
（令和２年１２月１８日認定分）

名称 店舗名等 種別 都道府県 市区町村 番地 電話番号 取り扱うことができる相談内容

鳥取
（１）

中村 浩之 中村浩之税理士事務所 税理士 鳥取県 倉吉市 福庭町1-3 0858-26-4791 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M＆A

伊藤 秀之 伊藤秀之税理士事務所 税理士 島根県 出雲市 駅南町1丁目1番1 ラミューズ出雲504号室 0853-31-9983 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、事業再生、金融・財務

内部 茂 内部茂税理士事務所 税理士 島根県 出雲市 武志町773番地４ コーポマルシン２階南 0853-20-1220 創業等支援、事業計画作成支援、事業承継

笠原 弘孝 笠原弘孝税理士事務所 税理士 岡山県 倉敷市 玉島道口530-1 086-441-4673
創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M＆A、事業再生、生産管理・品質管理、
人材育成、金融・財務

国遠 明 國遠明税理士事務所 税理士 岡山県 岡山市南区 妹尾2307-8番地 086-282-6663 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継

京町 周平 京町公認会計士事務所 公認会計士 岡山県 岡山市北区 本町6番36号 第一セントラルビル3階 086-803-2400 事業計画作成支援、事業承継

税理士法人エイコー 税理士法人エイコー 税理士法人 岡山県 倉敷市 玉島阿賀崎2丁目5番37号 086-526-1345 創業等支援、事業計画作成支援、事業承継

林 英夫 林公認会計士事務所 公認会計士 岡山県 岡山市中区 倉田532-8-206 086-277-3188
創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A、事業再生、情報化戦略、金融・財
務

一般社団法人岡山県中小企業診断士会 一般社団法人岡山県中小企業診断士会 民間コンサルティング会社 岡山県 岡山市北区 厚生町3丁目1番15号 岡山商工会議所ビル 086-225-4552
創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M＆A、事業再生、生産管理・品質管理、
情報化戦略、知財戦略、販路開拓・マーケティング、マッチング、産学官等連携、人材育成、人事・
労務、海外展開等、BCP作成支援、物流戦略、金融・財務

福島 和希 福島理浩税理士事務所 税理士 岡山県 岡山市南区 福富西1-9-1 086-263-8676 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善

水戸 晃 水戸晃税理士事務所 税理士 広島県 東広島市 西条東北町11-21 082-424-3402 金融・財務

安原 正治 占部圭祐税理士事務所 税理士 広島県 府中市 高木町449-4 084-745-5702 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、金融・財務

春木 円加 春木円加税理士事務所 税理士 広島県 広島市東区 光が丘13-12 082-258-5692 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M＆A

森本 傳 森本傳税理士事務所 税理士 広島県 大竹市 油見3丁目19番3号 082-752-5301 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M＆A、事業再生、金融・財務

古賀 聡 古賀聡税理士事務所 税理士 広島県 広島市西区 東観音町2番15号312号 082-567-5977 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、M＆A、情報化戦略、金融・財務

島根
（2）

岡山
（７）

広島
（１６）



名称 店舗名等 種別 都道府県 市区町村 番地 電話番号 取り扱うことができる相談内容

早稲田 大悟 早稲田大悟公認会計士事務所 公認会計士 広島県 広島市中区 小網町6番20-703号 090-4572-0891 事業計画作成支援、経営改善、M＆A

畑原 寛 村本一治税理士事務所 税理士 広島県 広島市南区 皆実町5丁目2-1-104 082-569-6874 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継

山本 昇 山本税務会計事務所 税理士 広島県 広島市西区 古江新町4番23号2階 082-273-3001 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、金融・財務

寺本 忠彦 寺本忠彦税理士事務所 税理士 広島県 竹原市 中央3丁目12-6 090-5695-1834 経営改善、金融・財務

星野 泰輝 星野泰輝税理士事務所 税理士 広島県 廿日市市 平良1-19-29 082-934-3385 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善

宮崎 道治 - 税理士 広島県 福山市 三吉町3-5-20 084-924-8055 創業等支援、事業計画作成支援、事業承継

石原 實 石原實税理士事務所 税理士 広島県 福山市 春日町5丁目6番16-301号 084-941-7201 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、金融・財務

安保 昇 安保昇税理士事務所 税理士 広島県 福山市 御門町2-4-7 084-922-6270 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、事業再生、人事・労務

高杉 將壽 行政書士高杉将寿事務所 コンサルタント 広島県 三次市 十日市中2-1-3 2階 082-455-6663
創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M＆A、事業再生、販路開拓・マーケティ
ング、マッチング、BCP作成支援、金融・財務

株式会社成研 株式会社成研 民間コンサルティング会社 広島県 広島市中区 袋町4番14号 082-543-5551 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、販路開拓・マーケティング、マッチング、人事・労務

岡野 秀幸 岡野秀幸税理士事務所 税理士 広島県 広島市中区 鉄砲町6番7号 槌本ビル3Ｆ 082-502-7700 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M＆A、事業再生、

小田 隆典 小田隆典税理士事務所 税理士 山口県 周南市 鐘楼町3番1号 三和ビル3階 083-421-3553 事業計画作成支援、経営改善、M＆A

税理士法人やまぐちパートナーズ 税理士法人 山口県 宇部市 東本町1丁目9番11号 083-632-1592 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M＆A

藪本事務所 税理士法人 山口県 宇部市 松山町5丁目9番25号 パークビル2階 083-639-5177 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M＆A

善甫事務所 税理士法人 山口県 宇部市 松島町17番3号 ハイウッドビル2階 083-631-2277 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M＆A

山口
（２）

税理士法人やまぐちパートナーズ

広島
（１６）


