申請取次行政書士

令和2年３月１日現在

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

津坂 勝哉

ツサカ カツヤ

中村 五十六
田島 香里
水谷

康

事務所所在地
桑名市桜通 45番地

ナカムラ イソロク いなべ市北勢町東村 213番地7
タジマ カオリ

桑名市末広町 27番地2

ミズタニ ヤスシ 桑名市新屋敷 64番地

事務所TEL
0594-21-1550
0594-72-3466
0594-24-4914
0594-22-8014

髙野 雅史

タカノ マサシ

桑名市長島町葭ヶ須 207番地

0594-42-1102

木山 政夫

キヤマ マサオ

いなべ市大安町石榑東 125番地

0594-88-0563

藤田 桂子

フジタ ケイコ

桑名市大字西方 466番地5

0594-22-9653

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

橋本

堅

ハシモト ケン

いなべ市大安町石榑東 1435番地

080-9267-9417

竹尾 潤

タケオ ジュン

桑名市大字大仲新田 439番地15の1 CASA90 2階北号室

0594-84-6626

太田 康雄

オオタ ヤスオ

桑名市北鍋屋町 105番地

0594-22-3005

岩田 照明

イワタ テルアキ 桑名市西矢田町 52番地

0594-23-3459

伊藤 圭子

イトウ ケイコ

いなべ市大安町片樋 316番地1

0594-78-0658

岡田 裕子

オカダ ユウコ

員弁郡東員町城山2丁目 15番2

090-3835-6663

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

古川 孝治
宇野 出世
若林 三知

ウノ イデヨ

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

小林 徹也

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
0593-33-7335

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

コバヤシ テツヤ 四日市市諏訪栄町2番4号 5-B

059-350-2515

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

杉岡 美香

スギオカ ミカ

四日市市大治田1丁目 2番5号 フォーゲルA201

059-318-3586

稲垣 正文
黄田

穣

イナガキ マサフミ 四日市市大井手二丁目 2番14号
コウダ ミノル

059-351-9670

四日市市三滝台二丁目 13番地3

059-354-4339

野呂 勇夫

ノロ イサオ

四日市市大鐘町 612番地

059-337-1404

辻

ツジ ナオヤ

四日市市西新地 14番23号 グラジオーソ2F

059-329-6381

真也

太田 直樹

オオタ ナオキ

四日市市浮橋一丁目 11番地7

059-358-5256

水谷 智子

ミズタニ トモコ

三重郡朝日町大字小向 1984番地

059-377-3993

四日市市生桑町 2279番地24

059-332-6619

三沢

圭

天春 千賀子
大野 貴由
神宮司 道宏
水谷

勉

ミサワ ケイ

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

ミズタニ ツトム

059-324-5044

四日市市北浜町 10番11号

059-325-6357

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

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

080-9729-1150

松村 伸一
山崎 達樹
竹之下 成樹
中川 賢一
兼平

満

マツムラ シンイチ 四日市市大字泊村 980番地26

059-340-3361

ヤマザキ タツキ 四日市市垂坂町 370番地1

059-337-8126

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

カネヒラ ミツル 四日市市ときわ一丁目 2番15号 大人の相続ビル2階2号室 059-328-5582

氏名

清

ﾌﾘｶﾞﾅ

将人

宮沢 博行
阪

幸子

先本 賢一

セイ マサト

事務所所在地
三重郡朝日町向陽台二丁目 7番地9
亀山市みずほ台 867番地32

0595-82-3512

ワケビキ サトミ 鈴鹿市算所四丁目 4番26号

059-370-7172

サカ サチコ

サキモト ケンイチ 鈴鹿市住吉三丁目 30番26号 森ビル2F
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号室

澤田 佳功
岡本

綾

片岡 良子

059-358-0574

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

坂井 芳規
力

事務所TEL

サワダ ヨシノリ 鈴鹿市江島本町 31番7号
オカモト アヤ
イシダ ケンジ

渥美 珠美（小嶌 珠美）

アツミ タマミ（コジマ タマミ）

小津 寿樹

オヅ ヒサキ

059-324-2735
090-2404-7037
059-358-5376

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

カタオカ リョウコ 鈴鹿市十宮二丁目 18番8号

石田 憲史

059-367-3266

059-383-0891

鈴鹿市伊船町 1044番地

059-371-2487

鈴鹿市南玉垣町 4925番地の16

059-388-3088

鈴鹿市白子町 2926番地 パレンティーア405

059-395-6267

仲西 秀子

ナカニシ ヒデコ 名張市鴻之台１番町 174番地

0595-63-6347

山崎

ヤマザキ サトル 伊賀市猪田 639番地の5

0595-24-0430

ヨシハラ ヒデカズ 名張市赤目町新川 599番地

0595-63-4749

哲

𠮷原 秀和
藤井

巧

中道 登子

フジイ タクミ
ナカミチ タカコ

名張市桔梗が丘6番町1街区 32番地

0595-44-6997

伊賀市富岡 221番地

0595-51-9805

森下 嘉行

モリシタ ヨシユキ 名張市美旗町中3番 219番地

0595-74-0842

山岡

ヤマオカ オサム 伊賀市桐ｹ丘八丁目 307番地

0595-48-6870

修

長滝谷 政志
大河内 誠

ナガタキヤ マサシ 伊賀市猪田 3777番地の6

090-3424-4646

オオコウチ マコト 津市半田 397番地3

059-223-2022

米田 智彦

ヨネダ トモヒコ

鈴木 尚文

スズキ ナオブミ 津市丸之内 33番23号

059-271-7132

橋本 尚美

ハシモト ナオミ 津市白塚町 943番地2

090-3552-4574

大呑 邦彦

オオノミ クニヒコ 津市西丸之内 24番19号 平アパート2階

059-221-5180

イノグチ スケヒロ 津市一身田上津部田 1504番地14

059-231-4785

井ノ口 輔胖
鈴木 裕己
新谷 尚弘
廣瀬

悟

郡山 方正

スズキ ヒロミ

津市久居新町 2748番地12

津市観音寺町 673番地18

シンタニ ナオヒロ 津市久居桜が丘町 1730番地93
ヒロセ サトル

津市半田 1128番地39

コオリヤマ ホウセイ 津市香良洲町字北八反田 847番地1

ハナイ マサズミ 津市雲出島貫町 133番地4

059-254-4415

080-4546-7035
090-2264-9211
059-225-2715
059-271-9539
059-253-3112

櫻井 正英

サクライ マサヒデ

村田 幹彦

ムラタ ミキヒコ

津市河芸町上野 346番地66

050-7122-1713

工藤 秀俊

クドウ ヒデトシ

津市白塚町 5331番地 プラムコート206

090-3383-2395

行岡 慈展

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

ユキオカ シゲノブ 津市白山町二本木 3868番地4

059-269-5984

090-5117-5535

田中 幸夫

タナカ ユキオ

柳瀬 元彦

ヤナセ モトヒコ 松阪市駅部田町 711番地13

0598-26-0453

ニシハラ カズキ 松阪市垣内田町 144番地1

0598-59-1046

松阪市小舟江町 136番地5

原田 貴大

ハラタ タカヒロ

西川

ニシカワ トオル 伊勢市小俣町元町 739番地4

徹

松阪市嬉野中川町 454番地14

0598-56-7823

0598-20-9881
0596-65-5265

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

玉木 義伯

タマキ ヨシノリ

前川

亮

伊藤 剛
河村

啓

事務所所在地
伊勢市浦口三丁目 1番14号

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
イトウ タケシ

伊勢市宇治浦田3丁目 17番7号

カワムラ アキラ 鳥羽市鳥羽五丁目 8番1号

事務所TEL
0596-24-5557
090-1714-7958
0596-63-5147
0599-24-0023

