
◆　税に関する相談は税理士へ
◎　税理士資格のない者が税理士業務を行なうことは、法律により禁止されていますので、税務相談や申告書の

　　作成を依頼する場合には正規に登録されている税理士事務所をご利用ください。

◎　最近、｢にせ税理士｣による納税者の被害が発生していますので、ご注意をお願いします。

(令和4年9月1日)

氏　　名 事 務 所 所 在 地 電話番号 氏　　名 事 務 所 所 在 地 電話番号

【長野地区】 小森　博男 長野市神楽橋１０番地１０７ 259-5924

青木　優 長野市大字安茂里２０１０番地の１ 227-2043 小山　えり奈 長野市大字安茂里３５７０番地　セジュールカクダイA棟 219-3160

青栁　淳行 長野市栗田１０００番地１長栄長野東口ビル　辻・本郷税理士法人　長野事務所 291-6066 齊木　政則 長野市大字西尾張部１１１５番地２　税理士法人共同会計社 259-0477

芦原　誠 長野市南石堂町１２９３番地３　長栄南石堂ビル　あがたグローバル税理士法人 217-2020 酒井　富雄 長野市南千歳２丁目７番１１号　全國税理士法人　１ 070-5362-8807

雨宮　甲子男 長野市上松２丁目２番２１号 234-0704 坂口　利司 長野市川中島町今里５２６番地３ 286-5502

新井　俊夫 長野市早苗町６９－１ 235-3237 佐々木　浩 長野市新田町１５０８番地２明治安田生命長野ビル　朝日税理士法人　長野事務所 252-7011

荒井　秀夫 長野市南千歳１丁目１７番地３ 北沢孝仁税理士事務所 228-7588 佐藤　惠一 長野市青木島１丁目２－１２　ＩＣビル１　３階中央号室 284-7030

新木　淳彦 長野市大字徳間３３０３番地１ＮＡＡビル 239-6222 清水　榮 長野市西和田２丁目２７番１５号 263-1166

石坂　優 長野市栗田２００９番地　ＢＢＢビル６階６０２号室 217-7351 下﨑　喜一郎 長野市大字栗田６８番地６ 226-0916

伊藤　英利 長野市篠ノ井布施高田１１４５－４ 292-8022 白井　輝次 長野市西後町１5９７番地１　長野朝日八十二ビル２階　コンパッソ税理士法人　長野事務所 217-2173

井原　正人 長野市篠ノ井西寺尾２３３４－５ 080-2122-0930 杉村　智代 長野市大字稲葉２３５１番地３４ 228-3165

今井　正史 長野市大字北堀６１７番地１１ 295-9205 須坂　治一 長野市大字鶴賀七瀬南部３９９番地５号 塚田知信税理士事務所 227-8510

岩崎　清一 長野市三輪９丁目８番４号 225-9875 鈴木　育夫 長野市三輪９丁目１４番１５号 241-7226

上原　弘之 長野市大字鶴賀緑町１６０５長野グリーンハイツ　関屋光雄税理士事務所 226-2145 鈴木　健一 長野市金井田８５番地１ 476-2740

宇賀田　伸彦 長野市西和田２丁目１番２２号 244-1211 鈴木　秀一 長野市大字東和田８５７番地１信州名鉄長野ビル５Ｆ　アイソニック税理士法人　長野東事務所 263-3336

内村　孝英 長野市稲里町中央４丁目２１番３７号 286-7417 関　博明 長野市稲田３丁目７番２４号 259-7305

大﨑　尚美 長野市大字鶴賀２１４１番地３ 税理士三井和典事務所 232-0255 関谷　孝文 長野市吉田４丁目１０－１１－４クワトロカーサスＢ１ 242-6523

大澤　久幸 長野市松代町松代５番地１　長谷川智徳税理士事務所 290-6030 関屋　光雄 長野市大字鶴賀緑町１６０５長野グリーンハイツ 226-2145

大島　力 長野市若穂綿内字町８７７０番地１　宮本良巳税理士事務所 268-5515 園原　庄三 長野市上松５丁目９番１号 239-7260

大瀬　順三 長野市大字安茂里３８２７番地 228-0531 平　洋輔 長野市篠ノ井塩崎３４１１番地１ 080-7854-2922

太田　直樹 長野市大字鶴賀田町２１４４番地４Ａｔｏビル２Ｆ 233-3927 髙寺　佑佳 長野市大字高田１１１２番地４　メゾン・ド・ブーケ２０１号090-5996-2995

太田　裕章 長野市南石堂町１２９３番地３長栄南石堂ビル　あがたグローバル税理士法人 217-2020 髙頭　貴之 長野市大字南堀４７７番地１第２・ＯＳビル３階　川野卓税理士事務所 259-6910

太田　裕隆 長野市南高田１丁目１０番地１ 若林健史税理士事務所 259-2311 高野　善生 長野市新田町１５０８番地２明治安田生命長野ビル　朝日税理士法人　長野事務所 252-7011

大峽　清光 長野市若穂綿内６０１３番地１ 282-6010 高橋　朋宏 長野市下氷鉋１丁目１３番７号 倉田博光税理士事務所 283-7676

大牟田　祥 長野市南千歳1丁目12番7号　新昭和ビル　税理士法人山田アンドパートナーズ　長野事務所 403-0138 武井　敬明 長野市大字南長野妻科８５６番地 234-6626

岡村　丈司 長野市新田町１５０８番地２明治安田生命長野ビル　朝日税理士法人　長野事務所 252-7011 竹内　暢 長野市合戦場２丁目１１５番地２トヨビル２Ｆ 293-5200

小川　一弘 長野市丹波島１丁目７４７ 286-7603 竹内　完 長野市上松１丁目７番１６号 232-5869

小川　直樹 長野市南千歳町９５６ＮＭビル　税理士法人あおぞらしなの 224-1077 竹内　良輝 長野市若宮２－４－８ 263-8328

沖田　聡 長野市下氷鉋１丁目１３番７号　倉田博光税理士事務所 283-7676 竹下　雄之 長野市大字南長野南石堂町１２７７番地の２長栄第２ビル５階　デロイト　トーマツ税理士法人　長野事務所 227-9822

小滝　和義 長野市大字赤沼１６０８番地 262-1414 竹原　伸一郎 長野市吉田５丁目２３番２６号渡辺第一ビル２０３ 217-6631

大日方　尚 長野市合戦場３丁目４５番地　長野税理士法人　大日方会計事務所 292-0849 武部　秀隆 長野市東町２０７-１ 219-2473

風間　孝三 長野市大字鶴賀田町２１０３番地 235-1101 立岡　幸江 長野市吉田１丁目１５番１０号　立岡秦明税理士事務所 241-5903

勝山　学 長野市吉田３丁目２番８号 263-5514 立岡　秦明 長野市吉田１丁目１５番１０号 241-5903

金井　秀夫 長野市鶴賀２１４１番地３　信光ビル３階事務室 090-2746-9159 田中　一郎 長野市篠ノ井御幣川１１５３番地２　税理士法人TOKIZAWA＆PARTNERS長野事務所 292-1446

金子　和夫 長野市大字鶴賀西鶴賀町１５００番地の５号 金子孝税理士事務所 232-3125 田中　孝一 長野市下氷鉋１丁目１３番７号 倉田博光税理士事務所 283-7676

兼子　修一 長野市若里３丁目６番３号　ＳＫビル３階 税理士法人長野会計社 214-5681 田中　正一 長野市大字西鶴賀１５６７番地 232-7468

金子　孝 長野市大字鶴賀西鶴賀町１５００番地の５号 232-3125 田中　幹夫 長野市南石堂町１２９３番地３長栄南石堂ビル　あがたグローバル税理士法人 217-2020

神尾　みさき 長野市大字南長野南石堂町１２７７番地の２長栄第２ビル５階　デロイト　トーマツ税理士法人　長野事務所 227-9822 田中　豊 長野市三輪１丁目１６番１８号 263-6850

神山　英夫 長野市平柴台６６番地 228-9647 田畑　正利 長野市青木島町大塚６７３番地７ 214-0037

柄澤　敬一 長野市新田町１５０８番地２明治安田生命長野ビル　朝日税理士法人　長野事務所 232-0258 玉井　久志 長野市大字大豆島９８０番地 221-6997

柄澤　重登 長野市上松１丁目３番２９号 234-2764 塚田　英一 長野市稲里町中央２丁目２３番２２号 274-5987

柄澤　壯重 長野市上松１丁目３番２９号 柄澤重登税理士事務所 234-2764 塚田　忠幸 長野市大字高田５５６番地１ 226-5333

柄澤　光孝 長野市三輪９丁目８番４号　岩﨑清一税理士事務所 225-9871 塚田　知信 長野市鶴賀七瀬南部３９９番地５号 227-8510

川上　幹雄 長野市桐原１丁目２３—２４ 241-3471 寺島　修二 長野市川中島町今井１６８８番地５ 284-2203

川島　修一 長野市南石堂町１２９３番地３長栄南石堂ビル　あがたグローバル税理士法人 217-2020 鴇沢　悦也 長野市篠ノ井御幣川１１５３－２　税理士法人TOKIZAWA＆PARTNERS長野事務所 292-1446

川野　卓 長野市大字南堀４７７番地１第２・ＯＳビル３階 259-6910 徳武　裕久 長野市高田８８７番地２　德武慶彦税理士事務所 228-6990

神田　淳雄 長野市大字徳間３３２２番地３　税理士神田富雄事務所 259-4472 德武　慶彦 長野市高田８８７番地２　 228-6990

神田　富雄 長野市大字徳間３３２２番地３ 259-4472 舎川　英生 長野市上松５丁目９番１号　園原庄三税理士事務所 239-7260

北沢　孝仁 長野市南千歳１丁目１７番地３ 228-7588 外谷　水城 長野市篠ノ井布施五明１９９番地５ 293-4329

北野　浩司 長野市篠ノ井小松原１０９６番地５ 090-4716-4606 中川　照男 長野市大字鶴賀２１４１番地３ 税理士三井和典事務所 232-0255

北原　正明 長野市大字栗田２９２番地　税理士法人成迫会計事務所　長野事務所 291-4153 中澤　健治 長野市稲里町中央４丁目３番７号 286-5155

北村　真一 長野市大字風間１９８９番地１ 466-6230 中沢　威明 長野市大字南長野南県町1002番地5クロススクエア長野県庁前502号室　税理士法人あおぞらしなの　ひなた事務所 219-6611

久保田　和男 長野市篠ノ井会６番地の４ 290-5121 中澤　正人 長野市鶴賀３４５番地１　あおい税理士法人 228-2803

倉田　修 長野市大字鶴賀西鶴賀町１５４０番地４　長野税理士法人　倉田会計事務所 234-0016 中島　英明 長野市若里２丁目１－１　長野平成ビル２階　アイソニック税理士法人　長野中央事務所 217-8308

倉田　博光 長野市下氷鉋１丁目１３番７号 283-7676 永田　良輔 長野市中御所２丁目４５８フォロ・ロマーノRR号室 266-0685

黒田　孝男 長野市大字西尾張部１０６１番地４ 259-3226 永原　征夫 長野市大字安茂里西河原３６９９－１中央税経事務所２Ｆ 217-5592

小池　宏夫 長野市篠ノ井杵淵７０番地１５ 261-1514 長峰　行希 長野市大字南長野北石堂町１０２７番地１９　長峰文郷税理士事務所 223-5771

小林　一秀 長野市吉田２丁目１２番３１号 263-6851 長峰　文郷 長野市大字南長野北石堂町１０２７番地１９ 223-5771

小林　邦一 長野市南石堂町１２９３番地３長栄南石堂ビル　あがたグローバル税理士法人 217-2020 中村　徳男 長野市大字赤沼１６０３番地 262-1078

小林　重人 長野市大字西鶴賀１５６７番地　田中正一税理士事務所 232-7468 中村　秀雄 長野市大字北尾張部７８８番地１４サンディビル２Ｆ 259-4780

古林　ちえみ 長野市吉田１丁目２１番１１－１号 070-8988-1590 中村　康徳 長野市早苗町７７番地２ 235-8811

小林　勉 長野市大字稲葉１６５６番地１プラトヤヤ２０１ 214-3007 中村　義高 長野市若里１丁目２７番３８号 227-0173

小林　敏子 長野市南石堂町１２９３番地３　長栄南石堂ビル３F 090-1762-7992 中山　孝弘 長野市合戦場３丁目４５番地　長野税理士法人　大日方会計事務所 292-0849

小林　英明 長野市栗田１０００番地１長栄長野東口ビル　辻・本郷税理士法人　長野事務所 291-6066 中山　博喜 長野市篠ノ井杵淵１５７９番地 090-8309-0702

小林　元次 長野市青木島町大塚１３５９番地１ 284-2152 永山　実 長野市箱清水一丁目５番５号 237-8877

小林　義夫 長野市青木島町青木島乙５５５番地 214-0601 成澤　優一朗 長野市稲葉２９５番地３北村ビル２０３ 269-0032

小湊　裕 長野市大字西尾張部１０６１番地５ 263-3915 西沢　和夫 長野市松代町東条４２５０番地２ 278-1284

税　理　士　名　簿

◆税理士会 ｢無料税務相談所｣

日 時 毎週水曜日 午後1時半～3時半 〔事前電話予約制〕

場 所 長野税理士会館 ℡026-228-6443

長野市大字鶴賀170-3

日 時 第2・4木曜日 午後1時～4時

場 所 もんぜんぷら座４階「市民相談室」 ℡224-5777



氏　　名 事 務 所 所 在 地 電話番号 氏　　名 事 務 所 所 在 地 電話番号

西澤　圭 長野市若穂綿内字町８７７０番地１　宮本良巳税理士事務所 268-5515 渡邉　浩匡 長野市大字鶴賀字七瀬７５１番地６大成第二ビル　さくら税理士法人 225-1520

西澤　利雄 長野市稲里町中氷鉋６０２番地２ 284-1340 【須高地区】

西澤　範子 長野市大字南長野南石堂町１２７７番地の２長栄第２ビル５階　デロイト　トーマツ税理士法人　長野事務所 227-9822 植木　達也 須坂市大字米持３０２番地－１日建ビル２階２０１号　植木正雄税理士事務所 245-5585

西山　利昭 長野市中御所１丁目１６番１３号　天馬ビル　朝日税理士法人 219-6002 植木　正雄 須坂市大字米持３０２番地－１日建ビル２階２０１号 245-5585

野池　美廣 長野市稲里町下氷鉋４２４番地９ 284-9825 上原　栄二 須坂市大字須坂１５２８番地センタービル８０　さくら税理士法人　上原事務所 248-1739

野路　美徳 長野市大字鶴賀上千歳町１１２１番地１長野ＯＳビル　長野税理士法人 223-1888 内山　清明 須坂市大字須坂１２４１番地１７ 246-0405

橋本　和男 長野市南千歳町１丁目８番２号マスコビル３階 227-4241 大沼　博雄 須坂市墨坂４丁目１１番２６号 渡辺・麻場税理士法人 245-7758

長谷川　重治 長野市南県町６８５番地 234-1711 倉石　浩芳 須坂市墨坂４丁目１１番９号 245-7228

長谷川　智徳 長野市松代町松代５番地１ 290-6030 栗田　敬子 須坂市大字小河原３７９番地１５ 248-4341

八田　靜二郎 長野市新田町１５０８番地２明治安田生命長野ビル　朝日税理士法人　長野事務所 232-0258 黒岩　文雄 須坂市大字須坂１６３７番地ツインエースビル２階１０号室 246-6200

馬場　知視 長野市川中島町御厨５０８番地４ 283-3161 小林　耕治 須坂市高畑４３００番地　 248-1182

林部　光次郎 長野市大字東和田８５７番地１信州名鉄長野ビル５階２号 263-2202 小林　秀一 須坂市大字小河原２１０９番地６ 248-3702

原山　功 長野市上野３丁目２６４番地 295-2136 小林　正治 須坂市高畑４３００番地　小林耕治税理士事務所 248-1182

平井　幸光 長野市鶴賀２１４１番地３信光ビル３階　税理士法人青葉会計 219-2126 斉藤　和久 須坂市立町１４４６番地１ 245-3542

平林　倫子 長野市東後町２１グランドハイツ表参道弐番館１０６ 266-0090 坂爪　友美 須坂市立町1278番地1　須坂商工会館3F　COCORO税理士法人　須坂事務所 246-1030

深澤　昌幸 長野市上野２丁目１１８４番地 262-1451 佐藤　晃 須坂市小山２５１５-２ 090-4546-9328

福井　一浩 長野市篠ノ井小松原１２４１番地 477-2740 清水　治良 須坂市大字坂田３４番地 248-0621

藤澤　典応 長野市屋島２３３６－１４５ 222-2200 竹内　健康 須坂市大字小河原字六川道西沖３５８０番地１０ 245-5455

藤澤　義章 長野市大字鶴賀問御所町１２１５番地の４ 226-5052 土屋　文雄 須坂市大字須坂１０７７番地の４ 214-3828

藤澤　善雄 長野市篠ノ井岡田１６５２番地 292-3916 中島　修一 須坂市上中町１７５番地１ 245-3539

藤本　剛功 長野市大字鶴賀字七瀬７５１番地６大成第二ビル　さくら税理士法人 268-1560 中島　淳一 須坂市上中町１７５番地１　中島修一税理士事務所 245-3539

古畑　智子 長野市大字南長野南石堂町１２７７番地の２長栄第２ビル５階　デロイト　トーマツ税理士法人　長野事務所 227-9822 中村　謙吉 須坂市大字須坂１６１１番地２２ 248-8131

星野　直信 長野市大字鶴賀字七瀬７５１番地６大成第二ビル　税理士法人のぞみ　長野事務所 227-5418 中村　義忠 須坂市大字須坂1230番地43須坂ハイランドマンション005号 214-3408

細井　廣 長野市川中島町今井１７０７番地 285-1687 花見　武吉 須坂市北横町１６５０番地１ 248-7500

堀　昌壽 長野市大字中御所岡田町８３－１ 266-0728 牧　芳弘 須坂市大字須坂１６３７番地 245-1927

堀越　倫世 長野市吉田２丁目７番２１号 252-5080 松尾　和彦 須坂市大字須坂１５２８番地センタービル８０　さくら税理士法人　上原事務所 248-1739

真岸　昭雄 長野市三輪３丁目１番１８号　真岸裕税理士事務所 243-6922 山口　文 須坂市大字小河原４８番地 248-0541

真岸　裕 長野市三輪３丁目１番１８号　　 243-6922 山本　尚登 須坂市墨坂４丁目１１番２６号　渡辺・麻場税理士法人 245-7758

牧野　菊實 長野市三輪４丁目１７番７号 232-0419 渡邉　和彦 須坂市墨坂４丁目１１番２６号　渡辺・麻場税理士法人 245-7758

牧野　英雄 長野市吉田５丁目７番７号 243-1268 畔上　洋 上高井郡小布施町大字都住９７番地 247-6386

増田　陽一 長野市川中島町原２７１－３－Ａ２０２ 090-7437-5780 久保田　祐一 上高井郡小布施町大字小布施１０３０番地１１ 247-2265

町田　純一 長野市篠ノ井小松原１３１３番地１ 274-5977 水野　貴雄 上高井郡小布施町大字小布施２７５番地１ 214-3290

松倉　幸夫 長野市桜新町６７２番地の４ 259-5474 【上水内地区】

松澤　昭治 長野市大字徳間３３２２番地２ 243-4790 相澤　廣 上水内郡飯綱町大字芋川１５６０番地 253-8673

松下　正隆 長野市大字西長野２０５番地 233-1934 近藤　保三 上水内郡飯綱町大字黒川２１５６番地 262-1427

松橋　孝男 長野市若里３丁目１９番２８号 227-4658 樋口　功 上水内郡飯綱町大字平出２９８５番地２ 219-2533

松橋　丈雄 長野市大字南県町1002番5クロススクエア長野県庁前403　税理士法人青葉会計　県庁前オフィス 219-6077 山浦　修 上水内郡飯綱町大字倉井２７７９番地６ 090-2202-4155

松本　和市 長野市篠ノ井御幣川１１５３番地２　税理士法人TOKIZAWA＆PARTNERS長野事務所 292-1446 【税理士法人】

丸谷　繁弘 長野市大字北尾張部１０７番地１　Twinkle・uno203号 217-6378 263-3336

丸山　大介 長野市稲田２丁目３５番８号　エルメゾン稲田Ａ棟 090-1866-5004 217-8308

三浦　修 長野市篠ノ井塩崎２６４９番地６　税理士法人新日本筒木　長野事務所 293-3108 あおい税理士法人　…　長野市鶴賀３４５番地１ 228-2803

水野　清一 長野市広田４８番地神明第一ビル３Ｆ　つばき税理士法人 286-7550 あがたグローバル税理士法人　…　長野市南石堂町1293番地3長栄南石堂ビル 217-2020

三井　和典 長野市大字鶴賀２１４１番地３ 232-0255 219-6002

宮澤　しおり 長野市大字南長野南石堂町１２７７番地の２長栄第２ビル５階　デロイト　トーマツ税理士法人　長野事務所 227-9822 朝日税理士法人　長野事務所　…　長野市新田町1508-2明治安田生命長野ﾋﾞﾙ 252-7000

宮澤　博 長野市大字西尾張部１１１５番地２　税理士法人共同会計社 259-0477 COCORO税理士法人　…　長野市稲里町下氷鉋字北河原１３８２番地２ナカジマビル1階 286-5333

宮下　知昭 長野市南石堂町１２９３番地３　長栄南石堂ビル　あがたグローバル税理士法人 217-2020 246-1030

宮島　文夫 長野市青木島町青木島乙６６８番地１２ 284-2076 コンパッソ税理士法人　長野事務所　…　長野市西後町１5９７番地１　長野朝日八十二ビル２階 217-2173

宮本　良巳 長野市若穂綿内字町８７７０番地１ 268-5515 さくら税理士法人　…　長野市大字鶴賀七瀬751番地6大成第二ビル 268-1560

村井　秀行 長野市吉田五丁目３１番２１－２号 263-4353 さくら税理士法人　上原事務所　…　須坂市大字須坂１５２８番地センタービル８０ 248-1739

村田　圭介 長野市三輪１丁目２４番２７号 225-9480 税理士法人あおぞらしなの　…　長野市南千歳町９５６ＮＭビル 224-1077

村田　徹 長野市南県町１１３８パレスハイツ県町 227-4858 219-6611

村松　均 長野市川中島町上氷鉋５１８番地 283-6940 税理士法人青葉会計　…　長野市鶴賀２１４１番地３信光ビル３階 219-2126

栁澤　正則 長野市篠ノ井横田３９０－１ 214-3322 219-6077

矢花　康 長野市柳町６６番地 274-5103 税理士法人共同会計社　…　長野市西尾張部1115番地2 259-0477

山上　昌二 長野市箱清水１丁目１５番１４号 234-3044 税理士法人新日本筒木　長野事務所　…　長野市篠ノ井塩崎2649番地6 293-3108

山岸　正道 長野市稲里町下氷鉋字北河原１３８２番地２ナカジマビル1階　COCORO税理士法人 286-5333 217-6378

山岸　陸弘 長野市篠ノ井布施高田951番地１ 293-7565 292-1446

山口　博幸 長野市稲田３丁目１８番２０号 263-4350 税理士法人長野会計社　…　長野市若里３丁目６番３号　ＳＫビル３階 214-5681

山崎　健兒 長野市南石堂町１２９３番地３長栄南石堂ビル　あがたグローバル税理士法人 217-2020 税理士法人成迫会計事務所　長野事務所　…　長野市大字栗田292番地 291-4153

山田　暁子 長野市広田４８番地神明第一ビル３Ｆ　つばき税理士法人 286-7550 税理士法人のぞみ　長野事務所　…　長野市大字鶴賀七瀬751番地6大成第二ビル５階 227-5418

山本　宗夫 長野市大字高田３３６－２守田ビル２Ｆ西 217-6139 403-0138

弓場　法 長野市大字安茂里小市２丁目１４番１号 267-9488 全國税理士法人　1　…　長野市南千歳2丁目7番11号 070-5362-8807

吉田　日出代 長野市真島町真島１４４８番地の１１ 284-9817 291-6066

吉田　正男 長野市真島町真島１４４８－１１ 284-9817 つばき税理士法人　…　長野市広田４８番地神明第一ビル３Ｆ 286-7550

吉村　治樹 長野市差出南２丁目２３番１１号 228-3373 227-9822

吉村　侑祐 長野市差出南２丁目２３番１１号　吉村治樹税理士事務所 228-3373 長野税理士法人　…　長野市大字鶴賀上千歳町1121番地1長野OSビル 223-6200

若月　一敏 長野市大字長野大門町５２３番地１号 217-1707 長野税理士法人　大日方会計事務所　…　長野市合戦場3丁目45番地 292-0849

若林　健太 長野市大字鶴賀上千歳町１１２１番地１長野ＯＳビル　長野税理士法人 223-1888 長野税理士法人　倉田会計事務所　…　長野市大字鶴賀西鶴賀町1540番地4 234-0016

若林　健史 長野市南高田１丁目１０番地１ 259-2311 渡辺・麻場税理士法人　…　須坂市墨坂4丁目11番26号 245-7758

若林　寬治 長野市浅川西条１１７２番地 296-1302

和田　謙二 長野市南石堂町１２９３番地３　長栄南石堂ビル　あがたグローバル税理士法人 217-2020

渡邉　隆行 長野市吉田３丁目１６番２６号 213-6968 税務相談・確定申告書の作成等は税理士へ
渡邉　典昭 長野市大字村山３０７番地 241-6606 ◎税務相談・確定申告書の作成は、税理士以外の者はできないことになっています。

関東信越税理士会長野支部
長野市大字鶴賀170番地3　℡026-228-6443

税理士法人青葉会計　県庁前オフィス　…　長野市大字南県町1002番5クロススクエア長野県庁前403

税理士法人つむぎパートナーズ　長野事務所　…　長野市大字北尾張部１０７番地１　Twinkle・uno203号

税理士法人TOKIZAWA＆PARTNERS長野事務所　…　長野市篠ノ井御幣川１１５３－２

税理士法人山田アンドパートナーズ　長野事務所 … 長野市南千歳1丁目12番7号　新昭和ビル

辻・本郷税理士法人　長野事務所　…　長野市栗田１０００番地１長栄長野東口ビル　

デロイト　トーマツ税理士法人　長野事務所　…　長野市南石堂町1277番地の2長栄第2ﾋﾞﾙ5階

税理士法人あおぞらしなの　ひなた事務所　…　長野市大字南長野南県町1002番地5クロススクエア長野県庁前502号室

アイソニック税理士法人　長野東事務所　…　長野市大字東和田８５７番地１信州名鉄長野ビル５Ｆ

アイソニック税理士法人　長野中央事務所　…　長野市若里２丁目１－１　長野平成ビル２階

朝日税理士法人　　…　長野市中御所１丁目１６番１３号　天馬ビル

COCORO税理士法人　須坂事務所　…　須坂市立町1278番地1　須坂商工会館3F


