
税理士事務所型税務相談従事会員名簿

（令和４年４月〜令和５年３月）
令和４年３月28日現在

 鹿児島県

税理士名 事務所所在地 電話番号

安樂 孝二
鹿児島市加治屋町9番28号 
安樂孝二税理士事務所

099-224-9987

池松 孝一郎
鹿児島市南林寺町16番3号 
池松孝一郎税理士事務所

099-222-4997

今里 剛正
鹿児島市星ヶ峯6丁目59番地2 
今里剛正税理士事務所

099-800-6601

上田平 勝志
鹿児島市永吉1丁目32番13号 
上田平勝志税理士事務所

099-256-3707

宇都 雅之
鹿児島市明和5丁目27番8号 
宇都雅之税理士事務所

099-246-1193

江平 光男
鹿児島市宇宿1丁目31番7号 
江平光男税理士事務所

099-297-5423

押井 啓一
鹿児島市鴨池2丁目8番9号 
税理士法人押井会計

099-254-3181

折田 範秀
鹿児島市中山1丁目1番10号 
折田範秀税理士事務所

099-266-2333

神村 勝人
鹿児島市小川町24番6号 
税理士法人Active Growth

099-822-8808

川畑 正昭
鹿児島市西伊敷4丁目22番4号 
川畑知裕税理士事務所

099-228-5533

上田 修三
鹿児島市谷山中央5丁目6番2号 慈眼寺ﾋﾞﾙ1階
上田修三税理士事務所

099-296-7310

木山 雅人
鹿児島市郡元1丁目20番13号 
税理士法人桜岳

099-255-3455

桑原 鉄也
鹿児島市高麗町32番21号 高麗ﾋﾞﾙ2Ｆ
桑原鉄也税理士事務所

099-801-9090

小福田 博
鹿児島市吉野町1,045番地15 
税理士法人南九州総合会計

099-243-9090

坂本 哲郎
鹿児島市東谷山2丁目38番10号 
坂本哲郎税理士事務所

099-260-7519

塩倉 宏
鹿児島市照国町13番11号 
税理士法人れいめい 照国事務所

099-226-5950

柴田 大輔
鹿児島市宇宿3丁目43番5号 
税理士法人柴田＆パートナーズ

099-256-1881

柴田 良孝
鹿児島市宇宿3丁目43番5号 
税理士法人柴田＆パートナーズ

099-256-1881

下川 真由美
鹿児島市吉野町1,045番地15 
税理士法人南九州総合会計

099-243-9090

竹山 喜久代
鹿児島市松陽台町56番地2 
竹山喜久代税理士事務所

099-802-5511



税理士事務所型税務相談従事会員名簿

（令和４年４月〜令和５年３月）
令和４年３月28日現在

税理士名 事務所所在地 電話番号

田尻 敏浩
鹿児島市荒田2丁目14-5 第一平和ﾋﾞﾙ102
田尻敏浩税理士事務所

099-204-7178

田之上 誠
鹿児島市西伊敷3丁目19番3号 
田之上誠税理士事務所

099-228-9273

徳留 利幸
鹿児島市上之園町32番地4 
税理士法人甲南総合会計

099-284-0560

富永 修
鹿児島市花野光ヶ丘1丁目17番15号 
富永修税理士事務所

099-228-0311

中薗 貴裕
鹿児島市易居町1番18号 
中薗貴裕税理士事務所

099-226-5126

永吉 昭和
鹿児島市星ケ峯3丁目32番14号 
永吉昭和税理士事務所

099-264-5585

永吉 哲哉
鹿児島市西伊敷6丁目34番1号 
永吉哲哉税理士事務所

099-220-2223

野元 光次
鹿児島市伊敷台1丁目19番6号 
野元光次税理士事務所

099-228-5383

橋本 和典
鹿児島市原良7丁目25番地2号 
橋本和典税理士事務所

099-813-8127

花田 強志
鹿児島市荒田1丁目18番5号 
税理士法人れいめい

099-253-0777

濵 尚光
鹿児島市小川町24番6号 
税理士法人Active Growth

099-822-8808

濵田 𠮷文
鹿児島市上荒田町51番7号 
濵田𠮷文税理士事務所

099-214-8210

林 高宏
鹿児島市下荒田4丁目21番33号1F 
林高宏税理士事務所

099-284-1555

原口 武敏
鹿児島市郡元町16番1号 
原口武敏税理士事務所

099-203-0002

牧 安伸
鹿児島市緑ヶ丘町45番6号 
税理士法人ＭＳパートナーズ

099-243-4660

馬渡 悦郎
鹿児島市郡元1丁目20番13号 
税理士法人桜岳

099-255-3455

蜷川 賢治
鹿児島市宇宿１丁目10-10-1F 
蜷川賢治税理士事務所

099-202-0597

宮脇 等
鹿児島市城西1丁目6番8号 
税理士法人アスク会計

099-256-2211

森 征一郎
鹿児島市伊敷台4丁目13番6号 
税理士法人森スクラム会計

099-220-5700

森田 貞則
鹿児島市小川町10番16-202号 
森田貞則税理士事務所

099-239-1582

山之内 浩明
鹿児島市荒田1丁目18番5号 
税理士法人れいめい

099-253-0777
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東福 和彦
日置市東市来町養母7,330番地3 
東福和彦税理士事務所

099-274-6783

立石 長男
いちき串木野市東塩田町64番地 
立石長男税理士事務所

0996-32-5949

松浦 真了
日置市伊集院町徳重2丁目4番地1 
松浦真了税理士事務所

099-272-2833

右田 郁雄
南さつま市加世田本町3-16 
右田郁雄税理士事務所

0993-52-8996

今林 重夫
指宿市大牟礼1丁目22番12号 
今林重夫税理士事務所

0993-22-3857

上坪 孝志
指宿市西方2,453番地3 
上坪孝志税理士事務所

0993-27-9045

川越 昭司
指宿市湊2丁目23番23号 
川越昭司税理士事務所

0993-23-1214

添田 浩
指宿市十二町323番地1 
添田浩税理士事務所

0993-24-5562

寺崎 さだ子
指宿市大牟礼1丁目22番12号 
今林重夫税理士事務所

0993-22-3857

新保 健一
指宿市十二町2,101番地2 
新保健一税理士事務所

0993-26-4715

西川 博之
指宿市大牟礼2丁目19番3号 
西川博之税理士事務所

0993-22-2052

牧口 泰久
指宿市東方10,623番地1 
牧口泰久税理士事務所

0993-26-3057

窪田 昌平
薩摩川内市向田本町14番10号 正栄ﾋﾞﾙ201
窪田昌平税理士事務所

090-4340-7435

木場 文幸
薩摩川内市東郷町斧渕1,591番地13 
木場文幸税理士事務所

0996-42-0814

肥後 昭信
薩摩川内市宮内町1,849番地2 ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂⅢ-102
肥後昭信税理士事務所

0996-23-9938

平野 謙二
薩摩川内市宮崎町1,919-3 
平野謙二税理士事務所

0996-29-3667

堀之内 大和
薩摩川内市宮崎町3,317番地 
堀之内大和税理士事務所

0996-23-0936

村岡 正敏
薩摩川内市入来町浦之名10,818番地 
村岡正敏税理士事務所

0996-44-2685

柳 隆志
薩摩川内市神田町3番33号 佐藤ﾋﾞﾙ2F
柳隆志税理士事務所

0996-29-3846

追立 恵太
姶良市平松3,086番地13 
追立恵太税理士事務所

0995-67-3206

川崎 栄寿
姶良市加治木町諏訪町178番地 
川崎栄寿税理士事務所

0995-62-2984
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岸本 博人
霧島市国分中央3丁目28番17号 MK FASTNESS 3階
岸本博人税理士事務所

0995-45-0403

末吉 治三
姶良市西宮島町22番2号 
税理士法人明日薫 姶良事務所

0995-67-1171

根上 聡子
霧島市隼人町小浜4,802番地 
根上聡子税理士事務所

0995-44-7700

濱﨑 育久
霧島市隼人町小浜163番地 
濱﨑育久税理士事務所

0995-56-8717

前田 康司
姶良市加治木町本町318番地 親和ﾋﾞﾙ2階202号
前田康司税理士事務所

0995-55-1788

前平 裕敏
霧島市隼人町見次241番地1 2F 
前平裕敏税理士事務所

0995-43-1703

間宮 修
伊佐市大口里791番地 
間宮修税理士事務所

0995-22-0590

若松 進介
霧島市国分中央1丁目23番15号 
若松高廣税理士事務所

0995-45-6218

風呂井 敬
鹿屋市田崎町709番地 
税理士法人風呂井会計

0994-44-5311

青山 三郎
鹿屋市本町10番1号 
青山三郎税理士事務所

0994-42-5822

岩﨑  夫
鹿屋市寿8丁目16番21号 
税理士法人ことぶき会計

0994-43-5011

窪田 伸一
肝属郡肝付町富山1,746番地 
窪田伸一税理士事務所

0994-65-7456

尾曲 賢
鹿屋市寿2丁目13番26号 
尾曲賢税理士事務所

0994-43-2315

中倉 和人
肝属郡東串良町池之原18-30 
中倉和人税理士事務所

0994-31-4005

大薗 純広
鹿屋市共栄町13番23号 
大薗純広税理士事務所

0994-43-2525

半崎 光男
鹿屋市西原1丁目35番12号 
半崎光男税理士事務所

0994-41-0234

窪田 哲郎
肝属郡肝付町新富34番地 林ビル2階
窪田哲郎税理士事務所

0994-65-4095

福永 譲
鹿屋市西原4丁目10番44-3号 
福永譲税理士事務所

0994-41-1325

四元 一右
鹿屋市西原4丁目10-41-1 
四元一右税理士事務所

0994-43-3653

七村 義見
鹿屋市下堀町9,658番地1 
七村義見税理士事務所

0994-45-7725

河野 純一
鹿屋市新生町26番25号 
河野純一税理士事務所

0994-43-8723
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風呂井 誠
鹿屋市田崎町709番地 
税理士法人風呂井会計

0994-44-5311

鈴木 勝一
鹿屋市寿4丁目11番10号 
鈴木勝一税理士事務所

0994-43-3766

兒島 州
鹿屋市寿8丁目16番21号 
税理士法人ことぶき会計

0994-43-5011

大川 良和
肝属郡東串良町池之原18-30 
中倉和人税理士事務所

0994-31-4005

瀬貫 竜次
鹿屋市本町10番1号 
青山三郎税理士事務所

0994-42-5822

東 一誠
鹿屋市郷之原町11,923-5 
東一誠税理士事務所

0994-36-7001

宮園 幸一
肝属郡肝付町富山1,746番地 
窪田伸一税理士事務所

0994-65-7456

廣田 久人
西之表市西之表7,432番地1 
廣田久人税理士事務所

0997-23-3223

西田 陽一
西之表市西町6,988番地1 
西田陽一税理士事務所

0997-23-6011

前田 光範
西之表市西之表7,689番地8 
前田光範税理士事務所

0997-22-0633

前田 麻里
西之表市西之表7,689番地8 
前田光範税理士事務所

0997-22-0633

田添 祐一
西之表市鴨女町50番地15 
田添祐一税理士事務所

0997-22-1879


