
○春日部市（市外局番048）
青木　伸夫 浜川戸2-5-6 761-3332
青木　伸夫 備後東2-5-54 　 797-5443
秋山　敏 八丁目322-7 763-0957
新井　正 粕壁東2-1-35　新井ビル2階 760-1155
井方　雄二 中央1-16-12 土屋ビル4F 796-0347
池田　隆久 米島820-73 090-2148-1749
池田　博行 粕壁1-4-37 747-0312
石川　修 粕壁東1-16-14 763-2566
石川　利子 中央5-8-17 736-7761
石川　麻里 中央5-8-17 石川利子税理士事務所 736-7761
石塚　健一 大沼3-15-3　むら山2階 731-1666
磯山　昭一 粕壁東6-16-4 763-4063
市川　力 上蛭田98-1 754-2909
伊藤　二男 金崎1243-18 745-1382
伊藤　信一 米島261-84 746-6396
伊藤　吉和 大沼7-31-19 737-2606
岩永　春一 栄町1-279 761-9711
岩本　峯吉 藤塚2171-462 797-9090
植田　俊英 大衾104-3 746-3276
臼井　俊英 大畑295-13 733-6155
内山　佳二 花積492　ベルファーストA棟101号 755-5051
漆原　岳郎 中央2-19-19 752-2555
江﨑　明美 緑町1-6-13 736-1797
榎本　奈江 粕壁東2-1-35　新井ビル2階　203号 761-6012
應手　伸年 粕壁3-2-2-107 755-3705
大石　千佳代 大沼7-31-19 737-2606
大久保　章 豊町2-16-1-304 876-8200
大友　健太 栄町2-76-1 大友哲也税理士事務所 763-8720
大友　哲也 栄町2-76-1 763-8720
大渕　俊明 中央5-1-15 737-5502
大村　直也 下柳1422-1 745-1888
岡村　元夫 一ノ割2-4-15　TMSビル1F 792-0243
尾堤　信男 牛島529-3 761-3554
各務　真智子 浜川戸2-5-6 761-3332
笠原　光雄 南1-8-22 735-4503
金枝　幸雄 南3-15-33 736-7907
神永　ひとみ 樋堀180-3 税理士法人　晩成舎 春日部事務所 760-2477
川上　裕之 上蛭田9-2-101 755-4300
川越　奈津代 東中野1418-1 812-8466
川端　誠司 粕壁7035-2 752-7738
菊地　和巳 武里中野232-10 700-7033
木村　温至 南1-7-34-102 738-6938
木村　覚 中央2-4-11 小西伸博税理士事務所 761-0523
久住　良平 千間1-92-2 734-3353
久保　まゆみ 中央2-4-24 754-1055
倉田　悦子 中央5-2-7 737-2234
倉本　直哉 粕壁2-8-12　シカマビル203号室 税理士法人　KMIパートナーズ 760-1611
小池　久美子 八丁目227-8 763-3952
小西　伸博 中央2-4-11 761-0523
小林　綾似 樋堀180-3 税理士法人　晩成舎 春日部事務所 760-2477
駒崎　敏彦 銚子口564-5 737-8378
齋藤　隆史 谷原1-5-2 070-8441-3377
齋藤　操 大沼2-11-1 734-1251
坂寄　栄司 西八木崎1-1-3 しんみらい税理士法人 754-5161
佐藤　忠臣 大衾457-8 746-6880
佐藤　幸雄 上蛭田492-1 763-5837
篠部　信雄 西金野井346-21 792-0324
清水　秀成 一ノ割3-13-72　サンモール山﨑201 748-5478
清水　洋介 豊町1-19-17 761-5306
神保　圭一 栄町2-108 763-0394
須賀　和男 栄町1-301-14 763-3590
須賀　昌則 新宿新田333-144 677-7929
鈴木　秀三 谷原3-10-12-10 733-2370
鈴木　孝明 中央1-9-17　鶴屋第3ビル4階 797-7655
鈴木　司 備後東7-33-7 737-1350
鈴木　道也 粕壁東1-5-35 755-0945
鈴木　康夫 本田町2-21-6 737-0080
鈴木　良宗 上蛭田639-33 797-7356
髙橋　麻美子 粕壁東6-2-5-205 761-2596
田口　博直 粕壁4852-22 755-6303
田口　誠 小渕1517 755-2426
竹内　雅也 牛島125-4 748-5494
竹ノ内　嘉男 粕壁東2-3-29　プロスパラス吉野201 783-2598
田中　正夫 中央2-4-1 755-7567
田中　政利 下柳1422-1 745-1888
出来　太 中央1-59-8　コンプレール405 812-5203
寺門　孝彦 粕壁6981-1 754-5664
寺門　好雄 粕壁6981-1 754-5351
長井　仁 南4-16-14 733-8300
中川　茂幸 粕壁東2-9-18 755-6825
中澤　昌美 一ノ割2-1-19 735-1290
中田　健治 永沼1493 746-5100
中村　和可 南中曽根465-7 796-0238
中村　秀行 上蛭田577-1　エトワール雅306号室 876-9193
楢本　五一 一ノ割3-2-10 735-7596
成田　志織 備後東7-22-7 736-7841
西中　康博 豊町1-26-16 754-6081
野﨑　彰 中央1-57-12　永島第二ビル203 739-5100
萩原　和彦 大場1299 734-1307
林　利次 粕壁6885-3 761-1470
林　直敏 増富1-3 761-0580



藤倉　高春 中央5-4-27 734-3400
堀江　忠 浜川戸2-5-6 青木伸夫税理士事務所 761-3332
前澤　巨也 八丁目402-4 797-9835
前田　昭生 上蛭田700-29 754-0040
松村　明彦 八木崎町9-22 松村光子税理士事務所 816-6447
松村　正光 中央8-4-31 733-2036
松村　光子 八木崎町9-22 816-6447
水井　隆治 豊町2-10-27 760-4327
溝上　直子 粕壁2-8-12　シカマビル203号室 税理士法人　KMIパートナーズ 760-1611
宮野　文子 大場1352 736-4578
持田　隆夫 備後西3-10-19 878-9287
八木谷　繁 藤塚2271-5 八木谷晴夫税理士事務所 737-1315
八木谷　晴夫 藤塚2271-5 737-1315
矢澤　暁子 粕壁2-8-12　シカマビル203号室 税理士法人KMIパートナーズ 760-1611
籔下　文江 大畑9　日神パレステージ武里406号 731-4157
山岸　孝行 中央1-15-1-302 090-1837-5852
山岸　憲雄 豊町6-31-7 754-4099
山田　和明 豊町2-7-46 しんみらい税理士法人　豊町支店 796-0820
吉岡　源一郎 大衾496-151 746-1105
吉岡　珠美 大衾496-151 税理士法人　あおい経営支援　埼玉支店 718-3318
吉田　剛 中央1-59-8　コンプレール205 733-2001
𠮷田　俊弘 米島156-57 746-1747
渡邊　市二 八丁目1396-1 754-8709
渡邉　宣昭 豊町5-6-23 761-7123
渡辺　信弘 大枝86-13 735-3592
渡邊　洋 粕壁6910-1 761-0592
渡邉　喜夫 中央1-58-4　最高研ビル305 733-5420
しんみらい税理士法人 西八木崎1-1-3 754-5161
しんみらい税理士法人　豊町支店 豊町2-7-46 796-0820
税理士法人　KMIパートナーズ 粕壁2-8-12　シカマビル203号室 760-1611
税理士法人　あおい経営支援　埼玉支店 大衾496-151 718-3318
税理士法人　晩成舎　春日部事務所 樋堀180-3 760-2477



○さいたま市岩槻区（市外局番048）
相沢　幸男 末田1552 689-3317
相原　甫二雄 仲町1-17-40 756-5460
青野　公則 岩槻4222-3　2階 872-6950
新井　宗一 南平野3-25-18 758-0277
有山　裕勝 東岩槻4-6-14 757-6020
飯盛　惠美 並木2-7-3-404 758-6030
石橋　玲子 箕輪169-18 090-2566-6827
磯貝　賢次郎 仲町1-2-9 758-0279
伊藤　みゆき 愛宕町2-19-1 797-6134
猪瀬　広美 城町2-1-19 758-1249
今村　圭一 本町6-6-22-4 757-4218
岩波　一泰 本町1-5-3　岩波榮一ビル3F 812-7877
臼井　佐知子 宮町2-13-9 756-3011
内田　正一 西町5-6-17-3 747-8500
大内　勝弘 加倉5-10-60 758-8007
小川　利一 本町5-7-18 756-2866
小椋　基行 本町3-11-8 塩原修藏税理士事務所 756-1531
尾崎　健一 本町3-11-8 塩原修藏税理士事務所 756-1531
角田　浩 西町1-5-16 758-3834
加瀬　信義 真福寺30-1 689-3933
金井　広 本町5-6-37 757-5701
金子　謙二 相野原187-9 794-0765
金子　孝子 古ヶ場716-30 794-0753
菊岡　加代子 諏訪3-3-11-308 794-7573
小林　秀敏 仲町2-2-28-2 758-0904
小室　真一 本町3-11-8 塩原修藏税理士事務所 756-1531
佐藤　孝幸 上野2-10-17 793-2233
佐藤　文夫 南平野4-4-3 757-3555
塩原　修藏 本町3-11-8 756-1531
塩原　史子 本町3-11-8 塩原修藏税理士事務所 756-1531
澁谷　由美子 本町3-17-16　白石ビル2F-B号室 790-1450
白石　一美 仲町2-4-27 756-9362
鈴木　淳一 城南1-2-20-5 791-3766
関根　一夫 上野1-20-4 794-9991
津田　律子 本町3-17-16　白石ビル2F-B号室 澁谷由美子税理士事務所 790-1450
豊森　保 城町2-1-82 757-6032
南須原　由貴 諏訪2-3-29 税理士法人　レヴ・ナス　岩槻事務所 788-2782
新澤　靖則 西町4-4-15-4号 878-8922
新井田　慶次 仲町1-17-40 相原甫二雄税理士事務所 756-5460
西牧　典雄 西町5-1-23 757-6027
濱野　恵理子 本丸4-5-48 横井詔一税理士事務所 758-6612
濱野　絢也 愛宕町2-19-1 797-6134
平岡　信之 加倉4-6-2 758-0172
藤野　脩巳 西町4-6-42 757-6150
舟橋　英二 城南1-1-43-101 797-0684
間嶋　順一 本町4-1-14 758-2781
丸田　均 仲町1-3-29 749-6073
丸山　和之 本宿444-6 756-4038
矢崎　弘子　 徳力581-5 707-7205
遊佐　英夫 東岩槻4-4-22 884-9905
横井　詔一 本丸4-5-48 758-6612
吉田　毅彦 城町1-3-7 757-1618
涌井　義夫 真福寺1510　アピア1F 795-8128
渡辺　昭二 笹久保142-9 798-8676
渡邊　美由紀 仲町1-17-31 756-2347
税理士法人　レヴ・ナス　岩槻事務所 諏訪2-3-29 788-2782



○久喜市（市外局番0480）
會田　篤 菖蒲町三箇2339-3 85-0281
青木　孝 南1-7-24 倉持税理士法人 21-0763
秋元　健司 伊坂300-2　93街区11 秋元武税理士事務所 52-8456
秋元　武 伊坂300-2　93街区11 52-8456
秋山　典子 松永351-4　165街区13 31-7043
池田　常榮 久喜東3-35-16 22-7850
伊藤　允彦 吉羽1-41-52 24-0389
小川　双三郎 久喜東4-14-93 23-7372
狩野　照夫 栗橋東2-6-21 52-0391
菊地　武雄 久喜本847-25 21-7123
菊地　正 久喜東3-6-10 税理士法人　英智 21-2065
菊地　雅之 久喜東3-6-10 税理士法人　英智 21-2065
倉持　政宏 南1-7-24 倉持税理士法人 21-0763
倉持　稔 南1-7-24 倉持税理士法人 21-0763
倉持　裕子 南1-7-24 倉持税理士法人 21-0763
黒須　学 本町5-5-34 26-0271
行田　隆男 西大輪351-1　鷲宮TKビル 59-4911
澤田　博明 桜田4-24-7 58-4656
島田　義敬 栗橋東3-4-3-3 52-2211
新保　昌信 葛梅1-3-2 59-3426
鈴木　和美 菖蒲町菖蒲363-1 85-7132
須長　恭三 久喜中央2-1-80-201 48-6135
瀬田　やす子 六万部20 22-0957
䑓　貴行 栗橋中央1-15-25-5 52-0509
田幡　和明 青葉5-18-6 24-2359
玉田　智子 久喜本833-90 23-5286
塚越　大紀 久喜東5-4-10 塚越正司税理士事務所 24-2931
塚越　正司 久喜東5-4-10 24-2931
綱野　誠次 久喜北2-4-46 22-7404
冨永　一巳 本町1-2-11 早川雄一税理士事務所 23-3702
永田　勲 南3-10-23　ライオンズマンション久喜南204号 21-6772
中原　信子 下早見164-5 25-4150
中村　秀雄 鷲宮4-12-7 58-8210
中山　敦貴 菖蒲町三箇333-1 85-2502
納谷　薫 樋ノ口616-2 31-9242
奈良　幸彦 伊坂1336 52-6852
白田　陽介 久喜東5-14-26 31-8303
服部　昌行 上川崎162-3 58-5884
早川　雄一 本町1-2-11 23-3702
原田　尚信 本町1-9-3 浅沼みらい税理士法人　埼玉支社 29-3231
平井　詩子 菖蒲町菖蒲300 歩　税理士法人　菖蒲支店 85-4229
堀本　哲士 久喜本833-65 23-3358
松村　和紀 久喜東5-4-10 塚越正司税理士事務所 24-2931
松本　康司 栗橋東4-7-19-6 52-4176
間庭　正雄 久喜東2-20-2　松本ビル2階 29-2211
矢口　貴久 北青柳67-1　パークハイツヤマキ301号 48-6512
矢島　隆 本町1-5-4 21-3735
栁原　圭一 伊坂35-2　130街区8 53-1188
𠮷川　峻 西大輪3-2-6　トーシンビル203 48-5290
吉田　契 上内861-2 税理士法人　ティーダ総合会計 58-5834
渡辺　真弓 葛梅1-17-11 99-2149
浅沼みらい税理士法人　埼玉支社 本町1-9-3 29-3231
歩　税理士法人　菖蒲支店 菖蒲町菖蒲300 85-4229
税理士法人　英智 久喜東3-6-10 21-2065
倉持税理士法人 南1-7-24 21-0763
税理士法人　ティーダ総合会計 上内861-2 58-5834



○蓮田市（市外局番048）
赤羽　進 関山4-5-28 769-6456
飯野　浩一 関山1-1-17 税理士法人　優和　埼玉本部 769-5501
岩楯　明 本町2-21　田中電機ビル4階 796-5172
宇津木　正晴 黒浜2318　蓮見ハイツ101 764-1570
内海　康二 椿山4-8-8 769-5568
柿沼　秀男 椿山3-17-7 768-8661
菅　琢嗣 関山1-1-17 税理士法人　優和　埼玉本部 769-5501
齋藤　絹代 川島215-2 768-6264
佐竹　敬 東5-8-4-405号 769-7083
新谷　博 椿山2-10-9 769-3521
瀬島　通予 関山1-1-17 税理士法人　優和　埼玉本部 769-5501
中山　康廣 東4-10-23 764-0925
日髙　弘雄 東6-7-18-408号 764-5761
藤牧　俊行 馬込3-142-14 769-1178
本行　桂一 椿山3-9-6 769-4066
本澤　佐知子 江ヶ崎1177-7 769-1923
八鍬　幸平 馬込1-31 税理士法人　八鍬会計 769-9551
八鍬　伸一 馬込1-31 税理士法人　八鍬会計 769-9551
八鍬　幸江 馬込1-31 税理士法人　八鍬会計 769-9551
渡邉　和哉 蓮田4-165 812-4146
税理士法人　八鍬会計 馬込1-31 769-9551
税理士法人　優和　埼玉本部 関山1-1-17 769-5501

○幸手市（市外局番0480）
青柳　淳一 上高野1766-1 税理士法人　英智　幸手事務所 42-7827
秋田　正之 香日向4-9-2 43-6930
荒川　琢哉 中3-3-12 53-7866
石塚　斎明 中4-16-35 42-0442
春日　正宏 緑台1-71-1 53-9723
小林　康宏 南1-4-20 税理士法人　晩成舎 44-0805
駒橋　明彦 中3-17-31 43-3393
白石　一雄 中1-2-18 白石喜一税理士事務所 42-4201
白石　喜一 中1-2-18 42-4201
菅谷　君一 香日向4-6-7 42-7100
菅谷　英夫 千塚364 42-0526
関根　聡彦 中2-2-17 関根昇税理士事務所内 42-2345
関根　昇 中2-2-17 42-2345
中田　健蔵 西関宿205-65 48-1842
中田　茂雄 西関宿205-65 中田健蔵税理士事務所 48-1842
梨本　航平 東2-8-6 梨本・長島税理士法人 43-9292
梨本　松男 東2-8-6 梨本・長島税理士法人 43-9292
萩原　泰志 東2-3-6 42-0730
箱岩　克彦 香日向1-19-18 税理士法人　しまだ　埼玉事務所 53-8285
長谷川　良則 上高野1766-1 税理士法人　英智　幸手事務所 42-7827
本間　秀道 南2-3-19 本間宗丈税理士事務所 42-1932
本間　宗丈 南2-3-19 42-1932
松澤　美貴子 中4-25-41 42-8715
松田　健太郎 北3-9-11 206 48-6284
税理士法人　英智　幸手事務所 上高野1766-1 42-7827
税理士法人　しまだ　埼玉事務所 香日向1-19-18 53-8285
税理士法人　晩成舎　 南1-4-20 44-0805
梨本・長島税理士法人 東2-8-6 43-9292



○白岡市（市外局番0480）
片岡　実 新白岡3-41　ルネ・グランガーデン234 93-7422
上條　晃一 新白岡3-41　ルネ・グランガーデン714 93-7825
栗林　和美 下野田1404-36 080-5469-4853
栗林　裕美 下野田1404-36 53-6235
坂巻　仁志 新白岡2-1　ルネ・グランテラス1012 93-4423
櫻井　一徳 小久喜1020-9　グリーンガーデンA-101 92-3901
髙木　茂寛 新白岡8-10-12 90-6577
千葉　瞬一 小久喜675-1　パークシティ白岡A棟1301 93-9406
月岡　直樹 新白岡3-41　ルネ・グランガーデン1001 93-5167
利根川　秀次 西5-13-12 92-7423
長島　清一 西8-12-8 梨本・長島税理士法人　長島清一事務所 90-4561
中村　敬 小久喜976-2-C-201 90-4066
藤田　光常 新白岡5-13-2 税理士法人　グッドパートナーズ　白岡事務所 92-0813
税理士法人　グッドパートナーズ　白岡事務所 新白岡5-13-2 92-0813
梨本・長島税理士法人　長島清一事務所 西8-12-8 90-4561

○宮代町（市外局番0480）
岡野　裕美子 和戸5-2-12 34-7926
鈴木　由夫 東姫宮1-11-3 33-6182
中村　讓二 百間2-2-20 32-2123
松村　純也 中島230-11 松村守朗税理士事務所 33-0575
松村　守朗 中島230-11 33-0575
両角　功 和戸4-13-14 33-0340

○杉戸町（市外局番0480）
網代　克一 高野台西3-28-14 33-5015
厚海　俊六 杉戸2861-8 34-5922
伊坂　清 杉戸4-12-22 32-3349
伊坂　卓雄 杉戸4-12-22 伊坂清税理士事務所内 32-3349
石井　澤江 杉戸3000-101 34-2302
石倉　瑞江 高野台東1-11-15 33-5180
栗原　壱樹 下高野379-3 36-2191
小林　政則 杉戸3-10-7 32-0711
菅谷　守一 下高野504-5 31-8956
都丸　智子 高野台東1-8-1　エステート二晃ビル1F-B 53-8302
中久喜　金造 内田2-5-11 中久喜透税理士事務所 32-2249
中久喜　透 内田2-5-11 32-2249
羽鳥　陽一郎 高野台西6-1-137 32-7511
松澤　栄司 高野台西4-2-9 32-8418
丸山　みずほ 高野台西5-13-27 31-0566
山﨑　勝義 並塚1089 38-2527

○準会員（春日部税務署地区外）
石岡　正行 さいたま市大宮区桜木町1-7-5　ソニックシティビル16F 税理士法人　T&S 048（647）4141

令和03年07月20日現在


