鈴鹿支部
氏名

令和3年2月1日現在

ﾌﾘｶﾞﾅ

事務所所在地

事務所TEL

樋口 義行

ヒグチ ヨシユキ 鈴鹿市算所三丁目 7番32号

059-378-7506

白塚

薫

シラツカ カオル 鈴鹿市北玉垣町 1779番地の3

059-382-6559

服部

武

ハットリ タケシ

鈴鹿市石薬師町 1448番地

059-374-1358

政春

サカ マサハル

鈴鹿市矢橋一丁目 24番15号

059-383-3593

伊藤 哲彦

イトウ テツヒコ

鈴鹿市西条七丁目 69番地

059-382-5847

越山 哲雄

コシヤマ テツオ 鈴鹿市岸岡町 3095番地の2

阪

059-386-3968

日々野 正夫

ヒビノ マサオ

鈴鹿市稲生二丁目 21番34号

059-387-5667

駒田 俊文

コマダ トシフミ

鈴鹿市神戸一丁目 19番17号

059-382-2869

久保 禎勇

クボ サダオ

鈴鹿市西条五丁目 2番1号

059-383-4921

田中 常保

タナカ ツネヤス 鈴鹿市神戸本多町 708番地

059-383-0987

坂倉 敏允

サカクラ トシノブ 鈴鹿市磯山四丁目 9番36号

059-387-3978

廣瀬 和子
近藤

潔

南部

博

中島 健志
中山 和広

ヒロセ カズコ

鈴鹿市白子二丁目 35番11号

コンドウ キヨシ 鈴鹿市庄野共進二丁目 2番1号
ナンブ ヒロシ

鈴鹿市寺家六丁目 16番32号

059-386-6037
059-378-9241
059-387-2115

ナカジマ タケシ 鈴鹿市住吉五丁目 4番1号 サンシティつばさ2 １F 059-378-4788
ナカヤマ カズヒロ 鈴鹿市末広北二丁目 17番24号

059-369-0320

ワケビキ サトミ 鈴鹿市算所四丁目 4番26号

059-370-7172

加藤 秀勝

カトウ ヒデカツ

059-347-3885

川谷 武史

カワタニ タケシ 鈴鹿市矢橋一丁目 5番21号
ダンノ マスミ

樋口 亮治
椋本 由孝
野呂 幸伸
先本 賢一
真弓

清

ヒグチ リョウジ

鈴鹿市高岡台三丁目 12番１5号
鈴鹿市算所四丁目 1番19号

059-382-0863

鈴鹿市算所三丁目 7番32号 樋口ビル 2階

059-378-7506

ムクモト ヨシタカ 鈴鹿市東玉垣町 1347番地1
ノロ ユキノブ

059-384-2547

鈴鹿市住吉町 8329番地の2

サキモト ケンイチ 鈴鹿市住吉三丁目 30番26号 森ビル 2Ｆ

059-369-2520
059-379-5479
059-367-3266

鈴鹿市十宮一丁目 10番27号

059-383-1998

判治 康文

ハンジ ヤスフミ 鈴鹿市白子四丁目 13番24号

059-387-1549

服部 浩将

ハットリ ヒロマサ 鈴鹿市石薬師町 1448番地

059-374-1358

仲田 智哉
菅原

武

加藤 能夫

マユミ キヨシ

ナカタ トモヤ

鈴鹿市花川町 102番地

スガワラ タケシ 鈴鹿市西条五丁目 40番地の1
カトウ ヨシオ

鈴鹿市道伯町 2067番地1

059-374-2215
059-382-5055
059-373-6333

菊永 宏司

キクナガ ヒロシ 鈴鹿市中旭が丘四丁目 6番10号

059-386-2565

東海 友和

トウカイ トモカズ 鈴鹿市白子二丁目 20番25号

059-387-5953

森 喜代造

モリ キヨゾウ

鈴鹿市住吉三丁目 11番6号

059-370-5690

豊田 将司

トヨダ ショウジ

鈴鹿市一ﾉ宮町 1380番地の7

080-3633-5775

中村

ナカムラ ノボル 鈴鹿市十宮四丁目 30番5号

昇

加藤 大吾
大河内 正治

カトウ ダイゴ

鈴鹿市神戸一丁目 19番25号 北栄ﾋﾞﾙ3F

オオコウチ マサハル 鈴鹿市桜島町六丁目 11番地の16

090-8071-5718
059-373-7386
059-358-2563

寺尾 幸久

テラオ ユキヒサ 鈴鹿市白子町 2929番地4 しばたビル1階

059-380-0743

近藤

コンドウ サカエ 鈴鹿市下大久保町 1792番地の2

059-374-0909

榮

南条 七三子

ナンジョウ ナミコ 鈴鹿市西条五丁目 103番2

059-382-8844

氏名

南条

ﾌﾘｶﾞﾅ

哲

事務所所在地

ナンジョウ テツ 鈴鹿市三日市町 1023-4

事務所TEL
059-381-3900

坂井 芳規

サカイ ヨシキ

鈴鹿市岸岡町 1700番地の152

板矢

イタヤ チカラ

鈴鹿市神戸本多町 754番地の1 リゾットライブ 201 090-2404-7037

力

谷村 義明

タニムラ ヨシアキ 鈴鹿市住吉一丁目 29番17号

059-324-2735
059-378-3587

澤田 佳功

サワダ ヨシノリ 鈴鹿市江島本町 31番7号

059-358-5376

佐藤 則充

サトウ ノリミツ

鈴鹿市西条六丁目 3番地の1 ﾎﾟﾚｽﾀｰ西条四季の道402号

059-389-5110

鈴鹿市西冨田町 590番地

059-378-4467
059-371-8025

坂

文夫

サカ フミオ

村田 行穗

ムラタ ユキホ

鈴鹿市長澤町 1352番地の2

岡本

綾

オカモト アヤ

鈴鹿市矢橋二丁目 14番22号 サンハウス矢橋 101 059-373-7722

小岩 広宣

コイワ ヒロノリ

鈴鹿市白子町 2926番地

片岡 良子

カタオカ リョウコ 鈴鹿市十宮二丁目 18番8号

059-388-3608
059-383-0891

加藤 亜希

カトウ アキ

鈴鹿市柳町 1706番地の1

059-382-2222

木平 弘志

キヒラ ヒロシ

鈴鹿市肥田町 291番地2

059-383-9098

石田 憲史

イシダ ケンジ

鈴鹿市伊船町 1044番地

059-371-2487

方田 裕也

ホウダ ユウヤ

鈴鹿市西庄内町字楠ノ木 3865番地11

090-7689-5047

油井 一眞

ユイ カズマ

鈴鹿市江島本町 13番40号

059-387-6551

川戸 恵子

カワト ケイコ

鈴鹿市郡山町 2018番地の8

059-372-1892

尾﨑 善紀

オザキ ヨシノリ 鈴鹿市西条七丁目 69番地

059-382-5847

久保田 剛司

クボタ ツヨシ

谷田 義弘

タニダ ヨシヒロ

太田 耕輔

オオタ コウスケ 鈴鹿市中江島町 16番20号 マンションハピネス 103 059-387-2504

北嶋 紀和

キタジマ ノリカズ 鈴鹿市肥田町 346番地1 メイプルＫ Ａ105号室

鈴鹿市下大久保町 749番地

059-324-6784

鈴鹿市寺家町 1555番地の5 鼓ヶ浦谷田ビル 参号館 059-380-6688

059-392-8085

板井 孝雄

イタイ タカオ

鈴鹿市稲生町 7407番地3

059-388-7213

辻

ツジ セイゾウ

鈴鹿市長法寺町 608番地

059-390-3917

鈴鹿市南玉垣町 4925番地の16

059-388-3088

誠三

渥美 珠美（小嶌 珠美）

井之上 文彦
小津 寿樹
大本 雅史

アツミ タマミ（コジマ タマミ）

イノウエ フミヒコ 鈴鹿市稲生町字中山脇 8830番地25
オヅ ヒサキ

鈴鹿市白子町 2926番地 パレンティーア 405

オオモト マサシ 鈴鹿市東磯山三丁目 16番6号
ワケビキ ヒロアキ 鈴鹿市算所四丁目 4番26号

059-388-8878
059-395-6267
080-6210-9554
059-370-7172

【法人】
氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

行政書士法人わけびき事務所

ギョウセイショシホウジンワケビキジムショ

事務所所在地
鈴鹿市算所四丁目 4番26号

事務所TEL
059-370-7172

