以下の分野ごとに分けて、専門家の方を掲載しています。
技術士

工学博士

司法書士・行政書士

ＩＴ関連

税理士・公認会計士

中小企業診断士

社会保険労務士

弁護士

弁理士

土地家屋調査士・不動産鑑定士

税務調査

大家さんの経営改善

調査課所管の大規模法人でも対応可能です。実務学術双方得意
としております。

空室が目立つ、資金繰りが苦しい、利益が出ない等々、不動産
賃貸業のお悩みご相談ください。

いけだ まさみ

池田 昌三

いしぜき つよし

石関 剛士

保有資格 税理士・ＣＦＰ

保有資格 税理士

溶接技術、金属加工、新製品開発

機械設計・製作・品質と 業務改善

起業・会社設立時の会計税務

相続税

輸送機器メーカーにおける永年の溶接、金属の経験を生かし溶接
技術の向上や新技術開発にお役に立ちます。

機械設計技術者としての経験を基に、もの作り企業における様々
な問題と課題に対し、一緒に取り組みます。

豊川市で起業・会社設立をお考えの方は、ぜひご相談ください。
税金で損をすることのないように支援致します。

親しみ易く、相談し易い専門家であるよう、努めています。専門
用語を分かり易い言葉で伝えるよう努めています。

あおき ひさお

青木 尚夫

保有資格 技術士、国際溶接技術者
（TWI）

なるせ えいじ

成瀬 英次

保有資格 技術士

いたくら まこと

板倉

真

おとべ きょうすけ

乙部 享祐

保有資格 税理士

保有資格 税理士

鋳造技術・生産管理・品質管理

切削、研削、表面処理、熱処理

新会計基準の適用支援

相続・贈与、会社設立、起業支援

鋳物製品の品質管理と生産性向上への指導並びにものづくりにお
ける新技術・新製品開発への支援など。

OSG
（株）
研究部にて37年間勤務後、豊橋技術科学大学機械工学
系にて教鞭を取り、産学両面に精通と自負。

新会計基準への対応を税務申告調整を含め支援いたします。

皆様が抱える経営課題について、税務・労務の両観点からアドバ
イスさせて頂きます。

ひこさか たけお

彦坂 武夫

相

むらかみ よしひこ

村上 良彦

保有資格 工学博士

続

永年の知識と経験を生かして、良き
「町の相談者、助言者」
になる
ことを心掛けています。
おおた かつみ

太田 勝己

すずき けいいち

鈴木 啓市

すずき のりひろ

鈴木 敎浩

保有資格 公認会計士・税理士

保有資格 税理士・社会保険労務士・行政書士

不動産登記、商業を含む法人登記

法人決算確定申告、個人確定申告

相続税の相談は無料

自分が今まで仕事を通じて得た経験と専門知識をもって精一杯
提供いたします。

財務諸表等により、現状を把握し、経営改善の為の課題を客観的
に、なおかつわかり易く説明したいと思います。

相続・営諸業・農業申告（青色申告控除65万適用）、パソコンでの
記帳指導、会計ソフト無償提供。

おおはら ひろし

大原

保有資格 司法書士・行政書士

保有資格 工学博士、複合技能士、高圧ガス・X線作業主任者

裕

保有資格 司法書士・行政書士

なかやま ともひろ

中山 智弘

のざわ じゅん

野澤

保有資格 税理士・行政書士

順

保有資格 税理士

不動産登記、相続手続き

相続手続、事業承継

財務分析、経営戦略の立案、システム導入運用支援

個人、法人決算、税務調査等

不動産登記、商業登記の知識を活かし、会社経営の効率化、経費
削減、円滑な事業承継のお手伝いをいたします。

遺産承継業務を中心に相続対策、経営者の方であれば一度は直面
する事業承継の問題もお手伝いします。

経営判断に会計情報は必須です。当事務所は、会計とＩ
Ｔを使って
貴社を強くすることをお約束します。

難解な税法等の解釈、及び処理方法等について、納税者の立場に
なってわかりやすく誠実に説明させていただきます。

おざき しんや

尾崎 真也

こづか しょうた

小塚 翔太

保有資格 司法書士

保有資格 司法書士・行政書士

ひらまつ かつゆき

平松 克之

保有資格 公認会計士・
Ｉ
Ｔストラテジスト

まつい ひさじ

松井 久治

保有資格 税理士・行政書士

不動産登記、商業登記、相続

不動産登記、商業登記、相続

税務関係全般

相続・成年後見

当事務所は、資格者が複数いますので、各種業務に幅広く対応
できるメリットがあると、自負しております。

解決手段は意外な所から見つかる事が少なくありません。広い
視野でより良い解決を追求します。

好きな言葉は
「一以貫之」
です。一緒に考えていきましょう。

診断士として財務面、行政書士として法務面に精通しています。
ＦＰ
２級として他士業との連携も得意としています。

ふるや よしお

古谷 良夫

保有資格 司法書士・行政書士・土地家屋調査士

ふるや あきひと

古谷 昭人

保有資格 司法書士・行政書士

わたなべ

みきお

渡辺 幹夫

いのうえ ゆういち

井上 裕一

保有資格 税理士

保有資格 中小企業診断士・行政書士・
ＦＰ２級

相続手続、認知症対策、家族信託

飲食店・風俗営業許可

事業計画策定・事業・組織再編

融資、経営改善、事業承継

相続・生前対策として、後見手続・遺言作成・家族信託契約など様々
な手段でお客様のお悩みを解決いたします。

飲食店及びスナック等の開業についてご相談ください。

事業計画と人財育成は、公的支援も充実している今こそチャンス
です。最適な解決策を、
ともに考えます。

資金繰り調整や事業計画策定も含めて、事業を行う方に敬意を
払いつつ、ご意向に寄り沿った支援を行っています。

やすむろ まさひろ

安室 正広

おおた けいご

太田 圭悟

保有資格 司法書士・土地家屋調査士

保有資格 行政書士

外国人の在留・就労手続

農地転用、開発、相続関係

入国管理関係の手続きを得意としております。外国人に関する
疑問等がありましたらぜひお問い合わせ下さい。

暮らしやビジネスの「困った」
をお気軽にご相談ください。身近な
街の法律家として誠実にサポートいたします。

かねこ あきのり

金子 章則

たなか としえ

田中 利枝

保有資格 行政書士

保有資格 行政書士・
ＦＰ2級

すずおき たかひろ

鈴置 崇浩

はっとり たかゆき

服部 貴行

保有資格 中小企業診断士・ＭＢＡ

ＢＣＰ策定支援

創業、事業再生、事業承継
「相談者と一緒に考え、汗を流す」
ことを理念とし、様々な形の支援
を行っています。お気軽にご相談下さい。
ひがしの れい

東野

礼

保有資格 中小企業診断士

中小企業向けのＢＣＰ支援は、2005年より行なっており、活動実績
はトップクラス。
ひらの よしひさ

平野 喜久

保有資格 中小企業診断士

保有資格 中小企業診断士・上級リスクコンサルタント

ネットショップ構築・運営

システム設計・導入、プログラミング

売上拡大、補助金活用、原価計算、在庫削減

創業事業計画、製造業の監督者教育

各地の商工会議所にてネットビジネス計画立案セミナーを開催
すると共に、ネットショップ開設の支援を実施。

パソコンにできることは徹底的に省略化する。求めるところは合理
化と省力化です。できた時間を会社の成長に使います。

お金を借りると利子をつけて返しますが、知恵はありがとうと言う
だけで済みます！知恵をお貸しします！

自分の会社の強みを活かした経営計画の策定や製造業の監督者
向け人材育成や技能伝承について、お手伝いします。

おざわ ふじお

小澤 富士男

保有資格 システムアナリスト試験

あさい たけよし

浅井 丈佳

実 績 生産管理・進捗管理・数量監査システムの作成

まきの ふみと

牧野 史登

保有資格 中小企業診断士

まつい まさたか

松井 督卓

保有資格 中小企業診断士

まずは豊川商工会議所へお気軽にご相談ください！

まずは豊川商工会議所へお気軽にご相談ください！

TEL 0533-86-4101

TEL 0533-86-4101

