津支部
氏名

令和4年3月15日現在

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

花井 美博

ハナイ ヨシヒロ 津市雲出島貫町 134番地

059-234-3534

岡本 孝三

オカモト コウゾウ 津市丸之内 18番1号

059-228-2112

大野 ひで子

オオノ ヒデコ

津市久居射場町 62番地2

059-256-3082

森田 久雄

モリタ ヒサオ

津市白山町山田野 318番地

059-262-0631

倉田

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

務

青木 良浩

アオキ ヨシヒロ 津市雲出長常町 1082番地8

059-234-7737

岩本 敬子

イワモト ケイコ 津市乙部 8番地14

059-225-9231

後藤 昭久

ゴトウ アキヒサ 津市西丸之内 18番26号

059-226-9290

高田 公隆

タカダ キミタカ

津市長岡町 800ｰ467

059-225-5725

星野 一夫

ホシノ カズオ

津市一志町田尻 612番地7

059-293-5500

真柄 光男

マカラ ミツオ

津市白山町川口 1309番地

059-264-1120

花井 泰紀
菊山 忠久
長谷川 晃久
新谷 恒夫

ハナイ ヤスノリ 津市一身田上津部田 1142番地1

059-236-5525

キクヤマ タダヒサ 津市桜橋 三丁目 438番地

059-226-8181

ハセガワ テルヒサ 津市下弁財町津興 3082

059-228-8363

シンタニ ツネオ 津市栄町二丁目 346番地

059-228-7598

坂口 和規

サカグチ カズノリ 津市大倉 12番13号

059-225-0067

池田 六太郎

イケダ ロクタロウ 津市羽所町 345番地

059-223-1661

山川 久仁子

ヤマカワ クニコ 津市香良洲町 5113-1

059-292-3297

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

柴原 郁夫

シバハラ イクオ 津市西丸之内 19番15号

059-228-1430

奥山 茂樹

オクヤマ シゲキ 津市本町 14番18号

059-226-2800

阪倉 征途

サカクラ マサミチ 津市西丸之内 21番19号丸之内ジャステｲス ５Ｆ

059-227-9367

安藤 孔一

アンドウ コウイチ 津市西丸之内 35ｰ14

059-225-3215

中田 健一

ナカタ ケンイチ 津市一身田中野 132番地1

059-232-9000

安藤 正治

アンドウ マサハル 津市久居野村町 606番地43

059-256-4330

長谷川 洋
浅井 龍生
青木 明紀
上月 美恵子
大河内 誠

ハセガワ ヒロシ 津市幸町 15番22号
アサイ タツオ

津市安濃町清水 70番地30

059-228-3313
059-268-2526

アオキ アキノリ 津市川方町 501番地41

059-255-5591

コウヅキ ミエコ 津市西丸之内 7番23号中京ビル2階 203号

059-225-2678

オオコウチ マコト 津市半田 397番地3

059-223-2022

佐々木 俊夫

ササキ トシオ

津市高茶屋小森町 2005番地6

059-234-3846

飯田 賀宏

イイダ ヨシヒロ

津市木造町 1513番地

059-255-5150

小菅 祥宏

コスゲ ヨシヒロ 津市一身田町 100番地1

中山

修

ナカヤマ オサム 津市美里町家所 3791番地1

059-232-8668
059-279-3125

古野 紀久

フルノ ノリヒサ

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
滝澤 多佳子

イナモリ タネ

津市高茶屋四丁目 28番2号

津市川方町 532番地19

タキザワ タカコ 津市南丸之内 20番16号

059-235-0909

059-256-6317
059-227-1290

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

西村 武美

事務所所在地

事務所TEL

ニシムラ タケミ 津市久居桜が丘町 1730番地25

059-256-6477

ハタノ ケンイチ 津市垂水 2772番地37

059-229-5198

小西 和弘

コニシ カズヒロ 津市高茶屋三丁目 29番14号

059-222-1319

安井 広伸

ヤスイ ヒロノブ 津市修成町 18番26号

059-228-7535

川上 克美

カワカミ カツミ

059-225-2947

波多野 健一

津市丸之内 28番10号

田中 良典

タナカ リョウスケ 津市南中央 17番20号

059-225-4940

岩上 哲朗

イワカミ テツロウ 津市東丸之内 7番14号

059-225-5081

米田 智彦

ヨネダ トモヒコ

髙山 克哉

タカヤマ カツヤ 津市香良洲町 1068番地3

津市久居新町 2748番地12

059-254-4415
059-292-3908

永合 達也

ナゴウ タツヤ

窪田 浩久

クボタ ヒロヒサ 津市西丸之内 9番17号

059-226-0124

堀内 理史

ホリウチ マサシ 津市北丸之内 149番地

059-227-6188

窪田 尚弘

クボタ ナオヒロ 津市西丸之内 9番17号

059-228-2484

津市大園町 12番39号

059-225-8305

野原 賢二

ノハラ ケンジ

津市半田 1450番地3

090-9305-3557

太田 哲也

オオタ テツヤ

津市半田3248-19

059-246-6107

松島 治男
佐野

勲

山中

亙

マツシマ ハルオ 津市久居桜が丘町 1711番地65
サノ イサオ

津市雲出長常町大字六の割 1190-1（一社）三重県自家用自動車協会

059-256-1558
059-234-8626

ヤマナカ ワタル 津市高茶屋小森町 1135番地43

059-234-0704

カワキタ マサオ 津市幸町 1番9号

059-229-0089

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

鈴木 浩一

スズキ コウイチ 津市美里町足坂 1114番地

川北 眞佐夫

行岡 聖洋

ユキオカ ヨシヒロ 津市白山町二本木 3868番地3

059-262-6022

五百野 正樹

イホノ マサキ

津市丸之内 17番8号丸之内 オフィスビル 2階

059-253-4411

小宮 教子

コミヤ キョウコ

津市高野尾町 649番地1

059-230-0525

ニシムラ ナオキ 津市東丸之内 13番18号

059-253-7166

西村 直樹
野田 さち子

ノダ サチコ

加藤 春美

カトウ ハルミ

津市安濃町川西 1300番地1

059-268-2319

津市寿町 7番4号

059-227-0133

山下 淳美

ヤマシタ アツミ 津市河辺町 3513番地8

059-229-7862

西山

潔

ニシヤマ キヨシ 津市安濃町曽根 524番地2

059-268-2035

野田

忍

ノダ シノブ

津市雲出長常町 1109番地セピアコート 303号室 090-2133-8461

田畑 隆敏

タバタ タカトシ

田中 芳章

タナカ ヨシアキ 津市一志町高野 160番地773

059-293-3613

川井 一浩

カワイ カズヒロ 津市丸之内養正町 18番16号

059-222-5566

池田 克宏

イケダ カツヒロ 津市高茶屋二丁目 26番10号

059-234-3984

ウエヒロ ヨシタカ 津市栄町 3-232ソシアビル5Ｆ

090-6366-5297

津市高茶屋六丁目 2番1号

059-235-2969

野田 秀敏

ノダ ヒデトシ

津市安濃町川西 1300番地1

059-268-2319

藤井 正喜

フジイ マサキ

津市一志町高野 160番地525

059-293-5061

上出

ウエデ サトシ

津市久居二ノ町 1613番地

059-255-5188

敏

井ノ口 輔胖

イノグチ スケヒロ 津市一身田上津部田 1504番地14

059-231-4785

ﾌﾘｶﾞﾅ

倉田 幸夫

クラタ ユキオ

津市丸之内 17番5号ダイイチビル 203号

059-226-6789

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
杉山 佳也
田中 達矢
中原

拓

岡野 美次
新谷 尚弘
小原 潤嗣
小野 和男
廣瀬

悟

事務所所在地

事務所TEL

氏名

ノザキ アキノブ 津市戸木町 1905番地
スギヤマ ヨシナリ 津市一志町波瀬 6405番地
タナカ タツヤ

津市高野尾町 1593番地

ナカハラ ヒラク 津市雲出長常町字六ノ割 1190-11
オカノ ミツギ

津市美杉町竹原 2949番地1

シンタニ ナオヒロ 津市久居野村町字北八丁 874番地1
コハラ ジュンジ 津市久居射場町 62番地2
オノ カズオ
ヒロセ サトル

059-271-6137
059-294-7178
090-9942-5656
059-234-8506
059-262-2062
059-261-2804
059-256-3082

津市香良洲町 3677番地

059-292-2140

津市半田 1128番地39

059-225-2715

小川 秀明

オガワ ヒデアキ 津市広明町 358番地オオハシビル

059-221-7747

郡山 方正

コオリヤマ ホウセイ 津市香良洲町字北八反田 847番地1

059-271-9539

前川 定之

マエガワ サダユキ 津市観音寺町 766番地8

059-229-2560

奥山 晋也

オクヤマ シンヤ 津市広明町 121番地2 リージョンビル 5階

059-261-7878

ハナイ マサズミ 津市雲出島貫町 133番地4

059-253-3112

櫻井 正英

サクライ マサヒデ

荒木 優

アラキ マサル

中森 淸

ナカモリ キヨシ 津市安濃町安濃 2488番地7

059-268-1353

オカダ ヤスヒコ 津市幸町 27番35号 3階

059-222-7200

岡田 泰彦
菊山 眞光
山田

淳

清水 康利

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

津市白塚町字北出山 4536番地

キクヤマ マサミツ 津市一志町高野 397番地10
ヤマダ アツシ

津市久居野村町 516番地7山野ビル 2階

シミズ ヤストシ 津市一志町八太 740番地
ヒロセ ヤスオ

間部 久仁子

マベ クニコ

村田 幹彦

ムラタ ミキヒコ

津市雲出長常町字六の割 1190番地1(一社)三重県自家用自動車協会内

059-269-5984
090-7910-2274

059-293-5498
059-254-5581
059-261-5402
059-234-8626

津市上浜町四丁目 49番地 上浜団地 3-206

090-7918-5868

津市河芸町上野 346番地66

050-7122-1713

森本 博通

モリモト ヒロミチ 津市一身田上津部田 1504番地218

059-232-9081

三岳 伸幸

ミタケ ノブユキ 津市一身田豊野1406番地200

090-4794-1688

工藤 秀俊

クドウ ヒデトシ

090-3383-2395

山本 浩司

ヤマモト コウジ 津市桜橋三丁目 83番地アトレ桜橋テラスフォート202号 090-5105-6552

中尾 良次

ナカオ ヨシツグ 津市河芸町上野 1920番地6

059-245-0857

宮田 伸一

ミヤタ シンイチ 津市長岡町 3018番地の4

059-228-3452

津市白塚町 5331番地プラムコート 206

行岡 慈展

ユキオカ シゲノブ 津市白山町二本木 3868番地4

090-5117-5535

中川 雄介

ナカガワ ユウスケ 津市丸之内 25番12号

059-227-7428

田中 重樹

タナカ シゲキ

加藤 裕昭

カトウ ヒロアキ 津市雲出長常町字六ノ割 1190番地1三重県自動車会館2階 059-234-8611

古川

フルカワ オサム 津市高茶屋五丁目 8番15号

治

澤井 利文

サワイ トシフミ

阪 真由子

サカ マユコ

杉本 みどり
赤根

潤

スギモト ミドリ
アカネ

津市栄町3丁目 261番地笠間ビル 2階

059-253-8501
059-235-5995

津市香良洲町 6602番地2

059-273-5620

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

津市垂水 2870番地68

059-271-7956

ジュン 津市渋見町 630番地134

059-261-7337

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

石川 明彦

事務所所在地

イシカワ アキヒコ 津市雲出本郷町 1399番地37

事務所TEL
059-234-8398

上野 信昭

ウエノ ノブアキ 津市片田新町 99番地10

059-237-1076

稲森 敬太

イナモリ ケイタ 津市川方町 532番地19

059-256-6317

里中 諒平
長谷川 一美

サトナカ リョウヘイ 津市羽所町 345番地

059-223-1661
059-269-5170

ハセガワ カズミ 津市幸町 8番9号

古田 秀樹

フルタ ヒデキ

津市栄町二丁目 466番地

059-229-1588

後藤 大輝

ゴトウ ヒロキ

津市河芸町上野字藤ノ木 890-1

090-4218-1320

渡邉 みなみ

ワタナベ ミナミ 津市羽所町 345番地第一ビル 3階

059-273-5227

上川 まゆみ

ウエカワ マユミ 津市河芸町東千里 3059番地17

090-6570-2201

イトウ マサヒコ 津市広明町 328番地津ビル2F

059-253-1865

野浪

隆

ノナミ タカシ

津市広明町 328番地津ビル2F

059-253-1865

冨田 和史

トミダ カズシ

津市上弁財町 4番1号三重トヨペット株式会社 事務所内2階

059-227-7171

【法人】
事務所所在地

事務所TEL

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

行政書士法人アベニール 三重事務所

ギョウセイショシホウジンアベニール ミエジムショ

津市羽所町 345番地第一ビル3階

059-273-5227

行政書士法人あさあけ

ギョウセイショシホウジンアサアケ

津市広明町 328番地津ビル2F

059-253-1865

