関東信越税理士会新潟県支部連合会
三条支部
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 清

955-0081 三条市東裏館２丁目２１番５４号 安達清税理士事務所

0256-33-4300

五十島 浩行

955-0861 三条市北新保２丁目１番４０号 県央税理士法人

0256-32-3171

五十嵐 輝幸

959-1383 加茂市旭町２番３２号 五十嵐輝幸税理士事務所

0256-46-8974

五十嵐 義則

955-0065 三条市旭町２丁目１１番１７号 大和ビル３階 五十嵐義則税理士事務所

0256-32-0639

石川 勝行

955-0862 三条市南新保８番３０号 石川勝行税理士事務所

0256-34-4789

石月 良典

955-0863 三条市東新保１０番４０－３号

0256-34-6264

稲田 望

955-0864 三条市曲渕３丁目２３番６４号 稲田望税理士事務所

0256-35-2414

岩井 和夫

955-0861 三条市北新保２丁目１番４０号 県央税理士法人

0256-32-3171

岩本 功

955-0047 三条市東三条２丁目２１番１７‐２号

0256-38-3613

上野 勝

954-0111 見附市今町３丁目１０番６７号 上野礼子税理士事務所

0258-66-4674

上野 礼子

954-0111 見附市今町３丁目１０番６７号 上野礼子税理士事務所

0258-66-4674

大久保 秀男

955-0083 三条市荒町二丁目６番８号 大久保秀男税理士事務所

0256-36-2078

大久保 実

955-0083 三条市荒町二丁目６番８号 大久保秀男税理士事務所

0256-36-2078

大澤 弘幸

959-1383 加茂市旭町15-15 プレシール旭A202 大澤弘幸税理士事務所

090-1697-7584

大橋 博

955-0047 三条市東三条２丁目６番３３－１号 税理士法人中越

0256-32-0003

岡 智紀

954-0111 見附市今町5丁目27番11号 岡智紀税理士事務所

0258-66-0757

岡本 浩

955-0045 三条市一ノ門二丁目1番15号

0256-36-5866

小川 壱男

955-0081 三条市東裏館２丁目１番３３号 小川壱男税理士事務所

0256-32-0817

小川 久男

959-1354 加茂市新町２丁目２番１４号 小川久男税理士事務所

0256-52-0883

落合 孝夫

955-0047 三条市東三条２丁目２１番１７‐２号

落合孝夫税理士事務所

0256-38-3613

小野塚 淳

955-0091 三条市上須頃1256番地

税理士法人近藤まこと事務所 三条事務所

0256-47-4161

片岡 俊員

959-1325 加茂市神明町2丁目5番6号 片岡俊員税理士事務所

0256-52-1057

片山 和郎

959-1143 三条市泉新田３０２８番地

0256-45-7310

勝見 悦行

955-0852 三条市南四日町４丁目９番２５‐１号 勝見悦行税理士事務所

0256-35-5634

河合 邦義

955-0065 三条市旭町２丁目１１番１７号 大和ビル３階 五十嵐義則税理士事務所

0256-32-0639

椛澤 綾子

955-0045 三条市一ノ門１丁目１番１４号 燕三条税理士法人

0256-33-1792

神田 秀幸

955-0861 三条市北新保２丁目１番４０号 県央税理士法人

0256-32-3171

木伏 良雄

955-0022 三条市上保内乙584番地1

0256-38-4614

桑原 茂樹

955-0861 三条市北新保２丁目７番４号 桑原茂樹税理士事務所

0256-34-4449

小林 孝行

955-0046 三条市興野３丁目１２番２２号 小林孝行税理士事務所

0256-34-3865

小林 博信

955-0046 三条市興野３丁目１２番２２号 小林孝行税理士事務所

0256-34-3865

小林 宏文

954-0111 見附市今町1丁目12番16号 小林宏文税理士事務所

0258-61-2772

齋藤 嘉一

955-0065 三条市旭町2丁目13番23号 税理士法人ユニティ

0256-46-0033

坂井 建一

955-0041 三条市三竹２丁目１６番１０－２号

0256-32-8597

佐々木 孝

955-0842 三条市島田１丁目１２番５号 佐々木孝税理士事務所

0256-33-5007

捧 俊雄

955-0056 三条市嘉坪川1丁目31番15号 捧俊雄税理士事務所

0256-32-7137

佐藤 久

955-0851 三条市西四日町３丁目７‐１７ 佐藤久税理士事務所

0256-34-4194

佐藤 義宏

955-0853 三条市北四日町6番7号 佐藤義宏税理士事務所

0256-33-1256

杉山 佳子

955-0063 三条市神明町2番1号 野﨑貴実税理士事務所

0256-46-0826

関根 貴代美

955-0852 三条市南四日町１丁目１１番３９号 関根貴代美税理士事務所

0256-32-1372

税理士法人Ｐｉｅｒ Ｔａｘ

岩本功税理士事務所

アトラス税理士法人 岡本事務所

いずみ税理士法人

木伏良雄税理士事務所

坂井建一税理士事務所

関東信越税理士会新潟県支部連合会
三条支部
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関根 朝秋

955-0851 三条市西四日町１丁目４番２７号 関根朝秋税理士事務所

0256-34-2229

関根 龍一

955-0852 三条市南四日町１丁目１１番３９号 関根龍一税理士事務所

0256-32-1372

高浪 盛雄

955-0842 三条市島田１丁目２番２０号 高浪盛雄税理士事務所

0256-32-2932

髙橋 弘之

959-1143 三条市泉新田３０２８番地

0256-45-7310

田中 繁博

955-0047 三条市東三条２丁目６番３３－１号 税理士法人中越

0256-32-0003

田中 宣成

954-0076 見附市新幸町２番１２号 税理士法人みのり

0258-66-6393

田中 ゆか里

954-0076 見附市新幸町２番１２号

税理士法人みのり

0258-66-6393

田中 由起子

954-0076 見附市新幸町２番１２号 税理士法人みのり

0258-66-6393

田辺 修

954-0053 見附市本町4丁目3番9号 税理士法人青海

0258-86-7707

外石 貴紀

959-1328 加茂市陣ヶ峰１１番２号 税理士法人青海 外石事務所

0256-52-1011

中川 俊男

959-1326 加茂市青海町１丁目２番８号 中川俊男税理士事務所

0256-52-1597

中島 寛之

959-1328 加茂市陣ヶ峰１１番２号 税理士法人青海 外石事務所

0256-52-1011

中野 亘

959-1386 加茂市柳町１丁目４番５号 中野亘税理士事務所

0256-52-1516

長橋 昇

955-0813 三条市袋152番地

0256-64-7570

中山 幸則

955-0055 三条市塚野目四丁目１５番２８号

Ｌ＆Ｂヨシダ税理士法人

0256-32-5002

西丸 保幸

959-1383 加茂市旭町１５番３０号 税理士法人山口会計パートナーズ

0256-52-6869

野﨑 貴実

955-0063 三条市神明町2番1号 野﨑貴実税理士事務所

0256-46-0826

野島 廣一郎

955-0065 三条市旭町2丁目13番23号 税理士法人ユニティ

0256-46-0033

羽賀 忠大

954-0105 見附市下関町969番地

090-6942-0597

長谷川 隆功

955-0082 三条市西裏館１丁目１番４６号 長谷川隆功税理士事務所

0256-32-0524

長谷川 税

954-0051 見附市本所１丁目６番３２号 長谷川税税理士事務所

0258-62-0053

平賀 博志

954-0051 見附市本所1丁目22番36号 平賀博志税理士事務所

0258-63-3864

藤井 道明

955-0046 三条市興野２丁目１５番３６号 藤井道明税理士事務所

0256-32-2035

藤田 紘一

955-0057 三条市新光町２７番６６号 藤田紘一税理士事務所

0256-35-6085

藤田 真理子

955-0057 三条市新光町２７番６６号 藤田紘一税理士事務所

0256-35-6085

藤本 準一

959-1371 加茂市穀町１０番１６号 藤本準一税理士事務所

0256-52-2625

増田 和弘

955-0083 三条市荒町２丁目５番１６号 増田和弘税理士事務所

0256-32-1256

松﨑 孝史

955-0084 三条市石上二丁目7番10号

アトラス税理士法人

0256-35-3290

松﨑 武

955-0084 三条市石上二丁目7番10号

アトラス税理士法人

0256-35-3290

松澤 好良

955-0056 三条市嘉坪川１丁目１９番１号 松澤好良税理士事務所

0256-34-8091

丸山 佳宏

955-0045 三条市一ノ門2丁目7番12号 丸山佳宏税理士事務所

0256-32-1710

水落 一文

955-0071 三条市本町3丁目1番15号 水落一文税理士事務所

0256-32-2033

水信 功

955-0051 三条市鶴田１丁目２１番７号 水信功税理士事務所

0256-38-1300

山口 昇

959-1383 加茂市旭町１５番３０号 税理士法人山口会計パートナーズ

0256-52-6869

山口 英世

955-0845 三条市西本成寺１丁目２９番３７号 山口英世税理士事務所

0256-33-2865

吉田 敏由紀

955-0055 三条市塚野目四丁目１５番２８号

0256-32-5002

吉田 日出夫

954-0059 見附市昭和町２丁目３番８号 吉田日出夫税理士事務所

0258-63-1800

吉田 裕幸

955-0056 三条市嘉坪川1‐2‐29 プラザビル2Ｆ 税理士吉田裕幸事務所

0256-31-2356

依田 志郎

954-0082 見附市柳橋町107番地6

依田志郎税理士事務所

0258-66-7750

依田 精一

954-0082 見附市柳橋町107番地6

依田志郎税理士事務所

0258-66-7750

いずみ税理士法人

長橋昇税理士事務所

羽賀忠大税理士事務所

Ｌ＆Ｂヨシダ税理士法人
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電話番号

アトラス税理士法人

955-0084 三条市石上二丁目7番10号

0256-35-3290

アトラス税理士法人 岡本事務所

955-0045 三条市一ノ門二丁目1番15号

0256-36-5866

いずみ税理士法人

959-1143 三条市泉新田３０２８番地

0256-45-7310

Ｌ＆Ｂヨシダ税理士法人

955-0055 三条市塚野目四丁目１５番２８号

0256-32-5002

県央税理士法人

955-0861 三条市北新保２丁目１番４０号

0256-32-3171

税理士法人青海

954-0053 見附市本町4丁目3番9号

0258-86-7707

税理士法人青海 外石事務所

959-1328 加茂市陣ヶ峰１１番２号

0256-52-1011

税理士法人近藤まこと事務所 三条事務所

955-0091 三条市上須頃1256番地

0256-47-4161

税理士法人中越

955-0047 三条市東三条２丁目６番３３－１号

0256-32-0003

税理士法人Ｐｉｅｒ Ｔａｘ

955-0863 三条市東新保１０番４０－３号

0256-34-6264

税理士法人みのり

954-0076 見附市新幸町２番１２号

0258-66-6393

税理士法人山口会計パートナーズ

959-1383 加茂市旭町１５番３０号

0256-52-6869

税理士法人ユニティ

955-0065 三条市旭町2丁目13番23号

0256-46-0033

燕三条税理士法人

955-0045 三条市一ノ門１丁目１番１４号

0256-33-1792

