伊賀支部

令和4年1月1日現在

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

神戸 安男

カンベ ヤスオ

仲西 秀子
奥

俊次

事務所所在地
伊賀市上野丸之内 39番地の63

ナカニシ ヒデコ 名張市鴻之台１番町 174番地

事務所TEL
0595-21-1586
0595-63-6347

伊賀市上野丸之内 156番地の1

0595-26-7771

濱地 幸昌

ハマジ ユキマサ 伊賀市上野丸之内 53番地の10

0595-21-2030

中井 洸一

ナカイ コウイチ 伊賀市上野丸之内 53番地の24

0595-21-4542

大橋 孝二

オオハシ コウジ 名張市梅が丘南4番町 86番地

0595-63-4393

オク シュンジ

小坂 博則

コサカ ヒロノリ

伊賀市霧生 112番地

0595-54-1613

吉田

ヨシダ マサル

伊賀市守田町 21番地の3

0595-24-2444

傑

八幡 清隆

ヤバタ キヨタカ 名張市桔梗が丘５番町１街区 22番地の3

0595-65-8181

川口 博文

カワグチ ヒロフミ 名張市瀬古口 305番地

0595-63-1944

山崎

ヤマザキ サトル 伊賀市猪田 639番地の5

0595-24-0430

哲

木戸 ひとみ
前川 裕美
宮田

章

川口 昕司
前川 完一
川合 映水

キド ヒトミ

伊賀市上野忍町 2532番地の4

0595-21-1006

マエガワ ヒロミ 伊賀市佐那具町 265番地の1

0595-23-3317

カギモト リエコ

伊賀市上野桑町 1369番地

0595-21-0592

伊賀市中柘植 1123番地

0595-45-5457

ミヤタ アキラ

カワグチ キンジ 名張市桔梗が丘２番町５街区 76番地
マエガワ カンイチ 伊賀市東条 644番地
カワイ キヨミ

名張市桔梗が丘１番町 ４街区-94番地

0595-65-5061
0595-24-1477
0595-65-7165

小林 雅文

コバヤシ マサフミ 伊賀市西高倉 4515番地

0595-23-8929

中村 弥生

ナカムラ ヤヨイ 名張市平尾 2977番地1

0595-44-6600

森岡 善成
井内 孝徳
長谷川 明世
石田 俊雄
窪崎 孝充

モリオカ ヨシナリ 名張市美旗町池の台西 19番地
イウチ タカノリ

名張市桜ケ丘 3088番地の106キャッスル桜ケ丘 104号室

ハセガワ アキヨ 名張市百合が丘東１番町 162番地
イシダ トシオ

伊賀市馬場 1145番地の1

クボサキ タカミチ 伊賀市内保 377番地

0595-65-6322
0595-61-0160
0595-64-4720
0595-43-9611
0595-42-1606

寺坂 日出男

テラサカ ヒデオ 伊賀市西明寺 2374番地2

080-5712-6471

木村 彰宏

キムラ アキヒロ 伊賀市上友生 1127番地

0595-21-7213

𠮷原 秀和

ヨシハラ ヒデカズ 名張市赤目町新川 599番地

0595-63-4749

川合 八司

カワイ ヤツカ

名張市桔梗が丘一番町五街区 3番地

0595-48-5521

福森 弘二

フクモリ ヒロジ

伊賀市新堂 85番地

0595-45-4717

ヒラノ サトシ

名張市東田原3368番地

0595-48-7812

マセ シゲル

名張市夏見 94番地9富永不動産ﾋﾞﾙ302号室

0595-42-8370

シマイ フジオ

伊賀市島ｹ原 663番地

0595-59-2334

平野

聡

島井 不二雄
𠮷嵜 登喜子

ヨシザキ トキコ 伊賀市笠部 489番地

0595-21-7909

京井 安雄

キョウイ ヤスオ 名張市つつじが丘南4番町 119番地

0595-68-2656

高橋 伸佳

タカハシ ノブヨシ 伊賀市阿保 1361番地5

0595-53-1510

三崎 雅広

ミサキ マサヒロ 名張市桔梗が丘七番町一街区 48番地

0595-48-6597

谷

安生

山本 淳二
森

文昭

タニ ヤスオ

伊賀市下川原 692番地

ヤマモト ジュンジ 名張市桔梗が丘7番町3街区 111番地
モリ フミアキ

0595-52-1981
0595-65-5439

伊賀市佐那具町字三反田 971番地1ﾎﾞﾝｴﾙﾌ2階C 090-5119-4834

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

濱野 哲生
幾島 史己
藤井

巧

清田 信之
村田

奏

事務所所在地

事務所TEL

カギモト ケイタ

伊賀市上野桑町 1369番地

0595-21-0592

ハマノ テツオ

名張市富貴ｹ丘1番町 212番地

0595-41-0501

イクシマ トモキ 名張市つつじが丘北五番町 29番地16
フジイ タクミ

名張市桔梗が丘6番町1街区 32番地

キヨタ ノブユキ 名張市つつじが丘南8番町 84番地
ムラタ ソウ

090-1410-4187
0595-44-6997
0595-68-2410

名張市梅が丘南1番町 12番地

0595-64-2585

中道 登子

ナカミチ タカコ

伊賀市富岡 221番地

0595-51-9805

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

モリシタ ヨシユキ 名張市美旗町中3番 219番地

0595-74-0842

橋本 浩三

ハシモト コウゾウ 伊賀市阿保 604番地の1

0595-52-1159

山岡

修

ヤマオカ オサム 伊賀市桐ケ丘八丁目 307番地

0595-48-6870

小西 一広

コニシ カズヒロ 伊賀市寺脇字久保田 72番地2

090-1822-4604

長滝谷 政志

ナガタキヤ マサシ 伊賀市猪田 3777番地の6

090-3424-4646

西光 章郎

ニシミツ アキオ 名張市桔梗が丘西 6番町2街区47番地

0595-61-0343

中村 博夫

ナカムラ ヒロオ 伊賀市千戸字大谷 1687番地411

090-1715-2663

木田 順久
中林 昭治
森井 寛章

キダ ノブヒサ

名張市桔梗が丘2番町 1街区23番地

ナカバヤシ ショウジ 伊賀市平野城北町 8番地

モリイ ヒロアキ 伊賀市猪田 5698番地

0595-65-2181
090-5632-1422
0595-21-6537

芝野 拓磨

シバノ タクマ

名張市緑が丘西 189番地

0595-44-6525

中井 日出男

ナカイ ヒデオ

伊賀市中友田 1135番地

0595-43-0591

