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名前 ふりがな 所属 議員会館℡ 議員会館ＦＡＸ 名前 地元〒 地元住所 地元℡

逢沢　　一郎　 あいさわ 自民 3508-7105 3508-0319 ask-aisawa@aisawa.net 逢沢　　一郎　 700-0933 086-233-0016 082-232-7616

青柳　陽一郎　 あおやぎ 　よういちろう 維新 （比 3508-7245 3508-3515 青柳　陽一郎　 240-0003 045-334-4110 045-334-4113

青山　　周平　 あお 自民 （比）東 3508-7038 3508-3838 青山　　周平　 444-0038 0564-25-2345

赤枝　　恒雄　 あかえだ 　 自民 （比 3508-7601 3508-3981 赤枝　　恒雄　 106-0046 03-5786-4850 03-3403-4680

赤澤　　亮正　 あか 自民 3508-7490 3508-3370 ra@ryosei-akazawa.com 赤澤　　亮正　 683-0823 0859-38-7333 0859-38-0306

赤羽　　一嘉　 あかば 　か 公明 3508-7079 3508-3769 赤羽　　一嘉　 652-0047 078-575-5139 078-575-5140

あかま　二郎　 あかま 　じろ 自民 3508-7317 3508-3317 あかま　二郎　 252-0239 042-756-1500 042-753-7227

赤松　　広隆　 あかまつ 民主 3508-7403 3593-7240 赤松　　広隆　 453-0804 052-483-6667 052-483-6668

赤嶺　　政賢　 あかみね 共産 3508-7196 3508-3626 赤嶺　　政賢　 900-0016 098-862-7521 098-862-7735

秋葉　　賢也　 あきば 　けん 自民 3508-7392 3508-3632 秋葉　　賢也　 981-3121 022-375-4477 022-375-0057

秋元　　　司　 あきもと 　 自民 （比 3508-7337 3508-3337 秋元　　　司　 135-0016 03-6666-1122

秋本　　真利　 あきもと 自民 3508-7611 3508-3991 秋本　　真利　 264-0021 043-214-3600

浅尾　慶一郎　 あさ 無 3508-7251 3508-3521 http://asao.net/ 浅尾　慶一郎　 247-0056 0467-47-5682 0467-47-5626

安住　　　淳　 あずみ 　じゅ 民主 3508-7293 3508-3503 g00017@shugiin.go.jp 安住　　　淳　 986-0814 0225-23-2881 0225-23-1288

麻生　　太郎　 あそう 　たろ 自民 3508-7703 3501-7528 http://www.aso-taro.jp/ 麻生　　太郎　 820-0040 0948-25-1121

足立　　康史　 あだち 　やす 維新 （比）近 3508-7100 3508-6410 http://adachiyasus 足立　　康史　 567-0883 072-623-5834 072-623-5837

穴見　　陽一　 あなみ 　よ 自民 （比）九 3508-7166 3508-3716 穴見　　陽一　 870-1133 097-567-1319 097-567-2010

安倍　　晋三　 あべ 　しんぞ 自民 3508-7172 3508-3602 http://www.s-abe.or.j 安倍　　晋三　 750-0009 083-222-3888

あべ　　俊子　 あべ 　としこ 自民 （比）中 3508-7136 3508-3436 https://abetoshiko. あべ　　俊子　 708-0841 0868-26-6711

阿部　　知子　 あべ 　ともこ 民主 （比 3508-7303 3508-3303 阿部　　知子　 251-0025 0466-52-2680 0466-52-2681

甘利　　　明　 あまり 　あき 自民 3058-7528 3502-5087 http://www.amari-akir 甘利　　　明　 242-0028 046-262-2200 046-261-8939

荒井　　　聰　 あらい 　さと 民主 （比 3508-7114 3508-3225 satoshi@arai21.net 荒井　　　聰　 062-0932 011-824-9520 011-376-1472

安藤　　　裕　 あんどう 　 自民 （比）近 3508-7409 3508-3889 安藤　　　裕　 611-0042 0774-28-6789

池内　さおり　 いけうち 　 共産 （比 3508-7437 3508-3917 http://saori-ikeuchi.co 池内　さおり　 114-0032 03-3906-2821 03-3906-3225

池田　　道孝　 いけだ 　み 自民 （比）中 3508-7638 3508-3268 http://ikedamichitaka.m 池田　　道孝　 714-1213 0866-63-4411 0866-63-4411

選挙区･比
例活動県

メールアドレスまたは投稿用
HP 地元Fax

岡山1 岡山県岡山市北区奥田1-2-3

https://aoyagy.net/contact 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町1-9-5　第7瀬戸ビル1F

s.aoyamajimusyo@gmail.com 愛知県岡崎市伝間通5-63-1 0564-25-5432　

東京都港区元麻布3-1-30　2F

鳥取2 鳥取県米子市加茂町1-24

兵庫2 https://www.akaba-now.com/ 兵庫県神戸市兵庫区下沢通7-2-28　フローラ上沢2A

神奈川14 http://www.akama.jp/ 神奈川県相模原市中央区中央2-11-10

愛知5 愛知県名古屋市中村区黄金通4-12　中村事務所

沖縄1 Branch-okinawa@key.ocn.ne.jp 沖縄県那覇市前島3-1-17

宮城2 http://www.akiba21.net/ 宮城県仙台市泉区上谷刈4-17-16

http://www.akimoto-web 東京都江東区東陽5-31-22 　大興ビル2F

千葉9 http://www5a.biglobe.ne.jp/~akimoto/ 千葉県千葉市若葉区若松町360-21

神奈川4 神奈川県鎌倉市大船1-23-11 松岡ビル5F

宮城5 宮城県石巻市南中里4-1-18

福岡8 福岡県飯塚市吉原町10-7

大阪府茨木市大手町9-26 　吉川ビル3F

http://asao.net/ 大分県大分市大字宮崎867-18

山口4 山口県下関市上田中町2-16-11

岡山県津山市川崎162-5

inochi@shonanfujisawa.com 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-13-13　 藤沢共同ビル1F

神奈川13 神奈川県大和市桜森3-6-14

北海道札幌市豊平区平岸二条6-1-14 三慶ビル1F

京都府宇治市小倉町神楽田35-1 MSKビル1F

東京都北区中十条2-11-6　日本共産党北地区委員会内

岡山県小田郡矢掛町里山田1590
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池田　　佳隆　 いけだ 　よ 自民 （比）東 3508-7616 3508-3996 http://ikeda-yoshitaka.j 池田　　佳隆　 468-0045 052-838-6381 052-838-6382

伊佐　　進一　 いさ 　しんい 公明 3508-7391 3508-3631 伊佐　　進一　 570-0027 06-6992-8881 03-5726-5061

井坂　　信彦　 いさか 　の 維新 3508-7620 3508-3250 井坂　　信彦　 651-0085 078-271-3705

石井　　啓一　 いしい 　け 公明 （比）北関東　　 3508-7110 3508-3229 石井　　啓一　 310-0805 029-222-0711 029-222-0713

石川　　昭政　 いしかわ 自民 （比 3508-7159 3508-3709 ishikawa-akimasa.com 石川　　昭政　 317-0076 0294-51-5887 0294-51-1017

石崎　　　徹　 いしざき 　 自民 3508-7341 3508-3341 http://www.tohru-ishi 石崎　　　徹　 950-0909 025-384-4666 025-384-4696

石関　　貴史　 いしぜき 　 維新 （比 3508-7286 3508-3736 石関　　貴史　 372-0071 0270-25-0073

石田　　祝稔　 いしだ 　の 公明 （比）四 3508-7472 - https://www.ishida21.gr. 石田　　祝稔　 780-8010 088-805-0607

石田　　真敏　 いしだ 　ま 自民 3508-7072 3581-6992 石田　　真敏　 649-6226 0736-69-0123 0736-69-0111

石破　　　茂　 いしば 　しげ 自民 3508-7525 3502-5174 石破　　　茂　 680-0055 0857-27-4898

石原　　伸晃　 いしはら 自民 3508-7904 3593-7101 石原　　伸晃　 166-0004 03-3220-1331 03-3220-1330

石原　　宏高　 いしはら 自民 3508-7319 3508-3319 石原　　宏高　 140-0014 03-3777-2275 03-3777-3902

泉　　　健太　 いずみ 　けん 民主 （比）近 3508-7005 3508-3805 泉　　　健太　 612-8434 075-646-5566 075-646-5567

井出　　庸生　 いで 　ようせ 維新 3508-7469 3508-3299 井出　　庸生　 385-0022 0267-78-5515 0267-78-5515

伊藤　信太郎　 いとう 自民 3508-7091 3508-3871 伊藤　信太郎　 985-0021 022-367-8687 022-367-8625

伊藤　　忠彦　 いとう 　た 自民 3508-7003 3508-3803 伊藤　　忠彦　 478-0021 0562-55-5508 0562-55-5528

伊藤　　達也　 いとう 　たつ 自民 3508-7623 3508-3253 伊藤　　達也　 182-0024 042-499-0501 042-481-5992

伊東　　信久　 いとう 　の 維新 （比）近 3508-7478 3508-3358 https://n-ito.jp/ 伊東　　信久　 573-0032 072-845-0700 072-845-0707

伊東　　良孝　 いとう 　よ 自民 3508-7170 3508-7177 http://ito-yoshitaka.jp/ 伊東　　良孝　 085-0021 0154-25-5500 0154-25-5755

伊藤　　　渉　 いとう 　わた 公明 （比）東 3508-7187 3508-3617 http://www.ito-wataru 伊藤　　　渉　 457-0053 052-823-9105 052-823-9107

稲田　　朋美　 いなだ 　とも 自民 3508-7035 3508-3835 http://www.inada-to 稲田　　朋美　 910-0005 0776-22-0510 0776-22-0507

稲津　　　久　 いなつ 　ひさ 公明 3508-7089 3508-3869 稲津　　　久　 068-0024 0126-22-8511 0126-22-8518

井野　　俊郎　 いの 　としろ 自民 3508-7219 3508-3219 井野　　俊郎　 372-0042 0270-75-1050 0270-75-1051

井上　　信治　 いのうえ 　 自民 3508-7328 3508-3328 井上　　信治　 198-0024 0428-32-8182

井上　　貴博　 いのうえ 自民 3508-7239 3508-3239 http://inoue-dosuk 井上　　貴博　 810-0801 092-271-0341

井上　　英孝　 いのうえ 維新 3508-7333 3508-3333 井上　　英孝　 540-0004 06-6763-2752 06-6763-2223

愛知県名古屋市天白区野並3-236

大阪6 https://twitter.com/isashinichi 大阪府守口市桜町5-9 　ギャラント石土第2ビル201

兵庫1 兵庫県神戸市中央区八幡通4-2-14 トロア神戸ビル4F

info@k1-ishii.com 茨城県水戸市中央2-10-26-403

茨城県日立市会瀬町4-5-17

新潟1 新潟県新潟市中央区八千代2-280-2

info@ishizeki．jp 群馬県伊勢崎市曲輪町5-18 0270－25－6224

高知市桟橋通1丁目7-2 088－805－0608

和歌山2 isd-adam@lapis.or.jp 中村ビル2F.

鳥取1 g00505@shugiin.go-jp 鳥取県鳥取市戎町515-3 0857-21-163８

東京8 http://www.nobuteru.or.jp/ 東京都杉並区阿佐谷南1-14-20

東京3 ishiharahirotakanokai@msn.com 東京都品川区大井1-22-5 八木ビル7F

office@ikenta.net 京都府京都市伏見区深草加賀屋敷町3-6 　ネクスト21パートⅡ1F

長野3  office@yousei-ide.com 長野県佐久市岩村田638

宮城4 miyagi@ito-sintaro.com 宮城県塩竈市尾島町24-20

愛知8 info@tadahiko-itoh.com 愛知県知多市岡田字向田61 オカトク本社内

東京22 東京都調布市布田1-3-1 ダイヤビル2F

大阪府枚方市岡東町21-5

北海道7 北海道釧路市浪花町13-2-1

愛知県名古屋市南区本城町3-5-1 プラザ本城1-D

福井1 福井県福井市大手3-7-1 福井県繊協ビル605

北海道10 comtact@inatsu.com 北海道岩見沢市四条西2-3-2 フレンズビル3F

群馬2 info@inooffice.jp 群馬県伊勢崎市中央町26-2

東京25 inoue.office@carrot.ocn.n 東京都青梅市新町3-39-1

福岡1 福岡県福岡市博多区中洲1-2-3

大阪1 hidetaka-i@energy.ocn.ne.jp 大阪府大阪市中央区玉造2-27-7
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井上　　義久　 いのうえ 公明 （比）東 3508-7474 3508-3354 http://www.yoshihisa.gr. 井上　　義久　 983-0852 022-256-6488 022-256-6576

井林　　辰憲　 いばやし 自民 3508-7127 3508-3427 井林　　辰憲　 426-0037 054-639-5801 054-639-5802

伊吹　　文明　 いぶき 　ぶ 自民 3508-7615 3502-5382 伊吹　　文明　 600-8008 075-211-1717

今井　　雅人　 いまい 　まさ 維新 （比）東 3508-7086 3508-3866 今井　　雅人　 509-0214 0574-49-9444 0574-49-9445

今枝　宗一郎　 いまえだ 　そういちろう 自民 3508-7080 3508-3860 http://www.imaeda-so 今枝　宗一郎　 442-0041 0533-89-9010 ?

今津　　　寛　 いまず 　ひろ 自民 （比 3508-7204 3508-3204 http://hiroshi-i.net/ 今津　　　寛　 070-0039 0166-22-6811 0166-22-8492

今村　　雅弘　 いまむら 自民 （比）九 3508-7610 3597-2723 http://www.imam 今村　　雅弘　 840-0032 0952-27-8015 0952-27-8033

岩田　　和親　 いわた 　か 自民 （比）九 3508-7707 3508-3203 岩田　　和親　 840-0842 0952-23-7880 0952-23-0150

岩屋　　　毅　 いわや 　たけ 自民 3508-7510 3509-7610 岩屋　　　毅　 874-0933 0977-21-1781 0977-21-1799

上田　　　勇　 うえだ 　いさ 公明 3508-7234 3508-3234 https://www.isamu-u.c 上田　　　勇　 241-0821 045-366-3528 045-366-3880

上西　小百合　 うえにし 　 維新 （比）近 3508-7265 3508-3535 上西　小百合　 564-0026 06-6383-2326 06-6383-2327

うえの賢一郎　 うえ 自民 3508-7004 3508-3804 うえの賢一郎　 526-0037 0749-63-9977 0749-63-9978

浮島　　智子　 うきしま 　 公明 （比）近 3508-7290 3508-3740 http://www.t-ukishima. 浮島　　智子　 540-0025 06-6942--115

梅村　さえこ　 うめむら 　 共産 （比 3508-7314 3508-3314 梅村　さえこ　 330-0835 048-649-0409 048-642-2793

浦野　　靖人　 うらの 　やす 維新 （比）近 3508-7222 3508-3222 http://uranoyasuto.net/ 浦野　　靖人　 580-0032 072-330-6700 06-6120-5582

漆原　　良夫　 うるしば 公明 （比）北陸信越　　 3508-3639 3508-7149 漆原　　良夫　 950-0961 025-281-4059 025-286-4472

江崎　　鐵磨　 えさき 　てつ 自民 6508-7418 3508-3898 江崎　　鐵磨　 491-0002 0586-77-8555 0586-51-6200

江田　　憲司　 えだ 　けんじ 維新 3508-7462 3508-3292 江田　　憲司　 227-0062 045-989-3911 045-989-3912

江田　　康幸　 えだ 　やすゆ 公明 （比）九 3508-7339 3508-3339 江田　　康幸　 861-8029 096-349-9505 096-387-1070

枝野　　幸男　 えだの 　ゆき 民主 3508-7448 3591-2249 枝野　　幸男　 330-0846 048-648-9124 048-648-9125

江渡　　聡徳　 えと 　あきの 自民 3508-7096 3508-3961 江渡　　聡徳　 034-0031 0176-24-3844

衛藤　征士郎　 えとう 自民 3508-7618 3595-0003 衛藤　征士郎　 876-0833 0972-24-0003 0972-24-1144

江藤　　　拓　 えとう 　たく 自民 3508-7468 3591-3063 江藤　　　拓　 883-0062 0982-53-1367 0982-52-8226

遠藤　　　敬　 えんどう 　 維新 3508-7325 3508-3325 遠藤　　　敬　 592-0014 072-266-8228

遠藤　　利明　 えんどう 自民 3508-7158 3592-7660 遠藤　　利明　 990-2481 023-646-6888 023-647-4026

大岡　　敏孝　 おおおか 自民 3508-7208 3508-3208 大岡　　敏孝　 520-0801 077-572-7770 077-572-7772

宮城県仙台市宮城野区榴岡4-5-24-501

静岡2 office@t-ibayashi.com 静岡県藤枝市青木3-13-8

京都1 http://www.ibuki-bunmei.org/ 京都府京都市下京区四条通東洞院角 フコク生命ビル3F

support@imai-masato.com 岐阜県可児市広見1854 和晃ビルE

愛知14 愛知県豊川市旭町12

北海道旭川市九条通9-53-30

佐賀県佐賀市末広2-13-36

info@t-iwaya.com 佐賀県佐賀市多布施2-1-7

大分3 info@t-iwaya.com 大分県別府市野口元町1-3 富士吉ビル2F

神奈川6　　 神奈川県横浜市旭区二俣川1-9-2 二俣川ハーモニービル1F

info@uenishisayuri.com 大阪府吹田市高浜町9-7 高浜町ビル2F

滋賀2 info@uenokenichiro.jp; 滋賀県長浜市高田町9-17 第20森野ビル202

大阪府大阪市中央区徳井町2-4-15 タニイビル6F

kitakanto-bi@nifty.com さいたま市大宮区北袋町1-171-1

大阪府松原市天美東7-10-20 1F

info@urusan.net 新潟県新潟市中央区東出来島24-10 エクセンスビル伏見2F

愛知10 http://www.tetsuma-net.com/ 愛知県一宮市時之島字下奈良西2

神奈川8 http://www.eda-k.net/guides/contact.html 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-9-30

http://www.eda-yasuyuki.net/mail/mail.html 熊本県熊本市東区西原1-22-40

埼玉5 omiya@edano.gr.jp 埼玉県さいたま市大宮区大門町2-108-5 2F

青森2 akinorijimin@oregano.ocn.ne.jp 青森県十和田市東三番町37-7

大分2 http://www.seishiro.jp/contact/contact.html 大分県佐伯市池船町21-1

宮崎2 etohtaku@face.ne.jp　 宮崎県日向市日知屋16350-4 都ハイツ101

大阪18 大阪府高石市綾園2-7-18 千代田ビル201

山形1 http://e-toshiaki.jp/iken-teigen 山形県山形市あかねケ丘2-1-6

滋賀1 https://oooka.com/blog/contact 滋賀県大津市におの浜3-3-3 ヨシノビル2F-C
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大串　　博志　 おおぐし 　 民主 （比）九 3508-7335 3508-3335 大串　　博志　 849-0303 0952-66-5776 0952-66-5778

大串　　正樹　 おおぐし 　 自民 3508-7191 3508-3621 大串　　正樹　 664-0851 072-773-7601 072-773-7602

大口　　善徳　 おおぐち 公明 （比）東 3508-7017 3508-8552 大口　　善徳　 420-0858 054-273-8739

大隈　　和英　 おおくま 自民 （比）近 3508-7311 3508-3377 大隈　　和英　 569-0804 072-681-8898 072-681-8897

逢坂　　誠二　 おおさか 　 民主 3508-7517 3508-3947 逢坂　　誠二　 040-0073 0138-41-7773 0138-41-7774

大島　　　敦　 おおしま 　 民主 3508-7093 3508-3380 大島　　　敦　 363-0021 048-789-2110 048-789-2117

大島　　理森　 おおしま 自民 3508-7502 - 大島　　理森　 031-0081 0178-45-0088 0178-45-6193

太田　　昭宏　 おおた 　あ 公明 3508-7249 3508-3519 太田　　昭宏　 114-0002 03-3912-5002

太田　　和美　 おおた 　かず 維新 （比 3508-7271 3508-3541 太田　　和美　 277-0005 04-7160-2313 04-7160-2314

大塚　　高司　 おおつか 　 自民 3508-7526 3508-3956 大塚　　高司　 560-0022 06-6152-3966 06-6152-3967

大塚　　　拓　 おおつか 　た 自民 3508-7608 3508-3988 大塚　　　拓　 358-0003 04-2901-1112 04-2901-1113

大西　　健介　 おおにし 民主 3508-7108 3508-3408 大西　　健介　 446-0058 0566-70-7122 0566-74-2008

大西　　英男　 おおにし 　 自民 3508-7033 3508-3833 大西　　英男　 132-0031 03-3674-0777 03-3674-7770

大西　　宏幸　 おおにし 自民 （比）近 3508-7633 3508-3263 大西　　宏幸　 544-0001 06-6754-2100 06-6752-5713

大野　敬太郎　 おおの 自民 3508-7132 3502-5870 大野　敬太郎　 763-0082 0877-21-7711 0877-21-7701

大畠　　章宏　 おおはた 民主 3508-7231 3502-5953 大畠　　章宏　 317-0071 0294-21-5522 0294-21-3014

大平　　喜信　 おおひら 共産 （比）中 3508-7255 3508-3525 大平　　喜信　 703-8288 086-273-7747 086-272-7108

大見　　　正　 おおみ 　せい 自民 （比）東 3508-7422 3508-3902 大見　　　正　 446-0039 0566-72-6666 0566-72-6692

岡下　　昌平　 おか 自民 （比）近 3508-7178 3508-3608 岡下　　昌平　 599-8236 072-277-1114 072-277-2735

岡田　　克也　 おかだ 　かつ 民主 3508-7109 3502-5047 岡田　　克也　 510-8121 059-361-6633 059-361-6655

緒方　林太郎　 おがた 民主 （比）九 3508-7002 3508-3802 緒方　林太郎　 806-0022 093-644-7077 093-644-7078

岡本　　三成　 おかもと 公明 （比 3508-7147 3508-3637 岡本　　三成　 359-0046 04-2968-8275 04-2968-8275

岡本　　充功　 おかもと 民主 （比）東 3508-7212 3508-3212 岡本　　充功　 492-8181 0587-24-8164  0587-24-816

小川　　淳也　 おがわ 　じ 民主 （比）四 3508-7621 3508-3251 小川　　淳也　 761-8072 087-815-1187 087-815-1189

奥野　　信亮　 おくの 　し 自民 3508-7421 3508-3901 奥野　　信亮　 639-2212 0745-62-4379

奥野　総一郎　 おく 民主 （比 3508-7256 3508-3526 奥野　総一郎　 285-0845 043-461-8609

mail@oogushi.com 佐賀県小城市牛津町牛津127-1

兵庫6 http://m-ogushi.com/contact 兵庫県伊丹市中央1-2-6 グランドハイツコーワ2-12

http://www.oguchi.gr.jp/contact 静岡県静岡市葵区伝馬町23-6

info@okuma10.com 大阪府高槻市紺屋町1-1-1-402

北海道8 http://ohsaka.jp/contact.html 北海道函館市宮前町8-4

埼玉6 埼玉県桶川市泉2-11-32 天沼ビル

青森3 青森県八戸市柏崎1-1-1

東京12　　 https://www.akihiro-ohta.com/faq/sformmail.php 東京都北区王子2-32-7 3F

http://kazumi.ms/info 千葉県柏市柏5-6-10

大阪8 http://www.otsuka001.com/index.html#jimusho 大阪府豊中市北桜塚2-1-7 フォレストパディ3F

埼玉9 info@otsukataku.jp 埼玉県入間市豊岡1-2-23 清水ビル2F

愛知13 office@oniken-web.jp 愛知県安城市三河安城南町1-11-5

東京16 http://onishi-hideo.homepe.net/new/contact/ 東京都江戸川区松島2-8-2-103

http://onishihiroyuki.jp/inquiry.html 大阪府大阪市生野区新今里6-6-1

香川3 http://keitaro-ohno.com/ 香川県丸亀市土器町東1-129-2

茨城5 https://www.oohata.com/contact/ 茨城県日立市鹿島町1-11-13 友愛ビル

http://www.yoshinobu-ohira.net/inquiry 岡山県岡山市中区赤坂本町1-31

mailto:bnn00434@yahoo.co.jp 愛知県安城市花ノ木町11-14

大阪府堺市中区深井沢町3301 第2安田ビル202

三重3 三重県三重郡川越町高松30-1

fukuoka9ku@bz04.plala.or.jp 福岡県北九州市八幡西区藤田1-6-21

埼玉県所沢市北所沢町2268-2 リラリエール201

愛知県稲沢市日下部北町4-1-3

info@junbo.org　 香川県高松市三条町315-3

奈良3 奈良県御所市中央通り2-113-1 0745-62-5856

千葉県佐倉市西志津1-20-4 043-461-2997
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小熊　　慎司　 おぐま 　しん 維新 3508-7138 3508-3438 小熊　　慎司　 965-0872 0242-38-3565 0242-38-3566

小倉　　將信　 おぐら 　ま 自民 3508-7140 3508-3440 小倉　　將信　 194-0013 042-710-1192 042-710-1193

小此木　八郎　 おこのぎ 自民 3508-7461 3508-3291 小此木　八郎　 221-0822 045-633-8368 045-433-9466

小里　　泰弘　 おざと 　や 自民 3508-7247 3502-5017 小里　　泰弘　 899-5116 0995-42-1000 0995-43-4692

小沢　　一郎　 おざわ 　い 生活 3508-7175 - 小沢　　一郎　 023-0814 0197-24-3851 0197-24-6997

小沢　　鋭仁　 おざわ 　さ 維新 （比）近 3508-7641 3591-2735 小沢　　鋭仁　 400-0047 055-235-6022 055-235-6029

小田原　　潔　 おだわら 　 自民 3508-7909 3508-3273 小田原　　潔　 190-0011 042-548-0065

越智　　隆雄　 おち 　たかお 自民 3508-7479 3508-3359 越智　　隆雄　 154-0024 03-3413-4600 03-3413-4601

落合　　貴之　 おちあい 維新 （比 3508-7134 3508-3434 落合　　貴之　 154-0004 03-6325-5542 03-6325-5542

鬼木　　　誠　 おにき 　まこ 自民 3508-7182 3508-3612 鬼木　　　誠　 092-725-2319

小野寺　五典　 おのでら 自民 3508-7432 3508-3912 小野寺　五典　 987-0511 0220-22-6354 042-525-0180

小渕　　優子　 おぶち 　ゆう 自民 3508-7424 3592-1754 小渕　　優子　 377-0423 0279-75-2234 0279-75-2234

尾身　　朝子　 おみ 　あさこ 自民 （比 3508-7484 - 尾身　　朝子　

柿沢　　未途　 かきざわ 　み 維新 3508-7427 3508-8807 柿沢　　未途　 135-0047 03-5620-3104 03-5620-3105

笠井　　　亮　 かさい 　あき 共産 （比 3508-7439 3508-3919 笠井　　　亮　 151-0047 03-5304-5639 03-3320-3374

梶山　　弘志　 かじやま 　 自民 3508-7529 3508-7714 梶山　　弘志　 313-0013 0294-72-2772 0294-72-3383

勝沼　　栄明　 かつぬま 自民 （比）東 3508-7076 3508-3766 勝沼　　栄明　 986-0855 0225-21-6260 0220-22-6454

勝俣　　孝明　 かつまた 自民 （比）東 3508-7202 3508-3202 勝俣　　孝明　 410-0062 055-922-5526 055-922-5527

門　　　博文　 かど 　ひろふ 自民 （比）近 3508-7636 3508-3024 門　　　博文　 640-8395 073-412-3060 073-412-3061

加藤　　鮎子　 かとう 　あゆ 自民 3508-7216 3508-3216 加藤　　鮎子　 997-0026 0235-22-0376 0235-23-6051

加藤　　勝信　 かとう 　か 自民 3508-7459 3508-3289 加藤　　勝信　 714-0088 0865-63-6800 0865-63-7070

加藤　　寛治　 かとう 　かん 自民 3508-7230 3508-3230 加藤　　寛治　 854-0026 0957-35-1000

門山　　宏哲　 かどやま 自民 （比 3508-7382 3508-3512 門山　　宏哲　 260-0013 043-223-0050 043-223-0080

金子　　恵美　 かねこ 　えみ 民主 （比）東 3508-7476 3508-3356 金子　　恵美　 960-0687 024-563-7332 024-563-7080

金子　　一義　 かねこ 　か 自民 3508-7060 3502-5853 非公開 金子　　一義　 506-0008 0577-32-0395 0577-32-3189

金子　万寿夫　 かねこ 　ます 自民 3508-7011 3508-3811 金子　万寿夫　 891-0113 099-260-6601 099-260-6601

福島4 http://oguma-s.com/mail/ 福島県会津若松市東栄町4-17　ニューパークハイツ１Ｆ

東京23 info.oguramasanobu@gmail.com 東京都町田市原町田5-4-7　からかあさ101

神奈川3 http://hachirou.com/ 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3-9-1

鹿児島4 http://ozato-yasuhiro.info/?page_id=11 鹿児島県霧島市隼人町内669-1

岩手4 http://www.ozawa-ichiro.jp/ 岩手県奥州市水沢区袋町2-38

info@e-ozawa.net 山梨県甲府市徳行2-16-28

東京21 http://odawarakiyoshi.jp/contact.html 東京都立川市高松町3-14-11　マスターズオフィス立川

東京6 東京都世田谷区三軒茶屋2-17-10-202

東京都世田谷区太子堂4-5-2　広田ビル201

福岡2 

宮城6 宮城県登米市迫町佐沼字中江1-10-4　中江第一ビル２Ｆ-1

群馬5 https://www.obuchiyuko.com/mailto.php 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町1003-7

東京15 東京都江東区富岡1-26-21

東京都渋谷区代々木1-44-11

茨城4 茨城県常陸太田市山下町1189
http://s-katsunuma.com/contact/contact.html 宮城県石巻市大街道東4-2-11　クレンビル２号館２Ｆ

静岡県沼津市宮前町13-3

info@warau-kado.jp 和歌山県和歌山市畑屋敷中ノ丁14

山形3 山形県鶴岡市大東町17-23

岡山5 岡山県笠岡市中央町31-1

長崎2 長崎県諫早市東本町2-4　三央ビル２Ｆ
0957-35-1001

info@kadoyama.net 千葉県千葉市中央区中央4-13-31　高嶋ビル101　自民党千葉県第一選挙区支部

kaneko.emi@sky.plala.or.jp 福島県伊達市保原町旭町68-1

岐阜4 岐阜県高山市初田町1-58-15

鹿児島2 info@kanekomasuo.jp 鹿児島県鹿児島市東谷山6-43-18-102
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金子　めぐみ　 かねこ 　めぐ 自民 3508-7272 3508-3722 金子　めぐみ　 955-0083 0256-36-2045 0256-36-2110

金子　　恭之　 かねこ 　やす 自民 3508-7410 3504-8776 金子　　恭之　 866-0805 0965-39-8366

金田　　勝年　 かねだ 　か 自民 3508-7053 3508-8815 金田　　勝年　 016-0843 0185-54-3000 0185-54-6751

上川　　陽子　 かみかわ 　 自民 3508-7460 3508-3290 上川　　陽子　 420-0035 054-251-8424 054-251-8425

神谷　　　昇　 かみたに 　 自民 （比）近 3508-7082 3508-3862 非公開 神谷　　　昇　 595-0012 0725-22-1824 0725-31-3880

神山　　佐市　 かみやま 　 自民 3508-7066 3508-3846 神山　　佐市　 350-0012 049-229-4411 049-229-4755

神山　　洋介　 かみやま 民主 （比 3508-7201 3508-3201 神山　　洋介　 250-0011 0465-21-0120 0465-21-0230

亀井　　静香　 かめい 　しず 無 3508-7145 - 亀井　　静香　 727-0011 0824-72-4722

亀岡　　偉民　 かめおか 自民 3508-7148 3508-3638 http://www.kameo 亀岡　　偉民　 960-8055 024-533-3131

鴨下　　一郎　 かもした 自民 3508-7129 3591-3227 鴨下　　一郎　 121-0011 03-3848-5516 03-3848-3890

河井　　克行　 かわい 　か 自民 3508-7518 3508-3948 河井　　克行　 731-0153 082-832-7301 082-878-3301

川崎　　二郎　 かわさき 　 自民 3508-7152 3502-5173 川崎　　二郎　 518-0832 0595-26-3263

河野　　正美　 かわの 　まさ 維新 （比）九 3508-7404 3508-3884 河野　　正美　 811-3132 092-940-2888 092-940-2880

川端　　達夫　 かわばた 　 無 （比）近 3508-7419 3508-3899 http://www.kawa-bata.net/cms/form.php?form=toiawase 川端　　達夫　 520-0802 0740-32-8115 0740-32-8116

河村　　建夫　 かわむら 　 自民 3508-7009 3502-5085 河村　　建夫　 758-0021 0838-22-1309

菅　　　直人　 かん 　なおと 民主 （比 3508-7323 3595-0090 菅　　　直人　 180-0006 0422-55-7010

菅家　　一郎　 かんけ 　い 自民 （比）東 3508-7107 3508-3407 非公開 菅家　　一郎　 965-0872 0242-27-9439

神田　　憲次　 かんだ 　けん 自民 （比）東 3508-7253 3508-3523 神田　　憲次　 453-0021 052-462-9872 052-462-9873

木内　　孝胤　 きうち 　た 維新 （比 3508-7302 3508-3302 木内　　孝胤　 176-0012 03-5999-5001 03-5999-5002

木内　　　均　 きうち 　ひと 自民 （比）北陸信越 3508-7488 3508-3368 mangetsu@valley.ne.jp 木内　　　均　 385-0051 非公開 0267-63-2005

新潟4 info@kanekomegumi.net 新潟県三条市荒町2-22-3

熊本5 https://www.kaneko-yasushi.com/contact.html 熊本県八代市宮地町1918

秋田2 http://www.kaneda-k.com/iken/ 秋田県能代市中和1-16-2

静岡1 静岡県静岡市葵区七間町18-10

大阪府泉大津市北豊中町2-17-30　２Ｆ

埼玉7 info@kamiyama.ne.jp 埼玉県川越市仲町6-3
http://kamiyama-yosuke.com/html/access.html 神奈川県小田原市栄町3-8-11

広島6 https://secure.kamei-shizuka.net/opinion/index.php 広島県庄原市東本町2-25-11

福島1 福島県福島市野田町5-6-25

東京13 https://www.kamoshita.gr.jp/contact/ 東京都足立区中央本町4-1-18

広島3 k.kawai-hiro@enjoy.ne.jp 広島県広島市安佐南区安東2-1-22

三重1 i01359@shugiin.go.jp 三重県伊賀市上野車坂町821

info@kawano-masami.com 福岡県古賀市川原989-2

滋賀県大津市馬場3-13-28

山口3 info@tspark.net 山口県萩市今古萩町35

https://n-kan.jp/opinion 東京都武蔵野市中町1-2-9-302

福島県会津若松市東栄町5-19

http://www.kanda-kenji.jp/contact/ 愛知県名古屋市中村区松原町5-64-2

http://takatane.com/contact/ 東京都練馬区豊玉北6-13-3上野ビル３Ｆ

長野県佐久市中込2969-1


