伊勢支部
氏名

令和2年３月１日現在

ﾌﾘｶﾞﾅ

柴原 正志
上野 郁夫

事務所所在地

シバハラ マサシ 伊勢市岡本一丁目 6番19号
ウエノ イクオ

伊勢市曽祢一丁目 2番10号

事務所TEL
0596-22-0111
0596-28-3740

大谷 良平

オオタニ リョウヘイ 度会郡大紀町錦 661番地8

0598-73-2629

長岡 敏彦

ナガオカ トシヒコ 伊勢市船江一丁目 8番49号

0596-23-1030

村木 清高

ムラキ キヨタカ 伊勢市一之木一丁目 13番11号

0596-28-8554

中村

ナカムラ ヒサシ 伊勢市二見町荘 1458番地

0596-43-2336

恒

栁原 真吾
宿

ヤナギハラ シンゴ 度会郡南伊勢町五ケ所浦 3919番地2

0599-66-0122

典泰

シュク ノリヤス

伊勢市神田久志本町 1011番地6

0596-28-0866

中田 良信

ナカタ ヨシノブ

伊勢市船船江一丁目 5番78号

0596-28-7700

安田 千代

ヤスダ チヨ

伊勢市神社港 294番地14

0596-36-4687

村田 幹生

ムラタ ミキオ

伊勢市大倉町 1553番地の229

0596-28-8912

浅沼 久恵

アサヌマ ヒサエ 伊勢市小俣町相合 489番地1

0596-28-1732

中山 裕司

ナカヤマ ヒロシ 度会郡小俣町明野 388-26

0596-37-3309

小田切 重万

オダギリ シゲカズ 伊勢市倭町 215番地

0596-23-1657

上田 美也子

ウエダ ミヤコ

伊勢市小俣町元町 622番地2

0596-28-2835

濵田 瑞夫

ハマダ ミズオ

伊勢市岩渕一丁目 8番21号 綿彦ビル2F

0596-24-1173

西村 潔子

ニシムラ キヨコ 伊勢市東大淀町 229番地

0596-37-1052

奥山 豊司

オクヤマ トヨシ 度会郡大紀町柏野 1557番地4

0598-74-0031

浦野 卓久

ウラノ タクヒサ

伊勢市馬瀬町 548番地12

0596-36-4123

岩井 正史

イワイ マサシ

伊勢市浦口一丁目 4番1号

0596-27-2488

西村 文代

ニシムラ フミヨ

伊勢市船江一丁目 8番40号

0596-23-9311

中村 順一
松澤 加重子
西田 元昭

ナカムラ ジュンイチ 度会郡度会町棚橋 1343番地

0596-62-2118

マツザワ カエコ 度会郡玉城町上田辺 2074番地1

0596-58-6934

ニシダ モトアキ 伊勢市小俣町元町 770番地

0596-25-0340

小嶋 正雄

コジマ マサオ

度会郡玉城町矢野 579番地94

0596-58-6386

福井 義久

フクイ ヨシヒサ

度会郡度会町大野木 1365番地1

0596-62-3277

南平 幸二

ナンペイ コウジ 伊勢市馬瀬町 530番地10

0596-36-2936

小林 良一

コバヤシ リョウイチ 伊勢市御薗町長屋 714番地2

0596-21-2424

冨安 利治

トミヤス トシハル 伊勢市下野町 722番地

0596-36-6706

西村 輝昭

ニシムラ テルアキ 度会郡玉城町下田辺 22番地

0596-58-5267

辻井 真也
齋藤

敏

ツジイ シンヤ

サイトウ サトシ 伊勢市楠部町乙 175番地5

𠮷田 成實

ヨシダ シゲミ

佐之井 久紀

サノイ ヒサノリ

中村 進一
大間

度会郡玉城町妙法寺 406番地17

0596-58-5324
0596-25-8777

度会郡南伊勢町古和浦 106番地

0596-78-0484

伊勢市村松町 3933番地

0596-37-4878

ナカムラ シンイチ 伊勢市常磐町 170番地8

0596-24-7050

浩

オオマ ヒロシ

伊勢市桜木町 150番地

0596-22-1976

小津 武昭

オヅ タケアキ

伊勢市辻久留二丁目 1番24号

0596-28-3077

西川

徹

ニシカワ トオル 伊勢市小俣町元町 739番地4

0596-65-5265

池山

敦

イケヤマ アツシ 度会郡玉城町田丸 185番地

0596-58-6405

中谷

進

ナカタニ ススム 伊勢市藤里町 782番地

0596-23-6363

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

太田 茂輝

オオタ シゲキ

藤波 高幸

事務所所在地

事務所TEL

伊勢市小俣町湯田 238番地

0596-27-8737

フジナミ タカユキ 伊勢市二見町溝口 425番地

0596-43-2620

岡野 留美

オカノ ルミ

伊東 桂子（堀 桂子）

イトウ ケイコ（ホリ ケイコ）

度会郡南伊勢町五ヶ所浦 304番地7

0599-66-0820

伊勢市二俣三丁目 2番39号

0596-23-1472

大西 藤生

オオニシ フジオ 度会郡度会町長原 834番地1

0596-64-0524

山中 成仁

ヤマナカ ナリヒト 伊勢市大世古二丁目 7番12号

0596-21-4680

濱地 正巳

ハマジ マサミ

度会郡南伊勢町村山 1118番地23

0596-77-0777

玉木 義伯

タマキ ヨシノリ

伊勢市浦口三丁目 1番14号

0596-24-5557

田中 國昭

タナカ クニアキ 伊勢市下野町 4番地8

0596-36-1423

青木 惇美

アオキ アツミ

伊勢市小俣町宮前 353番地2

0596-20-7522

西田 弘哉

ニシダ ヒロヤ

伊勢市宮後二丁目 25番26号

0596-20-6002

伊勢市鹿海町 319番地

090-1095-7326

上野

尚

ウエノ タカシ

カドマエ カズオ 度会郡玉城町勝田 3239番地3

杉浦 正章
山本 正士

スギウラ マサアキ 伊勢市二見町今一色 28番地

ヤマモト マサシ 度会郡度会町注連指 1209番地

0596-58-9322
0596-36-6277
0596-64-0666

櫻井 盛也

サクライ シゲナリ 伊勢市古市町 176番地

0596-28-5612

大杉 周三

オオスギ シュウゾウ 伊勢市辻久留町 545番地90

0596-27-0558

松本 茂治

マツモト シゲハル 伊勢市尾上町 10番38号

0596-24-2421

堤

和生

三田 泰久
松井 勇樹
大西 金重

ツツミ カズオ

伊勢市中須町 1719番地

サンダ ヤスヒサ 伊勢市一色町 1500番地4
マツイ ユウキ

0596-25-4173
0596-20-0170

伊勢市一色町 1834番地7

オオニシ カネシゲ 伊勢市神田久志本町 1011番地6

0596-28-0866

福田 和幸

フクタ カズユキ 伊勢市宮後一丁目 6番30号

0596-20-1320

前川

亮

マエガワ アキラ 伊勢市宮後2丁目 25番25号 でんのや2階

090-1714-7958

田中

輝

タナカ アキラ

伊勢市神社港 572番地13

0596-63-8164

余谷 浩義

ヨタニ ヒロヨシ

伊勢市桜木町 194番地1

0596-64-8936

濱田 一夫

ハマダ カズオ

度会郡玉城町佐田 331番地1

0596-67-6053

向井 芳夫

ムカイ ヨシオ

伊勢市柏町 1749番地6

0596-38-1250

竹内 勝則
藤原 祐子（森 祐子）
北

守

タケウチ カツノリ 伊勢市岩渕3丁目 4番19号

0596-23-7080

伊勢市楠部町 263番地112

0596-24-5155

度会郡玉城町矢野 579番地245

0596-58-6276

フジワラ ユウコ（モリ ユウコ）

キタ マモル

西井 宣久

ニシイ ノブヒサ 伊勢市藤里町 649番地2

090-8950-8465

久保 翔太郎

クボ ショウタロウ 伊勢市一色町 1500番地4

0596-28-1160

酒德

茂

山口 佳孝
中川

サカトク シゲル 伊勢市西豊浜町 5475番地3

0596-63-5657

ヤマグチ ヨシタカ 伊勢市小俣町明野 290番地8

0596-65-5282

幸

ナカガワ サチ

伊勢市小木町 141番地3

0596-63-6740

井坂 圭吾

イサカ ケイゴ

伊勢市宮町1丁目 5番13号

0596-28-2240

小野内 亮晴

オノウチ アキハル 伊勢市黒瀬町 847番地1

0596-28-1311

森下 健二

モリシタ ケンジ 伊勢市村松町 1933番地1

0596-37-5550

水谷 雄也

ミズタニ ユウヤ 伊勢市一志町 4番21号 神内ビル2階

0596-24-1550

長田 武司

オサダ タケシ

伊勢市宇治浦田3丁目 16番24号

0596-22-2597

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

事務所所在地

事務所TEL

フクイ カツシゲ

度会郡度会町大野木 1334番地1

0596-62-0540

奥野 𠮷仁

オクノ ヨシヒト

度会郡度会町大野木 2820番地

0596-67-6698

伊藤 剛

イトウ タケシ

伊勢市宇治浦田3丁目 17番7号

0596-63-5147

庄司 純史

ショウジ ジュンシ 度会郡度会町牧戸 264番地

竹内 康子

タケウチ ヤスコ 伊勢市御薗町高向 3357番地1

大黒 一磨

ダイコク カズマ 伊勢市小木町 128番地1

森多 敏雄

モリタ トシオ

伊勢市小俣町湯田 750番地3

0596-63-0033
0596-63-6788
0596-24-0307

西原 辰也

ニシハラ タツヤ 伊勢市二見町今一色 874番地359

奥野 佳行

オクノ ヨシユキ 伊勢市楠部町 88番地1 ハウス・クローネ403号室 080-4519-1620

中西

ナカニシ アキラ 伊勢市藤里町 678番地7

章

0596-43-1020
0596-25-2223

山下 和行

ヤマシタ カズユキ 度会郡度会町南中村 19番地

0596-65-0148

濱田 憲治郎

ハマダ ケンジロウ 度会郡玉城町佐田 331番地1

0596-58-5337

ヤマグチ アキラ 伊勢市船江 2丁目16番19号

0596-28-4848

山口

晃

【法人】
事務所所在地

事務所TEL

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

アーリー・バード行政書士法人

アーリー・バードギョウセイショシホウジン

伊勢市一色町 1834番地7

0596-28-1160

伊勢総合行政書士法人

イセソウゴウギョウセイショシホウジン

伊勢市黒瀬町 847番地1

0596-28-1311

