そうだ、税理士に聞こう！
「にせ税理士」にご注意ください
納税者の依頼による税務代理、税務書類の作成、税務相談などの業務は税
理士法によって税理士資格のない人はできないことになっています。
資格のない人が税務書類の作成などの税理士業務を行う「にせ税理士」行
為は法律に違反するばかりでなく、納税者の皆さんに迷惑をかけることにな
ります。したがって、税務書類の作成などは、正規の“税理士”に依頼しま
しょう。
お問い合わせは、税理士会鎌倉支部へどうぞ。

東京地方税理士会鎌倉支部
〒248-0011 鎌倉市扇ガ谷1丁目8番9号
鎌工会ビル305号
電話

０４６７－２５－５２２０番

東京地方税理士会鎌倉支部所属の税理士は次のとおりです。
税理士名

事

事務所電話

2014/12/10現在
務

所

所

在

地

鎌倉市
青栁久美
天野順世
荒牧瑞枝
飯田亜希子
飯田幹嘉
池田奈央
石井清之
石井茂子
石井力
石井正夫
石澤一英
石原良一
磯部昌良
伊藤幸雄
猪俣賢
今林千昭
今林康夫
岩本繁
上園敬二
海野寛絵
海野裕貴
梅澤忠
梅野威
浦野久美子
大形敏郎
大沢優子
大西久子

0467-48-3688
0467-22-2951
0467-67-5264
0467-39-1580
0467-39-1580
0467-45-7993
0467-23-3295
0467-23-3295
0467-46-2622
0467-24-4303
0467-32-0225
0467-32-0524
0467-44-9181
0467-47-0147
0467-46-7266
0467-44-3400
0467-44-3400
0467-24-3419
0467-46-5852
0467-46-5061
0467-84-9837
0467-73-7105
0467-45-3207
0467-45-7158
0467-61-4650
0467-38-4346
0467-22-1208

鎌倉市岡本1500-67
鎌倉市佐助1-4-14
鎌倉市大船2-6-7-201
鎌倉市笛田5-44-43 なぎさ税理士法人
鎌倉市笛田5-44-43 なぎさ税理士法人
鎌倉市城廻487-8
鎌倉市由比ガ浜2-21-22
鎌倉市由比ガ浜2-21-22
鎌倉市小袋谷2-3-16
鎌倉市由比ガ浜3-2-1 由比ガ浜MIﾋﾞﾙ1F
鎌倉市手広1-6-13 ﾁｭﾘｽ鎌倉206 税理士法人湘南綜合税務
鎌倉市西鎌倉4-13-3
鎌倉市山ノ内739 山ノ内栗田ﾋﾞﾙ2F
鎌倉市台3-6-26
鎌倉市大船1-23-16-505
鎌倉市大船4-16-34 Kﾋﾞﾙ202号
鎌倉市大船4-16-34 Kﾋﾞﾙ202号 今林千昭税理士事務所内
鎌倉市極楽寺1-12-11
鎌倉市大船3-9-33 KGﾋﾞﾙ1階
鎌倉市梶原3-21-9
鎌倉市植木370-1 ﾙﾈ鎌倉植木807号
鎌倉市大船1-12-10 湘南第5ﾋﾞﾙ202号室
鎌倉市玉縄1-5-3
鎌倉市岡本2-14-3 ﾒｿﾞﾝﾌﾗﾜｰ2A
鎌倉市雪ノ下3-4-2 ﾍﾞﾙﾃﾗﾝ･ｵｰｸﾗ303号
鎌倉市大船1-7-7 ﾖｼﾉﾋﾞﾙ7F
鎌倉市御成町2-4
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税理士名
大橋晋
岡田高子
加藤紘一
加藤五月
金谷正文
鎌田洋子
上條昌明
上村武彦
木村真紀
栗原英信
黒江信行
後藤ルース比呂
小林賢二
小林祐二
込江保次
酒井博子
清水貴
清三津千草
庄司愛
杉浦大介
杉山吉永
鈴木晶夫
関雅信
高品彰
髙橋琴代
髙橋貢子
竹内節子
多田雅也
田村哲朗
千田和弘
辻絹代
中野圭子
仲林聖子
梨木はるみ
西英俊
西村直也
野宮知志
橋本智志
林和彦
林裕
半田利文
廣川智子
廣川浩
福澤慎太郎
福澤好美
藤岡昇
藤岡雄史
藤木正友
前川文子
前川健二
町田雅寛
町田玲子
松本理美

事務所電話
0467-40-6231
0467-81-4896
0467-45-1021
0467-38-8893
0467-32-1900
0467-32-3105
0467-91-5674
0467-22-8200
0467-50-0154
0467-32-5649
0467-23-8191
0467-38-8292
0467-43-6113
0467-43-7104
0467-47-3350
0467-22-2920
0467-84-8570
090-8791-7498
0467-25-2487
0467-23-0391
0467-22-5011
0467-24-8634
0467-45-1139
0467-48-6730
0467-84-9837
0467-47-9965
0467-22-4500
0467-24-1122
0467-45-5680
0467-47-5768
0467-48-6849
0467-44-6415
0467-46-0634
0467-46-4804
0467-50-0676
0467-31-4775
0467-38-7820
0467-48-6602
0467-45-5350
0467-25-2328
0467-43-0871
0467-61-3440
0467-23-5221
0467-23-9200
0467-23-9200
0467-32-5584
0467-22-2367
0467-45-6325
0467-48-6602
0467-48-6602
0467-31-3840
0467-31-3840
080-3008-8337

事
務
所
所
在
地
鎌倉市大船1-23-1 大船中央ﾋﾞﾙ4F
鎌倉市大船1-7-7 ﾖｼﾉﾋﾞﾙ7F
鎌倉市大船3-4-7 税理士法人みつば 鎌倉事務所
鎌倉市浄明寺4-15-11
鎌倉市腰越3-19-16
鎌倉市笛田5-29-21
鎌倉市大船5-12-3-301号
鎌倉市長谷5-13-12
鎌倉市寺分3-27-3-1号
鎌倉市手広1-6-13 ﾁｭﾘｽ鎌倉210
鎌倉市雪ノ下3-4-2 ﾍﾞﾙﾃﾗﾝ大蔵202号
鎌倉市台4-5-43-204号
鎌倉市岡本2-2-1-323
鎌倉市岡本2-2-1-323
鎌倉市大船2-18-14-303
鎌倉市御成町6-24
鎌倉市大船1-22-11 ﾊﾟﾗｯﾂｫ.ｳﾞｨｵﾗ302号
鎌倉市西鎌倉1-9-3
鎌倉市由比ガ浜1-12-15
鎌倉市佐助1-9-27
鎌倉市笹目町6-49
鎌倉市大町2-2-4
鎌倉市大船3-2-9
鎌倉市今泉台2-3-4
鎌倉市植木370-1 ﾙﾈ鎌倉植木807 海野裕貴税理士事務所
鎌倉市岡本2-12-28
鎌倉市扇ガ谷1-8-1 山口ﾋﾞﾙ3B
鎌倉市由比ガ浜4-3-24 ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ203号
鎌倉市大船3-2-11 大船ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ3階
鎌倉市台3-3-34 feel鎌倉201
鎌倉市城廻100-29
鎌倉市大船1-12-21 中田ﾋﾞﾙ2階1号室
鎌倉市寺分3-13-5
鎌倉市城廻769
鎌倉市西鎌倉4-2-28
鎌倉市津473-9 津村ﾊｲﾂ201
鎌倉市大船3-2-11 大船ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ3階
鎌倉市大船2-18-8 税理士法人大船ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞｵﾌｨｽ
鎌倉市大船1-19-10
鎌倉市二階堂257-14
鎌倉市大船1-22-13 三和ﾋﾞﾙ第2-303
鎌倉市二階堂918-7
鎌倉市浄明寺6-10-35
鎌倉市材木座2-15-21
鎌倉市材木座2-15-21
鎌倉市腰越2-34-23
鎌倉市山ノ内491
鎌倉市常盤18-3 湘南常盤ﾏﾝｼｮﾝA-112
鎌倉市大船2-18-8 税理士法人大船ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞｵﾌｨｽ
鎌倉市大船2-18-8 税理士法人大船ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞｵﾌｨｽ
鎌倉市津601-82 アール税理士法人
鎌倉市津601-82 アール税理士法人
鎌倉市扇ガ谷1-7-6
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税理士名
三嶋功
光成卓郎
村井知光
村上隆彦
森浩二
安井孝
簗田順子
矢野直子
山岸英二郎
山口吉一
山下正光
芳川英之
吉見郁夫
渡邊慎祐
渡辺徹
渡部要
アール税理士法人
税理士法人大船ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞｵﾌｨｽ
税理士法人湘南綜合税務
なぎさ税理士法人
税理士法人みつば 鎌倉事務所

事務所電話
0467-25-0383
0467-32-5470
0467-42-0107
0467-24-8230
0467-48-0884
0467-24-0226
0467-45-6435
0467-46-0458
0467-45-8033
0467-32-1005
0467-32-6640
0467-24-5185
0467-45-1884
0467-47-2555
0467-24-7447
0467-40-5581
0467-31-3840
0467-48-6602
0467-32-0225
0467-39-1580
0467-45-1021

事
務
所
所
在
鎌倉市小町1-5-21 森ﾋﾞﾙ3F
鎌倉市西鎌倉2-5-23
鎌倉市梶原5-2-D1-401
鎌倉市小町2-18-24
鎌倉市大船3-2-11 大船ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ3階
鎌倉市大町2-17-13
鎌倉市玉縄2-457-3 ｺｽﾓ鎌倉玉縄203
鎌倉市植木436-1 鎌倉ｸﾞﾘｰﾝﾏﾝｼｮﾝ112号
鎌倉市今泉台6-20-2
鎌倉市常盤422-6 ﾌｫﾙﾑ鎌倉常盤112
鎌倉市西鎌倉3-3-16
鎌倉市材木座2-6-48
鎌倉市台1451-1-2階
鎌倉市玉縄1-2-3 505号
鎌倉市二階堂102
鎌倉市台2-20-13-2階
鎌倉市津601-82
鎌倉市大船2-18-8
鎌倉市手広1727-1 ﾁｭﾘｽ鎌倉206
鎌倉市笛田5-44-43
鎌倉市大船3-4-7

地

046-873-3953
046-877-1189
046-873-9920
046-873-9920
046-873-6800
046-871-3867
046-871-3867
046-872-3878
046-873-2753
046-871-0915
046-807-4727
046-871-8380
046-801-5588
046-871-4483
046-875-4407
046-871-4570
046-873-2182
046-870-6583
046-872-3298
046-876-2211
046-876-0297
046-874-0360
046-871-8808
046-873-3433
046-873-1340
046-871-5836
046-871-3867
046-871-3867
046-873-9920

逗子市逗子6-2-11-304
三浦郡葉山町堀内555
逗子市桜山4-2-25 杉山ﾋﾞﾙ2F 税理士法人石黒会計事務所
逗子市桜山4-2-25 杉山ﾋﾞﾙ2F 税理士法人石黒会計事務所
逗子市沼間3-16-30
逗子市桜山6-10-26 朝日税理士法人逗子事務所
逗子市桜山6-10-26 朝日税理士法人逗子事務所
逗子市久木7-3-2 久野谷ﾊｲﾂA-2
逗子市逗子3-2-24 3階
逗子市沼間5-1-16 ｲｴｰﾑﾊｲﾂ101
逗子市逗子4-7-27
逗子市池子3-11-22
逗子市池子2-2-39
逗子市池子2-9-24
三浦郡葉山町長柄337-23
逗子市桜山4-7-17
逗子市逗子4-1-3
逗子市池子2-9-24
逗子市池子2-7-10
三浦郡葉山町長柄1601-58
三浦郡葉山町一色1750-1 葉山ｴｺｰﾊｲﾂ301
逗子市逗子1-8-18
逗子市逗子1-9-26
逗子市池子2-18-1 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ101
逗子市久木8-9-20
逗子市久木4-8-8
逗子市桜山6-10-26 朝日税理士法人 逗子事務所
逗子市桜山6-10-26
逗子市桜山4-2-5 杉山ﾋﾞﾙ2F

046-822-2686

横須賀市小川町26

逗子市・葉山町
荒井枝美
石川誠治
石黒薫
石黒徹哉
石黒輝夫
大澤慎一
大澤光雄
大山守哉
川内敏範
小島芳次
齋藤光司
坂野好丕
佐藤英司
杉山栄喜
芹澤光恵
髙橋孝謙
竹津秀雄
谷内浩
長坂祐司
西田啓一郎
波多辺浩明
平田由紀子
藤嶋浩二
細川佳宏
守屋三郎
横瀬元治
米田明弘
朝日税理士法人 逗子事務所
税理士法人石黒会計事務所

横須賀市・三浦市
秋葉菜保子
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秋葉会計ﾋﾞﾙ

税理士名
井出竹幸
大野浩司
奥山寛樹
川辺務
座間政敏
山王勇造
島崎典彦
鈴木輝男
津田昌男
寺脇敏彦
當麻憲彰
中島敏行
長治克行
那須川之和
濱田耕輔
廣瀬和幸
藤尾明弘
藤尾俊一
三堀孝夫
柳井常治
渡辺武

事務所電話
046-826-0753
046-825-6599
046-834-1551
046-854-5993
046-852-0823
046-834-3223
046-825-2556
046-823-2074
046-822-4665
046-826-2026
046-825-1059
046-825-5526
046-888-8551
046-823-5958
046-823-0877
046-836-9662
046-827-0130
046-823-3103
046-827-2772
046-826-2298
046-827-8805

事
務
所
所
在
横須賀市小川町25-3 税理士合同ﾋﾞﾙ706
横須賀市小川町25-5 小川町臨海ﾏﾝｼｮﾝ306
横須賀市根岸町3-7-9 ﾌﾟﾗﾝﾅｰｽﾞﾋﾞﾙ3F
横須賀市小川町25-3 税理士合同ﾋﾞﾙ705
横須賀市公郷町2-19-8
横須賀市根岸町2-20-10
横須賀市小川町25-3 税理士合同ﾋﾞﾙ501
横須賀市米が浜通2-18
横須賀市小川町25-3 税理士合同ﾋﾞﾙ606
横須賀市小川町21-8 ｴﾘｶｵﾘｴﾝﾄﾏﾝｼｮﾝ202
横須賀市小川町25-3 税理士合同ﾋﾞﾙ205
横須賀市日の出町2-4 ﾏ･ﾒｿﾞﾝ203
三浦市初声町下宮田335-4
横須賀市大滝町2-3 吉井ﾋﾞﾙ6F
横須賀市長浦町2-19
横須賀市久里浜4-15-7 KHﾋﾞﾙ3F
横須賀市深田台54
横須賀市大滝町1-21-1 ｼﾞｭﾈｽ横須賀504
横須賀市小川町25-3 税理士合同ﾋﾞﾙ203
横須賀市日の出町1-2 清水ﾋﾞﾙ4F
横須賀市深田台42

地

0466-50-6499
0466-36-0627
0466-26-8091
0466-25-7617
0466-43-3151
0466-23-1463
0467-86-1237
0466-50-5696
0466-26-5885
0467-87-0955
0466-36-8742
0466-29-9980

藤沢市朝日町12-9 藤沢朝日町ﾀﾞｲｶﾝﾌﾟﾗｻﾞ101
藤沢市辻堂新町1-1-2 柿崎ﾋﾞﾙ6F
藤沢市鵠沼石上2-5-15 第5川端ﾋﾞﾙ301
藤沢市藤沢4-3-23
藤沢市湘南台1-9-8
藤沢市鵠沼藤が谷4-3-5
茅ヶ崎市元町4-1 山口ﾋﾞﾙ3F
藤沢市朝日町4-15 DMﾆｭｰﾗｲﾌ湘南203
藤沢市朝日町14-3 第3榎本ﾋﾞﾙ205･206
茅ヶ崎市茅ケ崎1-2-62
藤沢市辻堂新町1-1-17 ﾌﾟﾚｰﾙ湘南辻堂1401
藤沢市片瀬海岸3-19-20

045-261-8611
0463-25-1212
03-5818-0357
045-681-6391
045-681-5185
03-5155-8511
045-325-7695
03-5460-0569
0463-23-6045

横浜市中区曙町1-3 藤和伊勢佐木町ﾊｲﾀｳﾝ401
平塚市八重咲町25-1
千代田区外神田6-12-4 ﾋﾞｯｸｳｴｽﾄﾋﾞﾙ1F
横浜市中区尾上町1-4-1 STﾋﾞﾙ7F
横浜市中区本町5-49 甲陽ﾋﾞﾙ 馬車道税理士法人
新宿区高田馬場1-33-5 ﾀｹﾄﾓﾋﾞﾙ3F
横浜市中区弥生町1-2 ｻﾝｸﾚｽﾄ伊勢佐木303
品川区北品川3-1-1 ﾊﾟﾗｽﾄ品川202
平塚市宮松町6-23 明治屋ﾋﾞﾙ2F

藤沢市・茅ヶ崎市
伊藤義郎
宇久田進治
内海隆行
生川敏康
緒方勇
加藤俊治
鈴木泰子
竹田匡士
田邊眞
松木賢司
吉本晴夫
渡辺啓二

その他の市町村
岡本恭幸
倉石義久
佐藤一彰
田中潤
土田建二
中島洋二
野崎貴彦
宮興
村山隆
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