桑名支部

令和2年12月1５日現在

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

伊藤 恒生

イトウ ツネオ

安田 治三

事務所所在地
桑名市新矢田二丁目 74番地1

ヤスダ ハルミツ 桑名市中央町一丁目 20番地

事務所TEL
0594-22-0567
0594-23-2103

水野 郁夫

ミズノ イクオ

桑名市多度町小山 2103番地1

0594-48-4122

鷲野 賢治

ワシノ ケンジ

桑名市多度町御衣野 69番地

0594-48-2320

ハバ ヤスヒロ

桑名市野田三丁目 7番地8

0594-33-0055

羽場 康廣
古池 一陽

コイケ イチヨウ 桑名市参宮通 21番地5

0594-23-2620

出口 紀幸

デグチ ノリユキ いなべ市員弁町西方 373番地

0594-74-3171

諸戸

誠

モロト マコト

松田

守

江上

正

出口 昌明
雨夜 由美
山田 明宏
津坂 勝哉
中村 俊治

桑名郡木曽岬町大字加路戸 573番地

0567-67-1626

マツダ マモル

桑名市多度町大鳥居 123番地

0594-48-3272

エガミ タダシ

桑名市長島町下坂手 206番地1

0594-42-5366

デグチ マサアキ 桑名市大字東方字徳成 1620番地52
アマヤ ユミ

桑名市新西方6丁目 131番地

ヤマダ アキヒロ 員弁郡東員町大字山田 1022番地

0594-76-2590
0594-21-1550

ナカムラ シュンジ 桑名市中央町 二丁目 56番4 ＮＳビル

0594-21-2175

サトウ ミツヒデ

加藤 榮一

カトウ エイイチ 桑名市大字北別所 280番地

勲

0594-27-0621

桑名市桜通 45番地

ツサカ カツヤ

佐藤 光英
平野

0594-22-0885

ヒラノ イサオ

いなべ市大安町梅戸 2279番地
桑名郡木曽岬町大字加路戸 5番地

0594-77-1302
0594-22-4339
0567-67-3463

伊藤 嘉章

イトウ ヨシアキ 桑名市大字江場 885番地3

0594-25-0515

柴田 良彦

シバタ ヨシヒコ

0594-27-5383

小島 伸介

コジマ シンスケ 桑名市大字西別所 1552番地3

桑名市東方 24番地1

050-5362-7705

日比 啓介

ヒビ ケイスケ

員弁郡東員町城山一丁目 36番4

0594-86-0818

佐々木 顯彰

ササキ アキラ

いなべ市藤原町鼎 1152番地

0594-46-4055

佐藤 隆廣

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

片岡 雄爾

カタオカ ユウジ 桑名市星見ケ丘六丁目 811番地2

南部 武司
中村 五十六
中村 重昭
水谷 公孝
田島 香里
水谷

康

村木 大真
川上 崇洋
髙野 雅史
村岡

浩

ナンブ タケシ

員弁郡東員町大字鳥取 1029番地

0594-32-5100
0594-76-2232

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

ナカムラ シゲアキ いなべ市大安町石榑下字野間 225番地13

0594-88-0781

ミズタニ キミタカ 員弁郡東員町大字中上 544番地1
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
ムラキ ヒロシ

0594-24-4914
0594-22-8014

桑名市中央町二丁目 56番地3 エスポア桑名 １Ｆ 0594-22-0207

カワカミ タカヒロ 桑名市新矢田二丁目 72-4
タカノ マサシ

0594-76-3111

桑名市長島町葭ヶ須 207番地

0594-25-1701
0594-42-1102

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

いなべ市大安町石榑東 125番地

0594-88-0563

石田 美穂

イシダ ミホ

桑名市星見ヶ丘一丁目 509番地

0594-32-9115

下田 ひな子

シモダ ヒナコ

桑名市大字安永二丁目 1062番地3

0594-23-2823

南部 時英
井田 千賀子

ナンブ トキヒデ 桑名市大字福島 521番地
イダ チカコ

桑名市大字小泉36番地4

0594-22-5488
0594-23-7010

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

帶山 勝一郎

オビヤマ カツイチロウ

有澤

歩

大山 敏正
久保田 正一
加藤

事務所所在地
桑名市陽だまりの丘七丁目 815番地

アリサワ アユミ いなべ市大安町石榑南 1823番地3
オオヤマ トシマサ 桑名市大字上野 223番地2

事務所TEL
0594-41-5777
0594-78-1562
0594-73-5279

クボタ ショウイチ 桑名市陽だまりの丘七丁目 1805番地 フォルスビル 1階 0594-33-1222

等

カトウ ヒトシ

桑名市長島町西外面 1763番地4

0594-42-0111

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

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

粲

中野 修二

ナカノ シュウジ 桑名市大字西方 610番地2

0594-82-6363

近藤

貢

コンドウ ミツグ

員弁郡東員町大字大木 588番地

0594-84-5765

小坂 幸司

コサカ コウジ

いなべ市大安町石榑北山 5番地1

0594-78-1520

橋本

ハシモト ケン

いなべ市大安町石榑東 1435番地

080-9267-9417

堅

平松 正繁

ヒラマツ マサシゲ 桑名市長島町大倉 17番地22

0594-42-3203

田畑 早苗

タバタ サナエ

いなべ市北勢町大辻新田 13番地4

0594-72-6981

乾

容治

イヌイ ヨウジ

桑名市内堀 55番地

0594-22-1986

矢代 哲夫

ヤシロ テツオ

員弁郡東員町笹尾東1丁目 4番6

0594-76-6848

鈴木 久司

スズキ ヒサシ

桑名市星見ヶ丘一丁目 401番地 101号室

0594-33-2211

日沖 清明

ヒオキ キヨアキ いなべ市員弁町笠田新田 51番

0594-74-6037

髙橋 忠裕

タカハシ タダヒロ 桑名市大字能部 1327番地1

0594-25-1001

伊藤 良郎

イトウ ヨシオ

いなべ市北勢町南中津原 802番地

0594-72-5495

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

中村 真弓
水谷 典美

ナカムラ マユミ 桑名市大字矢田 424番地36
ミズタニ ノリミ

いなべ市大安町石榑東字中大野 2964番地5

0594-22-6007
0594-78-0711

中川 良光

ナカガワ ヨシミツ 桑名市大字友村 135番地

0594-31-2128

服部 倫之

ハットリ ノリユキ 桑名市大字額田 1000番地120

090-4791-3897

内田 将嗣

ウチダ マサツグ 桑名市大字星川 1432番地

0594-31-0376

仲筋 武子

ナカスジ タケコ いなべ市大安町石榑南 1531番地1

0594-78-2097

堀

忠章

ホリ タダアキ

桑名市長島町駒江 71番地

0594-42-1767

怜

キヤマ サトル

いなべ市大安町石榑東 125番地

0594-88-0563

太田 康雄

オオタ ヤスオ

桑名市北鍋屋町 105番地

0594-22-3005

各務 謙三

カガミ ケンゾウ 桑名市野田一丁目 9番地3

木山

國井 二男

クニイ フタオ

桑名市蓮花寺 63番地

0594-32-3103
0594-23-3155

畑中 幸市

ハタナカ コウイチ いなべ市藤原町上相場 2738番地

0594-46-8063

川瀨 輝昭

カワセ テルアキ 桑名市筒尾八丁目 9番地10

0594-31-5896

市川 忠男

イチカワ タダオ 桑名市長島町松蔭 769番地

0594-45-0137

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

岩田 照明

イワタ テルアキ 桑名市西矢田町 52番地

0594-23-3459

後藤 繁夫

ゴトウ シゲオ

桑名市大字福島 798番地1

0594-22-8961

小林 聖仁

コバヤシ キヨヒト いなべ市大安町石榑東 1233番地1

0594-78-1559

水谷 守利

ミズタニ モリトシ 桑名市大字矢田 752番地1

0594-22-7230

野呂 友和

ノロ トモカズ

桑名市寿町三丁目 57番地12

0594-21-1828

加藤 美穗子

カトウ ミホコ

桑名市元赤須賀 116番地

0594-24-6603

氏名
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伊藤 圭子

イトウ ケイコ

事務所所在地
いなべ市大安町片樋 316番地1

事務所TEL
0594-78-0658

安田 充宏

ヤスダ ミツヒロ いなべ市大安町中央ヶ丘三丁目 2967番地61

0594-78-2396

岡田 裕子

オカダ ユウコ

090-3835-6663

員弁郡東員町城山2丁目 15番2

大橋 一元

オオハシ カツモト 桑名市北寺町 31番地1

森下 幸泰

モリシタ ユキヤス

伊藤 啓二

イトウ ケイジ

090-6076-5176

桑名市大字赤須賀 2118番地

0594-87-7830

桑名郡木曽岬町大字源緑輪中 62番地

080-3628-5383

【法人】
氏名
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行政書士法人リーブル

ギョウセイショシホウジンリーブル

事務所所在地
いなべ市大安町中央ケ丘三丁目 2967番地61

事務所TEL
0594-78-2396

