著作権相談員
氏名

令和2年12月1５日現在

ﾌﾘｶﾞﾅ

古池 一陽

コイケ イチヨウ 桑名市参宮通 21番地5

雨夜 由美

アマヤ ユミ

日比 啓介
佐藤 隆廣
中村 五十六
田島 香里

事務所所在地

事務所TEL
0594-23-2620

桑名市新西方6丁目 131番地

0594-27-0621

ヒビ ケイスケ

員弁郡東員町城山一丁目 36番4

0594-86-0818

サトウ タカヒロ

員弁郡東員町笹尾西二丁目 22番11

0594-76-8787

ナカムラ イソロク いなべ市大安町南金井 2647番地31

0594-37-3996

タジマ カオリ

桑名市末広町 27番地2

0594-24-4914

水谷

康

ミズタニ ヤスシ 桑名市新屋敷 64番地

0594-22-8014

村岡

浩

ムラオカ ヒロシ 桑名市大字西別所字小池 414番地4

0594-23-9850

木山 政夫

キヤマ マサオ

0594-88-0563

有澤

歩

アリサワ アユミ いなべ市大安町石榑南 1823番地3

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

中野 修二
橋本

堅

平松 正繁
田畑 早苗
岩田 照明

いなべ市大安町石榑東 125番地

ナカノ シュウジ 桑名市大字西方 610番地2
ハシモト ケン

いなべ市大安町石榑東 1435番地

ヒラマツ マサシゲ 桑名市長島町大倉 17番地22
タバタ サナエ

いなべ市北勢町大辻新田 13番地4

イワタ テルアキ 桑名市西矢田町 52番地

0594-78-1562

0594-82-6363
080-9267-9417
0594-42-3203
0594-72-6981
0594-23-3459

加藤 美穗子

カトウ ミホコ

桑名市元赤須賀 116番地

0594-24-6603

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

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

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

天春 隆子

アマガス タカコ 四日市市中野町 1056番地

059-339-7887

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

四日市市日永西一丁目 23番1号

059-321-7149

四日市市三栄町 5番21号

059-350-0300

平田

一

服部 佐知子

ヒラタ ハジメ
ハットリ サチコ

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

川邑 昌史

カワムラ マサフミ 四日市市東新町 17番11号

059-331-3774

橋本 俊雄
金津 寬司
宇佐美 幸義
三沢

圭

大日方 昌之
坂本 宏一
天春 千賀子

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
カナヅ ヒロシ

三重郡菰野町大字千草 2764番地

ウサミ ユキヨシ 四日市市三滝台四丁目 8番地6
ミサワ ケイ

四日市市生桑町 2279番地24

059-355-1981
059-394-0237
059-322-5778
059-332-6619

オビナタ マサユキ 四日市市新町 10番19号

059-337-8995

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

アマガス チカコ 四日市市中野町 1056番地

059-339-0555

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

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

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

兼平

カネヒラ ミツル

四日市市三重六丁目 8番地

059-328-5582

亀山市上野町 4番17号

0595-83-3098

満

紀平 昌人
松永 哲也

キヒラ マサト

マツナガ テツヤ 亀山市天神三丁目 3番32号

0595-82-4000

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

事務所所在地

ニシカワ カツヤ 亀山市野村4丁目 2-5

中根

事務所TEL
0595-98-5866

彰

ナカネ アキラ

亀山市和田町 1193番地33

0595-82-9604

廣瀬 和子

ヒロセ カズコ

鈴鹿市白子二丁目 35番11号

059-386-6037

ワケビキ サトミ 鈴鹿市算所四丁目 4番26号
ダンノ マスミ

先本 賢一
仲田 智哉
菊永 宏司

鈴鹿市算所四丁目 1番19号

サキモト ケンイチ 鈴鹿市住吉三丁目 30番26号 森ビル 2Ｆ
ナカタ トモヤ

鈴鹿市花川町 102番地

キクナガ ヒロシ 鈴鹿市中旭が丘四丁目 6番10号

059-370-7172
059-382-0863
059-367-3266
059-374-2215
059-386-2565

坂井 芳規

サカイ ヨシキ

鈴鹿市岸岡町 1700番地の152

059-324-2735

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

岡本

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

綾

片岡 良子
小津 寿樹
仲西 秀子
前川 完一
長谷川 明世
石田 俊雄
窪崎 孝充
木村 彰宏

カタオカ リョウコ 鈴鹿市十宮二丁目 18番8号
オヅ ヒサキ

鈴鹿市白子町 2926番地 パレンティーア 405

ナカニシ ヒデコ 名張市鴻之台１番町 174番地
マエガワ カンイチ 伊賀市東条 644番地
ハセガワ アキヨ 名張市百合が丘東１番町 162番地
イシダ トシオ

伊賀市馬場 1145番地の1

クボサキ タカミチ 伊賀市内保 377番地
キムラ アキヒロ 伊賀市上友生 1127番地

059-383-0891
059-395-6267
0595-63-6347
0595-24-1477
0595-64-4720
0595-43-9611
0595-42-1606
0595-21-7213

𠮷原 秀和

ヨシハラ ヒデカズ 名張市赤目町新川 599番地

0595-63-4749

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

山岡

ヤマオカ オサム 伊賀市桐ｹ丘八丁目 307番地

0595-48-6870

中村 博夫

ナカムラ ヒロオ 伊賀市千戸字大谷 1687番地411

090-1715-2663

花井 美博

ハナイ ヨシヒロ 津市雲出島貫町 134番地

059-234-3534

倉田

修

務

クラタ ツトム

津市万町津 138番地 第2松岡ビル4F東

059-271-6686

岩本 敬子

イワモト ケイコ 津市乙部 8番地14

059-225-9231

花井 泰紀

ハナイ ヤスノリ 津市一身田上津部田 1142番地1

059-236-5525

伊藤 庄吉

イトウ ショウキチ 津市栄町四丁目 74番地

059-227-4458

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
佐々木 俊夫

オオコウチ マコト 津市半田 397番地3
ササキ トシオ

津市高茶屋小森町 2005番地6

059-223-2022
059-234-3846

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

稲森 たね
田中 良典

イナモリ タネ

津市川方町 532番地19

タナカ リョウスケ 津市南中央 17番20号

059-256-6317
059-225-4940

米田 智彦

ヨネダ トモヒコ

窪田 尚弘

クボタ ナオヒロ 津市西丸之内 9番17号

059-228-2484

鈴木 浩一

スズキ コウイチ 津市美里町足坂 1114番地

090-2137-5484

小宮 教子

コミヤ キョウコ

津市高野尾町 649番地1

059-230-0525

加藤 春美

カトウ ハルミ

津市寿町 7番4号

059-227-0133

山下 淳美

津市久居新町 2748番地12

ヤマシタ アツミ 津市河辺町 3513番地8

059-254-4415

059-229-7862

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

事務所所在地

事務所TEL

新谷 尚弘

シンタニ ナオヒロ 津市久居野村町字北八丁 874番地1

059-261-2804

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

内海 富男

ウチミ トミオ

松阪市川井町 272番地3

0598-23-5553

西原

博

ニシハラ ヒロシ 松阪市垣内田町 144番地1

0598-59-1046

松田 伸一

マツダ シンイチ 松阪市虹が丘町 19番地11

0598-28-5498

塩崎 貴生

シオザキ タカオ 松阪市中央町 301番地6

0598-51-5358

吉田

実

ヨシダ ミノル

多気郡明和町大字竹川 216番地9

050-3728-3339

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

山越

ヤマコシ ハジメ 松阪市小野江町 90番地

0598-56-7345

一

大田 歩美

松阪市大黒田町 1776番地5

0598-30-4488

敦

イケヤマ アツシ 度会郡玉城町田丸 185番地

0596-58-6405

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

池山

オオタ アユミ

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

杉浦 正章

スギウラ マサアキ 伊勢市二見町今一色 28番地

松井 勇樹

マツイ ユウキ

伊勢市一色町 1834番地7

森多 敏雄

モリタ トシオ

伊勢市小俣町湯田 750番地3

大山 佳俊
河村

啓

大久保 有規
光山

訓

オオヤマ ヨシトシ 志摩市志摩町和具 2522番地1

0596-36-6277
0596-24-0307
0599-65-7255

カワムラ アキラ 鳥羽市鳥羽五丁目 8番1号

0599-24-0023

オオクボ ユウキ 鳥羽市鳥羽一丁目 17番3-21号

0599-25-2109

ミツヤマ サトシ 南牟婁郡紀宝町鵜殿 1815番地15

0735-32-2909

