
松阪支部 令和4年6月24日現在

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事務所所在地 事務所TEL

西村　輝生 ニシムラ　テルオ 多気郡多気町土屋 502番地 0598-49-2176

池田　太一 イケダ　タイチ 松阪市末広町一丁目 278番地6 0598-52-2171

喜畑　六百年 キハタ　ムホトシ 多気郡大台町弥起井 510番地2 0598-82-3269

玉置　昌志 タマキ　マサシ 松阪市駅部田町 1710番地5 0598-26-2565

横井　安郎 ヨコイ　ヤスオ 松阪市湊町 258番地 0598-21-2054

岡田　嘉典 オカダ　ヨシノリ 松阪市駅部田町 1710番地5 0598-26-2565

久保　英夫 クボ　ヒデオ 松阪市下村町 1359番地14 0598-29-0316

本田　雅紀 ホンダ　マサキ 松阪市大津町 265番地26 0598-52-5038

松下　　剛 マツシタ　ツヨシ 松阪市嬉野権現前町 847番地1 0598-42-3736

辻　　隆志 ツジ　タカシ 多気郡明和町大字馬之上 886番地11 0596-63-5036

刀根　伊佐夫 トネ　イサオ 松阪市松ケ島町 872番地の1 0598-52-0390

三宅　敏見 ミヤケ　トシミ 松阪市清生町 495番地の2 0598-52-0008

大久保　道子 オオクボ　ミチコ 多気郡大台町栃原 514番地 0598-85-0558

濱田　眞行 ハマダ　マサユキ 多気郡多気町上出江 87番地 0598-49-3723

大松　信久 オオマツ　ノブヒサ 多気郡大台町新田 131番地2 0598-85-1111

平見　泰史 ヒラミ　ヤスシ 多気郡大台町弥起井 510番地2 0598-82-3294

西村　　泰 ニシムラ　ヤスシ 松阪市高町 277番地17 0598-52-6005

西原　　博 ニシハラ　ヒロシ 松阪市垣内田町 144番地1 0598-59-1046

伊藤　義徳 イトウ　ヨシトク 松阪市大黒田町 878番地2 0598-21-8688

千賀　清士 センガ　キヨシ 松阪市田原町 323番地2 0598-21-7190

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

松田　和泉 マツダ　イズミ 松阪市郷津町 163番地8 0598-51-0131

山田　敏雄 ヤマダ　トシオ 松阪市嬉野一志町 64番地113 0598-42-8059

橋本　幸典 ハシモト　ユキノリ 松阪市上川町 3179番地5 0598-61-2500

太田　之人 オオタ　ユキヒト 多気郡多気町多気 63番地7 090-3307-1360

塩崎　貴生 シオザキ　タカオ 松阪市中央町 301番地6 0598-51-5358

坂本　　昇 サカモト　ノボル 松阪市春日町二丁目 186番地1 0598-25-3011

前川　　晶 マエガワ　アキラ 松阪市郷津町 192番地5 0598-50-5577

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

奥田　富生 オクダ　トミオ 多気郡明和町大字金剛坂 777番地の97 0596-52-3361

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

田中　幸夫 タナカ　ユキオ 松阪市小舟江町 136番地5 0598-56-7823

神山　　武 カミヤマ　タケシ 松阪市宮町 73番地1 0598-31-2370

山越　　一 ヤマコシ　ハジメ 松阪市小野江町 90番地 0598-56-7345

北村　一昭 キタムラ　カズアキ 多気郡明和町大字濱田 218番地 0596-55-2708

堀出　峰生 ホリデ　ホウセイ 松阪市光町 11番地9 0598-25-0150

岩坂　ふさ子 イワサカ　フサコ 松阪市大黒田町 1521番地46 0598-23-4067

前田　孝次 マエダ　コウジ 松阪市市場庄町字塔田 1129番地 0598-56-4422

中山　美希子 ナカヤマ　ミキコ 松阪市飯南町粥見 2630番地 0598-32-3380

猪子　　武 イノコ　タケシ 松阪市小阿坂町 137番地 0598-58-0647



氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事務所所在地 事務所TEL

宇田　繁俊 ウダ　シゲトシ 松阪市久保町 1300番地3 0598-30-8003

坂井　信久 サカイ　ノブヒサ 多気郡多気町弟国 173番地 0598-38-2631

砂子　　貢 マナゴ　ミツグ 松阪市南町 183番地 0598-21-2121

辻川　芳德 ツジカワ　ヨシノリ 多気郡大台町佐原 352番地10 0598-82-2084

水本　雅久 ミズモト　マサヒサ 松阪市小阿坂町 94番地 0598-58-3238

鈴木　拓郎 スズキ　タクオ 松阪市東黒部町 489番地 0598-59-1600

後藤　慶法 ゴトウ　ケイホウ 松阪市高町 512番地16 0598-30-6051

樋口　文隆 ヒグチ　フミタカ 多気郡明和町大字竹川 257番地 0596-52-0819

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

橋本　千晶 ハシモト　チアキ 松阪市上川町 3179番地5 0598-61-2500

鈴木　久志 スズキ　ヒサシ 松阪市駅部田町 1609番地7 0598-23-4638

中村　聡志 ナカムラ　サトシ 多気郡大台町上三瀬 434番地2 090-9902-3949

松原　昌美 マツバラ　マサミ 松阪市大黒田町 1043番地6 090-8954-2930

玉置　善人 タマキ　ヨシト 松阪市駅部田町 1710番地5 0598-26-2565

森井　順子 モリイ　ジュンコ 多気郡大台町菅合字中切沖 2629番地 0598-89-4285

柳瀬　元彦 ヤナセ　モトヒコ 松阪市市場庄町 1147番地1 0598-26-0453

黒瀬　隆司 クロセ　リュウジ 松阪市笠松町 213番地 0598-56-3885

小野　　匠 オノ　タクミ 多気郡多気町相可 1123番地2 0598-30-6061

中村　壽秀 ナカムラ　ヒサヨシ 松阪市小津町 377番地2 0598-56-6726

村田　善清 ムラタ　ヨシハル 松阪市阿形町 404番地 0598-26-2441

薗部　和男 ソノベ　カズオ 松阪市下村町 1069番地6 090-1566-7821

長野　成行 ナガノ　シゲユキ 松阪市本町 2166番地1 090-2347-6493

和氣　愛子 ワキ　アイコ 松阪市大黒田町 1799番地3第3三恵ビル106号 0598-31-1815

大田　歩美 オオタ　アユミ 松阪市大黒田町 1776番地5 0598-30-4488

芳尾　雅文 ヨシオ　マサフミ 松阪市嬉野下之庄町 276番地 0598-42-1985

萩原　伸也 ハギハラ　ノブヤ 松阪市嬉野中川新町一丁目 9番地 0598-31-2410

ニシハラ　カズキ 松阪市垣内田町 144番地1 0598-59-1046

髙橋　浩司 タカハシ　コウジ 多気郡明和町大字池村 1011番地 0596-52-1060

松枝　優也 マツエダ　ユウヤ 松阪市船江町 523番地12 0598-20-9820

栁瀬　勝久 ヤナセ　カツヒサ　 松阪市飯高町宮前 590番地1 0598-46-0319

谷村　 朗 タニムラ　アキラ 多気郡多気町西池上 578番地 090-1097-4780

原田　貴大 ハラタ　タカヒロ 松阪市嬉野中川町 454番地14 0598-20-9881

長戸　太志 ナガト　フトシ 多気郡明和町大字上野 919番地23 0596-72-8204

村川　智之 ムラカワ　トモユキ 松阪市嬉野平生町 12番地7 0598-42-4012

藪　　裕子 ヤブ　ユウコ 松阪市宝塚町 749番地4 090-7919-9813

金谷　法子 カナヤ　ノリコ 松阪市大黒田町 1776番地5 0598-22-3911

小林　マイケルアンジエロー コバヤシ　マイケルアンジエロー 多気郡多気町弟国 199番地5 0598-31-2115

柴山　真一 シバヤマ　シンイチ 松阪市射和町 694番地7 0598-67-7191


