出張封印取付作業代行実施者
氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

雨夜 由美

アマヤ ユミ

平野

令和4年6月24日現在

事務所所在地

事務所TEL

桑名市新西方6丁目 131番地

0594-27-0621

勲

ヒラノ イサオ

桑名郡木曽岬町大字加路戸 5番地

0567-67-3463

髙野 雅史

タカノ マサシ

桑名市長島町葭ヶ須 207番地

0594-42-1102

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

帶山 勝一郎

オビヤマ カツイチロウ

桑名市陽だまりの丘七丁目 815番地

0594-41-5777

橋本

堅

ハシモト ケン

いなべ市大安町石榑東 1435番地

080-9267-9417

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

ナカスジ タケコ いなべ市大安町石榑南 1531番地1

0594-78-2097

仲筋 武子
野呂 友和

ノロ トモカズ

荻野 剛弘

オギノ ヨシヒロ

宇野 出世

ウノ イデヨ

前田

健

宇佐美 幸義
三沢

0594-21-1828

員弁郡東員町笹尾西 3丁目7番19

090-8964-9033

四日市市日永西三丁目 10番13号レーベンハイム2C 059-347-7037

四日市市日永一丁目 13番21号

090-8336-2513

ウサミ ユキヨシ 四日市市三滝台四丁目 8番地6

059-322-5778

マエダ タケシ
ミサワ ケイ

四日市市生桑町 2279番地24

059-332-6619

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

水谷 尚史

ミズタニ ヒサシ 三重郡菰野町大字菰野 1585番地27

清

圭

桑名市寿町三丁目 57番地12

将人

須藤 法昭

セイ マサト

090-3956-0181

四日市市東富田町 14-4リビエール・N弐番館 102 059-329-6537

スドウ ノリアキ 四日市市久保田二丁目 3番14号コンフォ・トゥールⅡ-301 059-337-8133

紀平 昌人

キヒラ マサト

亀山市上野町 4番17号

0595-83-3098

加藤 能夫

カトウ ヨシオ

鈴鹿市道伯町 2067番地1

059-373-6333

坂井 芳規

サカイ ヨシキ

鈴鹿市岸岡町 1700番地の152

059-324-2735

谷村 義明

タニムラ ヨシアキ 鈴鹿市住吉一丁目 29番17号

059-378-3587

澤田 佳功

サワダ ヨシノリ 鈴鹿市中旭が丘３丁目 14番38号

059-358-5376

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

059-383-0891

佐藤 良子（片岡 良子）

サトウ リョウコ（カタオカ リョウコ）

方田 裕也

ホウダ ユウヤ

太田 耕輔

オオタ コウスケ 鈴鹿市中江島町 16番20号マンションハピネス 103 059-387-2504

渥美 珠美（小嶌 珠美）

井之上 文彦
德永 未菜
大橋 孝二
長谷川 明世
福森 弘二
𠮷嵜 登喜子
藤井

アツミ タマミ（コジマ タマミ）

鈴鹿市西条六丁目 3番地の1ポレスター西条四季の道 402号

鈴鹿市西庄内町字楠ノ木 3865番地11
鈴鹿市南玉垣町 4925番地の16

イノウエ フミヒコ 鈴鹿市稲生町字中山脇 8830番地25

090-7689-5047
059-388-3088
059-388-8878

鈴鹿市高塚町 1841番地の366

059-392-6960

オオハシ コウジ 名張市梅が丘南4番町 86番地

0595-63-4393

ハセガワ アキヨ 名張市百合が丘東１番町 162番地

0595-64-4720

フクモリ ヒロジ

0595-45-4717

トクナガ ミナ

伊賀市新堂 85番地

ヨシザキ トキコ 伊賀市笠部 489番地

0595-21-7909

巧

フジイ タクミ

名張市桔梗が丘6番町1街区 32番地

0595-44-6997

松岡 衣里

マツオカ エリ

名張市桔梗が丘3番町 2-68-19

0595-54-6222

森下 嘉行
中村 博夫
芝野 拓磨

モリシタ ヨシユキ 名張市美旗町中3番 219番地
ナカムラ ヒロオ 伊賀市千戸字大谷 1687番地411
シバノ タクマ

名張市緑が丘西 189番地

0595-74-0842
090-1715-2663
0595-44-6525

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

高田 公隆

タカダ キミタカ

事務所所在地
津市長岡町 800ｰ467

事務所TEL
059-225-5725

奥山 茂樹

オクヤマ シゲキ 津市本町 14番18号

059-226-2800

大河内 誠

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

奥島 要人

オクシマ カナト 津市本町 14番18号

059-226-2326

米田 智彦

ヨネダ トモヒコ

津市久居新町 2748番地12

059-254-4415

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

059-234-8626

佐野

勲

鈴木 浩一
加藤 春美
山下 淳美
野田

忍

サノ イサオ

スズキ コウイチ 津市美里町足坂 1114番地
カトウ ハルミ

津市寿町 7番4号

ヤマシタ アツミ 津市河辺町 3513番地8
ノダ シノブ

059-227-0133
059-229-7862

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

ハナイ マサズミ 津市雲出島貫町 133番地4

059-253-3112

岡田 泰彦

オカダ ヤスヒコ 津市幸町 27番35号 3階

059-222-7200

澤井 利文

サワイ トシフミ

津市香良洲町 6602番地2

059-273-5620

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
伊藤 義徳
橋本 幸典

ワタナベ ミナミ 津市羽所町 345番地第一ビル 3階

059-273-5227

イトウ ヨシトク

0598-21-8688

松阪市大黒田町 878番地2

ハシモト ユキノリ 松阪市上川町 3179番地5

0598-61-2500

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

宇田 繁俊

ウダ シゲトシ

松阪市久保町 1300番地3

0598-30-8003

柳瀬 元彦
大田 歩美
松枝 優也

ヤナセ モトヒコ 松阪市市場庄町 1147番地1
オオタ アユミ

マツエダ ユウヤ 松阪市船江町 523番地12

原田 貴大

ハラタ タカヒロ

長戸 太志
藪

裕子

小林 マイケルアンジエロー

松阪市大黒田町 1776番地5

0598-26-0453
0598-30-4488
0598-20-9820

松阪市嬉野中川町 454番地14

0598-20-9881

ナガト フトシ

多気郡明和町大字上野 919番地23

0596-72-8204

ヤブ ユウコ

松阪市宝塚町 749番地4

090-7919-9813

多気郡多気町弟国 199番地5

0598-31-2115

コバヤシ マイケルアンジエロー

西田 元昭

ニシダ モトアキ 伊勢市小俣町元町 770番地

0596-25-0340

池山

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

山本 正士

ヤマモト マサシ 度会郡度会町注連指 1209番地

0596-64-0666

フクイ カツシゲ

森多 敏雄

モリタ トシオ

度会郡度会町大野木 1334番地1

0596-62-0540

伊勢市小俣町湯田 750番地3

0596-24-0307

北岡

明

東岡

毅

ヒガシオカ タケシ 志摩市志摩町和具 2148番地3

0599-85-4864

大山 佳俊

オオヤマ ヨシトシ 志摩市志摩町和具 2522番地1

0599-65-7255

河村

啓

大久保 有規
畑中 伸章

キタオカ アキラ 度会郡玉城町田丸 57番地

0596-58-3157

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

ハタナカ ノブアキ 南牟婁郡御浜町阿田和 5114番地の2

05979-2-0085

