
都道府県別 事務局一覧

〒036-0325 青森県黒石市青山118-2 タカヤ社会保険労務士事務所内
SR青森会 会長 高谷 裕二郎

TEL：0172-52-5734 FAX：0172-53-4858 Mail： info@office-takaya.com

● SRアップ21青森会

〒990-0044 山形県山形市木の実町13-14  山内労務コンサルタント事務所内
SR山形会 会長 山内 健

TEL：023-641-2878 FAX：023-641-7706  Mail： yama7706@topaz.plala.or.jp

● SRアップ21山形会

● SRアップ21宮城会 〒981-3122 宮城県仙台市泉区加茂5-33-1 加茂オフィスビル1F たやま社労士事務所内
SR宮城会 会長 田山 勉

TEL：022-725-2420 FAX：022-725-3126 Mail： tayama@team-lpc.com

〒963-8052 福島県郡山市八山田5-372 社会保険労務士法人新田事務所内

SR福島会 会長 新田 太郎
TEL：024-935-2925 FAX：024-935-2935 Mail： taro@cherry.ne.jp

● SRアップ21福島会

〒047-0031 北海道小樽市色内1-9-6 社会保険労務士法人 オフィス小笠原内
SR北海道会 会長 小笠原 俊介

TEL： 0134-29-3159 FAX： 0134-24-4001 Mail： av6s-ogsw@asahi-net.or.jp

● SRアップ21北海道会

〒370-0533 群馬県邑楽郡大泉町仙石4-21-11 小野労務経営管理事務所内
SR群馬会 会長 小野 修一

TEL：0276-63-0358 FAX：0276-62-7375 Mail： onoroumu@green.ocn.ne.jp

● SRアップ21群馬会

「ＳＲアップ２１」は、人事・労務管理の実務家集団として、全国ネットワークで活動しています。
信頼できる身近な相談相手として、お気軽にご相談下さい。

〒028-0041 岩手県久慈市長内町11-11-24 古山社会保険労務士事務所内
SR岩手会 会長 古山 幸夫

TEL：0194-53-9137 FAX：0194-53-9138 Mail： yuki196167@yb.ne.jp

● SRアップ21岩手会

〒331-0071 埼玉県さいたま市西区高木584-8 荒祐子労務事務所内
SR埼玉会 会長 荒 祐子

TEL：048-747-4601 FAX：048-747-4602 Mail： ara-office@cap.ocn.ne.jp

● SRアップ21埼玉会

〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿1-19-15-102 藤野経営労務管理事務所内
SR千葉会 会長 藤野 典住

TEL：043-238-4128 FAX：043-238-4581 Mail： chiba@sr-fujino.com

● SRアップ21千葉会

〒153-0051 東京都目黒区上目黒1-16-8 Yファームビル5F
社会保険労務士 小泉事務所 内
SR東京会 会長 小泉 正典

TEL：03-5858-6124 FAX：03-5858-6125 Mail： info@koizumi-office.jp

● SRアップ21東京会

〒246-0023 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和東2-5-13
社会保険労務士法人 閃光舎 内

SR神奈川会 会長 北川 淳
TEL：045-360-5560 FAX：045-360-5561 Mail： fwik6917@nifty.com

● SRアップ21神奈川会

〒154-0017 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー6F
代表理事会長 岩城 猪一郎

TEL：03-5432-7676 FAX：03-3410-4863 Mail：honbu@srup21.or.jp

● 本部・事務局
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〒400-0032 山梨県甲府市中央2-9-20 ﾀｶｵｶﾋﾞﾙ2F 社会保険労務士高岡綜合事務所内
SR山梨会 会長 高岡 伸次

TEL：055-228-7058 FAX：055-228-7048 Mail： taka-oka@nns.ne.jp

● SRアップ21山梨会

甲信越

〒390-1132 長野県松本市空港東8967-13 社会保険労務士法人 しなのSC 内
SR長野会 会長 田中 勇司

TEL：0263-67-8470 FAX：0263-67-8470 Mail： tanaka@shinano-sc.net

● SRアップ21長野会



〒526-0015 滋賀県長浜市神照町488-10  川瀬労務管理事務所内
SR滋賀会 会長 川瀬 正孝

TEL：0749-65-3330 FAX：0749-65-3335  Mail： masataka@pearl.ocn.ne.jp

● SRアップ21滋賀会

〒615-0022 京都市右京区西院平町25番地 ライフプラザ西大路四条603号
増田康男社会保険労務士事務所内
SR京都会 会長 増田 康男

TEL：075-314-0570 FAX：075-314-9690 Mail： info@sr-masuda.com

● SRアップ21京都会

〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4-3-4-501 社会保険労務士夢野事務所 内
SR兵庫会 会長 夢野 智行

TEL：078-599-9681 FAX：078-599-9682 Mail： yumeno@kansai.me

● SRアップ21兵庫会

〒737-0811 広島県呉市西中央1-6-7 松浦労務管理事務所内
SR広島会 会長 松浦 充恭

TEL：0823-22-1411 FAX：0823-22-1470 Mail： matsu008@tenor.ocn.ne.jp

● SRアップ21広島会

〒811-1351 福岡県福岡市南区屋形原3-32-1 江田労務経営事務所 内
SR福岡会 会長 江田 博

TEL：092-565-5710 FAX：092-566-7188    Mail： eda@muh.biglobe.ne.jp

● SRアップ21福岡会

〒880-0014 宮崎県宮崎市鶴島2-13-24 社会保険労務士法人金丸労務管理事務所内
SR宮崎会 会長 金丸 憲史

TEL：0985-22-6300 FAX：0985-22-6527    Mail： kr6300@miyazaki-catv.ne.jp

● SRアップ21宮崎会

〒862-0912 熊本県熊本市東区錦ケ丘19-22 岩根社会保険労務士事務所内
SR熊本会 会長 岩根 修一

TEL：096-365-8801 FAX：096-365-8802   Mail： info@iwanet.co.jp

● SRアップ21熊本会

〒891-0175 鹿児島市桜ヶ丘2-27-2 ﾁｪﾘｰﾊｲﾂ103 横山社会保険労務士事務所内
SR鹿児島会 会長 横山 誠二

TEL：099-265-1233 FAX：099-265-0874   Mail： sryoko@hig.bbiq.jp

● SRアップ21鹿児島会

〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち4-7-7 URﾋﾞﾙ2F 上原労務管理事務所内
SR沖縄会 会長 上原 豊充

TEL：098-861-2861 FAX：098-862-4066  Mail：okirm@msj.biglobe.ne.jp

● SRアップ21沖縄会

〒417-0061 静岡県富士市伝法2484-11 社会保険労務士法人トラストワン内
SR静岡会 会長 渡邉 裕文

TEL：0545-51-3838 FAX：0545-53-0016 Mail： f-trustone@grace.ocn.ne.jp

● SRアップ21静岡会

〒465-0087 愛知県名古屋市名東区名東本通2-32 星ヶ丘イーストビル2階A号室
田中社会保険労務士事務所内
SR愛知会 会長 田中 洋

TEL：052-753-8800 FAX：052-753-8818   Mail： tsr@waltz.ocn.ne.jp

● SRアップ21愛知会

中部・北陸

近畿

中国・四国

九州・沖縄

〒780-0983 高知県高知市中久万49-12 エントランスパークビル300
結城社会保険労務士事務所内
SR高知会 会長 結城 茂久

TEL：088-871-6693 FAX：088-871-6772 Mail： s-yuuki@h4.dion.ne.jp

● SRアップ21高知会

〒920-0362 石川県金沢市古府3-60-1 K2ビル302  二口経営労務マネジメントオフィス 内
SR石川会 会長 二口 寛

TEL：076-249-5558 FAX：076-249-5559  Mail： futakuchi_hiro＠yahoo.co.jp

● SRアップ21石川会

〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-8-2 KGﾋﾞﾙ10F  社会保険労務士法人淀川労務協会内
SR大阪会 会長 松井 文男

TEL：06-6838-1711 FAX：06-6838-1789 Mail： info@yodogawaroukyou.gr.jp

● SRアップ21大阪会

〒876-0843 大分県佐伯市中の島1-12-17 間部労務管理事務所内
SR大分会 会長 間部 勝幸

TEL：0972-23-3133 FAX：0972-24-1871 Mail： sr-mabe@saiki.tv

● SRアップ21大分会


