四日市支部
氏名

令和2年７月1５日現在

ﾌﾘｶﾞﾅ

西脇 正孝
山下 芳三

事務所所在地

ニシワキ マサタカ 三重郡菰野町大字菰野 1419番地2

事務所TEL
059-393-1236

ヤマシタ ヨシミ

四日市市赤堀一丁目 3番23号

059-353-1518

正敏

モリ マサトシ

四日市市東日野町 181番地1

059-322-0720

高羅 英彦

タカラ ヒデヒコ

四日市市芝田一丁目 11番10号

059-353-2750

古川 孝治

フルカワ タカハル 四日市市久保田一丁目 6番8号

059-353-6636

山中 良昭

ヤマナカ ヨシアキ 四日市市天カ須賀二丁目 20番10号

059-365-3675

森

清水 常雄

シミズ ツネオ

四日市市元新町 3番10号

059-351-5286

真田

武

サナダ タケシ

四日市市日永西二丁目 6番7号

059-346-8482

伊藤 秀郎

イトウ ヒデオ

四日市市富田三丁目 16番19号

059-365-0120

永田 哲夫

ナガタ テツオ

四日市市新正三丁目 5番5号

059-351-9311

上田

ウエダ ヒロシ

四日市市平尾町 3783番地4

059-326-1989

浩

森岡 尚夫

モリオカ ヒサオ 四日市市笹川一丁目 105番地4

059-320-1770

渡邉

ワタナベ イズミ 四日市市三栄町 1番14号

059-351-0170

泉

三浦 義紀
石川 秀策
神尾 廣明
森

清文

塩川 彰彦
野崎

收

ミウラ ヨシキ

四日市市栄町 8番11号

イシカワ シュウサク 四日市市三栄町 1番14号 駅前マンション201号室

カミオ ヒロアキ 四日市市三栄町 2番13号
モリ キヨフミ

三重郡川越町大字豊田 232番地の5

シオカワ アキヒコ 四日市市鵜の森一丁目 14番4号
ノザキ オサム

四日市市小杉町 1476番地の18

059-353-7625
059-353-1370
059-353-0773
059-365-4313
059-318-1367
059-332-2052

池畑 信也

イケハタ シンヤ 三重郡菰野町大字菰野 1359番地1

059-391-2388

村上 文明

ムラカミ フミアキ 三重郡菰野町大字大強原 906番地の2

059-394-0328

服部 浩明

ハットリ ヒロアキ 四日市市京町 4番12号

059-331-8391

藤原 まゆみ

フジワラ マユミ 四日市市昌栄町 13番6号

059-351-0278

加藤 良博

カトウ ヨシヒロ

四日市市新正四丁目 10番15号

059-355-6131

宇野 出世

ウノ イデヨ

四日市市日永西三丁目 10番13号 レーベンハイム2C

059-347-7037

若林 正清
蔀

ワカバヤシ マサキヨ 四日市市中町 3番12号

059-351-2111

信剛

シトミ ノブタケ

四日市市西浦二丁目 6番10号

059-351-3859

藤井 浩治

フジイ コウジ

四日市市釆女町 1591番地の6

059-346-8708

見並 正生

ミナミ マサオ

四日市市久保田一丁目 6番47号

059-354-8588

永井 美子

ナガイ ヨシコ

四日市市高花平三丁目 17番地4

059-321-6249

木村 ちはる

キムラ チハル

四日市市羽津町 9番16号

059-333-0957

早川 光彦

ハヤカワ ミツヒコ 四日市市垂坂町 385番地1

059-333-2283

若林 三知

ワカバヤシ ミチ 四日市市大字西阿倉川 1682番地1

059-333-7335

諸岡 勝彦

モロオカ カツヒコ 三重郡菰野町大字菰野 1391番地1

059-394-5770

前田

健

山本 正人

マエダ タケシ

四日市市日永一丁目 13番21号

ヤマモト マサト 三重郡朝日町大字縄生 718番地

090-8336-2513
059-377-2305

寺尾 聖司

テラオ セイジ

四日市市西富田二丁目 4番27号

059-363-0578

富田 英司

トミダ ヒデシ

三重郡川越町大字豊田 349番地の6

059-364-3631

天春 隆子
内藤

克

アマガス タカコ 四日市市中野町 1056番地
ナイトウ カツ

四日市市鵜の森一丁目 8番13号

059-339-7887
059-351-7110

ﾌﾘｶﾞﾅ

森井 敏浩

モリイ トシヒロ

四日市市浮橋一丁目 20番地3

059-320-4655

人見 克弘

ヒトミ カツヒロ

四日市市下さざらい町 3番8号

059-361-0350

羽田 清志

ハダ キヨシ

四日市市八田一丁目 13番17号 ビセンビル２F

059-332-3231

平田

ヒラタ ハジメ

四日市市日永西一丁目 23番1号

059-321-7149

上杉 和子

ウエスギ カズコ 四日市市川島町 6000番地の164

059-320-2258

吉原 悦未

ヨシハラ エツミ

四日市市楠町北五味塚 1948番地1

059-397-6566

服部 佐知子

ハットリ サチコ

四日市市三栄町 5番21号

059-350-0300

誠治

ハヤシ セイジ

四日市市三栄町 1番14号

059-351-1121

勉

イバタ ツトム

四日市市大治田三丁目 5番44号

059-346-1551

林
井端

一

小林 徹也
中世古 光久
林

久則

市川 雄二
川邑 昌史

事務所所在地

事務所TEL

氏名

コバヤシ テツヤ 四日市市諏訪栄町2番4号 5-B

059-350-2515

オカザキ ヨシオ 四日市市堀木 1丁目4番5号 文化ハイツ１B

059-340-0137

ナカセコ ミツヒサ 四日市市三栄町 2番18号

059-350-7788

ハヤシ ヒサノリ 四日市市日永西三丁目 25番11号

059-347-5243

イチカワ ユウジ 四日市市諏訪栄町 5番8－508号

059-358-0743

カワムラ マサフミ 四日市市東新町 17番11号

059-331-3774

服部 信子

ハットリ ノブコ

橋本 俊雄

ハシモト トシオ 四日市市諏訪栄町 22番37号 吉田ビル403号室 059-355-1981

四日市市大矢知町 1072番地6

059-365-0873

金津 寬司

カナヅ ヒロシ

三重郡菰野町大字千草 2764番地

059-394-0237

池田 里美

イケダ サトミ

四日市市三栄町 1番14号 四日市駅前マンション101号室

059-359-6577

杉村 伸哉

スギムラ シンヤ 四日市市三栄町 2番18号

杉岡 美香

スギオカ ミカ

判治 幹子（田中 幹子）

ハンジ ミキコ（タナカ ミキコ）

伊藤 義弘

イトウ ヨシヒロ

059-351-0111

四日市市大治田1丁目 2番5号 フォーゲルA201

059-318-3586

四日市市安島二丁目 3番21号

059-351-2078

四日市市城北町 1番12号 ル・グランビル202

059-355-5320

稲垣 正文

イナガキ マサフミ 四日市市大井手二丁目 2番14号

059-351-9670

宇佐美 幸義

ウサミ ユキヨシ 四日市市三滝台四丁目 8番地6

059-322-5778

伊藤 才弘

イトウ トシヒロ

059-364-0575

佐藤 圭一

サトウ ケイイチ 四日市市西浜田町 2番16号

059-336-6881

駒田 浩一

コマダ ヒロカズ 四日市市あかつき台四丁目 1番地16

059-336-3616

渡邊 裕二

ワタナベ ユウジ 三重郡朝日町大字縄生 2180番地2

059-377-0280

黄田

穣

四日市市富州原町 13番11号

コウダ ミノル

四日市市三滝台二丁目 13番地3

059-354-4339

樋口 善律

ヒグチ ヨシノリ

三重郡菰野町大字川北 568番地2

059-393-4753

加藤 直親

カトウ ナオチカ 四日市市北山町 559番地

山原 隆史

ヤマハラ タカフミ 四日市市桜町 870番地2

野呂 勇夫

ノロ イサオ

小倉 慎司

オグラ シンジ

山本 成樹

ヤマダ メグミ

廣瀬 克彦
土田
辻

繁
真也

太田 直樹

059-340-6023

四日市市大鐘町 612番地

059-337-1404

四日市市北町 6番20号

059-353-6522

ヤマモト シゲキ 四日市市西浦一丁目 4番5号

山田 めぐみ

059-338-7700

059-340-5956

四日市市石塚町 6番6号

059-355-9067

ヒロセ カツヒコ

四日市市西浜田町 9番12号 アヴニールOT203号室

059-340-3360

ツチダ シゲル

四日市市大井手一丁目 1番41号

059-351-5293

四日市市西新地 14番23号 グラジオーソ2F

059-329-6381

四日市市浮橋一丁目 11番地7

059-358-5256

ツジ ナオヤ
オオタ ナオキ

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

水谷 智子

ミズタニ トモコ

濱口 政成
三沢

圭

大日方 昌之
佐々木 源告

事務所所在地
三重郡朝日町大字小向 1984番地

ハマグチ マサナリ 四日市市堀木二丁目 1番1号

ミサワ ケイ

四日市市生桑町 2279番地24

オビナタ マサユキ 四日市市新町 10番19号

ササキ モトツグ 四日市市川島町 5930番地50

事務所TEL
059-377-3993
059-350-8833
059-332-6619
059-337-8995
059-320-3508

諸岡 伸亮

モロオカ ノブアキ 三重郡菰野町大字菰野1425番地

059-394-1160

佐々木 正憲

ササキ マサノリ 四日市市三滝台一丁目 17番地7

059-321-8484

坂本 宏一

サカモト コウイチ 四日市市三滝台二丁目 9番地6

059-322-3177

山﨑 昌紀

ヤマザキ マサノリ 四日市市八田一丁目 8番2号

059-330-7337

天春 千賀子

アマガス チカコ 四日市市中野町 1056番地

059-339-0555

ウエヒロ ヨシタカ 四日市市北山町 347番地1

059-340-6903

藤田

卓

フジタ スグル

四日市市日永西五丁目 8番11号

059-318-2880

大野 貴由

オオノ タカヨシ

四日市市大矢知町 1002番地1

059-366-7103

加藤 孝裕

カトウ タカヒロ

四日市市三重五丁目 102番地

059-332-4764

鷲尾 みどり

ワシオ ミドリ

四日市市波木町 604番地2

059-321-9454

神宮司 道宏
河村

厚

駒田 真美

ジングウジ ミチヒロ 三重郡菰野町大字下村 1004番地12

カワムラ アツシ 四日市市釆女町 863番地2
コマダ マミ

059-324-5044
059-325-7716

四日市市あかつき台四丁目 1番地16

059-336-3616

位田

真

インデン マコト

四日市市笹川一丁目 51番地15

059-321-6411

水谷

勉

ミズタニ ツトム

四日市市北浜町 10番11号

059-325-6357

篠原 一志

シノハラ カズシ 四日市市松本三丁目 3番27号

059-324-2154

タチ ケイイチ

四日市市三栄町 5番15号

059-351-5330

田中 誠司

タナカ セイジ

四日市市別名五丁目 1番15号

059-334-7800

門脇 里佳

カドワキ リカ

四日市市堀木一丁目 4番5号 文化ハイツ1B

059-340-0137

藤定 忠弘

フジサダ タダヒロ 四日市市三栄町 2番18号

井藤 篤男

イトウ アツオ

四日市市みゆきケ丘一丁目 31番地1

岡本 仁志

オカモト ヒトシ

四日市市伊倉三丁目 6番24号 ｾﾝﾁｭﾘｰﾊｲﾂ21A-2号室

大西 直美

オオニシ ナオミ 四日市市京町 3番15号

059-336-4001
080-9729-1150
059-337-8727
059-333-6555

松村 伸一

マツムラ シンイチ 四日市市大字泊村 980番地26

059-340-3361

大平 和弘

オオヒラ カズヒロ 三重郡川越町豊田一色 58-5-202

059-364-3830

水谷 尚史
山下 淳一

ミズタニ ヒサシ 三重郡菰野町大字菰野 1585番地27
ヤマシタ ジュンイチ 三重郡菰野町吉沢 725番地の1

090-3956-0181
059-394-3111

四日市市下之宮町 287番地1

059-365-3803

光本 裕司

ミツモト ユウジ 四日市市茂福町 6番14号 サンビセス１階B号

059-361-0220

山崎 達樹

ヤマザキ タツキ 四日市市垂坂町 370番地1

059-337-8126

伊藤 義寿（玉木 義寿）

宮田 和典
竹之下 成樹
中川 賢一

イトウ ヨシヒサ（タマキ ヨシヒサ）

ミヤタ カズノリ

四日市市川原町 28番12号

059-358-9305

タケノシタ シゲキ 四日市市あかつき台一丁目 3番地26

059-340-3660

ナカガワ ケンイチ 四日市市水沢町 3631番地

059-344-0441

町田 泰俊

マチダ ヤストシ 四日市市東富田町 19番16号

059-364-3534

江川 直宏

エガワ ナオヒロ 四日市市東日野一丁目 2番23号

059-340-0077

水谷

仁

ミズタニ ヒトシ

四日市市西浦1丁目 1番8号 サザレビル１階

059-351-3501

氏名
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事務所所在地

事務所TEL

田嵜 智一

タサキ トモカズ 四日市市尾平町 3330番地98

059-324-8539

兼平

カネヒラ ミツル

059-328-5582

満

四日市市三重六丁目 8番地

松尾 義輝

マツオ ヨシテル 四日市市別名1丁目 12-20 メルツ別名1F

059-336-5031

天野 真一

アマノ シンイチ 四日市市北浜田町 1番22号 ベース浜田207

059-340-2200

山本 真也

ヤマモト シンヤ 三重郡朝日町大字縄生字里東 714番地4

059-377-2305

川島 真一

カワシマ シンイチ 四日市市新正二丁目 6番20号

059-324-5025

石山 純

イシヤマ ジュン 四日市市大宮町 21番6-2号

059-331-2380

ツチダ リュウジ 四日市市富田一丁目 10番11号

059-364-6222

土田 隆司
福田 紗弓
渡辺 浩一

フクダ サユミ

四日市市久保田一丁目 6番8号

ワタナベ コウイチ 四日市市松本三丁目 5番11号

059-353-6636
059-327-6622

秦

智

ハタ サトシ

三重郡菰野町大字杉谷 1694番地12

清

将人

セイ マサト

四日市市東富田町 14-4 リビエール・Ｎ弐番館102 059-358-0574

佐藤 良佳
宮沢 博行

サトウ ヨシカ

四日市市西末広町 2番2号

090-3383-4822
059-351-8866

ミヤザワ ヒロユキ 四日市市鵜の森二丁目 8番11号 ポピービル２階 059-336-6811

黒住 利江

クロズミ リエ

四日市市大字西阿倉川 1682番地1

059-333-7335

三木 康晴

ミキ ヤスハル

三重郡朝日町大字柿 2528番地

059-377-3000

下里 豪材
野呂 安奈

シモザト ヒデキ 四日市市生桑町 1570番地4

080-2655-3922

四日市市久保田一丁目 6番8号

059-353-6636

須藤 法昭

スドウ ノリアキ 四日市市久保田二丁目 3番14号 コンフォ・トゥールⅡ-301

059-337-8133

中川 唯里

ナカガワ ユリ

059-340-0137

ノロ アンナ

四日市市堀木 1丁目4番5号 文化ハイツ１B

伊藤 慶之

イトウ ヨシユキ 四日市市富田浜元町 4番12号

059-364-0378

大塚

オオツカ ヒカル 三重郡菰野町大字千草 4229番地

090-8318-1035

ヒルナミ タカシ

059-328-4027

陽

蛭波 敬

四日市市川尻町 2227番地

【法人】
事務所所在地

事務所TEL

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

行政書士法人Concierge

ギョウセイショシホウジンコンシェルジュ

四日市市堀木一丁目 4番5号 文化ハイツ1Ｂ

059-340-0137

行政書士法人わかば

ギョウセイショシホウジンワカバ

四日市市大字西阿倉川 1682番地1

059-333-7335

