
移転価格チーム
担当パートナー一覧 （五十音順）

伊東 貴彦　Takahiko Ito
不動産業界で5年勤務した後、2001年KPMGピートマーウィック東京事務所（現・KPMG税理士
法人）に入所。専門書、雑誌記事等の執筆多数。
takahiko.ito@jp.kpmg.com

伊東 康彦　Yasuhiko Ito
移転価格・関税・無形資産評価等の分野において経済分析、財務分析を担当。海外進出・海外
展開を試みる企業に対し、移転価格・関税・間接税といった海外進出・海外展開に不可欠な税制と
各国の情報や各社の業況と統合・融合した視点から、海外進出国の選定や機能（業務）再配置案、
サプライチェーンの再構築等に関わるアドバイスを提供している。

yasuhiko.ito@jp.kpmg.com
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田中 淳　Jun Tanaka
KPMGグローバル移転価格サービス日本代表
1993年朝日監査法人（現・あずさ監査法人）に入所。上場企業の会計監査・株式公開支援業務等に従事
した後、1996年にアーサーアンダーセン税務事務所（現・KPMG税理士法人）に転籍。米国事務所勤務を
経て、現在に至る。公認会計士、税理士。国際税務・税務弘報など、専門書、雑誌記事等の執筆多数。
jun.a.tanaka@jp.kpmg.com

川井 健司　Kenji Kawai
2000年アーサーアンダーセン税務事務所（現・KPMG税理士法人）大阪事務所に入所。米国
事務所勤務を経て、現在に至る。税理士。専門書、雑誌記事等の執筆多数。近畿・東海地区を
中心にサービスを提供している。名古屋事務所長。

kenji.kawai@jp.kpmg.com

須崎 洋介　Yosuke Suzaki
2001年アーサーアンダーセン税務事務所（現・KPMG税理士法人）に入所以降、日本企業・外資系
企業に対して移転価格税制を中心とした国際税務及び企業再編に関する税務コンサルテーション、
ファイナンス分野を中心とした企業価値算定及び経済分析等のアドバイザリーサービスを提供。米国
事務所勤務を経て、現在に至る。日本証券アナリスト協会検定会員。専門書、雑誌記事等の執筆多数。
yosuke.suzaki@jp.kpmg.com

鈴木 彩子　Ayako Suzuki
1998年アーサーアンダーセン税務事務所（現・KPMG税理士法人）に入所。税理士。国際税務・
旬刊経理情報など、専門書、雑誌記事等の執筆多数。
ayako.suzuki@jp.kpmg.com
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棚田 稔　Minoru Tanada
2004年税理士法人トーマツ（現・デロイトトーマツ税理士法人）に入所後、日系ならびに外資系企業
向け移転価格アドバイザリーサービスに従事。2013年KPMG税理士法人に入所。移転価格税制に
関する外部セミナー講師を務める他、「旬刊経理情報」、「国税速報」など、専門書、雑誌記事等の
執筆多数。
minoru.tanada@jp.kpmg.com

中宇根 幹夫　Mikio Nakaune
1988年に国税庁入庁。OECD租税委事務局（主任行政官）、東京国税局国際監理官、国税庁相互
協議室長など、長年にわたり、移転価格をはじめとする国際税務に係る幅広い業務に従事。2019年、
KPMG税理士法人に入所。講演、記事執筆等多数。
mikio.nakaune@jp.kpmg.com

沼田 有理　Yuri Numata
2004年税理士法人トーマツ（現・デロイトトーマツ税理士法人）に入所後、日系ならびに外資系
企業向け移転価格アドバイザリーサービスに従事。2013年KPMG税理士法人に入所。2015年から
2018年にかけてKPMG LLP ワシントンDC事務所赴任。外部セミナー講師の他、雑誌記事等の
執筆多数。
yuri.numata@jp.kpmg.com

藤原 拓哉　Takuya Fujihara
2007年KPMG税理士法人 大阪事務所に入所。首都圏・東海・関西を問わず幅広くクライアント
サービスを提供し、米国事務所勤務を経て、現在に至る。税理士。
takuya.fujihara@jp.kpmg.com

藤森 康一郎　Koichiro Fujimori
1997年勝島敏明税理士事務所（現・デロイトトーマツ税理士法人）に入所。2001年Deloitte & 
Touche LLPワシントンDC事務所勤務に赴任。2004年税理士法人トーマツ（現・デロイトトーマツ
税理士法人）に帰任。2013年KPMG税理士法人に入所。『実務ガイダンス 移転価格税制』（中央
経済社）『Transfer Pricing Manual』（BNA International）など、専門書、雑誌記事等の執筆多数。
koichiro.fujimori@jp.kpmg.com

細水 兼二郎　Kenjiro Hosomizu
2004年KPMG税理士法人 大阪事務所に入所。シンガポール事務所勤務を経て、現在に至る。
広島事務所（2018年12月開設）における移転価格サービスも担当している。税理士。広島事務所長。
kenjiro.hosomizu@jp.kpmg.com

水野 正夫　Masao Mizuno
1999年アーサーアンダーセン税務事務所（現・KPMG税理士法人）に入所。米国事務所勤務を
経て、現在に至る。税理士。税務弘報、国際税制研究など、専門書、雑誌記事等の執筆多数。京都
事務所長。
masao.mizuno@jp.kpmg.com
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楊 暁軍　Xiaojun Yang
総合商社での勤務を経て、2007年KPMG税理士法人東京事務所に入所。KPMG広州事務所
勤務を経て、現在は様々な日系企業、外資系企業に対し、移転価格税制を中心とした国際税務
戦略についてのアドバイザリー業務を提供している。
xiaojun.yang@jp.kpmg.com

和田 知子　Tomoko Wada
1999年アーサーアンダーセン（税務部門）ニューヨーク事務所に入所。米国企業・日系企業に移転
価格アドバイザリーサービスを提供後、2002年にKPMGピートマーウィック東京事務所（現・
KPMG 税理士法人）に入所。『海外進出企業のための移転価格税制の実例と対策』（中央経済社）
など、専門書、雑誌記事等の執筆多数。
tomoko.wada@jp.kpmg.com
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