特定行政書士
氏名

水谷

令和2年12月1５日現在

ﾌﾘｶﾞﾅ

康

事務所所在地

ミズタニ ヤスシ 桑名市新屋敷 64番地

石田 美穂

イシダ ミホ

帶山 勝一郎

オビヤマ カツイチロウ

事務所TEL
0594-22-8014

桑名市星見ヶ丘一丁目 509番地

0594-32-9115

桑名市陽だまりの丘七丁目 815番地

0594-41-5777

加藤

等

カトウ ヒトシ

桑名市長島町西外面 1763番地4

0594-42-0111

浪木

粲

ナミキ キヨシ

桑名市中央町五丁目 51番地5 大洋ビル2F

0594-22-8335

各務 謙三

カガミ ケンゾウ 桑名市野田一丁目 9番地3

0594-32-3103

伊藤 純一

イトウ ジュンイチ 桑名市長島町福吉 569番地

0594-45-1360

藤原 まゆみ
若林 正清
若林 三知

フジワラ マユミ 四日市市昌栄町 13番6号
ワカバヤシ マサキヨ 四日市市中町 3番12号

ワカバヤシ ミチ 四日市市大字西阿倉川 1682番地1

羽田 清志

ハダ キヨシ

服部 佐知子

ハットリ サチコ

059-351-0278
059-351-2111
059-333-7335

四日市市八田一丁目 13番17号 ビセンビル ２Ｆ 059-332-3231
四日市市三栄町 5番21号

059-350-0300

小林 徹也

コバヤシ テツヤ 四日市市諏訪栄町2番4号 5-B

059-350-2515

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

稲垣 正文
水谷 智子
坂本 宏一
天春 千賀子
大野 貴由
神宮司 道宏
篠原 一志
藤定 忠弘
井藤 篤男
兼平

満

佐藤 良佳
宮沢 博行

イナガキ マサフミ 四日市市大井手二丁目 2番14号
ミズタニ トモコ

三重郡朝日町大字小向 1984番地

サカモト コウイチ 四日市市三滝台二丁目 9番地6

059-351-9670
059-377-3993
059-322-3177

アマガス チカコ 四日市市中野町 1056番地

059-339-0555

オオノ タカヨシ

059-366-7103

四日市市大矢知町 1002番地1

ジングウジ ミチヒロ 三重郡菰野町大字下村 1004番地12

シノハラ カズシ 四日市市松本三丁目 3番27号
フジサダ タダヒロ 四日市市三栄町 2番18号

059-324-5044
059-324-2154
059-336-4001

四日市市みゆきケ丘一丁目 31番地1

080-9729-1150

カネヒラ ミツル

四日市市三重六丁目 8番地

059-328-5582

サトウ ヨシカ

四日市市西末広町 2番2号

059-351-8866

イトウ アツオ

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

紀平 昌人

キヒラ マサト

亀山市上野町 4番17号

0595-83-3098

阪

サカ サチコ

亀山市みずほ台 867番地32

0595-82-3512

幸子

ニシカワ カツヤ 亀山市野村4丁目 2-5

0595-98-5866

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

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

小岩 広宣

コイワ ヒロノリ

鈴鹿市白子町 2926番地

059-388-3608

片岡 良子
久保田 剛司
長谷川 明世

カタオカ リョウコ 鈴鹿市十宮二丁目 18番8号
クボタ ツヨシ

鈴鹿市下大久保町 749番地

059-383-0891
059-324-6784

ハセガワ アキヨ 名張市百合が丘東１番町 162番地

0595-64-4720

木村 彰宏

キムラ アキヒロ 伊賀市上友生 1127番地

0595-21-7213

高橋 伸佳

タカハシ ノブヨシ 伊賀市阿保 1361番地5

0595-53-1510

山本 淳二

ヤマモト ジュンジ 名張市桔梗が丘7番町3街区 111番地

0595-65-5439

幾島 史己

イクシマ トモキ 名張市つつじが丘北五番町 29番地16

090-1410-4187

山岡

修

ヤマオカ オサム 伊賀市桐ｹ丘八丁目 307番地

0595-48-6870

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

事務所所在地

事務所TEL

原田 陽介

ハラダ ヨウスケ 津市大谷町 181番地

059-226-9555

青木 明紀

アオキ アキノリ 津市川方町 501番地41

059-255-5591

大河内 誠

オオコウチ マコト 津市半田 397番地3

059-223-2022

奥島 要人

オクシマ カナト 津市本町 14番18号

059-226-2326

吉川 直樹

ヨシカワ ナオキ 津市野田 21番地231

059-239-1616

米田 智彦

ヨネダ トモヒコ

059-254-4415

窪田 尚弘

クボタ ナオヒロ 津市西丸之内 9番17号

行岡 聖洋

津市久居新町 2748番地12

ユキオカ ヨシヒロ 津市白山町二本木 3868番地3

059-228-2484
059-262-6022

小宮 教子

コミヤ キョウコ

津市高野尾町 649番地1

059-230-0525

鈴木 裕己

スズキ ヒロミ

津市観音寺町 673番地18

080-4546-7035

野﨑 昭伸
廣瀬

悟

ノザキ アキノブ 津市戸木町 1905番地
ヒロセ サトル

059-271-6137

津市半田 1128番地39

059-225-2715

櫻井 正英

サクライ マサヒデ

津市一身田上津部田 3010番地 サンマンションアーツ山の手 八番館201号室

059-269-5984

阪 真由子

サカ マユコ

津市羽所町 700番地アスト津ビル 8階 ふりはた綜合法律事務所内

059-253-2511

恒松 功男

ツネマツ イサオ 松阪市早馬瀬町 36番地33

0598-28-6870

金谷 和典

カナヤ カズノリ 松阪市大黒田町 1776番地5

0598-22-3911

鈴木 陽介

スズキ ヨウスケ 松阪市駅部田町 1609番地7

0598-23-4638

玉置 善人
柳瀬 元彦
大田 歩美

タマキ ヨシト

松阪市大黒田町 714番地

ヤナセ モトヒコ 松阪市市場庄町 1147番地1
オオタ アユミ

松阪市大黒田町 1776番地5

ニシハラ カズキ 松阪市垣内田町 144番地1

0598-26-2565
0598-26-0453
0598-30-4488
0598-59-1046

原田 貴大

ハラタ タカヒロ

西田 元昭

ニシダ モトアキ 伊勢市小俣町元町 770番地

0596-25-0340

藤波 高幸

フジナミ タカユキ 伊勢市二見町溝口 425番地

0596-43-2620

松阪市嬉野中川町 454番地14

0598-20-9881

玉木 義伯

タマキ ヨシノリ

森下 健二

モリシタ ケンジ 伊勢市村松町 1933番地1

0596-37-5550

河村

カワムラ アキラ 鳥羽市鳥羽五丁目 8番1号

0599-24-0023

啓

西尾 侑己

ニシオ ユウキ

伊勢市浦口三丁目 1番14号

北牟婁郡紀北町相賀 480番地52

0596-24-5557

0597-32-3020

