
支部 氏名 事務所所在地 電話番号 メールアドレス

1 桑員 出口　紀幸 いなべ市員弁町西方 373番地 0594-74-3171 deguchi-noriyuki@tkcnf.or.jp

2 桑員 中村　五十六 いなべ市大安町南金井 2647番地31 0594-37-3996 isorin@m2.cty-net.ne.jp

3 桑員 帶山　勝一郎 桑名市陽だまりの丘七丁目 815番地 0594-41-5777 obiyama@nifty.com

4 桑員 加藤　　等 桑名市長島町西外面 1763番地4 0594-42-0111 hk@kato-jimu.biz

5 桑員 水谷　典美 いなべ市大安町石榑東字中大野 2964番地5 0594-78-0711 mizj1957@m6.cty-net.ne.jp

6 桑員 加藤　美穗子 桑名市元赤須賀 116番地 0594-24-6603 info@office-mihoko.jp

7 桑員 伊藤　圭子 いなべ市大安町片樋 316番地1 0594-78-0658 keiko.ito.gyosei.0110@gmail.com

8 桑員 岡田　裕子 員弁郡東員町城山2丁目 15番2 090-3835-6663 yuko.sakura2019@gmail.com

9 桑員 荻野　剛弘 員弁郡東員町笹尾西3‐7‐19 090-8964-9033 ogino@etude.ocn.ne.jp

10 桑員 中山　志保 桑名市星見ヶ丘四丁目 520番地 090-1267-3798 y.s.q.piko@gmail.com

11 四日市 若林　三知 四日市市大字西阿倉川1682‐1 059-333-7335 office@wakaba84.com

12 四日市 天春　隆子 四日市市中野町 1056番地 059-339-7887 amagasu@m5.cty-net.ne.jp

13 四日市 鷲尾　みどり 四日市市泊村4113‐4 090-1748-0118 yuitam1469@nifty.com

14 四日市 篠原　一志 四日市市松本3‐3‐27 059-324-2154

15 四日市 大塚　　陽 三重郡菰野町大字千草4229 090-8318-1035 hikaru.choko68@gmail.com

16 四日市 脇田　研二
四日市市九の城町12‐13
ロジュマン九の城302号

059-340-9207 info@esozoku.jp

17 四日市 西村　嘉之 四日市市青葉町501‐17 059-355-6485

18 四日市 兼平　　満 四日市市三重六丁目 8番地 059-328-5582 kanehira0403@ybb.ne.jp

19 四日市 清　　将人
四日市市東富田町 14-4リビエール

N弐番館 102
059-329-6537 msei331199@gmail.com

20 四日市 伊藤　慶之 四日市市富田浜元町 4番12号 059-364-0378 taihou510@yahoo.co.jp

21 四日市 蛭波　　敬 四日市市川尻町 2227番地 059-328-4027 info@hirunami-office.com

22 亀山 阪　　幸子 亀山市みずほ台867‐32 0595-82-3512 rokka@happy.rer.jp

23 亀山 亀山市野村4丁目 2-5 0595-98-5866 ydbwp647@ybb.ne.jp

24 亀山 雲林院　亮輔 亀山市関町中町430‐12 0595-96-0265 phanta3594t@yahoo.co.jp

25 亀山 中根　　彰 亀山市和田町1193‐33 0595-82-9604 ckh3rdu7@outlook.jp

26 亀山 朝熊　祥文 亀山市川合町 105番地 090-7694-4047 asakuma220@gmail.com

27 亀山 櫻井　好基 亀山市井尻町 950番地 090-4233-5695

28 鈴鹿 加藤　能夫 鈴鹿市道伯町 2067番地1 059-373-6333 info@neo-katojidosha.co.jp

29 鈴鹿 佐藤　則充
鈴鹿市西条6‐3‐1ポレスター西条

四季の道402号
059-389-5110 sato@satonori-gyoseishoshi.jp

30 鈴鹿 片岡　良子
鈴鹿市西条6‐3‐1ポレスター西条

四季の道402号
059-383-0891 r.kataoka@asoffice-kataoka.com

31 鈴鹿 久保田　剛司 鈴鹿市下大久保町749 059-324-6784 kubota244@office-hopeful.com

32 鈴鹿 辻　　誠三 鈴鹿市長法寺町608 059-390-3917 stsuji@dab.hi-ho.ne.jp

33 鈴鹿 德永　未菜 鈴鹿市高塚町1841‐366 059-392-6960 tokiyo@mecha.ne.jp

34 鈴鹿 森　　久弥 鈴鹿市住吉五丁目 13番28号 059-379-0491 haru_hisaya1118@yahoo.co.jp

35 鈴鹿 中野　　真 鈴鹿市庄野羽山四丁目 9番10号 070-8931-7503 mn.gyosei@gmail.com

36 伊賀 山本　淳二 名張市桔梗が丘7‐3‐111 0595-65-5439 junyama5344@gyosei-kikyou.com

37 伊賀 中道　登子 伊賀市富岡221 0595-51-9805 miraigyousei@gmail.com

38 伊賀 芝野　拓磨 名張市緑が丘西189 0595-44-6525 info@shibano-gyoseishoshi.net

39 津 米田　智彦 津市久居新町2748‐12 059-254-4415 info@yone.org

40 津 鈴木　浩一 津市美里町足坂1114 メールにてご相談ください ktaisa31@yahoo.co.jp

41 津 郡山　方正 津市香良洲町字北八反田847‐1 059-271-9539 qqfz5ts9k@sirius.ocn.ne.jp

42 津 津市雲出島貫町 133番地4 059-253-3112 masazcity@icloud.com

43 津 村田　幹彦 津市河芸町上野346‐66 050-7122-1713 mikiom7@gmail.com

44 津 森本　博通 津市一身田上津部田 1504番地218 059-232-9081 hm413@carrot.ocn.ne.jp

45 津 澤井　利文 津市香良洲町6602‐2 059-273-5620 to-sawai@mbr.nifty.com

46 津 阪　真由子
津市羽所町700アスト津ビル8階

ふりはた綜合法律事務所内
059-253-2511 saka-gyosei@zb.ztv.ne.jp

47 津 石川　明彦 津市雲出本郷町1399‐37 059-234-8398

48 津 後藤　大輝 津市河芸町上野字藤ノ木890‐1 090-4218-1320 kawagehouse_giyo@yahoo.co.jp

49 津 成田　　洋 津市桜橋三丁目 245番地 050-5235-5918 gyouseisyoshijimusyo@gmail.com

50 松阪 伊藤　義徳 松阪市大黒田町 878番地2 0598-21-8688 win2020jp@yahoo.ne.jp

51 松阪 中山　美希子 松阪市飯南町粥見 2630番地 0598-32-3380 mikiko@nakayama.name

52 松阪 芳尾　雅文 松阪市嬉野下之庄町 276番地 0598-42-1985 QYZ05705@gmail.com

53 松阪 栁瀬　勝久 松阪市飯高町宮前 590番地1 0598-46-0319 yanaseke@ma.mctv.ne.jp

54 松阪 長戸　太志 多気郡明和町大字上野 919番地23 0596-72-8204 info@office-nagato.com

55 松阪 藪　　裕子 松阪市宝塚町 749番地4

56 松阪 小林マイケルアンジエロー 多気郡多気町弟国 199番地 0598-31-2115 mikegyousho@gmail.com

57 伊勢 齋藤　　敏 伊勢市楠部町乙175‐5 0596-25-8777 saito16316@ybb.ne.jp

58 伊勢 田中　　輝 伊勢市神社港572‐13 0596-63-8164

59 伊勢 竹内　勝則 伊勢市岩渕3丁目 4番19号 0596-23-7080 isetakeuchifudousan@yahoo.co.jp

60 伊勢 福井　勝茂 度会郡度会町大野木1334‐1 0596-62-0540 katsushigefukui@zb.ztv.ne.jp

61 伊勢 正住　さおり 伊勢市小俣町相合964‐11 080-5294-1056 shiyoujiyuu.saori@brown.plala.or.jp

62 伊勢 林　　克介 伊勢市小俣町湯田 620番地 090-4443-4997 hysktskof9679814@outlook.com

63 鳥羽志摩 下村　雄一 志摩市阿児町鵜方字小入口3507‐7 0599-43-5160 shimomura@toall-office.com

64 鳥羽志摩 大山　佳俊 志摩市志摩町和具2522‐1 0599-65-7255 info@office-oyama.biz

65 鳥羽志摩 河村　　啓 鳥羽市鳥羽5‐8‐1 0599-24-0023 office-kwmr@sf.commufa.jp

66 鳥羽志摩 大久保　有規 鳥羽市鳥羽一丁目 17番3-21号 0599-25-2109 omusubi381@outlook.jp

67 鳥羽志摩 村山　結樹 鳥羽市鳥羽四丁目 11番53号 0599-37-7026 ym_legaloffice@kna.biglobe.ne.jp

68 尾鷲 北村　琢磨 尾鷲市矢浜二丁目 4番34号 070-8366-1241 tk01@miekitamura.com

69 熊野 畑中　さゆみ 熊野市有馬町 762番地44 0597-85-2813 sayucoh@gmail.com

マイナンバーカード代理申請支援事業 相談員名簿
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