
東京地方税理士会相模原支部　会員名簿
〒252-0239　相模原市中央区中央3-12-3

（町名50音順） 2023年4月1日 お問合せ　TEL：042-759-0046

氏     名 電話番号 氏     名 電話番号
あ 相　　　原 み 三　　　井

齋藤　鉄矢 070-3282-9222 髙城　正勝 042-784-0810
田中　康義 042-703-4498 三　ヶ　木
安室　健太郎 080-3097-9604 岡野　清重 042-784-5164

お 太　　　井 岡野　由美子 042-784-5164
山﨑　大樹 042-784-7175 よ 与 瀬 本 町

か 上　九　沢 佐々木　裕修 042-684-2299
八木　宏司 042-703-9978

し 下　九　沢 氏     名 電話番号
磯部　達也 090-6676-6664 あ 相　　　生
土屋　彦光 042-852-5081 大瀧　晋吾 042-758-4428

す 寸　沢　嵐 大淵　博義 090-2461-7153
内川　貞雄 042-685-3320 小林　康志 042-758-5681

に 西　橋　本 白井　清一 042-758-5681
天野　俊裕 042-771-1185 中山　吉晴 042-758-5681
伊倉　正光 042-772-2666 橋本　圭三 042-758-5681
今井　由紀 042-770-9464 原田　和史 042-758-4428
川津　文武 042-770-9567 原田　安雄 042-758-4428
木下　敦子 042-770-9464 堀内　善勝 042-754-7092
木下　裕紀 042-770-9464 吉川　貴之 042-758-5681
小谷　健吾 042-703-7916 税理士法人ＭＢＣ合同会計 042-758-5681
椎原　孝真 042-703-7916 お 小　　　山

二　本　松 下宮　照久 042-773-3707
木暮　隆男 042-774-8616 舟戸　直樹 042-773-3707

は 橋　　　本 舟戸　麻衣 042-773-3707
青木　一彦 042-773-2929 か 鹿　沼　台
石橋　琢磨 042-711-7771 児玉　理恵 042-853-1818
石橋　達夫 042-711-7771 佐藤　茂 042-707-8731
井上　公秀 042-703-6220 上　　　溝
井上　武志 042-700-1517 門倉　陽子 042-761-8020
岩岡　克徳 042-703-7521 佐藤　吉寿 042-760-2771
岩岡　輝二 042-773-2648 長谷川　聡 042-760-0857
岡田　 茂 042-773-9266 松本　勝 042-762-5752
長田　和将 042-771-8130 上　矢　部
長田　裕樹 090-9314-1345 坂口　昌男 042-756-6838
栢沼　博史 042-703-3727 き 共　　　和
霧生　卓 042-772-9519 大迫　里美 042-730-7891
金田一　広幸 042-772-1235 小久保　法子 042-730-7891
小池　史朗 042-703-0022 高嶋　裕代 042-730-7891
長濵　徹 050-5218-1261 山端　美德 042-756-2520
西脇　博子 042-771-2417 税理士法人りんく 042-730-7891
橋本　久 042-773-3100 さ 相　模　原
福田　吉晴 042-703-3438 阿部　春樹 042-768-4580
八木　時雄 042-773-9266 荒木　友治 042-813-0161
米山　智則 042-703-4802 飯森　賢二 042-815-3852
渡辺　秀男 042-773-9266 石川　朋子 042-753-4771
T＆A税理士法人　橋本事務所 042-703-3727 飯沼　健男 042-707-8872
税理士法人八木会計 042-773-9266 井出　真 042-757-8888

橋　本　台 井上　栄次 042-757-7777
宮脇　紀子 042-719-3136 井上　勉 042-756-4671

原　宿　南 井本　茂徳 042-705-9368
山崎　悦子 042-813-0760 鎌谷　愼一 042-711-7655

ひ 東　橋　本 菊池　澄子 042-707-4760
門倉　英世 042-775-6762 久保田　弘 042-768-4890

現在

緑　　　区 緑　　　区

中　央　区　



東京地方税理士会相模原支部　会員名簿
〒252-0239　相模原市中央区中央3-12-3

（町名50音順） 2023年4月1日 お問合せ　TEL：042-759-0046現在

氏     名 電話番号 氏     名 電話番号
さ 相　模　原 ち 千　代　田

柴田　広宣 080-4429-6055 税理士法人クリエイトコンサルティング 042-756-7434
澁谷　浩一 042-758-5655 税理士法人三和プランニング 042-754-2358
瀬野　陽仁 042-704-6577 ひ 東 淵 野 辺
高木　英樹 042-704-8420 金森　洋二 042-711-7890
鶴見　博典 042-751-6664 河本　正樹 042-752-5089
仲尾　あかね 小松　敏和 042-753-0907
西　徳幸 042-704-9581 苗村　泰徳 042-730-1770
野々山　英樹 042-730-5157 橋本　信夫 042-704-8777
房間　恵子 042-751-6674 ふ 富　士　見
舟生　俊博 042-707-4760 齋藤　美希子 042-752-7195
松島　俊哉 042-769-0035 中島　雄三 042-751-4577
保木　英伸 042-704-9581 藤本　博 042-754-0511
井本・疋田税理士法人相模原駅前事務所 042-705-9368 淵　野　辺
さくらみらい税理士法人 042-707-4760 石塚　健雄 042-753-1976
税理士法人三和プランニング相模原荒木事務所 042-813-0161 榎本 　充 042-757-2717
税理士法人下平会計事務所 相模原支店 042-704-9581 河本　和美 042-751-3231
税理士法人りんく石川朋子事務所 042-753-4771 才川　重久 042-754-5085

す す す き の 町 末永　信宏 090-9848-3890
岡　 成典 042-712-3186 須田　慶一 042-753-6045
小林　誠 042-810-8890 眞﨑　正剛 042-704-8264

せ 清　　　新 八尾　友規 042-751-3231
小山　智祐 042-779-1638 吉野　利明 042-719-8989
杉野　知包 090-4827-9239 淵 野 辺 本 町
細田　明彦 042-757-2220 伊澤　宙也 042-707-1913

た 高　　　根 宮﨑　秀夫 042-753-2760
佐藤　秀人 042-754-3252 森　 豊 042-776-6623
山口　勉 042-769-6735 ほ 星　が　丘

ち 中　　　央 並木　則一 090-5755-5850
市川　貞夫 042-759-1251 み 緑　が　丘
大澤　重人 042-707-0952 名倉　邦恵 042-753-3774
小林　英司 042-755-5992 南　橋　本
佐藤　佑次 090-8644-1488 安藤　雄一郎 042-779-3309
関戸　実 042-776-9359 松木　孝一 042-703-3484
羽中田　千秋 042-759-1251 宮 下 本 町
東元　勇樹 042-759-1251 緒方　 忍 042-752-5411
平井　英長 042-755-5992 や 矢　　　部
北條　諭 042-752-1646 池上  賢士 042-704-9420
北條　裕晃 042-752-1646 田邉　伸一 042-810-9775
北條　匡樹 042-752-1646 田原　憲和 042-703-5868
松野　哲夫 042-759-4668 中村　茂 042-756-8005
税理士法人トラストワン 042-759-1251 梨井　俊 042-768-4775

千　代　田 梨井　英人 042-768-4775
市川　孝幸 042-851-4103 原　清助 042-756-2799
牛山　猛登三 042-754-2358 本郷　順子 042-768-7515
頭島　恒明 042-786-6713 宮本　好男 042-776-9331
柏木　祐二 042-752-5012 村上　剛 042-715-2789
佐藤　耕治 042-707-1280 アイアール税理士法人相模原中央事務所 042-756-2799
佐藤　真美子 042-707-1280 税理士法人宮本会計事務所 042-776-9331
鈴木　健司 042-752-5012 よ 陽　光　台
高木　正喜 042-754-2758 會澤　一弘 042-769-2316
高津　美雪 042-752-5012 大﨑　由夫 042-756-6427
田中　光一 042-752-3456 小島　淳子 042-753-6648
三浦　英夫 042-756-4332 鈴木　峰陽 042-769-2316
森　敏孝 042-758-1933 高木　秀剛 042-758-3615
森　正雄 042-758-1933
八束　尚年 042-756-7434

中　央　区　 中　央　区　



東京地方税理士会相模原支部　会員名簿
〒252-0239　相模原市中央区中央3-12-3

（町名50音順） 2023年4月1日 お問合せ　TEL：042-759-0046現在

氏     名 電話番号 氏     名 電話番号
よ 陽　光　台 こ 古　　　淵

高木　玲子 042-758-3615 平松　武雄 042-753-3188
中野　 修 042-769-2316 丸山　眞理子 042-754-0165
西脇　和志 042-769-2316 三輪谷　さくら 042-744-2888
光井　智章 042-860-4877 八重樫　雄 042-701-0885

横　　　山 安井　直子 042-733-7654
江成　雅子 042-854-6771 横山　泰夫 042-744-2888

横　山　台 税理士法人バイオレット 042-744-2888
小形　剛央 042-755-8466 さ 相 模 大 野
小形　文夫 042-755-8466 浅海　典夫 042-705-5785
田所　洋子 042-755-8466 安達　範生 042-765-6392
税理士法人小形会計事務所 042-755-8466 伊井　博行 042-701-3008

由　野　台 井上　潤 042-742-9916
杉崎　正義 042-704-8983 井上　雅彦 042-701-1871

内堀　惠子 042-705-7203
氏     名 電話番号 亀重　恵美子 042-743-1211

あ 旭　　　町 岸　　勲 042-742-2282
近藤　恒夫 042-767-2030 岸　　徹 042-742-2282
新富　達也 042-812-7495 木伏　達彦 042-743-1211

新　磯　野 沓澤　明子 090-1218-3320
一ノ瀬　裕 046-255-9000 小泉　法正 042-711-6033
大野　孝雄 046-253-8029 小林　大二郎 090-2401-8746
谷下　祥春 046-240-6098 佐藤　小百合 042-742-9916

う 鵜　野　森 佐藤　裕 042-743-2151
白鳥　久子 042-765-8481 佐野　元昭 042-743-2151
田中　英俊 042-744-4771 澤　祐子 042-742-9916
永沢　幸雄 042-744-2043 嶋田　洋一郎 042-767-5088
益田　國貴 042-748-3114 髙木　研弥 080-4815-8453
税理士法人crescita相模原支店 042-765-8481 武石　卓之 070-8426-2911

お 大　野　台 舘山　文代 042-765-7983
夏目　康彦 042-756-5995 千村　壽美江 042-749-8414

か 上　鶴　間 冨岡　弘文 042-742-9916
井上　雄二郎 042-767-4625 生田目　康成 090-5537-5978
金澤　達朗 042-766-3477 西島　賢一 042-743-2151
角田　力男 042-765-6886 野澤　勲 042-743-2122
納村　美智子 042-744-4279 平井　隆 042-744-3011
福永　裕子 042-705-7629 福光　登志雄 042-747-2933

上 鶴 間 本 町 福光　真澄朗 042-747-2933
飯島　正樹 042-701-6430 細原　博子 042-814-2060
池田　幸博 042-748-7741 三浦　静明 042-742-3950
井村　昌代 042-767-3381 宮成　浩 042-747-4643
嘉戸　英二 042-748-8977 矢尾　覚史 070-8991-1738
小山　貞夫 042-742-4093 税理士法人ＮＫＳ会計事務所 042-743-2151
小山　至誠 042-742-4093 GMA税理士法人 岸会計事務所 042-742-2282
澁谷　孝浩 080-6813-0324 サガミ税理士法人 042-743-1211
金井　浩一 042-748-7741 ソフィア税理士法人 相模大野事務所 042-767-5088
須坂　知恵 042-715-9100 税理士法人まもる 相模原ｵﾌｨｽ 042-705-5785
鈴木　昌彦 042-715-9100 さ 相　模　台
苗村　 俊 042-705-2627 大﨑　ケイ子 042-744-5774
長谷川　文子 042-705-7732 須藤　尚彦 042-744-2092
アイ・アール税理士法人 042-715-9100 須藤　基史 042-744-2092
税理士法人ヴィジョン・サポート 042-748-8977 税理士法人須藤会計 042-744-2092

こ 古　　　淵 し 新　　　戸
大塚　喜雄 042-705-3559 浦田　紀子 046-253-1182
尾花　順子 042-701-2761 佐藤　英明 046-211-8281
近藤　到 042-749-8668 中村　慶一郎 046-252-6311
鈴井　博之 042-712-2107

中　央　区　 南　　　区

南　　　区



東京地方税理士会相模原支部　会員名簿
〒252-0239　相模原市中央区中央3-12-3

（町名50音順） 2023年4月1日 お問合せ　TEL：042-759-0046現在

氏     名 電話番号 氏     名 電話番号
そ 相　　　南 ふ 文　　　京

小林　恒男 042-740-3273 内山田　彰彦 042-719-7487
榛澤　久夫 042-743-7591 北條　恵 042-745-8187
渡辺　啓次朗 042-740-3273 ま 松 が 枝 町

相　武　台 中野　稔 042-741-8003
荒井　秀樹 046-206-9655 松田　勝己 042-743-0628
岩崎　節子 046-255-1968 み 御　　　園
加瀬　清美 046-293-3794 大石　敬子 042-705-6093
坂元　弘平 046-257-3007 川島　尚 042-745-5839

相 武 台 団 地 塩出　浩詞 042-766-9131
石川　和弘 046-206-5223 南　　　台
髙橋　香織 046-289-3125 北原　幸之助 042-719-8370
髙橋　礼篤 046-266-4277 廣石　隆太 042-744-1833

に 西　大　沼 山崎　正子 042-749-4889
柴田　章裕 042-744-8333 ゆ 豊　　　町
松井　繁幸 042-745-5908 中村　一郎 042-701-5321

ひ 東　大　沼 藤本　 博 042-747-7495
山之内　洋 042-745-1640 わ 若　　　松

東　林　間 増渕　達郎 042-701-0037
家子　勝直 042-853-5700
五十嵐　雅史 090-5322-3472
金木　えり子 042-765-0505 氏　　　　　名 電話番号
作山　政男 042-733-3380 厚木市 杉山　基子 046-228-3837
武田　歩己 042-712-7452 三橋　正人 046-223-7646
吉野　賢一 042-744-1006 川崎市 小林　正二 044-222-3437
渡部　明光 042-745-3501 横浜市 松本　素彦 045-507-5491

南　　　区 南　　　区

準　会　員


