関東信越税理士会新潟県支部連合会
高田支部
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

池田 義信

944-0014 妙高市関川町1‐4‐16 池田義信税理士事務所

0255-72-3709

石田 剛史

942-0061 上越市春日新田１丁目２２番２１号 税理士法人石田会計事務所

025-543-5306

石田 昇

942-0081 上越市五智1丁目9番15号 税理士法人ケイワパートナーズ

025-543-3870

石田 弘

942-0061 上越市春日新田１丁目２２番２１号 税理士法人石田会計事務所

025-543-5306

和泉 昭夫

944-0016 妙高市美守２丁目１１番４号 和泉昭夫税理士事務所

0255-72-9898

猪嶋 理子

942-0081 上越市五智1丁目9番15号 税理士法人ケイワパートナーズ

025-543-3870

井部 祥子

942-0051 上越市大字下源入４４５番地 井部俊一税理士事務所

025-543-3695

井部 俊一

942-0051 上越市大字下源入４４５番地 井部俊一税理士事務所

025-543-3695

井部 優

942-0051 上越市大字下源入４４５番地 井部俊一税理士事務所

025-543-3695

今井 彦市

943-0891 上越市昭和町１丁目１３番１号 今井彦市税理士事務所

025-521-7841

岩﨑 敏一

943-0832 上越市本町２丁目２番２３号 岩﨑敏一税理士事務所

025-523-3290

岩﨑 誠

943-0837 上越市南城町１丁目１３番３２号 高橋秀一郎税理士事務所

025-523-2347

上田 滋之

943-0838 上越市大手町１０番１９号 上田滋之税理士事務所

025-524-3035

大原 啓資

943-0836 上越市東城町３丁目１番２３号 大原啓資税理士事務所

025-526-5733

角張 純

943-0805 上越市木田二丁目１番１号 税理士法人共同会計社 上越事務所

050-3384-3107

笠原 敏郎

944-0043 妙高市朝日町１丁目３番４号 笠原敏郎税理士事務所

0255-72-2479

勝島 一真

942-0072 上越市栄町二丁目3番3号 税理士法人ビジネスカツシマ

025-543-5500

金子 茂

944-0042 妙高市東雲町４番３１号 金子茂税理士事務所

0255-72-7438

川上 陽

942-0063 上越市下門前2292番地

025-520-7803

川久保 寛

949-2106 妙高市大字田口275番地

小島 富雄

943-0892 上越市寺町３丁目８番８号 辻・本郷税理士法人 上越事務所

025-524-3239

後藤 健二

943-0173 上越市大字富岡１９２６番地１ 後藤健二税理士事務所

025-526-5788

小林 大介

943-0805 上越市木田３丁目５番５号 髙橋俊宣税理士事務所

025-525-0020

小林 富佐夫

943-0824 上越市北城町四丁目6番8号

025-521-7060

小林 良一

949-2106 妙高市大字田口９３０番地２０２

小山 祐一

943-0805 上越市木田2丁目8番3号 スタフィリア201 小山祐一税理士事務所

025-530-7327

斉藤 栄

943-0185 上越市大字長面１９番地１ 斉藤栄税理士事務所

025-523-3165

笹川 香織

949-3214 上越市柿崎区馬正面１２１０番地 笹川香織税理士事務所

025-536-9414

笹川 和幸

942-0061 上越市春日新田３丁目５－２４ 笹川和幸税理士事務所

025-520-7539

笹川 賢治

942-0081 上越市五智１丁目２０番２２号 笹川賢治税理士事務所

025-543-1898

笹川 義晴

942-0051 上越市大字下源入４４５番地 井部俊一税理士事務所

025-543-3695

佐藤 武彦

942-0081 上越市五智１丁目２８番２０号 佐藤武彦税理士事務所

025-544-2503

佐藤 洋一

943-0834 上越市西城町３丁目１１番２１号 佐藤洋一税理士事務所

025-523-7847

塩崎 嘉夫

943-0824 上越市北城町３丁目１７番３５号 塩崎嘉夫税理士事務所

025-523-5336

塩尻 晃

943-0824 上越市北城町四丁目6番8号

025-521-7060

品田 慶一

943-0841 上越市南本町３丁目６番４号 品田慶一税理士事務所

025-526-1305

杉田 徳孝

943-0831 上越市仲町４丁目７番６号 杉田徳孝税理士事務所

025-524-3151

相馬 睦夫

943-0828 上越市北本町３丁目４番１１号 相馬睦夫税理士事務所

025-512-6218

髙橋 俊宣

943-0805 上越市木田３丁目５番５号 髙橋俊宣税理士事務所

025-525-0020

高橋 秀一郎

943-0837 上越市南城町１丁目１３番３２号 高橋秀一郎税理士事務所

025-523-2347

川上陽税理士事務所
川久保寛税理士事務所

ＳＢＣパートナーズ税理士法人 上越支店
小林良一税理士事務所

ＳＢＣパートナーズ税理士法人 上越支店

0255-86-2286

0255-86-4643
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髙山 正人

942-0052 上越市大字上源入４２０番地１８ 髙山正人税理士事務所

025-520-4733

竹内 直子

942-0001 上越市中央一丁目２７‐１１ 竹内直子税理士事務所

025-530-9690

竹田 郁夫

949-2106 妙高市田口３２１番地２ 高原ビル２０１号室 竹田郁夫税理士事務所

0255-70-2166

田原 正彦

942-0063 上越市下門前2292番地

025-520-7803

玉井 和浩

943-0825 上越市東本町４丁目６番１２号 玉井和浩税理士事務所

025-512-5048

塚田 俊夫

943-0824 上越市北城町３丁目１５番１８号 塚田俊夫税理士事務所

025-523-7063

長沢 節

942-0063 上越市下門前1926番地

090-6490-7204

中嶋 義郎

942-0072 上越市栄町二丁目3番3号 税理士法人ビジネスカツシマ

025-543-5500

仲林 誠一

943-0803 上越市春日野１丁目５番１１号 仲林誠一税理士事務所

025-525-6215

饒村 信一

944-0004 妙高市国賀２丁目５番１７号 饒村信一税理士事務所

0255-72-6155

新部 嘉夫

949-3448 上越市吉川区長峰100番地33

025-548-3398

野口 英理

943-0824 上越市北城町四丁目6番8号

服部 靖之

943-0823 上越市高土町3丁目8番19号 オフィスＬＯ2階 税理士法人近藤まこと事務所 服部事務所

025-546-7200

廣瀬 武治

943-0832 上越市本町2丁目4番7号 廣瀬武治税理士事務所

025-524-7116

福山 充男

943-0824 上越市北城町四丁目6番8号

025-521-7060

藤巻 義弘

944-0007 妙高市栗原３丁目８番４号 藤巻義弘税理士事務所

0255-75-1195

藤本 義一郎

944-0047 妙高市白山町２丁目１５番５号 藤本義一郎税理士事務所

0255-72-5300

松根 登道

942-0041 上越市安江3丁目9番3号 市営安江住宅2号棟214号 松根登道税理士事務所

025-520-8589

松本 雄司

943-0892 上越市寺町３丁目１７番１７号 松本雄司税理士事務所

025-525-7607

峰村 義和

949-3112 上越市大潟区土底浜3155番地

峰村義和税理士事務所

025-534-5795

宮尾 清司

942-0072 上越市栄町二丁目3番3号 税理士法人ビジネスカツシマ

025-543-5500

宮越 和吉

943-0831 上越市仲町４丁目７番６号 杉田徳孝税理士事務所

025-524-3151

宮澤 君雄

943-0882 上越市中田原４９番１２号 宮澤君雄税理士事務所

025-526-4450

村椿 正子

943-0832 上越市本町６丁目２番５号 村椿正子税理士事務所

025-521-5075

山川 篤志

943-0148 上越市子安新田２番４０号 山川篤志税理士事務所

025-526-1880

山川 とも子

943-0823 上越市高土町２丁目５番１１号 山川とも子税理士事務所

025-523-2366

山田 康人

943-0837 上越市南城町２丁目９番１５号 山田康人税理士事務所

025-522-0555

横田 晃一

943-0872 上越市石沢１４５９‐１ 横田晃一税理士事務所

025-524-8981

吉田 信治

942-0081 上越市五智1丁目9番15号 税理士法人ケイワパートナーズ

025-543-3870

吉田 敏和

944-0043 妙高市朝日町１丁目９番２号 朝日ビル１Ｆ 吉田敏和税理士事務所

0255-73-7904

葭原 彰

943-0803 上越市春日野1丁目5番16号 葭原彰税理士事務所

025-520-7142

和栗 賢

943-0173 上越市富岡３４４６番地 税理士法人和栗会計事務所

025-523-8571

和栗 満利

943-0173 上越市富岡３４４６番地 税理士法人和栗会計事務所

025-523-8571

渡邉 恵美子

943-0836 上越市東城町３丁目１番１２号 渡邉恵美子税理士事務所

025-527-3712

渡辺 佐千雄

943-0833 上越市大町３丁目２番１号 ＪＣＶ大町ビル２Ｆ 渡辺佐千雄税理士事務所

025-530-7550

川上陽税理士事務所

長沢節税理士事務所

新部嘉夫税理士事務所
ＳＢＣパートナーズ税理士法人 上越支店

ＳＢＣパートナーズ税理士法人 上越支店

025-521-7060
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ＳＢＣパートナーズ税理士法人 上越支店

943-0824 上越市北城町四丁目6番8号

025-521-7060

税理士法人石田会計事務所

942-0061 上越市春日新田１丁目２２番２１号

025-543-5306

税理士法人共同会計社 上越事務所

943-0805 上越市木田二丁目１番１号

050-3384-3107

税理士法人ケイワパートナーズ

942-0081 上越市五智1丁目9番15号

025-543-3870

税理士法人近藤まこと事務所 服部事務所

943-0823 上越市高土町3丁目8番19号 オフィスＬＯ2階

025-546-7200

税理士法人ビジネスカツシマ

942-0072 上越市栄町二丁目3番3号

025-543-5500

税理士法人和栗会計事務所

943-0173 上越市富岡３４４６番地

025-523-8571

辻・本郷税理士法人 上越事務所

943-0892 上越市寺町３丁目８番８号

025-524-3239

