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西村　智奈美　 にしむら 　 民主 （比）北陸信越 3508-76 3508-39 西村　智奈美 950-09 025-244-1 025-244-1183

西村　　康稔　 にしむら 自民 3508-71 3508-34 西村　　康稔　673-08 078-919-2 078-919-2322

西銘　恒三郎　 にし 自民 （比）九 3508-72 3508-32 西銘　恒三郎 901-11 098-888-5 098-888-5361

丹羽　　秀樹　 にわ 　ひでき 自民 3508-70 3508-38 丹羽　　秀樹　486-08 0568-87-6 0568-87-6211

丹羽　　雄哉　 にわ 　ゆうや 自民 3508-70 3508-38 丹羽　　雄哉　315-00 029-922-2 0299-22-2559

額賀　福志郎　 ぬかが 自民 3508-74 3592-04 額賀　福志郎 311-38 0299-72-1

根本　　　匠　 ねもと 　たく 自民 3508-73 3508-33 根本　　　匠　 963-80 024-932-6

根本　　幸典　 ねもと 　ゆ 自民 3508-77 3508-33 根本　　幸典　441-80 0532-35-0 0532-35-0265

野田　　聖子　 のだ 　せいこ 自民 3508-71 3591-21 野田　　聖子　500-84 058-276-2

野田　　　毅　 のだ 　たけし 自民 3508-74 3501-75 野田　　　毅　 860-08 096-328-3 096-328-1550

野田　　佳彦　 のだ 　よしひ 民主 3508-71 3508-34 野田　　佳彦　274-00 047-496-1 047-496-1222

野中　　　厚　 のなか 　あつ 自民 3508-70 3508-38 野中　　　厚　 347-00 0480-53-5 0480-53-5635

野間　　　健　 のま 　たけし 無 3508-71 3508-36 野間　　　健　 895-00 0996-22-1

萩生田　光一　 はぎうだ 自民 3508-71 3508-37 萩生田　光一 192-00 042-646-3 042-646-3051

橋本　　　岳　 はしもと 　が 自民 3508-70 3508-38 橋本　　　岳　 710-08 086-422-8 086-425-1823

橋本　　英教　 はしもと 自民 （比）東 3508-74 3508-38 橋本　　英教　021-00 0191-48-4 0191-48-4419

馳　　　　浩　 はせ 　ひろし 自民 3508-71 3508-36 馳　　　　浩　 920-82 076-239-1

畑野　　君枝　 はたの 　きみ 共産 （比 3508-71 3508-37 畑野　　君枝　221-08 045-324-6 045-324-6596

畠山　　和也　 はたやま 　 共産 （比 3508-75 - 畠山　　和也　065-00 011-750-6 011-750-6678

初鹿　　明博　 はつしか 維新 （比 3508-77 3508-32 初鹿　　明博　132-00 03-5836-3 03-5836-3154

鳩山　　邦夫　 はとやま 　 自民 3508-38 3580-80 鳩山　　邦夫　830-00 0942-39-2 0942-39-6611

葉梨　　康弘　 はなし 　や 自民 3508-72 3508-35 葉梨　　康弘　302-00 0297-74-1 0297-74-1852

馬場　　伸幸　 ばば 　のぶゆ 維新 3508-73 3508-33 馬場　　伸幸　593-83 072-274-0 072-274-0805

浜田　　靖一　 はまだ 　や 自民 3508-70 3508-76 浜田　　靖一　292-00 0438-23-5 0438-22-3911

浜地　　雅一　 はまち 　ま 公明 （比）九 3508-72 3508-32 浜地　　雅一　812-00 092-262-6 092-262-6617

濱村　　　進　 はまむら 　 公明 （比）近 3508-71 3508-34 濱村　　　進　 651-00 078-862-5001

新潟県新潟市中央区南万代町12-5　黒井ビル1F

兵庫9 兵庫県明石市鍛治屋町4-27

沖縄県島尻郡南風原町山川286-1-2F

愛知6 愛知県春日井市関田町2-149

茨城6 茨城県石岡市茨城3-14-3

茨城2 茨城県行方市麻生3287-32 0299-72-2691

福島2 福島県郡山市若葉町10-14

愛知15 愛知県豊橋市花中町63

岐阜1 岐阜県岐阜市加納新本町2-23

熊本2 熊本県熊本市南区江越1-22-18

千葉4 千葉県船橋市薬円台6-6-8-202

埼玉12 埼玉県加須市大越2194

鹿児島3 鹿児島県薩摩川内市御陵下町27-23 0996-20-5217

東京24 hagiuda@ko-1.jp 東京都八王子市明神町4-1-2　ストーク八王子205

岡山4 岡山県倉敷市吉岡552

岩手県一関市中央町2-35-3

石川1 石川県金沢市鞍月5-181　AUBEビル5F 076-239-1920　　　　

神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-10-16　斉藤ビル2F

北海道札幌市東区北十二条東2-3-2　日本共産党国会議員団北海道ブロック事務所

東京都江戸川区平井3-10-10　一興ビル

福岡6 福岡県久留米市通町1-1-2F

茨城3 茨城県取手市新町4-22-33

大阪17 大阪府堺市西区鳳南町5-711-5

千葉12 http://www.office-hamada.jp/ 千葉県木更津市新宿1-3-2F

https://www.facebook.com/hamachi.masakazu 福岡県福岡市博多区奈良屋町11-6NS　奈良屋ビル2F

兵庫県神戸市中央区磯辺通2-2-25-701
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林　　　幹雄　 はやし 　もと 自民 3508-71 3502-50 林　　　幹雄　 288-08 0479-24-9 0479-23-0514

原口　　一博　 はらぐち 民主 3508-72 3508-32 原口　　一博　849-09 0952-32-2 0952-32-2321

原田　　憲治　 はらだ 　けん 自民 3508-74 3508-39 info@haradakenji.com 原田　　憲治　562-00 072-721-5 072-722-5180

原田　　義昭　 はらだ 　よ 自民 3508-71 3508-36 原田　　義昭　818-00 092-928-8

伴野　　　豊　 ばんの 　ゆた 民主 （比）東 3508-70 3508-38 伴野　　　豊　 475-08 0569-25-1 0569-25-1881

比嘉　奈津美　 ひが 　なつみ 自民 （比）九 3508-72 3508-35 比嘉　奈津美 904-21 098-931-0 098-927-5167

樋口　　尚也　 ひぐち 　なお 公明 （比）近 3508-76 3508-32 樋口　　尚也　550-00 06-6532-8 06-6532-8876

平井　たくや　 ひらい 　たく 自民 3508-73 3508-33 平井　たくや　760-00 087-826-2

平口　　　洋　 ひらぐち 　 自民 3508-76 3508-32 平口　　　洋　 733-08 082-527-2 082-527-2101

平沢　　勝栄　 ひらさわ 自民 3508-72 3508-35 平沢　　勝栄　124-00 03-5670-1 03-5670-2122

平沼　　赳夫　 ひらぬま 　 次世代 3508-73 3502-50 平沼　　赳夫　708-08 0868-24-0

平野　　博文　 ひらの 　ひ 民主 （比）近 3508-71 3508-30 平野　　博文　573-00 072-841-2 072-844-6502

福井　　　照　 ふくい 　てる 自民 （比）四 3508-75 3519-77 福井　　　照　 780-08 088-820-7 nasi

福島　　伸享　 ふくしま 民主 （比 3508-74 3508-39 福島　　伸享　310-08 029-302-8 029-302-8896

福田　　昭夫　 ふくだ 　あき 民主 3508-72 3508-37 福田　　昭夫　321-23 0288-21-4 0288-22-1535

福田　　達夫　 ふくだ 　たつ 自民 3508-71 3508-36 福田　　達夫　370-00 027-365-1

ふくだ　峰之　 ふくだ 　み 自民 （比 3508-79 3508-35 ふくだ　峰之　226-00 045-931-6 045-931-6677

福山　　　守　 ふくやま 　 自民 （比）四 3508-77 3508-33 福山　　　守　 770-80 088-669-0 088-669-3257

藤井　比早之　 ふじい 　ひ 自民 3508-71 3508-36 藤井　比早之 651-21 078-978-1 078-978-1395

藤野　　保史　 ふじの 　や 共産 （比）北陸信越 3508-71 3508-34 藤野　　保史　380-09 026-227-3 026-227-1264

藤丸　　　敏　 ふじまる 　 自民 3508-74 3597-04 藤丸　　　敏　 836-08 0944-57-6 0944-52-2010

藤原　　　崇　 ふじわら 　 自民 （比）東 3508-72 3508-37 藤原　　　崇　 024-00 0197-72-6 0197-72-6057

船田　　　元　 ふなだ 　はじ 自民 3508-71 3508-37 船田　　　元　 320-00 028-666-8 028-666-8736

古川　　元久　 ふるかわ 民主 3508-70 3597-27 古川　　元久　464-00 052-733-8

古川　　　康　 ふるかわ 　 自民 3508-74 3508-38 古川　　　康　 847-00 0955-74-7 0955-74-7897

古川　　禎久　 ふるかわ 自民 3508-76 3506-25 古川　　禎久　885-00 0986-47-1 0986-36-4005

千葉10 千葉県銚子市清川町4-1043

佐賀1 佐賀県佐賀市高木瀬東2-5-41

大阪9 大阪府箕面市西小路5-4-2　オフィスワイビル2F

福岡5 福岡県筑紫野市石崎1-6-5

愛知県半田市青山2-19-8　アンビシャス青山1F

沖縄県沖縄市高原7-23-2-104

大阪府大阪市西区立売堀2-5-41　合田ビル701

香川1 香川県高松市古新町4-3

広島2 広島県広島市西区己斐本町2-6-20

東京17 http://hirasawa.net/contact/ 東京都葛飾区立石8-6-1-102

岡山3 岡山県津山市大田81-11

大阪府枚方市大垣内町2-7-16　小北ビル2F

高知県高知市升形2-15　升形ビル2F

茨城県水戸市白梅1-7-21　都市環境開発ビル2F

栃木2 akio417@rose.plala.or.jp 栃木県日光市森友739-1

群馬4 群馬県高崎市緑町3-6-3

Info-f@fukudamineyuki 神奈川県横浜市緑区三保町1727-6

徳島県徳島市八万町大野123-1

兵庫4 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和1060-5

長野県長野市若里1-12-7　日本共産党衆議院比例北陸信越ブロック事務所

福岡7 福岡県大牟田市有明町2-1-16　ウドノビル2F

岩手県北上市新穀町1-6-4

栃木1 栃木県宇都宮市一の沢1-2-6

愛知2 愛知県名古屋市千種区内山3-8-16　トキワビル2F

佐賀2 佐賀県唐津市呉服町1790

宮崎3 宮崎県都城市吉尾町811-7
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古田　　圭一　 ふるた 　け 自民 （比）中 3508-72 3508-35 古田　　圭一　750-03 083-287-1

古本　伸一郎　 ふるもと 　しんいちろう 民主 3508-72 3502-50 古本　伸一郎 471-00 0565-31-2 nasi

古屋　　圭司　 ふるや 　けい 自民 3508-74 3592-90 古屋　　圭司　509-72 0573-25-7 0573-25-6676

古屋　　範子　 ふるや 　のり 公明 （比 3508-76 3508-32 古屋　　範子　238-00 046-828-4

星野　　剛士　 ほしの 　つよ 自民 3508-74 3508-38 星野　　剛士　251-00 0466-23-6 0466-23-6339

細田　　健一　 ほそだ 　け 自民 3508-72 3508-37 細田　　健一　945-00 0257-32-3 0257-32-3858

細田　　博之　 ほそだ 　ひ 自民 3508-74 3503-75 細田　　博之　690-08 0852-21-6

細野　　豪志　 ほその 　ごう 民主 3508-71 3508-34 細野　　豪志　411-08 055-991-1 055-991-1270

堀井　　　学　 ほりい 　まな 自民 3508-71 3508-34 堀井　　　学　 059-00 0143-88-2 0143-88-2812

堀内　　照文　 ほりうち 共産 （比）近 3508-74 3508-32 堀内　　照文　652-08 078-577-6 06-6764-9115

堀内　　詔子　 ほりうち 　 自民 （比 3508-74 3508-33 堀内　　詔子　403-00 0555-23-7

前川　　　恵　 まえかわ 　 自民 （比 3508-70 3508-38 info@megstyle.com 前川　　　恵　 

前田　　一男　 まえだ 　かず 自民 （比 3508-74 3508-32 maekazu@maedakazuo前田　　一男　041-08 0138-34-2 0138-34-2404

前原　　誠司　 まえはら 　 民主 3508-71 3592-66 前原　　誠司　606-80 075-723-2 nasi

牧　　　義夫　 まき 　よしお 維新 （比）東 3508-76 3508-32 牧　　　義夫　 456-00 052-681-0 052-681-0441

牧島　かれん　 まきしま 　 自民 3508-70 3508-38 牧島　かれん　250-08 0465-38-3 0465-38-4400

牧原　　秀樹　 まきはら 　 自民 （比 3508-72 3508-35 office@hmacky.net 牧原　　秀樹　338-00 048-854-0 048-858-2635

真島　　省三　 まじま 共産 （比）九 3508-7901 3508-3409 真島　　省三　 810-0022 092-526-1933 092-526-1802

升田　世喜男　 ますた 　せき 維新 （比）東 3508-7602 3508-3982 升田　世喜男　 030-0843 017-721-3799 017-775-2377

桝屋　　敬悟　 ますや 　けい 公明 （比）中 3508-7153 3508-3703 m0403@ymg.urban.ne.jp 桝屋　　敬悟　 753-0821 083-932-2824

松木けんこう　 まつき 　け 維新 （比 3508-7306 3508-3011 松木けんこう　 001-0036 011-738-8070 011-272-8110

松島　みどり　 まつしま 　 自民 3508-7065 3508-3845 松島　みどり　 131-0045 03-5610-5566

松田　　直久　 まつだ 　な 維新 （比）東 3508-7244 3508-3514 松田　　直久　 514-0027 059-246-7737 059-228-8220

松浪　　健太　 まつなみ 　 維新 （比）近 3508-7266 3508-3536 hppt://www.kentakenta. 松浪　　健太　 569-0804 072-685-7188 072-685-7189

松野　　博一　 まつの 　ひ 自民 3508-7329 3508-3329 松野　　博一　 290-0072 0436-23-9060 0436-23-9061

松野　　頼久　 まつの 　よ 維新 （比）九 3508-7040 3508-8989 松野　　頼久　 860-0863 096-345-7788 096-344-4801

山口県下関市菊川町大字日新213

愛知11 愛知県豊田市桜町2-15-1

岐阜5 岐阜県恵那市長島町正家1-1-25

神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2　サクマ横須賀ビル503

神奈川12 神奈川県藤沢市藤沢973　相模プラザ第三ビル1F

新潟2 新潟県柏崎市田塚1-1-28-2F

島根1 h-hosoda@h-hosoda.jp 島根県松江市堂形町881　細田会館

静岡5 https://t-stars.com/contact/ 静岡県三島市西本町4-6　コーア三島ビル2F

北海道9 北海道登別市中央町5-14-1

兵庫県神戸市兵庫区新開地3-4-20　日本共産党兵庫県委員会

山梨県富士吉田市下吉田5-26-10 0555-23-7879

北海道函館市美原3-6-16　近江ビル

京都2 京都府京都市左京区山端壱町田町8-46

愛知県名古屋市熱田区神宮2-9-12

神奈川17 contact@makishimakar 神奈川県小田原市成田178-1

埼玉県さいたま市中央区上落合2-1-24　三殖ビル5F

福岡県福岡市中央区薬院3-13-12　大場ビル3F

http://www.masuta-sekio.com/ 青森県青森市浜田字玉川187-4

山口県山口市葵1-3-23

http://www.kenko-matsuki.jp/ 北海道札幌市北区北三十六条西4-2-5　第二泊ビル1F

東京14 http://www.matsushima-midori.jp/ 東京都墨田区押上1-24-2　川新ビル2F

info@n-matsuda.jp 三重県津市大門6-1

大阪府高槻市紺屋町11-1　FKビル2F

千葉3 http://www.hiro-matsuno.net/ 千葉県市原市西国分寺台1-16-16

http://www.matsuno-yorihisa.com/ 熊本県熊本市中央区坪井4-7-5
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松原　　　仁　 まつばら 　じ 民主 （比 3508-7452 3580-7336 松原　　　仁　 140-0011 03-5783-2511

松本　　　純　 まつもと 　 自民 3508-7705 3508-3455 松本　　　純　 231-0064 045-241-7800 045-253-0585

松本　　剛明　 まつもと 民主 3508-7214 3508-3214 松本　　剛明　 670-0972 079-282-5516 079-282-5517

松本　　文明　 まつもと 自民 （比 3508-7330 3508-3330 松本　　文明　 164-0012 03-3229-2300 03-3229-2323

松本　　洋平　 まつもと 自民 3508-7133 3508-3433 yohei1973ps@yahoo.co.j 松本　　洋平　 187-0003 042-461-6644 042-461-6643

馬淵　　澄夫　 まぶち 　すみ 民主 3508-7137 3506-3572 馬淵　　澄夫　 631-0036 0742-40-5531

真山　　祐一　 まやま 　ゆ 公明 （比）東 3508-7505 3508-3935 真山　　祐一　 963-8016 024-925-3448

丸山　　穂高　 まるやま 　 維新 3508-7019 3508-3819 丸山　　穂高　 598-0007 072-486-0300 072-486-0301

三ッ林　裕巳　 みつばや 自民 3508-7416 3508-3896 http://mitsubay.com/ 三ッ林　裕巳　 340-0161 0480-42-3535 0480-43-3535

三ッ矢　憲生　 みつや 　のり 自民 3508-7144 3508-5210 h07276@shugiin.go.jp 三ッ矢　憲生　 516-0008 0596-21-0328 0596-21-1328

水戸　　将史　 みと 　まさし 維新 （比 3508-7027 3508-3827 水戸　　将史　 245-0008 045-814-3001 045-814-3007

御法川　信英　 みの 自民 3508-7167 3508-3717 御法川　信英　 014-0046 0187-63-5835 0187-63-5846

三原　　朝彦　 みはら 　あ 自民 3508-7298 3508-3508 三原　　朝彦　 806-0021 093-621-1030 093-642-1095

宮内　　秀樹　 みやうち 　 自民 3508-7174 3508-3604 宮内　　秀樹　 811-3101 092-410-5106 092-410-5108

宮川　　典子　 みやがわ 　 自民 （比 3508-7519 3508-3949 宮川　　典子　 400-0047 055-223-0222 055-223-0224

宮腰　　光寛　 みやこし 自民 3508-7061 5251-0866 宮腰　　光寛　 937-0801 0765-23-6150 0765-23-6151

宮崎　　謙介　 みやざき 自民 3508-7228 3508-3228 info@kensuke.me 宮崎　　謙介　 612-8083 075-644-8800 075-644-1888

宮崎　　岳志　 みやざき 　 民主 （比 3508-7250 3508-3520 miyatake@gunma.email.n 宮崎　　岳志　 371-0014 027-212-6588 027-212-6590

宮崎　　政久　 みやざき 自民 （比）九 3508-7165 3508-3715 宮崎　　政久　 901-2104 098-876-3839 098-988-3844

宮澤　　博行　 みやざわ 自民 3508-7135 3508-3435 宮澤　　博行　 438-0086 0538-30-7701 0538-30-7702

宮路　　拓馬　 みやじ 　たく 自民 （比）九 3508-7206 3508-3206 staff.miyaji.takuma@gm 宮路　　拓馬　 899-2501 099-272-3190 099-272-2950

宮下　　一郎　 みやした 自民 3508-7903 3508-3643 宮下　　一郎　 396-0006 0265-78-2828 0265-78-2893

宮本　　岳志　 みやもと 　 共産 （比）近 3508-7194 3508-3624 宮本　　岳志　 540-0004 06-6764-9111 06-6975-9115

宮本　　　徹　 みやもと 　 共産 （比 3508-7508 3508-3938 宮本　　　徹　 151-0053 03-5304-5639 03-3320-3374

務台　　俊介　 むたい 自民 3508-7334 3508-3334 務台　　俊介　 390-0863 0263-33-0518 0263-33-0519

武藤　　貴也　 むとう 　たか 自民 3508-7126 3508-3419 office@mutou-takaya.co 武藤　　貴也　 523-0021 0748-38-0610 0748-65-6612

http://www.jin-m.com/ 東京都品川区東大井5-17-4　高山ビル402

神奈川1 http://www.jun.or.jp 神奈川県横浜市中区野毛町2-65

兵庫11 http://www.m-takeaki.jp/ 兵庫県姫路市手柄1-124

http://www.f-matsumoto.net/ 東京都中野区本町4-48-17　新中野駅上プラザ604

東京19 東京都小平市花小金井南町2-17-4

奈良1 奈良県奈良市学園北1-11-10　森田ビル6F

福島県郡山市豊田町5-15　豊田第1ビル1F

大阪19 http://www.h-maruyama.jp/ 大阪府泉佐野市上町3-10-15-3F

埼玉14 埼玉県幸手市千塚490

三重5 三重県伊勢市船江3-15-8

http://www.3.to/kickoff 神奈川県横浜市泉区弥生台26-6

秋田3 http://minorikawa.jp/ 秋田県大曲市田町20-38

福岡9 http://www.mihara.gr.jp/ 福岡県北九州市八幡西区黒崎5-1-3

福岡4 http://miyauchihideki.jp/ 福岡県古賀市天神4-8-5

http://miyagawanoriko.net/ 山梨県甲府市徳行1-17-32　AYAビル1F

富山2 http://www.mituhiro.com/ 富山県魚津市新金屋1-12-38　IJCビル3F

京都3 京都府京都市伏見区京町10-1117-2

群馬県前橋市朝日町4-18-21

http://www.miyazakirin.com/ 沖縄県浦添市当山3-2-2

静岡3 office@miyazawa-hiroyuki.jp 静岡県磐田市見付5738-13

鹿児島県日置郡伊集院町下谷口1999-5　ライズビル

長野5 http://www.m-ichiro.jp/ 長野県伊那市上牧6610-1

http://miyamoto-net.net/ 大阪府大阪市中央区玉造2-15-7　USビル2F

http://www.ocn.ne.jp~miyamoto/ 東京都渋谷区代々木1-44-11-1F

長野2 http://mutai-shunsuke.jp/ 長野県松本市白板2-3-30　大永第三ビル101

滋賀4 滋賀県近江八幡市長福寺町325-4
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武藤　　容治　 むとう 　よう 自民 3508-7482 3508-3362 武藤　　容治　 504-0909 058-389-2711 058-389-9301

宗清　　皇一　 むねきよ 自民 3508-7205 3508-3205 宗清　　皇一　 577-0841 06-6726-0090 06-6726-0091

村井　　英樹　 むらい 　ひで 自民 3508-7467 3508-3297 村井　　英樹　 330-0061 048-711-3241 048-711-3242

村岡　　敏英　 むらおか 維新 （比）東 3508-7389 3508-3509 村岡　　敏英　 015-0875 0184-22-8430 0184-22-8151

村上　誠一郎　 むらかみ 　せいいちろう 自民 3508-7291 3502-5172 村上　誠一郎　 794-0026 0898-31-2600 0898-32-2391

望月　　義夫　 もちづき 　 自民 3508-7709 3508-3243 http:www.m-yoshio.com 望月　　義夫　 424-0806 054-364-3471 054-367-4769

茂木　　敏充　 もてぎ 　と 自民 3508-7639 3508-3269 茂木　　敏充　 326-0053 0284-43-3050 0284-43-3060

本村　賢太郎　 もと 民主 （比 3508-7176 3508-3606 本村　賢太郎　 252-0203 042-768-9055 042-768-9066

本村　　伸子　 もとむら 　 共産 （比）東 3508-7280 3508-3730 本村　　伸子　 460-0007 052-264-0833 052-264-0850

森　　　英介　 もり 　えいす 自民 3508-7162 3592-9036 森　　　英介　 297-0016 0475-26-0200 0475-26-0201

森山　　　裕　 もりやま 　 自民 3508-7164 3508-3714 g08204@shugiin.go.jp 森山　　　裕　 893-0008 0994-31-1035 0994-31-1036

盛山　　正仁　 もりやま 自民 （比）近 3508-7380 3508-3629 盛山　　正仁　 650-0001 078-231-5888 078-231-5887

八木　　哲也　 やぎ 　てつや 自民 （比）東 3508-7236 3508-3236 yagi@yagi-tetsuya.net 八木　　哲也　 471-0868 0565-32-0048

保岡　　興治　 やすおか 自民 3508-7090 3508-3870 yasuoka@po.synapse.ne.j 保岡　　興治　 890-0052 099-263-8666 099-263-8680

簗　　　和生　 やな 　かずお 自民 3508-7186 3508-3616 簗　　　和生　 324-0042 0287-22-8706 0287-22-8708

山尾　志桜里　 やまお 　しお 民主 3508-7485 3508-3365 山尾　志桜里　 488-0003 0561-55-0800 0561-55-0801

山際　大志郎　 やま 自民 3508-7477 3508-3357 山際　大志郎　 213-0001 044-850-8884 044-822-5552

山口　　俊一　 やま 自民 3508-7054 3503-2138 山口　　俊一　 770-0042 088-624-8451 088-624-8452

山口　　泰明　 やまぐち 自民 3508-7430 3508-3910 山口　　泰明　 350-0027 049-282-3773 049-282-3824

山口　　　壯　 やまぐち 　 無 3508-7521 3508-3951 mail@mission21.gr.jp 山口　　　壯　 678-0005 0791-23-6122 0791-23-6145

山下　　貴司　 やました 　 自民 3508-7057 3508-3857 info@yamashita-takashi. 山下　　貴司　 703-8256 086-271-2800 086-271-2807

山田　　賢司　 やまだ 　けん 自民 3508-7908 3508-3957 山田　　賢司　 662-0978 0798-22-0340 0798-22-0341

山田　　美樹　 やまだ 　みき 自民 3508-7037 3508-3837 山田　　美樹　

山井　　和則　 やまのい 民主 3508-7240 3508-8882 山井　　和則　 610-0101 0774-54-0703 0774-54-0705

山本　　公一　 やまもと 自民 3508-7453 3502-5056 山本　　公一　 798-0040 0895-25-8113

山本　　幸三　 やまもと 自民 3508-7085 3501-9303 yamamoto-office@ 山本　　幸三　 803-0814 093-562-7070 093-562-7071

岐阜3 http://www.mutou-youji.jp/ 岐阜県各務原市那加信長町1-91

大阪13 http://www.hct.zaq.ne.jp/munekiyo/ 大阪府東大阪市足代1-14-21　布施丸センター305

埼玉1 http://www.muraihideki.com/ 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-27-9

http://www.muraokatoshihide.jp/ 秋田県由利本荘市砂子下113-9

愛媛2 http://sei-murakami.jp/ 愛媛県今治市別宮町2-4-20

静岡4 静岡県静岡市清水区辻1-9-3

栃木5 http://www.motegi.gr.jp/ 栃木県足利市伊勢町4-14-6

http://kentarou_motomura/ 神奈川県相模原市中央区東淵野辺4-15-1　相模原綜合卸売市場E-7

http://motomura.jcp-aichi.jp/ 愛知県名古屋市中区新栄3-12-25

千葉11 http://www.morieisuke.com/ 千葉県茂原市木崎284-10

鹿児島5 鹿児島県鹿屋市西大手町9-10

http://www.moriyama-hashiru.jp/ 兵庫県神戸市中央区加納町2-4-10　水木ビル601

愛知県豊田市神田町1-5-9

鹿児島1 鹿児島県鹿児島市上之園町20-26　都喜和ビル2F

栃木3 http://www.yanakazuo.jp/ 栃木県大田原市末広2-3-17

愛知7 http://www.yamaoshiori.jp/ 愛知県尾張旭市東大久手町1-4-10

神奈川18 info.yamagiwadaishiro@gmail.com 神奈川県川崎市高津区溝口2-14-12　リバーハイム303

徳島2 http://www.yamashun.jp/ 徳島県徳島市蔵本町3-8

埼玉10 http://www.taimei.tv/ 埼玉県坂戸市仲町12-10

兵庫12 兵庫県相生市大石町19-10　西本ビル2F

岡山2 岡山県岡山市中区浜368-3

兵庫7 http://yamada-kenji.com/ 兵庫県西宮市産所町4-8　村井ビル205

東京1 http://miki-yamada.com/

京都6 tokyo@yamanoi.net 京都府城陽市茶屋裏平川58-1

愛媛4 http://miki-yamada.com/ 愛媛県宇和島市中央町2-3-30

福岡10 福岡県北九州市小倉北区大手町7-38　大手町ビル101
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山本　　　拓　 やまもと 　た 自民 （比）北陸信越 3508-7282 3507-8727 takunetwork@yamamoto 山本　　　拓　 916-0053 0778-51-8834 0778-51-8988

山本ともひろ　 やまもと 自民 （比 3508-7193 3508-3623 山本ともひろ　 247-0056 0467-39-6933 0467-39-6943

山本　　有二　 やまもと 　 自民 3508-7232 3592-9069 山本　　有二　 785-0036 0889-42-0505 0889-42-6016

柚木　　道義　 ゆのき 　み 民主 （比）中 3508-7301 3508-3301 yunoki@yuzu.jp 柚木　　道義　 710-0833 086-430-2355 086-430-2266

横路　　孝弘　 よこみち 民主 3508-7516 3508-3946 webmaster@yokomichi. 横路　　孝弘　 060-0042 011-233-2331 011-233-2337

横山　　博幸　 よこやま 維新 （比）四 3508-7287 - 横山　　博幸　 790-0951 089-907-7200 089-907-7201

義家　　弘介　 よしいえ 自民 （比 3508-7241 3508-3511 義家　　弘介　 243-0014 046-226-8585 046-226-9009

吉川　　貴盛　 よしかわ 自民 3508-7451 3508-3281 吉川　　貴盛　 001-0045 011-728-3880 011-728-3885

吉川　　　元　 よしかわ 　 社民 （比）九 3508-7056 3508-3856 吉川　　　元　 875-0041 0972-64-0370 0972-64-6077

吉田　　豊史　 よしだ 　と 維新 （比）北陸信越 3508-7029 3508-3829 吉田　　豊史　 930-0975 076-495-8823 076-425-1753

吉田　　宣弘　 よしだ 　の 公明 （比）九 3508-7008 3508-3808 吉田　　宣弘　 812-0011 092-472-3864

吉野　　正芳　 よしの 　ま 自民 3508-7143 3595-4546 吉野　　正芳　 970-8026 0246-21-4747 0246-21-4752

吉村　　洋文　 よしむら 維新 （比）近 3508-7030 3508-3830 吉村　　洋文　 530-0041 06-6356-7360 06-6356-7361

笠　　　浩史　 りゅう 　ひ 民主 3508-3420 3508-7120 笠　　　浩史　 214-0014 044-900-1800 044-900-1011

若狭　　　勝　 わかさ 　まさ 自民 （比 3508-7124 3508-3424 info@wakasamasaru.jp 若狭　　　勝　 

若宮　　健嗣　 わかみや 　 自民 3508-7509 3508-3939 若宮　　健嗣　 152-0023 03-5726-5060 03-5726-5061

鷲尾　英一郎　 わし 民主 （比）北陸信越 3508-7650 3508-3062 鷲尾　英一郎　 959-1261 0256-61-0901 0256-61-0902

渡辺　　孝一　 わたなべ 自民 （比 3508-7401 3508-3881 渡辺　　孝一　 068-0004 0126-25-1188 0126-38-4015

渡辺　　　周　 わたなべ 　 民主 3508-7077 3508-3767 渡辺　　　周　 410-0888 055-951-1949 055-951-5209

渡辺　　博道　 わたなべ 自民 3508-7387 3508-3701 渡辺　　博道　 270-2241 047-369-2929 047-369-3939

福井県鯖江市日の出町2-1　鯖江駅前ビル2F

http://www.yamamoto-tomohiro.com/ 神奈川県鎌倉市大船1-6-6　大久保ビル3F

高知2 http://yamamotoyuji.com/ 高知県須崎市緑町4-54

岡山県倉敷市西中新田548

北海道1 北海道札幌市中央区大通西5丁目　昭和ビル9F

http://shimin-net.com/ 愛媛県松山市天山3-13-15

http://www.yoshiie-hiroyuki.com/ 神奈川県厚木市旭町1-15-17

北海道2 http://tyoshikawa.com/ 北海道札幌市北区麻生町9-1-8

http://www.e-oita.jp/genyuukai/ 大分県臼杵市臼杵195

http://toyo23.net/ 富山県富山市西長江3-1-14

http://komei-kyusyu.net/yoshida/ 福岡県福岡市博多区博多駅前4-36-31

福島5 http://www.myoshino.com/ 福島県いわき市平尼子町2-26　NKビル

http://yoshimura-hirofumi.com/ 大阪府大阪市北区天神橋4-9-8

神奈川9 http://ryu-h.net/ 神奈川県川崎市多摩区登戸1644-1　新川ガーデンビル1F

東京5 http://www.k-wakamiya.com/ 東京都目黒区八雲1-3-4

http://www.washio-e.jp/ 新潟県燕市秋葉町4-12-20

http://watanabekoichi.jp/ 北海道岩見沢市四条東1-7-1　北商四・一ビル1F

静岡6 http://www.watanabesyu.org/ 静岡県沼津市末広町54

千葉6 http://www.hiromichi21.com/ 千葉県松戸市松戸新田592


