
「事業承継計画策定支援事業」登録専門家 令和5年3月31日

事務所名・屋号 住所 電話番号 専門家氏名 公的資格等（二つまで）
群馬県事業承継

支援リーダー養成講座

1 原澤秀樹税理士事務所 高崎市鶴見町1番地　新生ビル 027-328-4538 原澤  秀樹 税理士

2 松岡光弘公認会計士事務所 高崎市貝沢町4-16-5-201 027-364-3458 松岡  光弘 公認会計士・税理士

3 吉永哲也 前橋市高花台二丁目８番地2 027-269-4537 吉永  哲也 中小企業診断士 令和元年度受講済み

4 田子会計事務所 前橋市東上野町94 027-261-1816 田子  一夫 税理士

5 田子会計事務所 前橋市東上野町94 027-261-1816 田子 宏美 税理士・中小企業診断士

6 森会計事務所 邑楽郡大泉町坂田四丁目20番22号 0276-63-6011 森  富夫 税理士

7 八木義明税理士事務所 高崎市倉賀野町2516番地15 027-347-2369 八木  義明 税理士

8 笹尾博樹 前橋市上佐鳥町542番地5 027-225-7650 笹尾  博樹 税理士

9 内山貢悦 栃木県足利市福富町1259-7 080-4177-9236 内山  貢悦 中小企業診断士

10 税理士法人プロスタッフ和 甘楽郡甘楽町大字白倉６１番地1 0274-74-5580 山田  利和 税理士

11 村田会計事務所 桐生市広沢町4丁目1984番地17 0277-54-5001 村田  幸一 税理士

12 間嵜税務会計事務所 高崎市安中市中宿25-6 027-384-2220 間嵜 孝雄 税理士

13 かなた税理士法人 高崎市矢中町617-1 027-347-0933 中野  隆二 税理士

14 天川会計事務所 みどり市大間々町大間々1444 0277-73-0661 天川  洋 税理士・行政書士

15 高橋浩生税理士事務所 高崎市大八木町3002番地10 027-363-6303 高橋  浩生 税理士

16 鈴木秀幸税理士事務所 前橋市東片貝町582番地 027-210-6151 鈴木  秀幸 税理士

17 小林眞澄税理士事務所 太田市大原町1861-20 0277-32-6334 小林    眞澄 税理士・社会保険労務士 令和元年度受講済み

18 かなた税理士法人 高崎市矢中町617-1 027-347-0933 中野  隆二 税理士

19 清水英也税理士事務所 高崎市並榎町35番地3　新英ビル201号 027-364-8268 清水  英也 税理士・行政書士 平成30年度受講済み

20 横山太喜夫公認会計士事務所 前橋市大友町2-25-12　YKビル 027-254-2132 横山  太喜夫 公認会計士・税理士

21 かなた税理士法人 高崎市矢中町617-1 027-347-0933 中野  隆二 税理士

22 鈴木正治税理士事務所 前橋市西片貝町5-18-20 027-243-4881 鈴木  正治 税理士

23 桑原会計事務所 桐生市新里町新川777 0277-74-6507 桑原  慎一 税理士

24 鈴木正治税理士事務所 前橋市西片貝町5-18-20 027-243-4881 鈴木  正光 税理士

25 税理士法人飯島会計事務所 太田市龍舞町5397 0276-46-2611 飯島  將史 税理士

26 竹中経営コンサルタント事務所 太田市宝町453 0276-31-7353 竹中  栄一 中小企業診断士 平成30年度受講済み

27 税理士法人桂川会計 高崎市和田多中町3-12 027-322-1107 桂川  淳 税理士 平成30年度受講済み

28 庄司厚生ものづくり経営診断士事務所 高崎市倉賀野町694-16 027-347-3057 庄司  厚生 中小企業診断士 平成30年度受講済み
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29 コンサルタントアクトアズ鴻上まつよ 高崎市八幡町1160-3 027-360-4330 鴻上  まつよ 中小企業診断士 平成30年度受講済み

30 吉川経営パートナーズ 前橋市大手町2-2-1 027-243-1722 吉川  真由美 中小企業診断士 平成30年度受講済み

31 ㈱梅川企画 前橋市茂木町791-3 027-283-5950 梅川  孝造 中小企業診断士・社会保険労務士 平成30年度受講済み

32 マルバシ経営・労務コンサルティング 伊勢崎市美茂呂町3245-1 0270-26-6511 丸橋  正幸 中小企業診断士・社会保険労務士 平成30年度受講済み

33 茂木隆 伊勢崎市宮古町722 0270-25-1942 茂木  隆 中小企業診断士 平成30年度受講済み

34 オリタックス税理士法人 高崎市東貝沢町4-23-6 027-386-9142 折田  慶太 税理士 平成30年度受講済み

35 足立法律事務所 前橋市大手町3丁目4番1号足立法律事務所 027-231-9612 永木  祐介 弁護士 平成30年度受講済み

36 朝日税理士法人 高崎市昭和町69番地 027-330-2131 鈴木  祥浩 公認会計士・税理士

37 朝日税理士法人 高崎市昭和町69番地 027-330-2131 鈴木  祥浩 税理士

38 朝日税理士法人 高崎市昭和町69番地 027-330-2131 鈴木  祥浩 公認会計士・税理士

39 朝日税理士法人 高崎市昭和町69番地 027-330-2131 鈴木  祥浩 公認会計士・税理士

40 朝日税理士法人 高崎市昭和町69番地 027-330-2131 鈴木  祥浩 税理士

41 弁護士法人竜馬 高崎市金古町1221　弁護士法人竜馬 027-372-9119 舟木  諒 弁護士 平成30年度受講済み

42 高崎中央法律事務所 高崎市旭町11番地9ステイシア高崎102 027-388-1458 小澤  真吾 弁護士 平成30年度受講済み

43 横地法律事務所 高崎市檜物町112 027-321-6600 横地  宏紀 弁護士 平成30年度受講済み

44 タナベビジネスコーチング 太田市龍舞町5042-10 080-6787-1001 田辺  浩 中小企業診断士 平成30年度受講済み

45 鈴木事務所 高崎市福島町782-1 027-388-9916 鈴木  義昭 税理士

46 かなた税理士法人 高崎市矢中町617-1 027-347-0933 中野  隆二 税理士

47 村田勝俊税理士事務所 桐生市新里町新川777巴町2-1810-12 0277-45-2335 村田  勝俊 税理士

48 西巻忠彦税理士事務所 前橋市南町3-68-3 027-221-0071 西巻  忠彦 税理士 平成30年度受講済み

49 林税務会計事務所 富岡市七日町549-22 0274-63-0124 林  康子 税理士 令和元年度受講済み

50 小林税務会計事務所 吾妻郡中之条町大字伊勢町890-10 0279-75-5660 小林  榮 税理士

51 勅使河原敏之 前橋市南町四丁目28-6 027-223-1707 勅使川原  敏之 中小企業診断士

52 税理士法人古賀会計合同事務所 桐生市新里町小林472番地1 0277-74-5911 古賀  廣成 税理士 令和元年度受講済み

53 さくらジャパン税理士法人 高崎市緑町1-11-7 027-364-3500 田中  好二 税理士

54 髙井税務会計事務所 沼田市西倉内町743番地5 0278-24-1433 髙井  英昭 税理士 令和元年度受講済み

55 税理士法人林会計 高崎市北双葉町9番10号 027-325-6861 林  章 税理士

56 コンサルファーム群馬㈱ 前橋市問屋町2丁目15番20 027-210-8022 清水  邦宏 中小企業診断士

57 税理士法人原澤会計 高崎市高関町441-9 027-323-3803 原澤  一壽 公認会計士・税理士

58 税理士法人鴻田会計事務所 前橋市天川原町1-18-8 027-289-3700 鴻田 道雄 公認会計士・税理士
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59 税理士法人鴻田会計事務所 前橋市天川原町1-18-8 027-289-3700 鴻田 史子 税理士・中小企業診断士

60 税理士法人鴻田会計事務所 前橋市天川原町1-18-8 027-289-3700 片桐 英治 税理士

61 税理士法人栗林会計事務所 太田市浜町50番地23号 0276-46-1101 栗林  紀昌 中小企業診断士・社会保険労務士

62 株式会社自主管理経営 高崎市萩原町486-7 027-386-6235 羽鳥  博樹 税理士 令和元年度受講済み

63 小中会計事務所 高崎市下小鳥57-15 027-384-3875 小中  正雄 中小企業診断士・宅地建物取引士 令和元年度受講済み

64 早瀬達 桐生市巴町1-1116-18 090-4722-7586 早瀬  達 中小企業診断士 令和元年度受講済み

65 阿久澤中小企業診断士事務所 前橋市天川大島町3-36-9 027-263-4001 阿久澤  豊 税理士 令和元年度受講済み

66 渋木会計事務所 桐生市仲町2丁目6号 0277-45-2624 渋木  敏明 税理士 令和元年度受講済み

67 大朏会計事務所 太田市浜町52-59 0276-46-1931 大朏  健 中小企業診断士

68 上原修一郎 高崎市下豊岡町1538-1 090-3232-9457 上原  修一郎 税理士 令和元年度受講済み

69 税理士法人真下経営 高崎市倉賀野町3557-4 027-346-1463 眞下  哲夫 弁護士

70 あおぞら法律事務所 太田市飯田町1245-1　金十清水ビル5階 0276-55-3313 栗原  貴志 税理士 令和元年度受講済み

71 青田多恵乃税理士事務所 邑楽郡邑楽町中野2743-5 0276-55-0378 青田  多恵乃 税理士

72 松田吉巨税理士事務所 邑楽郡邑楽町篠塚1646番地8 0276-88-8072 松田  吉巨 中小企業診断士 令和元年度受講済み

73 サンホープ経営事務所 太田市新田木崎町384-2 0276-56-2293 三牧  文雄 中小企業診断士 令和元年度受講済み

74 菊地コンサルティング 太田市新田市町47-3 090-8844-5382 菊地  則行 経営コンサルタント

75 中小企業診断士小暮雅志 伊勢崎市連取町10-3 090-719-7023 小暮  雅志 税理士 平成30年度受講済み

76 都丸賢二税理事務所 渋川市渋川335-14 0279-24-5756 都丸  賢二 公認会計士・税理士

77 合同会社一歩 安中市野殿2644-2 090-8023-3043 新井  拓 税理士

78 富澤正明税理士事務所 前橋市六供町70-1 027-224-0702 富澤  正明 税理士

79 税理士法人木村会計事務所 高崎市下小鳥町57-8 027-363-1234 木村  稔 税理士

80 税理士法人木村会計事務所 高崎市下小鳥町57-8 027-363-1234 木村  稔 税理士

81 税理士法人木村会計事務所 高崎市下小鳥町57-8 027-363-1234 木村  稔 中小企業診断士

82 TGBコンサルオフィス 前橋市箱田町84-12 090-2385-1806 関田  淳二 税理士・行政書士

83 浅沼みらい税理士法人 太田市飯田町1060 0276-48-9511 浅沼  孝男 公認会計士・税理士

84 福田公認会計士事務所 桐生市東1丁目13番39号 0277-44-3848 福田  秀幸 税理士

85 相原税理士事務所 太田市本町42番地6号 0276-26-1222 相原  光美 中小企業診断士

86 コンサルサポートハウス㈱ 高崎市中居町3-35-9 027-395-5388 打尾  貞治 税理士・行政書士

87 大堀重男税理士事務所 前橋市大友町2-4-11 027-252-5729 大堀  重男 公認会計士・税理士

88 飯塚公認会計士事務所 邑楽郡明和町下江黒677-2 0276-73-0048 飯塚  育秀 税理士
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89 かなた税理士法人 高崎市矢中町617-1 027-386-2004 中野  隆二 税理士

90 横堀税務会計事務所 伊勢崎市平和町14-34 0270-40-6614 横堀  孝幸 税理士

91 山口明税理士事務所 前橋市日吉町2-5-1　みずき館103 027-260-6135 山口  明 税理士

92 かなた税理士法人 高崎市問屋町4-7-8 027-361-5568 高橋  正光 税理士

93 かなた税理士法人 高崎市問屋町4-7-8 027-361-5568 高橋  正光 税理士・行政書士

94 小和瀬税務会計事務所 高崎市箕郷町白川2134-2 027-344-5196 小和瀬  一幸 中小企業診断士

95 尾又中小企業診断士事務所 神奈川県厚木市森の里1-29-2-103 046-250-0857 尾又  啓介 税理士

96 茂原健二税理士事務所 高崎市上大類町295-2 027-352-0332 茂原  健二 公認会計士

97 eN税理士法人 桐生市仲町1丁目12-20 0277-44-3854 園田  誠 税理士

98 eN税理士法人 桐生市仲町1丁目12-20 0277-44-3854 園田  誠 中小企業診断士

99 eN税理士法人 桐生市仲町1丁目12-20 0277-44-3854 園田  誠 社会保険労務士

100 eN税理士法人 桐生市仲町1丁目12-20 0277-44-3854 園田  誠 税理士

101 株式会社エムズ会計 高崎市片岡町3丁目27-1-2Ｆ 027-384-4447 宮石  康弘 税理士

102 多賀谷敦税理士事務所 伊勢崎市冨塚町270-1 0270-61-7238 多賀谷 敦 税理士

103 狩野隆浩税理士事務所 高崎市福島町780-1 027-372-2125 狩野 隆浩 公認会計士・税理士

104 小林徳司事務所 沼田市桜町4742番地5 0278-22-5788 小林 徳司 行政書士

105 行政書士関根宏事務所 前橋市二之宮町490-1 027-268-2658 関根 宏 税理士

106 税理士法人　本島事務所 高崎市高松町12番地 027-322-4620 落合 謙一 税理士

107 税理士法人　本島事務所 高崎市高松町12番地 027-322-4620 落合 謙一 公認会計士・税理士

108 税理士法人　本島事務所 高崎市高松町12番地 027-322-4620 落合 謙一 税理士

109 中島哲男税理士事務所 吾妻郡東吾妻町中之条町中之条町441-20 0279-26-3930 中島 哲男 税理士

110 江原克典税理士事務所 高崎市下和田町4-8-1 027-386-8400 江原 克典 税理士

111 荒井会計事務所 前橋市天川原町1-2-18　クレストビル 027-221-9876 荒井 滋 税理士

112 サリーレ群馬税理士法人 前橋市文京町3-25-12 027-223-8160 岡部 雅之 税理士

113 筒井会計事務所 高崎市下佐野町604-3 027-381-6565 筒井 勤 弁護士

114 安中法律事務所 安中市岩井2470-3戸田ビル1F西 027-386-6667 小坂 景子 税理士 平成30年度受講済み

115 澤口俊行税理士事務所 前橋市六供町70-1 027-243-6252 澤口 俊行 税理士

116 澤口俊行税理士事務所 前橋市六供町70-1 027-243-6252 澤口 徹 税理士

117 梁瀬剛税理士事務所 高崎市下豊岡町297 027-327-1122 梁瀬 剛 税理士

118 新井徳治税理士事務所 高崎市貝沢町947-1 027-395-4480 新井 徳治 税理士
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119 M’sパートナー税理士法人 桐生市相生町2-515-23 0277-55-0207 松島 宏明 中小企業診断士・FP１級

120 帆足会計事務所 吾妻郡東吾妻町岩井322 0279-68-0065 帆足　康洋 税理士

121 永田智彦税理士事務所 前橋市朝日町3-13-8 027-221-8292 永田 智彦 税理士

122 永田智彦税理士事務所 前橋市朝日町3-13-8 027-221-8292 野口 智祥 税理士

123 角田弘芳税理士事務所 吾妻郡東吾妻町岡崎1882 0279-30-9700 角田 弘芳 税理士

124 多胡和美税理士事務所 高崎市小八木町748-10 027-364-3575 多胡 和美 税理士

125 冨沢尚史税理士事務所 吾妻郡中之条町大字伊勢町1228-1 0279-26-2164 冨沢 尚史 税理士

126 HORi会計 高崎市下小鳥町300-1吉田ビル102 027-395-0303 堀口 祐介 税理士

127 柴田敏税務会計事務所 高崎市新保町413-4 027-363-7939 柴田 敏 税理士・行政書士

128 押見新一郎税理士事務所 桐生市浜松町1丁目5-33 0277-44-2315 押見新一郎 税理士

129 関口 礼史税理士事務所 桐生市新宿3丁目1-19 0277-45-2238 関口 礼史 税理士

130 山本享靖税理士事務所 高崎市下小鳥町903-3 027-361-6647 山本　享靖 税理士

131 山本享靖税理士事務所 高崎市下小鳥町903-3 027-361-6647 林　清和 税理士

132 タクス税理士法人 渋川市渋川1931-23 0279-20-1700 田中　誠 公認会計士・税理士

133 税理士法人プロスタッフ和 甘楽郡甘楽町大字白倉61番地1 0274-74-5580 阿部　仁 税理士

134 小林会計事務所 伊勢崎市今泉町1-2-5 0270-24-1621 小林　英伸 税理士・行政書士

135 高橋広幸税理士事務所 高崎市相生町１番地1　八十二銀行ビル601 027-323-0785 高橋　広幸 税理士

136 税理士法人目崎会計 桐生市広沢町４丁目2105番地１ 0277-52-2552 目崎　克行 税理士・行政書士

137 税理士法人目崎会計 桐生市広沢町４丁目2105番地１ 0277-52-2552 目崎　有紀 税理士

138 丹波克久税理士事務所 太田市山之神町306-8 0277-78-7466 丹波　克久 税理士

139 石原照久税理士事務所 桐生市広沢町3-4068 0277-52-6538 石原　照久 税理士

140 池上会計事務所 高崎市田町145番地 027-327-2323 池上　隆 税理士

141 市川克美税理士事務所 高崎市下和田町3-5-8 027-323-9721 市川　克弘 税理士

142 株式会社あおい会計 佐波郡玉村町上飯島237-6 080-6665-3820 津久井　清隆 税理士

143 馬場会計事務所 渋川市渋川2512-8 0279-22-1967 馬場　博 税理士

144 小林仁税理士事務所 藤岡市中栗須87-2 0274-50-8460 小林　仁 税理士・行政書士

145 弁護士法人　龍馬　ぐんま事務所 高崎市金金古町1221 027-372-9119 金井　健 弁護士

146 木村税務事務所　 太田市飯塚町513-1 0276-45-0540 木村　時久 税理士

147 税理士法人　加藤会計事務所 前橋市平和町1-15-3 027-231-9191 松井　直子 税理士

148 島津会計税理士法人 高崎市昭和町226 027-323-2203 島津　文弘 税理士
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149 島津会計税理士法人 高崎市昭和町226 027-323-2203 住友　新史 中小企業診断士

150 神戸会計事務所 前橋市小相木町330 027-252-3984 神戸　義明 税理士

151 石原・関・猿谷法律事務所 前橋市大手町3-4-16 027-235-2040 猿谷　直樹 弁護士

152 市川匡尋税理士事務所 富岡市富岡１５４２ 0274-62-2721 市川　匡尋 税理士

153 石井税理士事務所 桐生市永楽町7-4 0277-22-4188 石井　謙三 税理士

154 税理士法人ASAC総合事務所 桐生市巴町2-5-19　織姫ビル4F 0277-47-5030 山本　貴史 税理士

155 ファーストアカウンティング江原会計 栃木県足利市朝倉町2-1-7 0284-71-8500 江原　弘義 税理士

156 【順不同】


