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相田 寿 950-0982 新潟市中央区堀之内南3丁目8番15号   税理士法人ヤマダ事務所 025-285-1227

青木 達夫 950-2054 新潟市西区寺尾東３丁目１４番４０号   青木達夫税理士事務所 025-268-3524

青山 信明 950-0982 新潟市中央区堀之内南３丁目１番２１号   税理士法人あおば会計 025-290-0400

淺井 敬一 950-0026 新潟市東区小金町１丁目７番８号   淺井敬一税理士事務所 025-272-8400

安達 久人 950-0152 新潟市江南区亀田緑町3丁目2番8号   税理士法人小川会計　長谷部事務所 025-382-4740

阿部 和人 950-0916 新潟市中央区米山１丁目６番地６ 江部ビル2Ｆ  阿部和人税理士事務所 025-244-9441

阿部 晋也 950-0864 新潟市中央区紫竹1丁目9番9号   税理士法人やまと会計 025-247-0076

阿部 泰彦 950-0914 新潟市中央区紫竹山7丁目18番5号   阿部泰彦税理士事務所 025-290-5678

天城 和明 950-0961 新潟市中央区東出来島６番１３号   あすか中央税理士法人　新潟事務所 025-280-0100

五十嵐 忠司 950-0087 新潟市中央区東大通２丁目２番２３号   五十嵐忠司税理士事務所 025-245-3706

五十嵐 秀夫 950-0926 新潟市中央区高志２丁目９番２３号   税理士法人高志会計 025-287-1711

五十嵐 實 950-0087 新潟市中央区東大通２丁目２番２３号   五十嵐實税理士事務所 025-244-4048

五十嵐 勇 950-0954 新潟市中央区美咲町１丁目７番５５号   宮本裕将税理士事務所 025-288-0177

井口 弘一 950-1101 新潟市西区山田3081番地6   税理士法人近藤まこと事務所 025-378-4075

池 淳一 950-2011 新潟市西区小針上山９番２９号   池淳一税理士事務所 025-267-3121

池田 隆 950-2003 新潟市西区東青山1丁目4番地2   池田隆税理士事務所 025-231-0960

池田 文美 950-2011 新潟市西区小針上山１１番２０号   池田文美税理士事務所 025-265-4949

伊澤 久子 950-0932 新潟市中央区長潟１２０４番地４   税理士法人Ｐier Ｔａｘ　新潟事務所 025-278-3566

石田 邦夫 951-8124 新潟市中央区医学町通1番町68番地2   税理士法人石田経理事務所 025-228-8111

石田 杉雄 951-8061 新潟市中央区西堀通4番町259番地58 西堀青藍館806号  石田杉雄税理士事務所 025-222-2193

石田 直樹 951-8124 新潟市中央区医学町通1番町68番地2   税理士法人石田経理事務所 025-228-8111

石田 ひふみ 951-8124 新潟市中央区医学町通1番町68番地2   税理士法人石田経理事務所 025-228-8111

石丸 満帆 950-1101 新潟市西区山田3081番地6   税理士法人近藤まこと事務所 025-378-4075

石山 孝行 950-0982 新潟市中央区堀之内南３丁目７番２１号   石山孝行税理士事務所 025-367-7184

石山 寛和 950-0105 新潟市江南区大渕1707番地   石山寛和税理士事務所 025-277-0451

石山 弘 950-0005 新潟市東区太平4丁目5番地10   石山弘税理士事務所 025-273-9493

居城 洋 950-0891 新潟市東区上木戸４丁目５番１２号   居城洋税理士事務所 090-5395-8681

磯部 利行 950-2024 新潟市西区小新西3丁目15番7号   新潟税理士法人深滝合同事務所 025-267-4843

伊藤 伸介 950-0087 新潟市中央区東大通2-1-20 ステーションプラザ新潟ビル209号  伊藤伸介税理士事務所 025-385-7796

伊東 清治 950-0902 新潟市中央区南万代町4番11号   伊東護税理士事務所 025-245-2646

伊藤 匡史 951-8136 新潟市中央区関屋田町2丁目296番地   伊藤正博税理士事務所 025-265-2321

伊藤 敏男 951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目48番地16   伊藤敏男税理士事務所 025-265-2014

伊藤 賢博 951-8068 新潟市中央区上大川前通七番町 １２３０番地７　ストークビル鏡橋４階  デロイトトーマツ税理士法人　新潟事務所 025-368-8801

伊藤 正博 951-8136 新潟市中央区関屋田町2丁目296番地   伊藤正博税理士事務所 025-265-2321

伊東 護 950-0902 新潟市中央区南万代町4番11号   伊東護税理士事務所 025-245-2646

稲垣 ますみ 951-8052 新潟市中央区下大川前通7ノ町2230番地   税理士法人万代つばさ 025-228-4697

今井 彰 950-0088 新潟市中央区万代2丁目4番15号 万代ホームズ906号  税理士法人柳都 025-241-3639

今井 慶貴 950-0965 新潟市中央区新光町10番地2　 技術士ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ7階  今井慶貴税理士事務所 025-280-1111

岩崎 更正 951-8063 新潟市中央区古町通2番町525番地   岩崎更正税理士事務所 025-228-7637

上田 英明 950-2024 新潟市西区小新西3丁目15番7号   新潟税理士法人深滝合同事務所 025-267-4843
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新潟支部
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上原 静恵 950-0941 新潟市中央区女池4丁目18番18号 マクスウェル女池207号  上原静恵税理士事務所 025-278-7692

薄田 陽一 950-1212 新潟市南区七軒字前１６１番地４   薄田陽一税理士事務所 025-373-5611

内山 篤 950-0075 新潟市中央区沼垂東５丁目１４番７号   内山篤税理士事務所 025-243-2251

内山 智絵 951-8142 新潟市中央区関屋大川前1丁目3番24号 ＣｏｚｙＫｉｈａｒａＣ棟  内山智絵税理士事務所 090-7702-1403

内山 博之 950-0932 新潟市中央区長潟894番地1   税理士法人新潟会計アシスト 025-257-7333

梅田 篤志 950-2015 新潟市西区西小針台二丁目5番4号   税理士法人フォーカスクライド　新潟オフィス 025-211-8683

江部 貞治 950-0982 新潟市中央区堀之内南３丁目１番２１号   税理士法人あおば会計 025-290-0400

江部 実佐江 950-0982 新潟市中央区堀之内南３丁目１番２１号   税理士法人あおば会計 025-290-0400

近江 一男 950-0861 新潟市東区中山７丁目２番５号   近江一男税理士事務所 025-271-3808

大口 利久 950-2002 新潟市西区青山１丁目７番８号 青山パレスビル２階  大口利久税理士事務所 025-201-6738

大倉 温子 951-8144 新潟市中央区関南町1番10号   二平厚税理士事務所 025-378-2785

大須賀 弘明 950-0912 新潟市中央区南笹口1丁目14番18号 シャルマンコーポ駅南113  大須賀弘明税理士事務所 025-246-3781

大瀨 庄市 950-0961 新潟市中央区東出来島18番5号   大瀬庄市税理士事務所 025-282-7939

大野 暢晶 950-0915 新潟市中央区鐙西２丁目２９番１５号 ピュアコートベル203号  小田茂達税理士事務所 025-241-5631

大原 利光 951-8116 新潟市中央区東中通一番町86番地30   税理士法人八木税務経理事務所 025-228-0131

大曲 将平 950-1213 新潟市南区能登543番地6   ＦＵＮ税理士法人　新潟南事務所 025-373-3665

小川 健 950-0812 新潟市東区豊２丁目６番５２号   税理士法人小川会計 025-271-2212

小川 勇太 950-0941 新潟市中央区女池４丁目１８番１８号 マクスウェル女池３Ｆ  Ｌ＆Ｂヨシダ税理士法人　新潟オフィス 025-383-8868

小近 俊平 950-3306 新潟市北区内島見5154番地9   廣瀨昭税理士事務所 025-387-6400

小田 茂達 950-0915 新潟市中央区鐙西２丁目２９番１５号 ピュアコートベル203号  小田茂達税理士事務所 025-241-5631

小畑 武士 950-3133 新潟市北区すみれ野1丁目4番15号   小畑武士税理士事務所 090-4705-3792

尾身 武 950-0917 新潟市中央区天神1丁目12番地7 シティタワー新潟1008号  尾身武税理士事務所 090-2903-7296

風間 美実子 950-3322 新潟市北区嘉山２丁目３番２３号   風間良光税理士事務所 025-386-9319

風間 祐一郎 951-8112 新潟市中央区南浜通１番町３６４番地   風間祐一郎税理士事務所 025-228-1231

風間 優輝 950-0925 新潟市中央区弁天橋通3丁目10番20号 ケー・ケーエンタープライズビル2F  税理士法人いろは会計　新潟事務所 025-256-8254

風間 良光 950-3322 新潟市北区嘉山２丁目３番２３号   風間良光税理士事務所 025-386-9319

神代 聡子 951-8133 新潟市中央区川岸町２丁目６番地６ ＡＧＥ５０２号  神代聡子税理士事務所 025-265-6573

加藤 祐二 950-1135 新潟市江南区曽野木1丁目37番20号   加藤祐二税理士事務所 025-283-6075

金杉 良平 950-0132 新潟市江南区砂岡２丁目９番１７号   金杉良平税理士事務所 025-382-7068

金子 英明 950-0916 新潟市中央区米山２丁目７番地２０ ＩＴＰケヤキビルⅡ３階  金子英明税理士事務所 025-247-3238

金田 明史 951-8062 新潟市中央区西堀前通六番町 897番地1　  税理士法人新潟合同事務所 025-229-6494

亀山 義浩 950-0916 新潟市中央区米山2‐6‐7 WorkWith米山4F  小武賢二税理士事務所 050-8881-8970

川嶋 哲朗 950-0027 新潟市東区松和町17番24号10   川嶋哲朗税理士事務所 025-250-7542

河谷 淳史 950-0862 新潟市東区竹尾2丁目20番20号   税理士法人小川会計　竹尾事務所 025-278-8423

川波 壽三郎 950-2004 新潟市西区平島３丁目７番地５ 第１中山ビル３０１号  川波壽三郎税理士事務所 025-267-7731

川端 俊輔 951-8124 新潟市中央区医学町通1番町68番地2   税理士法人石田経理事務所 025-228-8111

川畑 高一 950-0912 新潟市中央区南笹口一丁目１１番９号 豊マンション１階１０２号室  川畑高一税理士事務所 025-384-4355

川原 隆幸 950-0950 新潟市中央区鳥屋野南3丁目28番29号   川原隆幸税理士事務所 080-3321-3909

神田 知宜 950-0891 新潟市東区上木戸2丁目4番14号   神田知宜税理士事務所 025-271-1033

菊池 弘之 951-8056 新潟市中央区花町２０６９番地 新潟花町ビル２階  菊池弘之税理士事務所 025-224-9866
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北爪 剛太 950-2041 新潟市西区坂井東３丁目２７番３号   北爪文義税理士事務所 025-268-6166

北爪 文義 950-2041 新潟市西区坂井東３丁目２７番３号   北爪文義税理士事務所 025-268-6166

吉備津 直人 951-8063 新潟市中央区古町通４番町６４３番地 古町ツインタワーハイツ２階  酒井真人税理士事務所 025-229-3205

木伏 隆 951-8068 新潟市中央区上大川前通4番町32番地1   アイシスネオ会計税理士法人 025-229-0670

木伏 吉古 951-8068 新潟市中央区上大川前通4番町32番地1   アイシスネオ会計税理士法人 025-229-0670

木村 彰 950-0994 新潟市中央区上所１丁目４番１７号   木村彰税理士事務所 025-249-8616

木村 朋子 950-0994 新潟市中央区上所１丁目４番１７号   木村彰税理士事務所 025-249-8616

熊木 淳 950-0168 新潟市江南区早通5丁目4番11号   熊木淳税理士事務所 090-2453-3019

熊木 高志 950-0115 新潟市江南区丸山４８７番地１２   熊木高志税理士事務所 025-276-8640

桑田 耕栄 950-0915 新潟市中央区鐙西2丁目35番40号   税理士法人信越会計 025-256-8092

小泉 仁 951-8065 新潟市中央区東堀通２番町４８６番地   小泉仁税理士事務所 025-211-2155

小鍛冶 友一 950-0892 新潟市東区寺山２丁目２番１号   小鍛冶友一税理士事務所 025-271-4100

小柴 昭彦 950-2036 新潟市西区新通西1丁目2番8号   小柴昭彦税理士事務所 025-261-0404

小柴 元子 950-1217 新潟市南区白根3046   小柴元子税理士事務所 090-2883-8276

小嶋 徹 950-0915 新潟市中央区鐙西2丁目35番40号   税理士法人信越会計 025-256-8092

小菅 洋司 950-0962 新潟市中央区出来島1丁目2番12号 ＤＮビル2Ｃ  小菅洋司税理士事務所 025-283-7588

小武 賢二 950-0916 新潟市中央区米山2‐6‐7 WorkWith米山4F  小武賢二税理士事務所 050-8881-8970

児玉 秀明 951-8131 新潟市中央区白山浦1丁目467番地2   税理士法人サンライズ　新潟白山事務所 025-231-7082

兒玉 優子 950-1209 新潟市南区親和町5番1号   税理士法人青海　田中事務所 080-9513-9628

牛膓 誠 950-0926 新潟市中央区高志２丁目９番２３号   税理士法人高志会計 025-287-1711

牛膓 康則 950-0075 新潟市中央区沼垂東1丁目9番12号   牛膓康則税理士事務所 025-249-1286

小林 明 951-8106 新潟市中央区東大畑通1番町490番地8   小林大造税理士事務所 025-229-0248

小林 大造 951-8106 新潟市中央区東大畑通1番町490番地8   小林大造税理士事務所 025-229-0248

小林 賢宏 950-0961 新潟市中央区東出来島18番5号   大瀬庄市税理士事務所 025-282-7939

小林 暉世 950-0152 新潟市江南区亀田緑町3丁目2番8号   税理士法人小川会計　長谷部事務所 025-382-4740

小林 正則 950-0916 新潟市中央区米山2丁目2番地2   税理士法人中田会計 025-243-4151

小林 康成 950-2004 新潟市西区平島1丁目3番3号   小林康成税理士事務所 025-211-8600

古俣 謙 950-0088 新潟市中央区万代1丁目2番6号 東ｶﾝﾏﾝｼｮﾝ510号  古俣謙税理士事務所 025-243-1691

古俣 敏隆 950-2102 新潟市西区五十嵐二の町８９９９番地   古俣敏隆税理士事務所 025-378-0675

古俣 与喜男 950-2101 新潟市西区五十嵐１の町７２６５番地   古俣与喜男税理士事務所 025-268-2310

駒村 繁 951-8046 新潟市中央区秣川岸通1丁目2304番地   駒村繁税理士事務所 025-229-1465

昆 敏宏 951-8061 新潟市中央区西堀通4番町259番地58 西堀青藍館806号  石田杉雄税理士事務所 025-222-2193

根田 康裕 950-0901 新潟市中央区弁天3丁目3番5号 新潟マンション1005室  根田康裕税理士事務所 025-385-6213

近藤 信 950-1101 新潟市西区山田3081番地6   税理士法人近藤まこと事務所 025-378-4075

近野 茂 950-2112 新潟市西区内野町７２２番地４   近野茂税理士事務所 025-262-2881

齋木 航 951-8068 新潟市中央区上大川前通七番町 1230番地7　ストークビル鏡橋  税理士法人山田アンドパートナーズ　新潟事務所 025-333-9794

齋子 京佑 950-2006 新潟市西区青山新町5番地24   齋子京佑税理士事務所 080-4627-3140

齋田 忠司 951-8136 新潟市中央区関屋田町2丁目240番地   税理士法人柳都　齋田会計事務所 025-233-2248

齋田 文平 950-0088 新潟市中央区万代2丁目4番15号 万代ホームズ906号  税理士法人柳都 025-241-3639

齋藤 直 950-3133 新潟市北区すみれ野1丁目11番5号   齋藤直税理士事務所 090-4371-9680
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齋藤 佑介 950-2045 新潟市西区五十嵐東3丁目2番61号   齋藤佑介税理士事務所 080-9276-1301

坂井 啓二 950-0965 新潟市中央区新光町１９番地８ パブリシティ・フレックスビル３F  坂井啓二税理士事務所 025-281-8331

坂井 隆之 950-0916 新潟市中央区米山四丁目１番３１号   税理士法人嘉山会計 025-256-8935

酒井 真人 951-8063 新潟市中央区古町通４番町６４３番地 古町ツインタワーハイツ２階  酒井真人税理士事務所 025-229-3205

坂本 芳子 950-0143 新潟市江南区元町一丁目4番5号   税理士法人近藤まこと事務所　亀田さとう事務所 025-382-5811

佐久間 映憲 950-0972 新潟市中央区新和三丁目２番１５号   アイシスネオ会計税理士法人　新和事務所 025-285-7881

桜井 昇 950-0051 新潟市東区桃山町2丁目235番地9   桜井昇税理士事務所 025-278-3064

笹川 敬翁 950-0965 新潟市中央区新光町１９番地８ パブリシティ・フレックスビル３F  坂井啓二税理士事務所 025-281-8331

笹川 賢一 950-0982 新潟市中央区堀之内南1丁目15番6号 日南ビル3Ｆ2  笹川賢一税理士事務所 025-247-2411

佐々木 勝成 950-2112 新潟市西区内野町598番地   髙橋弟次税理士事務所 025-262-3554

佐々木 健 951-8062 新潟市中央区西堀前通六番町 897番地1　  税理士法人新潟合同事務所 025-229-6494

佐々木 隆輔 951-8114 新潟市中央区営所通一番町２６０番地   佐々木隆輔税理士事務所 025-223-4612

笹谷 真 950-0853 新潟市東区東明2丁目5番地1 アイビス２Ｆ  笹谷真税理士事務所 025-286-0906

佐藤 清 950-0941 新潟市中央区女池５丁目２番３号   佐藤清税理士事務所 025-284-7595

佐藤 越裕 950-0872 新潟市東区牡丹山3丁目9番9号   佐藤越裕税理士事務所 025-272-9211

佐藤 成浩 951-8067 新潟市中央区本町通7番町1098番1 WorkWith本町2階C‐1号室  佐藤成浩税理士事務所 050-3637-4428

佐藤 毅 950-0053 新潟市東区宝町10番8号   佐藤毅税理士事務所 070-4134-6239

佐藤 徹 950-0972 新潟市中央区新和１丁目４番１０号２階   佐藤徹税理士事務所 025-290-7271

佐藤 寿彦 950-0143 新潟市江南区元町一丁目4番5号   税理士法人近藤まこと事務所　亀田さとう事務所 025-382-5811

佐藤 直人 950-0964 新潟市中央区網川原２丁目７番１１号   税理士法人インテグリティ 025-281-2000

佐藤 秀和 950-0916 新潟市中央区米山四丁目１番３１号   税理士法人嘉山会計 025-256-8935

佐藤 守 950-0993 新潟市中央区上所中１丁目８番１７号   税理士法人小川会計　志賀事務所 025-285-2633

佐藤 洋二 950-0941 新潟市中央区女池6丁目1番5号 女池桜木21ビル3F  佐藤洋二税理士事務所 025-285-9200

塩田 治 950-0086 新潟市中央区花園１丁目４番６号 柳都ビル411号  塩田治税理士事務所 025-244-1556

塩田 優 950-0086 新潟市中央区花園１丁目４番６号 柳都ビル411号  塩田治税理士事務所 025-244-1556

志賀 安雄 950-0993 新潟市中央区上所中１丁目８番１７号   税理士法人小川会計　志賀事務所 025-285-2633

重野 辰夫 950-0122 新潟市江南区稲葉１丁目１番７０号   税理士法人やたか 025-381-5617

渋谷 勇 951-8062 新潟市中央区西堀前通七番町 927番地1　八百玉ビル４階  渋谷勇税理士事務所 025-226-7277

嶋田 麻衣 951-8068 新潟市中央区上大川前通七番町 1230番地7　ストークビル鏡橋  税理士法人山田アンドパートナーズ　新潟事務所 025-333-9794

杉野 功 950-0993 新潟市中央区上所中１丁目８番１７号   税理士法人小川会計　志賀事務所 025-285-2633

杉野 義雄 950-2003 新潟市西区東青山２丁目３番地１４   杉野義雄税理士事務所 025-230-5446

鈴木 敬 950-0916 新潟市中央区米山二丁目6番7号 WorkWith米山  辻・本郷税理士法人　新潟事務所 025-255-5022

清野 正男 950-2022 新潟市西区小針４丁目２０番６２号   清野正男税理士事務所 025-232-7165

瀬賀 弥平 950-0861 新潟市東区中山７丁目３５番１１号   瀬賀弥平税理士事務所 025-211-2346

関口 範夫 950-0862 新潟市東区竹尾2丁目20番20号   税理士法人小川会計　竹尾事務所 025-278-8423

関根 秀之 950-0864 新潟市東区紫竹5丁目１０－１２ オークランド紫竹２０２  関根秀之税理士事務所 025-243-4601

平 要志和 950-0916 新潟市中央区米山５丁目６番３１号   税理士平要志和事務所 025-243-5321

髙野 妙子 950-0088 新潟市中央区万代１丁目２番６号 トーカングランドマンション 第一万代ビューハイツ５０７号 髙野妙子税理士事務所 025-250-7528

髙野 忠喜 950-0122 新潟市江南区稲葉１丁目１番７０号   税理士法人やたか 025-381-5617

高野 肇 950-2022 新潟市西区小針3丁目22番8号 第二日伸ビル203号  高野肇税理士事務所 025-201-1370



令和5年1月13日現在

税理士名 〒 事務所所在地 電話番号

関東信越税理士会新潟県支部連合会
新潟支部

税理士会員名簿

高橋 綾子 950-1142 新潟市江南区楚川甲６１９番地１   高橋綾子税理士事務所 025-283-3990

高橋 勲 950-3126 新潟市北区松浜１丁目１番地１   高橋勲税理士事務所 025-259-2292

高橋 信太 950-0965 新潟市中央区新光町１０－３ 技術士センタービルⅡ４０１号  高橋信太税理士事務所 025-281-7733

高橋 隆 950-3326 新潟市北区柳原二丁目８番６号   税理士法人嘉山会計　新潟北事務所 025-388-4377

髙橋 正 950-0812 新潟市東区豊２丁目６番５２号   税理士法人小川会計 025-271-2212

髙橋 弟次 950-2112 新潟市西区内野町598番地   髙橋弟次税理士事務所 025-262-3554

高橋 登 951-8121 新潟市中央区水道町1丁目5932番地384 オリエール1号  高橋登税理士事務所 080-6544-8127

高橋 英雄 950-1111 新潟市西区大野町２８８２番地１   高橋英雄税理士事務所 025-377-2090

髙橋 浩 950-3126 新潟市北区松浜１丁目１番地１   高橋勲税理士事務所 025-259-2292

高橋 正明 950-2064 新潟市西区寺尾西3丁目19番16号   高橋正明税理士事務所 090-2240-6656

高橋 良雄 950-0932 新潟市中央区長潟894番地1   税理士法人新潟会計アシスト 025-257-7333

高橋 義勝 950-0917 新潟市中央区天神１丁目１２番７号 ＬＥＸＮ１　４階  高橋義勝税理士事務所 025-250-7285

滝上 由行 950-0916 新潟市中央区米山４丁目１番２８号 藤巻ビル２Ｆ  滝上由行税理士事務所 025-241-3739

武石 聡之 951-8052 新潟市中央区下大川前通２ノ町2230-33 万代橋ビルヂング４Ｆ　  武石聡之税理士事務所 025-250-6204

武石 春雄 950-0864 新潟市中央区紫竹1丁目9番9号   税理士法人やまと会計 025-247-0076

竹内 健太 951-8067 新潟市中央区本町通七番町1153 新潟本町通ビル5階  竹内健太税理士事務所 025-378-4454

竹田 信一 950-0971 新潟市中央区上近江3丁目27番18号   竹田信一税理士事務所 025-284-5800

竹本 千佳子 950-1147 新潟市中央区高美町２番１号   竹本千佳子税理士事務所 025-285-7031

竹本 正美 950-1147 新潟市中央区高美町２番１号   竹本正美税理士事務所 025-282-2500

田澤 陽介 950-1101 新潟市西区山田3081番地6   税理士法人近藤まこと事務所 025-378-4075

橘 巧 950-0994 新潟市中央区上所1丁目1番24号 Ｎビル４Ｆ  橘巧税理士事務所 025-278-7257

田中 勝雄 951-8061 新潟市中央区西堀通四番町259番58号 西堀青藍館801号  田中勝雄税理士事務所 025-222-6855

田中 健太郎 950-0944 新潟市中央区愛宕１丁目３番地４   中央会計税理士法人 025-281-6271

田中 正幸 950-0916 新潟市中央区米山二丁目6番7号 WorkWith米山  辻・本郷税理士法人　新潟事務所 025-255-5022

田中 悠馬 951-8061 新潟市中央区西堀通四番町259番58号 西堀青藍館801号  田中勝雄税理士事務所 025-222-6855

田中 義孝 950-0973 新潟市中央区上近江1丁目1番40号 ハイツロベリア207  田中義孝税理士事務所 025-250-6026

田邊 元子 950-3313 新潟市北区太田２０２２番地２   田邊元子税理士事務所 025-386-4584

玉木 英一 950-2122 新潟市西区高山８７番地４   玉木英一税理士事務所 025-262-4469

玉木 茂 951-8104 新潟市中央区西大畑町568番地   玉木茂税理士事務所 025-229-3834

田村 直也 950-0947 新潟市中央区女池北1丁目24番7号   田村直也税理士事務所 025-278-8188

塚本 弘 951-8062 新潟市中央区西堀前通三番町726番地2F   塚本能之税理士事務所 025-228-4080

塚本 由美子 951-8062 新潟市中央区西堀前通三番町726番地 ４F  塚本由美子税理士事務所 025-228-8724

塚本 能之 951-8062 新潟市中央区西堀前通三番町726番地2F   塚本能之税理士事務所 025-228-4080

槻木 裕志 950-2028 新潟市西区小新南２丁目９番２０号   税理士法人さくら総合会計　新潟事務所 025-234-0861

土田 茂博 950-0911 新潟市中央区笹口二丁目10番地13 KEYAKI-BOX　202号室  税理士法人ツチダ会計　新潟事務所 025-250-5088

土田 隆 950-0944 新潟市中央区愛宕３丁目４番１号   税理士法人新潟合同事務所　愛宕事務所 025-285-3931

土屋 国晴 950-0923 新潟市中央区姥ヶ山2丁目26番21号   土屋国晴税理士事務所 025-384-8354

坪野 香奈江 951-8062 新潟市中央区西堀前通六番町 897番地1　  税理士法人新潟合同事務所 025-229-6494

出来島 周 950-0915 新潟市中央区鐙西１丁目８番１０号   鷲尾栄作税理士事務所 025-241-2788

寺田 隆文 951-8113 新潟市中央区寄居町３４５番地   税理士法人逸見会計 025-223-5085
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東條 達夫 951-8126 新潟市中央区学校町通三番町557番地1   税理士法人学校町会計 025-211-4671

富樫 覓 950-0965 新潟市中央区新光町１５番地２ 新潟県公社総合ビル３階  税理士法人美咲会計 025-280-1501

富岡 清嗣 951-8054 新潟市中央区礎町通上一ノ町1922番地   富岡清嗣税理士事務所 025-223-5006

富岡 裕嗣 951-8054 新潟市中央区礎町通上一ノ町1922番地   富岡清嗣税理士事務所 025-223-5006

富川 拓朗 951-8062 新潟市中央区西堀前通８番町１５１３番地 ＷｅｓｔＨｉｌｌ’ｓ Ｍ＆Ｍ  富川拓朗税理士事務所 025-228-9873

外山 真治 950-0054 新潟市東区秋葉１丁目５番１９号   外山真治税理士事務所 025-271-1293

豊田 智 950-1102 新潟市西区善久815番地1   Ａｃｅ税理士法人 025-377-1693

長井 達也 950-0926 新潟市中央区高志２丁目９番２３号   税理士法人高志会計 025-287-1711

中田 有信 950-0916 新潟市中央区米山2丁目2番地2   税理士法人中田会計 025-243-4151

永野 道雄 951-8116 新潟市中央区東中通2番町288番地2 マンション司312号  永野道雄税理士事務所 025-222-8326

中村 竹志 950-2036 新潟市西区新通西２丁目２６番１６号   中村竹志税理士事務所 025-250-0732

中村 直子 950-0864 新潟市中央区紫竹1丁目9番9号   税理士法人やまと会計 025-247-0076

仲谷 正美 950-0916 新潟市中央区米山５番７号   Ａｒｔ税理士法人 025-242-3201

中山 貞夫 950-2074 新潟市西区真砂1丁目10番17号   中山貞夫税理士事務所 025-231-3759

中山 幸夫 950-1115 新潟市西区鳥原６３８番地１０   中山幸夫税理士事務所 025-379-2157

成田 俊郎 951-8052 新潟市中央区下大川前通7ノ町2230番地   税理士法人万代つばさ 025-228-4697

新関 真治 951-8068 新潟市中央区上大川前通七番町 １２３０番地７　ストークビル鏡橋４階  デロイトトーマツ税理士法人　新潟事務所 025-368-8801

饒村 悠子 950-0916 新潟市中央区米山2-6-12 2F  饒村悠子税理士事務所 025-290-7243

西久保 勝郎 950-1151 新潟市中央区湖南29-2 ファーストクラス市民病院前206  西久保勝郎税理士事務所 025-250-5829

新田 尚也 951-8104 新潟市中央区西大畑町６２０番地 ハイツ日本海４階  山口隆税理士事務所 025-224-1177

新部 隆史 950-0961 新潟市中央区東出来島６番１３号   あすか中央税理士法人　新潟事務所 025-280-0100

二平 厚 951-8144 新潟市中央区関南町1番10号   二平厚税理士事務所 025-378-2785

根本 昌幸 950-2024 新潟市西区小新西3丁目15番7号   新潟税理士法人深滝合同事務所 025-267-4843

野﨑 衛 950-1102 新潟市西区善久815番地1   Ａｃｅ税理士法人 025-377-1693

野本 真理 951-8068 新潟市中央区上大川前通七番町 １２３０番地７　ストークビル鏡橋４階  デロイトトーマツ税理士法人　新潟事務所 025-368-8801

長谷川 治 950-0994 新潟市中央区上所１丁目１番２４号 Ｎビル５階  長谷川治税理士事務所 025-242-3610

馬場 淳 950-0005 新潟市東区太平4丁目5番地10   石山弘税理士事務所 025-273-9493

原 敏久 950-2022 新潟市西区小針１丁目１１番２０号   原敏久税理士事務所 025-231-7833

樋口 実花 950-0916 新潟市中央区米山５丁目６番３１号   税理士平要志和事務所 025-243-5321

彦根 昇 950-0052 新潟市東区秋葉通3‐40‐2 秋葉ビル302号室  彦根昇税理士事務所 025-282-5723

平岡 正敏 951-8114 新潟市中央区営所通二番町692番地27 ビラプリンス2Ｆ  平岡正敏税理士事務所 025-222-4433

平川 利夫 950-2022 新潟市西区小針６丁目１８番１２号   平川利夫税理士事務所 025-266-5827

平野 利弘 950-0943 新潟市中央区女池神明２丁目８番地１   税理士法人美咲会計　平野税務会計事務所 025-284-4006

平野 利司 950-0943 新潟市中央区女池神明２丁目８番地１   税理士法人美咲会計　平野税務会計事務所 025-284-4006

平丸 紀一 950-0915 新潟市中央区鐙西1丁目3番2号   平丸紀一税理士事務所 025-245-7059

平山 達夫 950-2001 新潟市西区浦山1丁目2番10号   トラスト税理士法人 025-267-1112

平山 豊 950-0954 新潟市中央区美咲町１丁目４番１５号   平山豊税理士事務所 025-285-1033

廣瀨 昭 950-3306 新潟市北区内島見5154番地9   廣瀨昭税理士事務所 025-387-6400

藤井 達士 950-0954 新潟市中央区美咲町１丁目７番５５号   宮本裕将税理士事務所 025-288-0177

藤田 納 951-8141 新潟市中央区関新2丁目1番73号 新潟ダイカンプラザ遊学館404号室  藤田納税理士事務所 025-201-7406
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逸見 和宏 951-8113 新潟市中央区寄居町３４５番地   税理士法人逸見会計 025-223-5085

逸見 聡 951-8113 新潟市中央区寄居町３４５番地   税理士法人逸見会計 025-223-5085

星野 昌広 950-0031 新潟市東区船江町1丁目48番2号   星野昌広税理士事務所 025-288-1626

細川 健二 950-0865 新潟市中央区本馬越１丁目２番１３号   細川健二税理士事務所 025-243-5525

細田 隆史 950-1135 新潟市江南区曽野木1丁目35番38号   細田隆史税理士事務所 025-284-2315

堀 華栄 950-2022 新潟市西区小針２丁目２６番３号   堀華栄税理士事務所 070-5563-1557

堀江 匠 951-8062 新潟市中央区西堀前通六番町 897番地1　  税理士法人新潟合同事務所 025-229-6494

堀川 泰豊 950-3313 新潟市北区太田甲５６６８番地２   堀川泰豊税理士事務所 025-386-7595

本間 景子 950-0992 新潟市中央区上所上一丁目８番１４号   ＦＵＮ税理士法人 025-283-8305

本間 寛 950-3326 新潟市北区柳原３丁目１１番１６号   本間寛税理士事務所 025-388-4531

前川 真也 950-0087 新潟市中央区東大通2丁目1番20号 ステーションプラザ新潟ビル410号  税理士法人サンライズ　新潟中央事務所 025-245-2341

前澤 哲 950-2002 新潟市西区青山四丁目10番22号   前澤哲税理士事務所 025-233-8839

松浦 哲也 951-8068 新潟市中央区上大川前通七番町 １２３０番地７　ストークビル鏡橋４階  デロイトトーマツ税理士法人　新潟事務所 025-368-8801

松岡 功太郎 951-8126 新潟市中央区学校町通3番町557-1 北本ビル202  松岡功太郎税理士事務所 025-211-4677

松田 聡 950-0855 新潟市東区江南２丁目２番地５   松田聡税理士事務所 025-286-0035

松永 彌 950-2157 新潟市西区内野西が丘２丁目９番３１号   松永彌税理士事務所 025-261-2324

眞野 禎太 951-8068 新潟市中央区上大川前通七番町1230番地7 ストークビル鏡橋7階  眞野禎太税理士事務所 050-6868-4130

丸山 秀樹 950-0916 新潟市中央区米山2丁目2番地2   税理士法人中田会計 025-243-4151

圓山 由紀夫 950-0862 新潟市東区竹尾３丁目２番１２号   圓山由紀夫税理士事務所 025-270-8695

水島 敏 950-0915 新潟市中央区鐙西2丁目35番40号   税理士法人信越会計 025-256-8092

皆川 廣彰 950-1101 新潟市西区山田3081番地6   税理士法人近藤まこと事務所 025-378-4075

三部 正歳 951-8104 新潟市中央区西大畑町5220番地88   三部正歳税理士事務所 025-222-8103

三村 宰 950-0087 新潟市中央区東大通二丁目２番９号 トーカン万代第２ビューハイツ５０５  三村宰税理士事務所 025-240-0501

宮腰 貴和子 950-0087 新潟市中央区東大通２丁目２番２３号   五十嵐忠司税理士事務所 025-245-3706

宮腰 力 950-0087 新潟市中央区東大通２丁目２番２３号   五十嵐忠司税理士事務所 025-245-3706

宮田 藤寛 950-0864 新潟市中央区紫竹1丁目9番9号   税理士法人やまと会計 025-247-0076

宮本 裕将 950-0954 新潟市中央区美咲町１丁目７番５５号   宮本裕将税理士事務所 025-288-0177

罇 敏朗 951-8068 新潟市中央区上大川前通6番町1180番地1 ﾄｰｶﾝﾏﾝｼｮﾝ柾谷小路301号  罇敏朗税理士事務所 025-224-5475

八百板 誠 951-8052 新潟市中央区下大川前通7ノ町2230番地   税理士法人万代つばさ 025-228-4697

八木 慶太 951-8116 新潟市中央区東中通一番町86番地30   税理士法人八木税務経理事務所 025-228-0131

八木 庸一 950-3324 新潟市北区前新田甲１１３番地   八木庸一税理士事務所 025-387-4730

八木 良三 951-8116 新潟市中央区東中通一番町86番地30   税理士法人八木税務経理事務所 025-228-0131

柳通 和也 951-8062 新潟市中央区西堀前通六番町 897番地1　  税理士法人新潟合同事務所 025-229-6494

山川 学 950-2063 新潟市西区寺尾台３丁目５番２３号   山川工税理士事務所 025-269-7070

山川 工 950-2063 新潟市西区寺尾台３丁目５番２３号   山川工税理士事務所 025-269-7070

山岸 賢太朗 950-0992 新潟市中央区上所上一丁目８番１４号   ＦＵＮ税理士法人 025-283-8305

山岸 誠一 950-0992 新潟市中央区上所上一丁目８番１４号   ＦＵＮ税理士法人 025-283-8305

山岸 貴 950-0944 新潟市中央区愛宕１丁目３番地４   中央会計税理士法人 025-281-6271

山口 隆 951-8104 新潟市中央区西大畑町６２０番地 ハイツ日本海４階  山口隆税理士事務所 025-224-1177

山崎 隆夫 951-8062 新潟市中央区西堀前通1番町702番地 西堀1番町ビル201号  山崎隆夫税理士事務所 025-223-5460
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山﨑 真 950-2022 新潟市西区小針１丁目１１番１２号 ダイアパレス小針３０７号  山﨑真税理士事務所 025-210-1930

山田 育子 950-0941 新潟市中央区女池５丁目２番３号   佐藤清税理士事務所 025-284-7595

山田 文幸 951-8068 新潟市中央区上大川前通4番町32番地1   アイシスネオ会計税理士法人 025-229-0670

山田 亘 950-0982 新潟市中央区堀之内南3丁目8番15号   税理士法人ヤマダ事務所 025-285-1227

山本 勝 950-2022 新潟市西区小針1丁目43番2号   山本勝税理士事務所 090-6145-0385

結城 宏之 950-0812 新潟市東区豊２丁目６番５２号   税理士法人小川会計 025-271-2212

横川 恵梨 951-8126 新潟市中央区学校町通三番町557番地1   税理士法人学校町会計 025-211-4671

横堀 亮 950-2022 新潟市西区小針2丁目26番5号   横堀亮税理士事務所 025-266-1967

横山 榮一 950-2162 新潟市西区五十嵐中島5丁目3番32号   税理士法人サンライズ 025-264-5815

横山 のぞみ 950-0992 新潟市中央区上所上一丁目８番１４号   ＦＵＮ税理士法人 025-283-8305

横山 良智 950-0841 新潟市東区中野山1丁目6番地6   横山良智税理士事務所 090-7831-6490

吉井 哲夫 951-8126 新潟市中央区学校町通三番町557番地1   税理士法人学校町会計 025-211-4671

吉田 則雄 950-0962 新潟市中央区出来島１丁目３番９号 ロイヤル千歳２１　１Ｆ  吉田則雄税理士事務所 025-282-1555

吉田 英雄 950-0962 新潟市中央区出来島１丁目３番９号 ロイヤル千歳２１　１Ｆ  吉田則雄税理士事務所 025-282-1555

吉田 雅一 950-0941 新潟市中央区女池４丁目１８番１８号 マクスウェル女池３Ｆ  Ｌ＆Ｂヨシダ税理士法人　新潟オフィス 025-383-8868

米山 健一 950-0905 新潟市中央区天神尾一丁目10番9号   税理士法人嘉山会計　米山事務所 025-241-4546

若月 雄大 950-0944 新潟市中央区愛宕１丁目３番地４   中央会計税理士法人 025-281-6271

鷲尾 栄作 950-0915 新潟市中央区鐙西１丁目８番１０号   鷲尾栄作税理士事務所 025-241-2788

鷲尾 博 950-0964 新潟市中央区網川原1丁目20番12号   鷲尾博税理士事務所 025-284-2735

渡辺 岩雄 950-0088 新潟市中央区万代１丁目２番３号 コープ野村万代４０９号  渡辺岩雄税理士事務所 025-282-7807

渡邉 俊仁 950-0972 新潟市中央区新和４丁目１４番１０号２   渡邉俊仁税理士事務所 025-384-4368

渡邊 敏明 951-8067 新潟市中央区本町通八番町１３５７番地 佐藤ビル4階  渡邊敏明税理士事務所 025-229-1065

渡邉 信子 950-0916 新潟市中央区米山５番７号   Ａｒｔ税理士法人 025-242-3201

渡邊 日奈子 950-0866 新潟市中央区西馬越３番５号   税理士法人新潟合同事務所　駅南事務所 025-247-1884

渡部 政記 950-0973 新潟市中央区上近江4丁目6番2号 エステート近江Ａ棟203号室  渡部政記税理士事務所 025-283-9310

渡邊 正春 951-8104 新潟市中央区西大畑町６０１‐５ ときわマンション305号  渡邊正春税理士事務所 025-222-5539

渡邉 芳明 950-0981 新潟市中央区堀之内２４番地１　 ＪＡビル2Ｆ  渡邉芳明税理士事務所 025-244-0667

渡部 正 951-8104 新潟市中央区西大畑町６２０番地 ハイツ日本海４階  山口隆税理士事務所 025-224-1177
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Ａｒｔ税理士法人 950-0916 新潟市中央区米山５番７号  025-242-3201

アイシスネオ会計税理士法人 951-8068 新潟市中央区上大川前通4番町32番地1  025-229-0670

アイシスネオ会計税理士法人　新和事務所 950-0972 新潟市中央区新和三丁目２番１５号  025-285-7881

あすか中央税理士法人　新潟事務所 950-0961 新潟市中央区東出来島６番１３号  025-280-0100

Ａｃｅ税理士法人 950-1102 新潟市西区善久815番地1  025-377-1693

Ｌ＆Ｂヨシダ税理士法人　新潟オフィス 950-0941 新潟市中央区女池４丁目１８番１８号 マクスウェル女池３Ｆ 025-383-8868

税理士法人あおば会計 950-0982 新潟市中央区堀之内南３丁目１番２１号  025-290-0400

税理士法人青海　田中事務所 950-1209 新潟市南区親和町5番1号  080-9513-9628

税理士法人石田経理事務所 951-8124 新潟市中央区医学町通1番町68番地2  025-228-8111

税理士法人いろは会計　新潟事務所 950-0925 新潟市中央区弁天橋通3丁目10番20号 ケー・ケーエンタープライズビル2F 025-256-8254

税理士法人インテグリティ 950-0964 新潟市中央区網川原２丁目７番１１号  025-281-2000

税理士法人小川会計 950-0812 新潟市東区豊２丁目６番５２号  025-271-2212

税理士法人小川会計　志賀事務所 950-0993 新潟市中央区上所中１丁目８番１７号  025-285-2633

税理士法人小川会計　竹尾事務所 950-0862 新潟市東区竹尾2丁目20番20号  025-278-8423

税理士法人小川会計　長谷部事務所 950-0152 新潟市江南区亀田緑町3丁目2番8号  025-382-4740

税理士法人学校町会計 951-8126 新潟市中央区学校町通三番町557番地1  025-211-4671

税理士法人嘉山会計 950-0916 新潟市中央区米山四丁目１番３１号  025-256-8935

税理士法人嘉山会計　新潟北事務所 950-3326 新潟市北区柳原二丁目８番６号  025-388-4377

税理士法人嘉山会計　米山事務所 950-0905 新潟市中央区天神尾一丁目10番9号  025-241-4546

税理士法人高志会計 950-0926 新潟市中央区高志２丁目９番２３号  025-287-1711

税理士法人近藤まこと事務所 950-1101 新潟市西区山田3081番地6  025-378-4075

税理士法人近藤まこと事務所　亀田さとう事務所 950-0143 新潟市江南区元町一丁目4番5号  025-382-5811

税理士法人さくら総合会計　新潟事務所 950-2028 新潟市西区小新南２丁目９番２０号  025-234-0861

税理士法人サンライズ 950-2162 新潟市西区五十嵐中島5丁目3番32号  025-264-5815

税理士法人サンライズ　新潟中央事務所 950-0087 新潟市中央区東大通2丁目1番20号 ステーションプラザ新潟ビル410号 025-245-2341

税理士法人信越会計 950-0915 新潟市中央区鐙西2丁目35番40号  025-256-8092

税理士法人ツチダ会計　新潟事務所 950-0911 新潟市中央区笹口二丁目10番地13 KEYAKI-BOX　202号室 025-250-5088

税理士法人中田会計 950-0916 新潟市中央区米山2丁目2番地2  025-243-4151

税理士法人新潟会計アシスト 950-0932 新潟市中央区長潟894番地1  025-257-7333

税理士法人新潟合同事務所 951-8062 新潟市中央区西堀前通六番町 897番地1　 025-229-6494

税理士法人新潟合同事務所　愛宕事務所 950-0944 新潟市中央区愛宕３丁目４番１号  025-285-3931

税理士法人新潟合同事務所　駅南事務所 950-0866 新潟市中央区西馬越３番５号  025-247-1884

税理士法人万代つばさ 951-8052 新潟市中央区下大川前通7ノ町2230番地  025-228-4697

税理士法人Ｐier Ｔａｘ　新潟事務所 950-0932 新潟市中央区長潟１２０４番地４  025-278-3566

税理士法人フォーカスクライド　新潟オフィス 950-2015 新潟市西区西小針台二丁目5番4号  025-211-8683

税理士法人逸見会計 951-8113 新潟市中央区寄居町３４５番地  025-223-5085

税理士法人美咲会計 950-0965 新潟市中央区新光町１５番地２ 新潟県公社総合ビル３階 025-280-1501

税理士法人美咲会計　平野税務会計事務所 950-0943 新潟市中央区女池神明２丁目８番地１  025-284-4006

税理士法人八木税務経理事務所 951-8116 新潟市中央区東中通一番町86番地30  025-228-0131

税理士法人やたか 950-0122 新潟市江南区稲葉１丁目１番７０号  025-381-5617

関東信越税理士会新潟県支部連合会
新潟支部

税理士法人会員名簿
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関東信越税理士会新潟県支部連合会
新潟支部

税理士法人会員名簿

税理士法人山田アンドパートナーズ　新潟事務所 951-8068 新潟市中央区上大川前通七番町 1230番地7　ストークビル鏡橋 025-333-9794

税理士法人ヤマダ事務所 950-0982 新潟市中央区堀之内南3丁目8番15号  025-285-1227

税理士法人やまと会計 950-0864 新潟市中央区紫竹1丁目9番9号  025-247-0076

税理士法人柳都 950-0088 新潟市中央区万代2丁目4番15号 万代ホームズ906号 025-241-3639

税理士法人柳都　齋田会計事務所 951-8136 新潟市中央区関屋田町2丁目240番地  025-233-2248

税理士法人サンライズ　新潟白山事務所 951-8131 新潟市中央区白山浦1丁目467番地2  025-231-7082

中央会計税理士法人 950-0944 新潟市中央区愛宕１丁目３番地４  025-281-6271

辻・本郷税理士法人　新潟事務所 950-0916 新潟市中央区米山二丁目6番7号 WorkWith米山 025-255-5022

デロイトトーマツ税理士法人　新潟事務所 951-8068 新潟市中央区上大川前通七番町 １２３０番地７　ストークビル鏡橋４階 025-368-8801

トラスト税理士法人 950-2001 新潟市西区浦山1丁目2番10号  025-267-1112

新潟税理士法人深滝合同事務所 950-2024 新潟市西区小新西3丁目15番7号  025-267-4843

ＦＵＮ税理士法人 950-0992 新潟市中央区上所上一丁目８番１４号  025-283-8305

ＦＵＮ税理士法人　新潟南事務所 950-1213 新潟市南区能登543番地6  025-373-3665


