
氏名 事務所所在地 列1 列2 電話番号

青木賢一郎 宮崎市中西町162　 日高ビル202号 0985-22-0030

明石　守 宮崎市錦町1番10号 宮崎ｸﾞﾘｰﾝｽﾌｨｱ壱番館4階 0985-55-0742

荒武　淳二 宮崎市学園木花台桜1丁目34番地5 0985-58-0982

荒武　教和 宮崎市和知川原１丁目1番地2Ｆ 南九州税理士法人 0985-29-8200

安樂　健一 宮崎市船塚3丁目77番地 0985-31-0686

飯田　三和 宮崎市元宮町9番11号 税理士法人アイビーパートナーズ 0985-20-4517

池上　成満 宮崎市江平東町6番14号 0985-26-6554

石黒　善久 宮崎市堀川町26番地3 税理士法人ティーアローズ　中央事務所 0985-27-0678

磯﨑　  寿 宮崎市橘通西2丁目5番27号 アクアマリンビル4階  九思税理士法人　宮崎事務所 0985-67-6886

井手　久則 宮崎市霧島3丁目114番地9 0985-27-7420

糸山　千晶 宮崎市大橋2丁目41番地6 糸山秀彦税理士事務所 0985-71-3253

糸山　秀彦 宮崎市大橋2丁目41番地6 0985-71-3253

稲倉　　隆 宮崎市末広１丁目2番23号 0985-73-9013

今村　安秀 宮崎市佐土原町下田島20,304番地50 0985-78-3088

今村　康廣 宮崎市学園木花台北1丁目4番地1 0985-58-3313

海野　理香 宮崎市元宮町9番11号 税理士法人アイビーパートナーズ 0985-20-4517

江口　一夫 宮崎市下北方町横小路5,895番地 0985-24-4646

柄本　大介 宮崎市大坪東2丁目19番1号 0985-53-0955

大谷　克昭 宮崎市桜ケ丘町30番15号 0985-47-2525

大谷　哲生 宮崎市瀬頭2丁目5番27号 0985-24-5077

大塚　孝一 宮崎市丸山2丁目212番地 0985-28-1037

落合　雅子 宮崎市新城町25番地2 0985-22-9073

鬼塚　洋徳 宮崎市橘通東4-2-31-601 0985-88-3297

折田　茂秀 東諸県郡綾町大字北俣493番地4 0985-30-7570

折田　武尚 宮崎市小松台東3丁目7番地5 0985-47-6013

甲斐　敬浩 宮崎市高千穂通2丁目3番32号 0985-23-4588

甲斐　徹徳 宮崎市江南3丁目14番7号 0985-51-7570

甲斐　裕基 宮崎市江南3丁目14番7号 甲斐徹徳税理士事務所 0985-51-7570

樫八重　真 宮崎市橘通東4丁目1番27号 小村ﾋﾞﾙ6階 0985-27-2558

門脇　　昭 宮崎市江平東町10番1 0985-24-4616

金丸　宏志 東諸県郡国富町大字本庄6,901番地2 0985-75-4975

川越　孝幸 宮崎市神宮東3丁目8番37号 0985-86-8500

川越　照彦 宮崎市東宮1丁目297番地2 0985-56-3005

川島　秀文 宮崎市広島2丁目8番24号 0985-26-2115

川中　賢郎 宮崎市矢の先町57番地 0985-24-1834

南九州税理士会宮崎支部　従事税理士名簿
税理士には、職務上知り得た秘密を守る義務（守秘義務）が課せられていますので、安心してご相談ください。
宮崎支部に所属する税理士でこの表に名前が掲載されていない会員は「イオンモール宮崎」などで税務支援を行なっています。



河野　正毅 宮崎市花殿町8-44 ﾏﾝｼｮﾝＨＩＮＯ1Ｆ 0985-28-1771

河野　　洋 宮崎市佐土原町松小路4番地7 ｸﾚｽﾄ21ﾋﾞﾙ2階 0985-73-7580

城戸　鉄美 宮崎市清水2丁目7番10号 高木ビル3階 0985-24-2322

木下　博義 宮崎市大塚町馬場崎3,540番地2 木下博義税理士法人事務所宮崎事務所 0985-83-0158

工藤　経芳 宮崎市橘通西5丁目2番33号 江坂第二ﾋﾞﾙ306 0985-29-2616

工藤　正博 宮崎市恒久南3丁目1番地20 0985-53-0417

工藤　芳久 宮崎市神宮1丁目２５２番地 神宮コーポ２Ｆ 0985-22-4500

久野　浩史 宮崎市大工２丁目５４番地３ 税理士法人アイビーパートナーズ大工町事務所 0985-48-8533

熊須　敏郎 宮崎市天満2丁目5番20号 ｶﾜｻｷﾋﾞﾙ2階 0985-52-6821

 田　美代子 宮崎市大工1丁目8番19号1階 0985-22-7329

黒木　郁夫 宮崎市月見ケ丘5丁目4番19号 0985-51-7189

高妻　和寛 宮崎市広島1丁目18番7号 大同生命宮崎ビル５Ｆ 0985-22-7371

河野　宝 宮崎市大塚町竹下638番地13 0985-86-7410

國部　和幸 宮崎市宮崎駅東３丁目２番地６ 0985-25-2661

児玉　貴士 宮崎市和知川原１丁目1番地2Ｆ 南九州税理士法人 0985-29-8200

兒玉　　正 宮崎市瀬頭2丁目8番26号 税理士法人宮崎綜合会計事務所 0985-24-7131

兒玉　恭明 宮崎市瀬頭2丁目8番26号 税理士法人宮崎綜合会計事務所 0985-24-7131

後藤　賢吾 宮崎市宮崎駅東1丁目1番地13 0985-69-7363

是澤　勝久 宮崎市大字島之内7,343番地3 ｻﾝﾗｲｽﾞﾋﾞﾙ102 0985-89-2556

紺野　利幸 宮崎市吉村町宮ノ前甲2,147番地12 0985-25-5021

坂下　教章 宮崎市大塚町大迫南平4,391番地 田中電工商会ビル202号 0985-69-7509

坂本　敬子 宮崎市大字瓜生野１１９番地１ 0985-64-8931

坂本　幸永 宮崎市大字瓜生野１１９番地１ 坂本敬子税理士事務所 0985-64-8931

桜井　俊男 宮崎市原町7番2号 0985-23-2301

桜井　裕子 宮崎市原町7番2号 桜井俊男税理士事務所 0985-23-2301

酒匂　千昭 宮崎市清武町加納甲2,394番地8 0985-85-3751

迫間　真彦 宮崎市中津瀬町63番地 0985-23-6325

佐藤　俊彰 宮崎市北権現町265番地 0985-24-6942

芝　　　誠 宮崎市錦町1番10号 宮崎ｸﾞﾘｰﾝｽﾌｨｱ壱番館4階 税理士法人ティーアローズ　宮崎駅前事務所 0985-28-6116

城　　　寛 宮崎市上野町11番10号 0985-24-7778

髙畑　謙二 宮崎市吉村町宮ノ脇甲2,098番地1 0985-38-6268

武田幸一郎 宮崎市江平西1丁目2-22 第9丸三ﾋﾞﾙ922号室 0985-64-9127

竹之内敏伸 宮崎市大工1丁目1番3号 0985-26-1182

田中　克弥 宮崎市江平中町3番地9 ﾚｸｼｱｼﾃｨ宮崎中央ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ808 0985-20-7393

中馬　能行 宮崎市恒久１丁目6番地12 0985-52-3711

津江登士子 宮崎市神宮西1丁目33番地1 0985-26-6571

土持　　望 宮崎市鶴島1丁目9番14号 ハイアート1階 0985-29-8845

津山　忠雄 宮崎市瀬頭2丁目8番26号 税理士法人宮崎綜合会計事務所 0985-24-7131

當房　慶太 宮崎市鶴島3丁目57番地 0985-31-2380

遠山喜一郎 宮崎市霧島4丁目165番地1 0985-26-3773



德光　正行 宮崎市別府町2番20号 0985-22-2703

富永　順一 宮崎市中津瀬町63番地 迫間真彦税理士事務所 0985-23-6325

冨成　研司 宮崎市佐土原町下田島19,790番地2 0985-73-6832

中坂美智子 宮崎市永楽町170-1 0985-38-9200

長瀨　秀人 宮崎市昭和町76番地2 昭和町Ｎビル３－Ｂ 0985-41-8988

永谷　勤 宮崎市永楽町64番地１ 0985-27-8681

長友　愛 宮崎市花ヶ島町笹原2,294番地2 笹原コーポ203号室 0985-69-5593

長友　慶徳 宮崎市淀川1丁目1番6号 ｸﾚｺﾏﾝｼｮﾝ1階 0985-50-9333

中原　義博 宮崎市中村西2丁目7番7号 中原ビル1階 0985-50-1240

中村久美子 宮崎市永楽町137番地 中村健一郎税理士事務所 0985-28-0415

中村健一郎 宮崎市永楽町137番地 0985-28-0415

中村　良美 宮崎市恒久4丁目4番11号 0985-53-3055

永易　知幸 宮崎市広島1丁目12番17号 Q'sﾋﾞﾙ3階 税理士法人ＦＴＬ 0985-20-4107

鍋倉　繁年 宮崎市月見ヶ丘5丁目38番1号 0985-52-5207

野崎久実子 宮崎市錦町6-3 ｻｰﾊﾟｽｼﾃｨ宮崎駅前1305号 0985-24-7002

野田　政信 宮崎市大橋1丁目60番地1 0985-29-8646

野元　俊一 宮崎市中西町235番地2 0985-28-1223

袴田　真美 宮崎市吉村町上西中甲1,387番地6 ＮＡビル305号 0985-67-6234

長谷川浩平 宮崎市大字恒久5,244番地1 税理士法人長谷川税理士事務所 0985-53-4168

長谷川　裕 宮崎市大字恒久5,244番地1 税理士法人長谷川税理士事務所 0985-53-4168

濱川　千秋 宮崎市日ノ出町56番地3 0985-24-0536

濵田　光豐 宮崎市鶴島1丁目7番1号 0985-24-9092

原　　 隆雄 宮崎市松橋1丁目１－３２ ｺｰﾎﾟはまゆう701号 0985-60-7290

日髙　寛人 宮崎市平和が丘北町13番9－２F 080-6401-1610

日髙　亮二 宮崎市高千穂通1丁目6番13号 ism303 0985-66-3398

廣瀬　忠相 宮崎市清武町今泉甲3,908番地13 0985-71-1395

福田　金信 宮崎市矢の先町117番地2 税理士法人研輝 0985-29-1133

藤田　歩 宮崎市矢の先町57番地 川中賢郎税理士事務所 0985-24-1834

藤田　哲匡 宮崎市矢の先町57番地 川中賢郎税理士事務所 0985-24-1834

藤田　康人 宮崎市丸山2丁目115番12 0985-32-2563

前原　修一 宮崎市新別府町麓457番地2 丸吉ビル403号室 0985-61-5885

前本　尚登 宮崎市大字浮田3,121-1コダマビル1F1号 0985-62-3100

牧野　秀樹 宮崎市佐土原町下田島6,987番地 0985-73-1037

松村　　孝 宮崎市北権現町63番地2 0985-61-9088

三浦　洋司 宮崎市恒久南1丁目4番地9 0985-78-3096

見島　昭二 東諸県郡国富町大字本庄2,020番地 0985-75-1110

南　　浩輔 宮崎市神宮西2丁目274番地 丸伊ﾋﾞﾙ402号 0985-28-1693

三宅　俊次 宮崎市船塚1丁目29番地1 0985-71-1330

宮園　輝夫 宮崎市矢の先町117番地2 税理士法人研輝 0985-29-1133

宮永　雄光 宮崎市清水2丁目11番4号 0985-27-3700



宮原　孝男 宮崎市大塚町樋ノ口1,995番地2 0985-51-3213

三輪　徹夫 宮崎市江平西1丁目5番11号 江平ビル201 0985-24-6007

森　　龍子 宮崎市丸島町4番34号 上坪ビル102号 0985-61-6103

森川　洋昭 宮崎市神宮1丁目74番地1 0985-73-9570

山崎　潤子 宮崎市神宮東1丁目1番31号 仙波ビル 山﨑士朗税理士事務所 0985-29-1365

山﨑   士朗 宮崎市神宮東1丁目1番31号 仙波ﾋﾞﾙ 0985-29-1365

山﨑　　満　 宮崎市昭和町7番地1 0985-32-0534

湯地　正信 宮崎市大坪町寺山大迫3,213番1号 0985-51-9978

吉野　信也 宮崎市橘通東1丁目5番8号 グリーンリッチホテル2F 0985-77-8787

四元　亮介 宮崎市高千穂通1丁目1番8号 高千穂プラザビル201号 0985-31-1441
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