平成33年4月12日

東京地方税理士会
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甲府市池田1-7-15

055-253-6968

甲府市丸の内3-12-3 小宮山正税理士事務所

055-226-2121

甲府市武田1-3-4

055-253-2246
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電 話
甲府市上石田2-32-25

甲府市中央2-11-23
(055)233-1318
FAX (055)237-9006

055-222-4154

甲府市城東4-2-27 税理士法人ﾎﾟﾗｲﾄ田中会計

055-237-5566

笛吹市春日居町別田198-8

0553-39-8038

甲府市北口1-1-8甲府北口ﾋﾞﾙ

055-252-1273

甲府市高畑2-2-7

055-226-1196

甲府市朝気3-3-11

055-215-1372

甲府市国母1-22-4ﾒｿﾞﾝ甲府102号

090-2934-0856

甲府市国母8-4-40 初鹿武仁税理士事務所

055-220-6885 加賀美 昭彦 甲府市東光寺1-3-32

055-231-8285

甲府市太田町18-15 税理士法人ゆうき

055-235-8484 加々美 忠明 笛吹市石和町唐柏1000-7山梨県自動車販売店会館2階

055-262-1143

甲府市和戸町699-1

055-221-1531 加賀美 春雄 甲府市丸の内2-39-9

055-228-8781

甲府市丸の内2-36-3

055-228-5611

甲府市高畑2-17-12

055-228-6677

笛吹市石和町市部1152

055-262-4595 金久保 光廣 甲府市千塚1-4-19

甲府市寿町6-13 若尾和成税理士事務所

055-244-8808

笛吹市石和町川中島1607-122

055-262-2244

山梨市三ヶ所1428

0553-22-0658

甲府市上石田4-1-22

055-227-8812

五十嵐 弘仁

甲斐市島上条533-1

055-267-6388
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甲州市塩山下塩後536-3

0553-33-9155

甲府市湯田1-4-5

055-233-8335 久保嶋

中央市関原1333

055-269-2184

甲府市伊勢2-3-2

055-230-2080 久保田 勇人 中巨摩郡昭和町西条98-1

甲府市相生2-5-11 磯部芳彦税理士事務所

055-232-7292

甲府市相生2-5-11

055-232-7292

甲府市相生1-2-29斉藤ビル2F

055-235-8044

甲府市伊勢4-38-1

055-222-4477

甲府市千塚5-15-47

055-254-1692

甲府市大手3-1-2

055-254-3366

甲府市大里町2623-95

055-241-8970

中巨摩郡昭和町河西629-11ｳｲﾝﾋﾞﾙ1Ｆ

055-298-6816 古島 麻生子 中巨摩郡昭和町押越923-1ｸﾞﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽⅩⅣ 3-F

055-288-8781

甲州市塩山上於曽1276

0553-33-7247 小林 憲次郎 甲府市山宮町1113-10

055-251-5094

甲府市伊勢2-6-1

055-227-6688

甲府市幸町4-2

055-232-0220

西八代郡市川三郷町宮原699

0556-32-3367

笛吹市石和町窪中島217-2ﾄﾞﾐﾄﾘｰﾁｽﾜ713

055-287-8003

韮崎市富士見1-7-3

0551-22-9751

北杜市武川町山高386-36

0551-26-4011

甲斐市篠原714-3

055-269-7997

甲府市上今井町684-6 辻・本郷税理士法人 甲府中央事務所

055-241-7522 五味 さち子

甲府市丸の内2-8-3

055-225-3870

甲府市徳行4-11-33

055-227-3218

甲州市塩山下於曽1384-2

0553-33-8511

甲府市北口1-1-8甲府北口ﾋﾞﾙ 古屋俊仁税理士事務所

055-252-1273

甲府市上石田4-1-5

055-237-8805

中央市東花輪1119-39

055-273-0159

甲府市千塚3-5-22

055-251-0722 佐々木 かずみ 甲府市右左口町366-1

南アルプス市野牛島1912-28

055-236-8221 佐々木 佐知

甲府市相生1-18-1

055-222-2458

甲府市住吉2-4-8ｱｲﾀﾞﾋﾞﾙ3F

055-223-0006

甲斐市西八幡659-4

055-279-0134

甲府市国母8-4-40 初鹿武仁税理士事務所

055-220-6885

甲府市高畑1-2-10

055-237-6868

山梨市七日市場397

0553-22-5123

甲府市蓬沢1-7-40 税理士法人すばる

055-269-5644

甲府市中小河原町1609-1

055-243-9300

甲府市太田町18-15 税理士法人ゆうき

055-235-8484

甲府市太田町18-15 税理士法人ゆうき

055-235-8484

小笠原 光規

甲府市宝2-21-6ｱﾛｰｽﾞﾋﾞﾙ203

055-288-8234

尾方
小川
荻原
小口
小倉
長田

甲府市中央1-12-20異人館ﾋﾞﾙ3F

055-224-2702

甲府市和戸町1027-7

055-236-5353

山梨市小原西1214-5

0553-23-1616

甲府市高畑1-13-28

055-236-8454

甲府市北口1-6-4大成ﾋﾞﾙ203

055-254-8211

甲府市塩部3-8-7

055-287-8618
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055-284-0558

南アルプス市飯野3439-9

055-284-2284
055-251-9152

甲斐市西八幡4353-19

055-278-1141

北杜市高根町箕輪新町99-2 税理士法人ＡＫﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 山梨事務所

0551-47-2400

甲斐市富竹新田1850-10

055-260-7010

笛吹市一宮町東新居288

0553-47-1968

甲州市塩山小屋敷1251

0553-39-8515

甲府市湯田2-3-18 税理士法人中山・久保嶋会計 055-237-6888

正子 甲府市湯田2-3-18 税理士法人中山・久保嶋会計 055-237-6888
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南アルプス市東南湖556-1
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仁
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龍二
浩宣
保人
好臣
精一
幹弘

甲府市中央2-9-5横山ﾋﾞﾙ 鈴木健司税理士事務所 055-233-2561

055-268-0581

甲斐市中下条1177

055-277-7667

甲斐市中下条1177 窪田久人税理士事務所

055-277-7667

甲府市北口1-5-26ﾗﾌﾞﾘﾊｲﾂ甲府406

055-254-0526

笛吹市春日居町鎮目29-3春日居ﾗｲﾌﾋﾟｱﾏﾝｼｮﾝ430

0553-39-8545

甲府市上石田1-2-18山田ﾋﾞﾙ3F

055-226-5123

甲府市中央1-2-12

055-233-4588

甲府市富竹2-8-7

055-237-7531

笛吹市境川町藤垈601

055-267-5045

笛吹市石和町市部1183-1

055-269-5874

甲斐市篠原1855-18

055-279-7522

韮崎市富士見1-7-3 入江薫税理士事務所

0551-22-9751

甲府市荒川1-8-18豊栄ﾋﾞﾙ101

055-244-8500

甲府市中小河原1-12-15

055-244-0504

韮崎市一ツ谷2004

0551-22-8502

甲府市青沼2-23-13 税理士法人ｼｸﾞﾏﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 山梨事務所

055-237-4504

甲府市丸の内3-12-3

055-226-2121

山梨市上神内川1670ﾏﾙｷﾋﾞﾙ101

0553-39-8557

甲府市下石田2-3-23

055-222-2184

甲府市飯田4-1-28

055-244-5053

甲府市緑ヶ丘2-5-17

055-253-3488

北杜市高根町下黒澤2765

0551-47-3026
055-266-6144

甲府市中央4-5-2

055-222-4646

甲州市勝沼町等々力1637-1

090-5796-1335

中巨摩郡昭和町清水新居385-2

055-225-2900

甲府市長松寺町13-9

055-228-2241

中巨摩郡昭和町築地新居716-6

055-268-0050

甲府市国母8-27-3ｴｲﾄﾋﾞﾙ3Ｆ

055-225-1577

甲府市国母8-27-3ｴｲﾄﾋﾞﾙ3Ｆ

055-225-1577

甲府市伊勢2-3-2 磯野行夫税理士事務所

055-230-2080

笛吹市一宮町末木806-1

0553-47-2920

甲斐市万才94-1

055-276-8018

笛吹市石和町市部730-1

055-261-1980

甲斐市万才751-1ﾋﾞﾙｽﾞﾛｻﾞﾘｵ208号

055-260-7555

甲斐市万才6-10

055-278-1882

甲府市北口1-1-8甲府北口ﾋﾞﾙ 古屋俊仁税理士事務所

055-252-1273

甲府市城東4-5-22

055-235-3791

甲府市横根町460-1

055-235-4369

甲府市大里町680-3 税理士法人ＡＴＢ

055-268-3811

中央市若宮7-2 税理士法人山梨中央ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ

055-274-2600
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健司 甲府市中央2-9-5横山ﾋﾞﾙ
博之 北杜市長坂町長坂上条2533-24長坂ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ441
文哉 甲府市相生3-5-8
士郎 笛吹市一宮町坪井1291-1
俊二 甲府市丸の内3-28-9
孝 甲府市中央4-3-3甲府中央ﾋﾞﾙ2F
章夫 北杜市大泉町西井出8240-7680
一郎 笛吹市八代町増利1954
聖子 甲斐市中下条713-1
敦 山梨市上之割220-2
政博 西八代郡市川三郷町高田548-1 税理士法人三映
勝男 甲府市下石田2-5-15
健介 甲斐市名取65-1ｴｸｾﾚﾝﾄⅡ101
茂樹 甲府市城東4-2-27 税理士法人ﾎﾟﾗｲﾄ田中会計
寿雄 甲斐市西八幡4080-1
智子 甲府市下石田2-5-15 田中勝男税理士事務所
雅樹 中央市下河東592
光子 中央市西花輪4200
盛光 甲府市和戸町1002-3
佑幸 甲府市北口1-9-24UKﾋﾞﾙ2F
英幸 甲府市中央3-11-30 税理士法人深澤会計事務所 中央事務所
俊幸 甲府市中央5-5-19

太郎良 留美
千須和 知久

塚田
塚田
土屋
筒井
堤
東條
豊岡
内藤
中込
中込
中込
中込
中込
中込
中澤
中澤
中瀨
中村
中村
中山
名取
西野
野中
萩原
萩原
蓮沼
羽田
初鹿
早川
原田
原
春澤
久武
深澤
深澤
深沢
深澤

0551-32-0143
055-237-1713
055-237-7811
055-235-7732
0551-38-4021
055-265-3327
090-6793-8068

0553-23-0152
055-272-8877
055-228-7121
055-270-1084
055-237-5566
055-276-3383
055-228-7121
055-273-2806
055-273-3020
055-269-7211
055-254-8802
055-232-1333

甲府市宝1-36-9

055-226-0432

友宏 甲府市羽黒町206
由次 甲府市城東4-2-27 税理士法人ﾎﾟﾗｲﾄ田中会計
和彦 甲府市下石田2-5-15 田中勝男税理士事務所
勝良 甲府市丸の内2-22-11
秀壽 甲府市相生1-11-10
武 甲府市湯田2-3-18 税理士法人中山・久保嶋会計
正文 甲府市国母8-5-36
保 中巨摩郡昭和町西条98-1
孝憲 中巨摩郡昭和町押越90
勝 甲府市城東2-17-13城東ﾋﾞﾙ
祐基 甲府市城東2-17-13城東ﾋﾞﾙ 萩原勝税理士事務所
茂 甲府市相生2-4-21
隆行 甲府市上石田1-3-18 富士山税理士法人 甲府事務所
武仁 甲府市国母8-4-40
誠吾 甲府市緑が丘2-10-11
哲 中央市若宮7-2 税理士法人山梨中央ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ
文一 甲府市武田2-8-13
政志 南巨摩郡身延町古関1676
慎一 韮崎市藤井町南下條520 丸山孝佳税理士事務所
和宏 甲府市北口1-8-8 税理士法人深澤会計事務所
公人 中巨摩郡昭和町西条98-1
邦秀 甲斐市玉川199-8
智之 甲府市中央3-11-30 税理士法人深澤会計事務所 中央事務所

正樹 甲府市北口1-8-8 税理士法人深澤会計事務所
千穂 甲府市川田町アリア203
泰彦 甲府市住吉1-3-9

古屋
古屋
古屋
細田
堀内
堀内
堀内
堀内
本田
前田
前田
前田
前原
松土
松土
松土
松永

隆盛
俊明 甲州市塩山千野3720-3
俊仁 甲府市北口1-1-8甲府北口ﾋﾞﾙ
真吾 甲府市羽黒町1091-2
藍 甲斐市篠原2696-8 堀内正司税理士事務所
憲治 笛吹市石和町市部977-26
太郎 甲府市青沼2-23-13 税理士法人ｼｸﾞﾏﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 山梨事務所
正司 甲斐市篠原2696-8
賢二 甲府市善光寺1-17-18
和夫 甲府市大里町2216-3 前田晋吾税理士事務所
晋吾 甲府市大里町2216-3
博人 甲府市天神町14-36ﾒｯﾁｪﾝまえだ102
曻 甲府市朝気2-1-1
幸二 甲府市古府中町4841
知代 甲府市住吉2-5-15 松土博士税理士事務所
博士 甲府市住吉2-5-15
卓也 甲府市上石田3-3-43
甲府市相生1-11-10 中村秀壽税理士事務所

055-225-3622 松永 由美子 甲府市国母8-4-40 初鹿武仁税理士事務所
080-6517-5551

甲府市丸の内1-14-3

深澤
藤原
古郡

0553-39-8068 古屋 俊一郎 甲府市丸の内1-17-5舞鶴ﾋﾞﾙ４F

甲府市川田町934-1ｻﾝｺｰﾚ甲運407

忠久 甲府市富竹3-6-13
祥 甲府市上石田3-8-6
隆男 甲州市勝沼町下岩崎1824
保文 甲州市塩山上於曽2047
幸男 北杜市高根町村山北割1693-3
秀文 甲府市北口3-8-24
桃太 甲州市塩山藤木1890-1
晃由 甲斐市竜王1152-1
公人 南アルプス市六科464-1ﾌﾗｲﾊﾟﾝﾋﾞﾙ202号室
孝元 甲府市太田町18-15 税理士法人ゆうき
敏彦 中巨摩郡昭和町西条2488-4
正純 甲府市丸の内3-21-2 中込正巳税理士事務所
正巳 甲府市丸の内3-21-2
祐介 中巨摩郡昭和町西条2488-4 中込敏彦税理士事務所

中澤 謙一郎

055-233-2561

055-228-1325
055-222-5063
0553-37-4995
0553-33-4527
0551-47-4210
055-253-7611
0553-33-5201
055-278-1385
055-280-7060
055-235-8485
055-244-8228
055-226-3819
055-226-3819

松野
圓井
丸野
丸山
三浦
三神
三澤
三井
三井
三井
宮川
宮川
宮下
向山
武藤

俊一
隆司 韮崎市穂坂町宮久保5536-1
幸男 甲府市貢川本町8-37今沢ﾋﾞﾙ2F
孝佳 韮崎市藤井町南下條520
義正 甲府市高畑2-10-10
治彦 甲府市相生2-4-8
信仁 山梨市上栗原840
英雄 韮崎市若宮2-15-37ﾊｲﾂふかさわ102号
正己 甲府市下飯田1-7-19
將義 甲府市下飯田4-8-30
慎平 笛吹市御坂町成田1437 宮川正税理士事務所
正 笛吹市御坂町成田1437
和巳 甲府市下石田2-5-9 辻・本郷税理士法人 甲府事務所
秀男 笛吹市石和町四日市場1787IBCﾋﾞﾙ3F
雅彦 山梨市上神内川1000-1
甲府市中央2-6-19

055-253-3031
055-220-1770
055-235-4468
055-237-7668
055-226-6452
0553-33-8032
055-252-1273
055-252-1780
055-278-0341
055-263-4414
055-237-4504
055-278-0341
055-235-6712
055-241-9181
055-241-9181
090-8505-1755

055-225-0651
055-230-0020
055-227-8668
055-227-8668
055-267-8945
055-220-6885
055-224-3822
0551-37-4297
055-236-5581
0551-30-6111
055-224-2500
055-235-1311
0553-22-8515
0551-45-8231
055-222-3110
055-226-7510
055-261-1401
055-261-1401
055-298-6007
055-262-3109
0553-34-6048

055-244-8228 村上 三千代 甲府市中央5-2-8ＧＳ中央ﾋﾞﾙ102号室

055-288-1953

055-235-1296 村松 千恵里 甲府市大手2-4-21 村松徳昭税理士事務所

055-253-2622

055-253-8865
055-237-5566
055-228-7121
055-222-7464
055-226-6452
055-237-6888
055-226-1504
055-230-8060
055-267-5225

村松
望月
望月
本川
守山
矢﨑
安永
谷戸
矢野

徳昭 甲府市大手2-4-21
厚志 甲府市上石田2-11-5 望月輝雄税理士事務所
輝雄 甲府市上石田2-11-5
修一 甲府市酒折町1340-10
茂 北杜市白州町白須6807-110 税理士法人三映 守山事務所
浩 甲府市下飯田1-6-25
嵩 甲府市美咲2-4-4
輝雄 甲府市国母8-4-40 初鹿武仁税理士事務所
潔 山梨市下石森877-2

055-253-2622
055-228-7288
055-228-7288
090-2327-1134

0551-35-2343
055-228-5885
055-252-6109
055-220-6885
0553-22-9333

055-222-8080 山口 由美子 甲府市丸の内3-27-14 あいせ税理士法人山梨ｵﾌｨｽ 055-269-6315
055-222-8080
055-228-1226
055-221-4224
055-220-6885
055-269-7311
055-274-2600
055-253-6420
0556-38-0188
0551-30-6111
055-253-3031
055-230-8583
055-276-2358
055-232-1333

山田
山田
山本
山本
山本
吉岡
𠮷川
依田
若尾
渡邉
廣瀩

一功 甲府市中央2-3-7
一彦 甲府市上石田1-2-19
薫 南巨摩郡富士川町青柳町307ｻﾝ豊栄ﾋﾞﾙ2Ｆ
晃司 甲府市貢川本町7-3ｳｲｽﾀﾘｱＱ101号室
大志 甲府市丸の内3-21-10ﾈｸｻｽﾋﾞﾙ4F
大悟 甲府市下飯田1-6-25 矢﨑浩税理士事務所
滋 甲府市蓬沢1-7-40 税理士法人すばる
文人 甲府市貢川本町13-6hanasora店舗2F
和成 甲府市寿町6-13
進 南巨摩郡南部町南部4103-7
和幸 神奈川県横須賀市久里浜4-15-7KHﾋﾞﾙ3階

0
0

055-224-5680
055-226-4832
0556-48-8864
055-287-6146
055-228-1985
055-228-5885
055-269-5644
055-288-8512
055-244-8808
0556-64-4546
046-836-9662

0
0

平成33年4月12日

東京地方税理士会
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《法人》

事務局
電 話
ＦＡＸ

甲府市中央2-11-23
(055)233-1318
(055)237-9006

税理士法人 ＡＴＢ

甲府市大里町680-3

055-268-3811

あいせ 税理士法人 山梨ｵﾌｨｽ

甲府市丸の内3-27-14

055-269-6315

税理士法人 ＡＫパートナーズ 山梨事務所

北杜市高根町箕輪新町99-2

0551-47-2400

税理士法人 三映

西八代郡市川三郷町高田548-1

055-272-8877

税理士法人 三映 守山事務所

北杜市白州町白須6807-110

0551-35-2343

税理士法人 シグマパートナーズ 山梨事務所

甲府市青沼2-23-13

055-237-4504

税理士法人 すばる

甲府市蓬沢1-7-40

055-269-5644

辻・本郷 税理士法人 甲府事務所

甲府市下石田2-5-9

055-228-5722

辻・本郷 税理士法人 甲府中央事務所

甲府市上今井町684-6

055-241-7522

税理士法人 中山･久保嶋会計

甲府市湯田2-3-18

055-237-6888

税理士法人 深澤会計事務所

甲府市北口1-8-8

055-253-3031

税理士法人 深澤会計事務所 中央事務所

甲府市中央3-11-30

055-232-1333

富士山 税理士法人 甲府事務所

甲府市上石田1-3-18

055-221-4224

税理士法人 ポライト田中会計

甲府市城東4-2-27

055-237-5566

税理士法人 山梨中央パートナーズ

中央市若宮7-2

055-274-2600

税理士法人

甲府市太田町18-15

055-235-8484

ゆうき

