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JR山手線「大塚駅」より徒歩5分
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名称 社会保険労務士法人前田事務所　　法人番号 第1307020

［併設］ 労働保険事務組合　社会労働保険研究いずみ会

所在地 〒170-0005　東京都豊島区南大塚3-24-4　MTビル3階

電話 03-5927-9710

FAX 03-5927-9715

事務所開業 昭和62年4月1日　

法人設立 平成19年8月1日

代表社員 前田昭博（13860190／社会保険労務士登録番号）

従業員数 15名

顧問契約数 約200社

ホームページ https://www.office-maeda.or.jp

メールアドレス info@office-maeda.or.jp

顧問先業種 医業（病院、クリニック、歯科医院、薬局、医薬品開発）、
 介護事業、IT事業、派遣業、建設業、小売業、印刷業、
 運送業、リフォーム業、娯楽業（ゲーム開発、カラオケ店）、
 金融業、倉庫業、ビルメンテナンス業、不動産業、農業等

顧問先規模 1名～約3,000名

About Us | 概要

Our Customers | 顧問先企業



労働・社会保険手続、給与計算、労災特別加入、

就業規則、労務相談、その他どのようなことでも

お気軽にご相談ください。

労務コンサルティング
ハラスメント対応、就業規則等諸規定の作成および改訂、働き方改革等、お客様の問題に対応していきます。

• 他社事例や判例等を踏えて実践的かつお客様にあった最適な解決法を提案いたします。
• 最新の法律に適合した制度、規程を作成できます。（コンプライアンス）

メリット

労働保険事務組合業務
国の認可団体として、労災保険・雇用保険の手続を代行いたします。

• 事業主役員等も労災保険に加入できます。
• 労働保険料を年３回に分割納付できます。

メリット

給与計算業務
給与計算、賞与計算、年末調整計算を行います。

• 給与担当者の作業時間を省け、担当者を他の仕事に従事することができます。
• 法改正にも、正確かつ迅速に対応が可能です。
• 当事務所が給与業務を管理しているため、会社の給与担当者の人事異動に頭を悩ませなくなります。

メリット

労働・社会保険事務手続
雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の入社や退社等の従業員の異動および会社の届出に関する手続を代行いたします。

• 手続作成時間が省け、担当者を他の仕事に従事することができます。
• 煩雑な手続を正確かつ迅速に処理することができます。
• 会社からの希望があれば、直接社員に手続の説明や退職の説明等を行うことができ、人事担当者の負担を
　 軽減いたします。

メリット

Business Information | 業務内容

その他の業務
経営労務診断業務
・社労士診断認証制度の認証マーク取得支援

派遣事業許可申請・有料職業紹介事業許可申請
・労働者派遣事業許可・更新申請
・有料職業紹介事業許可・更新申請

あっせん代理
・個別労使紛争のあっせん代理

401ｋの導入サポート
・401k（確定拠出型年金）導入
　※三井住友海上火災保険㈱と提携し業務を進めてまいります。

Message | ごあいさつ

我々の使命は、会社の発展のために、「人」の分野に深く関与し、煩雑な手続業務、労務問題をはじめ

とした悩みを解決に導くことです。また、顧問先に何かあったときには、真っ先に相談してもらえる存在

でありたいです。

これまでの豊富な経験をもとに、分かりやすく丁寧に説明し実践的なアドバイスを行います。当事務所で

解決できないことがあれば、他士業などのネットワークを活用し、解決へのサポートをいたします。いつでも

ご相談ください。
代表社員  　　　　　　　

労働保険・社会保険の手続き業務のアウト
ソーシングだけでなく、給与計算業務、
労務問題への対応、労働基準監督署調査対
応等をトータルにサポートし、会社の成長を
支えてまいります。

1 トータルにサポートとして
会社の成長を支えます

当事務所では、様々な経験を持った複数の
職員で１つの会社をサポートいたします。複
数人でサポートすることにより、安定した
サービスを提供いたします。

2 専門知識をもった職員が
サポートいたします

長年の実績、経験をもとに、事例や判例を
参考にしながら、お客様の状況に応じて、
実践的なアドバイスを行います。

3 実践的なアドバイスで
サポートいたします

「できない」ではなく「できるためにはどう
したらよいか」を常に考え、柔軟性を持った
対応でお客様をサポートいたします。

4 お客様のニーズに合わせた対応で
サポートいたします

4 つの特徴
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