令和4年度「ＴＫＣ社福研認定アドバイザー」⼀覧
No

事務所名

都道府県

事務所ＵＲＬ

1 ⼾井会計事務所

北海道

https://kc-tk.tkcnf.com/

2 税理⼠法⼈カムイ会計

北海道

https://kamui-kaikei.tkcnf.com/

3 税理⼠法⼈薄井会計

北海道

https://usuizeirisijimusho.tkcnf.com/

4 寺⽥勉税理⼠事務所

北海道

https://www.teradazeirishi.com/

5 奥⼭昌弘税理⼠事務所

北海道

https://www.tkcnf.com/okuyama/

6 ⼩⽥伸⼀税理⼠事務所

北海道

https://sodatax.tkcnf.com/

7 三⼋城税理⼠法⼈

⻘森県

8 株式会社大沢会計＆⼈事コンサルタンツ

岩手県

http://www.osawakaikei.co.jp

9 税理⼠法⼈スクラムマネジメント

宮城県

http://smg.or.jp

10 税理⼠法⼈アイアイティー

宮城県

https://www.tkcnf.com/yosidakaikei/

11 税理⼠法⼈クラフトマン

宮城県

http://craftsman-group.com/

12 税理⼠法⼈ピアツーピア天童事務所

⼭形県

https://moriyakaikei.tkcnf.com/

13 ひたち野総合税理⼠法⼈

(株)モリヤ会計

茨城県

https://www.hitachino.jp/

14 ⽥上税務会計事務所

栃木県

https://www.tkcnf.com/tagami/

15 税理⼠法⼈東京さくら会計事務所

栃木県

https://tokyosakura-ashikaga.tkcnf.com/

16 飯野会計事務所

栃木県

https://iino-kaikei.tkcnf.com/

17 大島会計事務所

群馬県

https://www.oshimakaikei.com/

18 永⽥会計事務所

群馬県

https://www.tkcnf.com/nagatakaikei-nbs/

19 増⽥会計事務所

群馬県

https://www.tkcnf.com/masudakaikei/

20 栁⽣由幸税理⼠事務所

群馬県

https://yagyu-zeirishi.tkcnf.com/

21 税理⼠法⼈ルベール

埼玉県

https://www.lver-tax.com/

22 橘税理⼠事務所

埼玉県

https://www.tkcnf.com/kyouei-tatibana/

23 大野会計事務所

埼玉県

http://ono-cpaoffice.jp/

24 ⼩笠原会計事務所

埼玉県

https://ogasawara-accounting.tkcnf.com/

25 ⽵⽥光宏税理⼠事務所

埼玉県

https://takeda-tax.tkcnf.com/

26 勝畑元宏税理⼠事務所

千葉県

https://www.tkcnf.com/k-tax/

27 ⾼貫税理⼠事務所

千葉県

https://www.tkcnf.com/takanuki/

28 佐藤税務会計事務所

東京都

https://www.tokyo-satoukaikei.com/

東京都

https://tsushimakaikei.tkcnf.com/

30 Ｐ＆Ｐ税理⼠法⼈瀬⼾⼝グループ

東京都

https://www.setoao.com/

31 税理⼠法⼈Ｄｒｅａｍ２４

東京都

32 ⼭⼝税務会計事務所

東京都

http://yamaguchi-ac.com

33 いもづき税理⼠事務所

東京都

https://www.imoduki.jp/

34 ⼩澤公認会計⼠・税理⼠事務所

東京都

https://ozawa-cpa.tkcnf.com/

35 税理⼠法⼈森木会計事務所

東京都

https://www.moriki-kaikei.com/

29 税理⼠

對馬昭次

事務所

36 税理⼠法⼈押⽥会計事務所

神奈川県 https://www.oshidakaikei-tms.or.jp/

37 税理⼠法⼈髙木会計事務所

神奈川県 https://www.tkcnf.com/takagikaikei/

38 上甲会計事務所

神奈川県 https://www.jokokaikei.net/

39 ⼋木時雄税理⼠事務所

神奈川県 https://www.tkcnf.com/yagi-kaikei/

40 税理⼠法⼈⼩形会計事務所

神奈川県 https://www.tkcnf.com/ogatakaikei/

41 加藤税務会計事務所

神奈川県 https://kato-zeimu.tkcnf.com/

42 税理⼠法⼈ツチダ会計

新潟県

https://tsuchidakaikei-coss.tkcnf.com/

43 税理⼠法⼈⼩宮⼭会計事務所

新潟県

https://www.komiyamakaikei.net/

44 税理⼠相⽥哲事務所

新潟県

https://www.tkcnf.com/aidakaikei/

45 新潟税理⼠法⼈深滝合同事務所

新潟県

https://niigata-zeirishi.tkcnf.com/

46 いずみ税理⼠法⼈

新潟県

https://mac-con.tkcnf.com/

47 アシステム税理⼠法⼈

富⼭県

http://www.honda-net.co.jp/

48 布⽬剛公認会計⼠税理⼠事務所

富⼭県

https://tsuyoshinunome.tkcnf.com/

49 税理⼠法⼈エモーション

石川県

https://kameikaikei.tkcnf.com/

50 中村・⼟肥税理⼠法⼈

石川県

http://www.futaba-taxac.jp

51 税理⼠法⼈エモーション⾦⼭事務所

石川県

https://kanayamakaikei.tkcnf.com/
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52 橋本佳和税理⼠事務所

福井県

https://www.hashimoto-zeimu.com/

53 勝⼭税理⼠事務所

福井県

https://katsuyamakaikei.tkcnf.com/

54 税理⼠法⼈ＭＭＣ

福井県

http://www.matsuda-management.com/

55 向⼭会計事務所

⼭梨県

https://www.tkcnf.com/mukouyama-kaikei/

56 ⽥原会計事務所

⼭梨県

https://toshiyuki.tkcnf.com/

57 ⼩⼝税務会計事務所

⻑野県

https://www.tkcnf.com/oguchi-kaikei/

58 税理⼠法⼈成迫会計事務所

⻑野県

http://www.narusako.co.jp/index.html

59 楯克司税理⼠事務所

⻑野県

https://tate.tkcnf.com/

60 加藤靖税理⼠事務所

岐阜県

https://www.kato-yasushi.com/

61 税理⼠法⼈

岐阜県

https://www.i-ems.jp/

62 税理⼠法⼈タスクマネジメント岐阜事務所

ZERO

岐阜県

https://www.task-gifu.com/

63 税理⼠法⼈ＴＡＭＩＹＡ

岐阜県

https://www.tkcnf.com/taniguti/

64 ひばり税理⼠法⼈

大垣事務所

静岡県

http://www.hibari.biz/

65 税理⼠法⼈トップ

静岡県

https://www.top-zeirishi.net/

66 木村治司税理⼠事務所

静岡県

https://kimura-ao.tkcnf.com/

67 東桜税理⼠法⼈

愛知県

https://www.higashisakura.com/

68 ⿃居翼税理⼠事務所

愛知県

https://toriitsubasa.tkcnf.com/

69 鈴木会計事務所

愛知県

https://suzukihiroshikaikei.tkcnf.com/

70 公認会計⼠野村政弘事務所

愛知県

https://nomura-masahiro.tkcnf.com/

71 税理⼠法⼈

Agata

愛知県

https://agata-kaikei.tkcnf.com/

72 税理⼠法⼈あおぞら

三重県

http://www.aozora-mie.com/pc/index.html

73 株式会社中⽥コンサルティングセンター

三重県

https://www.nakatakaikei.com/

74 中井豊税理⼠事務所

三重県

http://nakai-kaikei.com/

75 吉⽥傑税理⼠事務所

三重県

76 税理⼠法⼈アチーブメント三重事務所

三重県

https://achieve-mie.tkcnf.com/

77 松⽥徳弘税理⼠事務所

三重県

https://85924-matsuda.tkcnf.com/

78 ⻄⽥弘哉税理⼠事務所

三重県

https://nishida-zeirisi.tkcnf.com/

79 みすゞ税理⼠法⼈

滋賀県

https://www.tkcnf.com/suzukikaikei/

80 税理⼠法⼈⼩澤事務所

滋賀県

81 新経営サービス清⽔税理⼠法⼈

京都府

http://www.shinkeiei.jp/

82 洛陽税理⼠法⼈

京都府

https://www.rakuyo.biz/

83 あおぞら税理⼠法⼈

京都府

https://www.aozora-tax.com/

84 洛陽税理⼠法⼈むろまち経営

京都府

https://muromachikeiei.tkcnf.com/

85 税理⼠法⼈京都ビジコン

京都府

https://www.tkcnf.com/k-busicon

86 税理⼠法⼈清正

大阪府

https://seisyou.tkcnf.com/

87 株式会社クゴー経営ネット

大阪府

https://www.keieinet.co.jp/

88 株式会社つゆぐち会計事務所

大阪府

https://www.tuyuguti-tax.jp/

89 栗⾕会計事務所

大阪府

https://www.kuritani.com/

90 ⼭本会計事務所

大阪府

91 ⻑⽉会計事務所

大阪府

https://nagatsuki-accounting.tkcnf.com/

92 善波公認会計⼠事務所

大阪府

93 世良会計事務所

兵庫県

94 兵庫太和税理⼠法⼈

兵庫県

https://www.hyogo-taiwa.com/

95 税理⼠法⼈稲⽥会計

兵庫県

https://www.inadakk.com/

96 ⽥中正明税理⼠事務所

兵庫県

https://www.estanaka-zeirishi.jp/

97 中嶌大会計事務所

奈良県

http://www.hero-nakajima.com/

奈良県

https://tanino-tax.tkcnf.com/

98 税理⼠法⼈⾕野会計
99 内藤会計事務所
100 堀博充税理⼠事務所

和歌⼭県 http://www.naito-ac.com
和歌⼭県 https://hori-h.tkcnf.com/

101 まほろば税理⼠法⼈坂⼝事務所

⿃取県

https://saka-ao.tkcnf.com/

102 福⽥会計事務所

⿃取県

https://www.tkcnf.com/fukutakaikei/
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103 有限会社⼋幡会計事務所

⿃取県

https://www.tkcnf.com/tao-yawata/

104 サンテラス税理⼠法⼈

⿃取県

https://www.noguchikaikei.biz/

105 近重税理⼠事務所

島根県

https://www.office-chika.com/

106 税理⼠法⼈⽵内会計

島根県

https://www.tkcnf.com/take-kaikei/

107 有限会社ＳＴＫ会計センター

島根県

https://stk-kaikei.tkcnf.com/

108 岡⼭総合会計税理⼠法⼈

岡⼭県

https://www.okayamasogo.com/

109 税理⼠法⼈ＬＥＧＡＲＥ

岡⼭県

https://shimizu-taxoffice.tkcnf.com/

110 税理⼠法⼈福原・嘉崎会計事務所

岡⼭県

https://www.tkcnf.com/fukuhara-kazakikaikei/

111 荒瀬税理⼠事務所

広島県

https://www.tkcnf.com/arase/

112 松本智税理⼠事務所

⼭⼝県

https://www.tkcnf.com/matsumoto_kaikei/

113 大内幹永税理⼠事務所

香川県

https://www.tkcnf.com/otax/

114 ⾼⽥勝⼈税理⼠事務所

愛媛県

https://takata-kaikei.tkcnf.com/

115 永⽥幸⼦税理⼠事務所

愛媛県

116 ⻄原経営税務会計事務所

⻄原弘記公認会計⼠事務所

愛媛県

https://www.tkcnf.com/nishiharakaikei/

117 三好豊税理⼠事務所

愛媛県

https://y-miyoshikaikei.tkcnf.com/

118 濱本健太朗税理⼠事務所

⾼知県

https://hamamoto-ao.tkcnf.com/

119 税理⼠法⼈エルビーエー福岡本部

福岡県

https://www.onizukacpa.com/

120 看公税理⼠法⼈福岡事務所

福岡県

https://www.kuroiwacpa.com/

121 箕⽥税理⼠・⾏政書⼠事務所

福岡県

https://mita-k.tkcnf.com/

122 税理⼠法⼈中川会計

佐賀県

https://www.n-and-m.or.jp/

123 ⼭浦義⾏税理⼠事務所

佐賀県

https://yamaura.tkcnf.com/

124 税理⼠法⼈石井会計事務所

⻑崎県

https://www.tkcnf.com/ishiikaikei/

125 ⼭中千明税理⼠事務所

⻑崎県

https://c-yamanaka.tkcnf.com/

126 税理⼠法⼈プロスパー

大分県

https://www.taxco-prosper.biz/

127 税理⼠法⼈アイビーパートナーズ

宮崎県

https://m-iidajimusho.tkcnf.com/

128 税理⼠法⼈

明⽇薫

⿅児島県 https://simamoto.tkcnf.com/

129 篠原税理⼠事務所

⿅児島県 https://www.tkcnf.com/k-shino/

130 村岡税理⼠事務所

⿅児島県 https://muraoka.tkcnf.com/

131 とよみ税理⼠法⼈

沖縄県

https://taira-tax-office.tkcnf.com/

132 福家税理⼠・社労⼠・⾏政書⼠事務所

沖縄県

http://www.fuke385.okinawa
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