊田町６番地６ 北村敏雄税理士事務所

0258-32-9600

桑原 満

940-0861 長岡市川崎町2318番地9

0258-39-2816

近藤 康雄

940-0856 長岡市美沢2丁目30番地11 近藤康雄税理士事務所

0258-33-3123

齋藤 伸輔

940-0081 長岡市南町２丁目２番１２号 税理士法人齋藤・島宗会計

0258-35-7007

齋藤 武彦

940-0081 長岡市南町２丁目２番１２号 税理士法人齋藤・島宗会計

0258-35-7007

齋藤 由美子

940-0056 長岡市呉服町２丁目２番地３３ 税理士法人ソリマチ会計

0258-36-2510

酒井 伸

940-0084 長岡市幸町１丁目３番１０号

0258-36-2684

佐藤 孝子

940-0088 長岡市柏町１丁目２番２３号 佐藤孝子税理士事務所

0258-39-2788

佐藤 勉

940-0034 長岡市福住２丁目１番２４号 佐藤幸雄税理士事務所

0258-36-0535

佐藤 勤

940-2121 長岡市喜多町１０８５番地２ 第一戸貴田ビル 佐藤勤税理士事務所

0258-28-4170

佐藤 学

940-0034 長岡市福住２丁目１番２４号 佐藤幸雄税理士事務所

0258-36-0535

佐藤 幸雄

940-0034 長岡市福住２丁目１番２４号 佐藤幸雄税理士事務所

0258-36-0535

佐野 賢一

940-0087 長岡市千手３丁目８番１８号 佐野賢一税理士事務所

0258-33-2842

佐野 栄日出

940-1103 長岡市曲新町１丁目７番３３号 佐野栄日出税理士事務所

0258-35-8804

島宗 隆一

940-0081 長岡市南町２丁目２番１２号 税理士法人齋藤・島宗会計

0258-35-7007

清水 曠勝

940-0081 長岡市南町２丁目５番１８号 税理士法人清水会計事務所

0258-37-3877

清水 勝康

940-0084 長岡市幸町１丁目３番１０号

0258-36-2684

白井 光則

940-0033 長岡市今朝白３丁目１３番４４号 白井光則税理士事務所

0258-35-2752

鈴木 和彦

940-0081 長岡市南町２丁目４番１０号 マンション南１０７ 鈴木和彦税理士事務所

0258-32-2300

鈴木 大滋

940-0084 長岡市幸町１丁目３番１０号

パートナーズプロジェクト税理士法人

0258-36-2684

鈴木 孝幸

940-0084 長岡市幸町１丁目３番１０号

パートナーズプロジェクト税理士法人

0258-36-2684

清野 公哉

940-0856 長岡市美沢3丁目270番地4 トラスト税理士法人 長岡事務所

0258-86-7957

関根 正行

940-0115 長岡市下樫出９８８番地 関根正行税理士事務所

0258-53-6280

瀬下 隼一

940-2134 長岡市親沢町593番地

0258-89-6866

反町 秀樹

940-0056 長岡市呉服町２丁目２番地３３ 税理士法人ソリマチ会計

0258-36-2510

反町 美成子

940-0056 長岡市呉服町２丁目２番地３３ 税理士法人ソリマチ会計

0258-36-2510

田井 昌秀

940-0864 長岡市川崎1丁目314番地

0258-34-1202

田井 康孝

940-0864 長岡市川崎３丁目２３７１番地５ 田井康孝税理士事務所

0258-34-2372

髙野 裕

940-0084 長岡市幸町１丁目３番１０号

0258-36-2684

高野 雅之

940-0094 長岡市中島一丁目１１番２０号 税理士法人スバル合同会計 長岡事務所

0258-35-3666

高橋 潔

940-1153 長岡市要町3丁目4番23号 税理士法人サポートかなめ

0258-32-0874

高橋 宏幸

940-0047 長岡市弓町2丁目2番29号 高橋宏幸税理士事務所

0258-33-6242

高橋 泰雄

940-0081 長岡市南町２丁目４番１０号 マンション南１０７ 鈴木和彦税理士事務所

0258-32-2300

髙橋 芳男

940-0861 長岡市川崎町前田２２１４番地９ 髙橋芳男税理士事務所

0258-35-0845

田中 重

940-0061 長岡市城内町３丁目８番５号 井筒一郎税理士事務所

0258-35-2135

田中 千恵子

949-5414 長岡市飯塚７４１番地 田中千恵子税理士事務所

0258-92-3018

河本・海津税理士法人 長岡事務所

桑原満税理士事務所

パートナーズプロジェクト税理士法人

パートナーズプロジェクト税理士法人

瀬下隼一税理士事務所

田井昌秀税理士事務所

パートナーズプロジェクト税理士法人
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事務所所在地

電話番号

棚橋 隆

940-2015 長岡市江陽２丁目１２番２１号 棚橋隆税理士事務所

0258-28-2888

棚橋 裕子

940-2015 長岡市江陽２丁目１２番２１号 棚橋隆税理士事務所

0258-28-2888

田村 郁子

940-0845 長岡市花園1丁目9番19号

0258-33-5141

田村 早苗

940-1106 長岡市宮内３丁目６番２３号 田村早苗税理士事務所

0258-32-2220

田村 智宏

940-0845 長岡市花園1丁目9番19号

つばさ会計税理士法人

0258-33-5141

田村 秀男

940-0845 長岡市花園1丁目9番19号

つばさ会計税理士法人

0258-33-5141

土田 信義

940-2023 長岡市蓮潟4丁目11番7号 土田誠税理士事務所

0258-89-6892

土田 誠

940-2023 長岡市蓮潟4丁目11番7号 土田誠税理士事務所

0258-89-6892

寺澤 靖

940-1151 長岡市三和3丁目6番地6 寺澤靖税理士事務所

0258-86-8621

中川 正彦

940-1151 長岡市三和３丁目６－１３ 中川正彦税理士事務所

0258-89-6136

中川 義晴

940-0087 長岡市千手３丁目８番１８号 佐野賢一税理士事務所

0258-33-2842

長津 和彦

940-1151 長岡市三和３丁目３番地１７ ナガツビル 長津和彦税理士事務所

0258-37-1655

中山 英雄

940-2112 長岡市大島本町5丁目111番地1 税理士法人中山会計事務所

0258-27-6456

中山 友理

940-2112 長岡市大島本町5丁目111番地1 税理士法人中山会計事務所

0258-27-6456

並木 純子

940-0083 長岡市宮原３丁目１２番１６号

0258-35-8760

西方 太地

940-2108 長岡市千秋1丁目253番地3 ベルダンビル1階 税理士法人いろは会計

0258-89-7713

西片 多門

940-0088 長岡市柏町２丁目２番２５号 西片多門税理士事務所

0258-33-1873

西村 勉

940-0083 長岡市宮原３丁目５番１０号 西村勉税理士事務所

0258-32-5168

野澤 和也

940-0084 長岡市幸町１丁目３番１０号

0258-36-2684

野村 泰禎

940-1153 長岡市要町3丁目4番23号 税理士法人サポートかなめ

0258-32-0874

野本 哲史

940-0056 長岡市呉服町２丁目２番地３３ 税理士法人ソリマチ会計

0258-36-2510

長谷川 久志

940-2112 長岡市大島本町5丁目111番地1 税理士法人中山会計事務所

0258-27-6456

畑 ヤス子

940-0062 長岡市大手通２-１-１４ ニュー大手ビル2Ｆ 畑ヤス子税理士事務所

0258-37-5560

八田 敏寛

940-2039 長岡市関原南１丁目４５４４番地 八田敏寛税理士事務所

0258-46-6460

馬場 進

940-0081 長岡市南町２丁目２番１２号 税理士法人齋藤・島宗会計

0258-35-7007

番場 和紀

940-0024 長岡市西新町2丁目2番48号 姉﨑省一税理士事務所

0258-33-8164

平澤 清

940-0864 長岡市川崎4丁目386番地1

0258-34-3705

深井 一男

949-5411 長岡市来迎寺甲１４１３番地１ 深井一男税理士事務所

0258-92-3251

深井 修二

949-5411 長岡市来迎寺甲２６２２番地１

0258-92-3281

藤井 章雄

940-0084 長岡市幸町１丁目３番１０号

パートナーズプロジェクト税理士法人

0258-36-2684

藤井 正

940-0084 長岡市幸町１丁目３番１０号

パートナーズプロジェクト税理士法人

0258-36-2684

藤井 英雄

940-0084 長岡市幸町１丁目３番１０号

パートナーズプロジェクト税理士法人

0258-36-2684

藤田 亮

940-2121 長岡市喜多町１０８５番地２ 第一戸貴田ビル 佐藤勤税理士事務所

0258-28-4170

舩木 雅幸

940-0076 長岡市本町２丁目２番地４ エヌビックビル2Ｆ 舩木雅幸税理士事務所

0258-89-5172

古川 和夫

940-0066 長岡市東坂之上町２‐１‐１ ファース長岡ビル8Ｆ 古川和夫税理士事務所

0258-35-7236

逸見 義文

940-0081 長岡市南町２丁目４番１０号 マンション南１０７ 鈴木和彦税理士事務所

0258-32-2300

保坂 英夫

940-0033 長岡市今朝白３丁目６番７号 税理士法人ホサカ事務所

0258-32-2424

保科 光彦

940-0875 長岡市新保１丁目９番９号 保科光彦税理士事務所

0258-24-8402

星野 克男

940-0854 長岡市中沢町167番地1

0258-35-5996

本間 泰雄

940-0053 長岡市長町２丁目１番地５ 本間泰雄税理士事務所

つばさ会計税理士法人

あすか中央税理士法人

パートナーズプロジェクト税理士法人

平澤清税理士事務所

深井修二税理士事務所

星野克男税理士事務所

0258-32-4611

関東信越税理士会新潟県支部連合会
長岡支部
税理士会員名簿
令和4年6月28日現在
税理士名

〒

事務所所在地
松井春敏税理士事務所

電話番号

松井 春敏

940-2501 長岡市寺泊野積5415番地

松田 拓

940-0094 長岡市中島６丁目４番２７号 松田正人税理士事務所

0258-35-1635

松田 正人

940-0094 長岡市中島６丁目４番２７号 松田正人税理士事務所

0258-35-1635

丸山 克巳

940-0084 長岡市幸町１丁目１３番２０号 税理士丸山克巳事務所

0258-37-1771

丸山 晴司

940-0034 長岡市福住２丁目２番３５号 丸山晴彦税理士事務所

0258-33-0707

丸山 利彦

940-0084 長岡市幸町１丁目１３番２０号 税理士丸山克巳事務所

0258-37-1771

丸山 晴彦

940-0034 長岡市福住２丁目２番３５号 丸山晴彦税理士事務所

0258-33-0707

目黒 大樹

940-0084 長岡市幸町１丁目３番１０号

0258-36-2684

茂澤 直樹

940-0861 長岡市川崎町５６８番地５ 税理士法人モザワ事務所

0258-36-6363

茂澤 安雄

940-0861 長岡市川崎町５６８番地５ 税理士法人モザワ事務所

0258-36-6363

本山 勝

940-1161 長岡市左近２丁目１１７番地 今井彰夫税理士事務所

0258-31-2180

山田 伸一

940-2114 長岡市北山２丁目１１番地３ 山田伸一税理士事務所

0258-27-4426

山田 博明

940-2114 長岡市北山２丁目１５番地２５ 山田博明税理士事務所

0258-27-8638

山田 康博

940-2104 長岡市大島新町二丁目甲1460番地

0258-28-1547

横山 栄子

940-0073 長岡市船江町４‐４ 横山栄子税理士事務所

0258-35-1433

渡邉 重仁

940-0004 長岡市高見町１００２番地 渡邉仁税理士事務所

0258-24-5808

渡辺 孝

940-0033 長岡市今朝白３丁目６番７号 税理士法人ホサカ事務所

0258-32-2424

渡邊 孝

940-0072 長岡市柳原町５番地１６ 渡邊孝税理士事務所

0258-35-0248

渡邉 仁

940-0004 長岡市高見町１００２番地 渡邉仁税理士事務所

0258-24-5808

渡邉 浩明

940-0076 長岡市本町２丁目２番地４ エヌビックビル４階 渡邉浩明税理士事務所

0258-89-7573

パートナーズプロジェクト税理士法人

税理士法人ながおか会計

0258-75-5650

関東信越税理士会新潟県支部連合会
長岡支部
税理士法人会員名簿
令和4年6月28日現在
税理士法人名

〒

事務所所在地

電話番号

あすか中央税理士法人

940-0083 長岡市宮原３丁目１２番１６号

0258-35-8760

河本・海津税理士法人 長岡事務所

940-2126 長岡市西津町3799番地１ 2階

0258-20-5600

税理士法人いろは会計

940-2108 長岡市千秋1丁目253番地3 ベルダンビル1階

0258-89-7713

税理士法人齋藤・島宗会計

940-0081 長岡市南町２丁目２番１２号

0258-35-7007

税理士法人サポートかなめ

940-1153 長岡市要町3丁目4番23号

0258-32-0874

税理士法人清水会計事務所

940-0081 長岡市南町２丁目５番１８号

0258-37-3877

税理士法人スバル合同会計 長岡事務所

940-0094 長岡市中島一丁目１１番２０号

0258-35-3666

税理士法人ソリマチ会計

940-0056 長岡市呉服町２丁目２番地３３

0258-36-2510

税理士法人ながおか会計

940-2104 長岡市大島新町二丁目甲1460番地

0258-28-1547

税理士法人ながおか会計 南事務所

940-1151 長岡市三和一丁目3番42号

0258-89-6702

税理士法人中山会計事務所

940-2112 長岡市大島本町5丁目111番地1

0258-27-6456

税理士法人ホサカ事務所

940-0033 長岡市今朝白３丁目６番７号

0258-32-2424

税理士法人ホサカ事務所 稲庭事務所

954-0124 長岡市中之島255番地4

0258-89-6557

税理士法人モザワ事務所

940-0861 長岡市川崎町５６８番地５

0258-36-6363

つばさ会計税理士法人

940-0845 長岡市花園1丁目9番19号

0258-33-5141

トラスト税理士法人 長岡事務所

940-0856 長岡市美沢3丁目270番地4

0258-86-7957

パートナーズプロジェクト税理士法人

940-0084 長岡市幸町１丁目３番１０号

0258-36-2684

