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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℡

城内　　　実　 きうち 　みの 自民 3508-7441 3508-3921 https://www.m-kiuchi.co城内　　　実　 862-0954 053-430-5789 053-430-5756

黄川田　　徹　 きかわだ 　 民主 3508-7520 5251-3683 http://www.kikawada.com黄川田　　徹　 021-0882 0191-21-1820 0191-48-3214

黄川田　仁志　 きかわだ 　 自民 3508-7123 3508-3423 https://www.security-sv黄川田　仁志　 340-0052 048-933-0591 048-933-0597

菊田　真紀子　 きくた 　まき 民主 （比）北陸信越 3508-7524 3508-3954 http://www.kikuta-makik菊田　真紀子　 955-0081 0256-35-6066 0256-35-6063

岸　　　信夫　 きし 　のぶお 自民 3508-7237 3508-3237 contact@kishi-jpn.com 岸　　　信夫　 742-1511 0820-52-2003 0820-52-2001

岸田　　文雄　 きしだ 　ふみ 自民 3508-7279 3591-3118 f-kishida@kishida.gr.jp 岸田　　文雄　 730-0013 082-228-2411 082-223-7161

岸本　　周平　 きし 民主 3508-7701 3508-3451 info@shuhei-k.jp 岸本　　周平　 640-8128 073-402-1234 073-402-1239

北側　　一雄　 きたがわ 　 公明 3508-7263 3508-3533 http://www.kitagawa-sak北側　　一雄　 590-0957 072-221-2706 072-221-3001

北川　　知克　 きたがわ 自民 3508-7292 3508-3502 office@k-tomokatsu.com北川　　知克　 572-0832 072-811-3880 072-811-0203

北村　　茂男　 きたむら 　 自民 3508-7160 3508-3710 北村　　茂男　 926-0031 0767-52-5565 0767-52-5564

北村　　誠吾　 きたむら 　 自民 3508-7627 3508-3257 北村　　誠吾　 857-0863 0956-25-3113 0956-25-6223

木下　　智彦　 きのした 維新 （比）近 3508-7270 3508-3540 kinoshita.tomohiko@gmai木下　　智彦　 560-0021 06-6857-1125 06-6857-1126

木原　　誠二　 きはら 　せい 自民 3508-7169 3508-3719 木原　　誠二　 189-0013 042-392-4105 042-392-4106

木原　　　稔　 きはら 　みの 自民 3508-7450 3508-3970 http://kiharaminoru.jp/m木原　　　稔　 862-0954 096-285-6319 096-285-6329

木村　　太郎　 きむら 　たろ 自民 3508-7407 3597-2700 https://www.taro-k.jp/m木村　　太郎　 036-8191 0172-36-8332 0172-33-6224

木村　　弥生　 きむら 　やよ 自民 （比 3508-7340 3597-3340 木村　　弥生　 100-8981

吉良　　州司　 きら 　しゅう 民主 3508-7412 3508-3892 kirakira@kuh.biglobe.ne.jp吉良　　州司　 870-0820 097-545-7777 097-545-7760

工藤　　彰三　 くどう 自民 3508-7018 3508-3818 工藤　　彰三　 456-0052 052-65-9591 052-653-6519

國重　　　徹　 くにしげ 　 公明 3508-7405 3508-3885 國重　　　徹　 532-0023 06-6885-6000 06-6885-6001

熊田　　裕通　 くまだ 　ひ 自民 3508-7513 - 熊田　　裕通　 451-0061 052-521-1144 052-521-1956

黒岩　　宇洋　 くろいわ 民主 3508-7493 3508-3320 黒岩　　宇洋　 957-0053 0254-21-0700 0254-21-0707

玄葉　光一郎　 げん 民主 3508-7252 3591-2635 玄葉　光一郎　 962-0832 0248-72-7990 0248-75-1151

小池　百合子　 こいけ 　ゆり 自民 3508-7710 3503-6775 小池　百合子　 171-0022 03-5957-7720 03-5957-7725

小泉　進次郎　 こい 自民 3508-7327 - 小泉　進次郎　 238-0004 046-822-6600 046-825-5666

小泉　　龍司　 こいずみ 無 3508-7121 3508-3351 小泉　　龍司　 366-0051 048-575-3030 048-575-3031

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

静岡7 静岡県浜松市北区初生町691-1

岩手3 岩手県一関市上大槻街5-38

埼玉3 埼玉県草加市金明町1-1　中野マンション102

新潟県三条市東裏館1-13-16

山口2 山口県熊毛郡田布施町下田布施3391

広島1 広島県広島市中区八丁堀6-3　和光八丁堀ビル

和歌山1 和歌山県和歌山市広瀬中ノ丁2-98

大阪16 大阪府堺市堺区中之町西1-1-10　堀ビル2Ｆ

大阪12 大阪府寝屋川市本町16-1　かわちビル４Ｆ

石川3 石川県七尾市古府町へ部12番地

長崎4 長崎県佐世保市三浦町1-23

大阪府豊中市本町1-5-8　高山第一ビル３Ｆ

東京20 kihara@kiharaseiji.com 東京都東村山市栄町2-22-13　松岡ビル２Ｆ

熊本1 熊本県熊本市中央区神水1-15-40

青森4 青森県弘前市親方町43　３Ｆ

info@kango-renmei.gr.jp（ 03-3407-3627（日本看護連盟）

大分1 大分県大分市西大道2-4-2　１Ｆ

愛知4 愛知県名古屋市熱田区二番2-2-24

大阪5 大阪府大阪市淀川区十三東1-17-19　ファルコンビル５Ｆ

愛知1 愛知県名古屋市西区浄心1-1-41　浄心ステーションビル北館102

新潟3 新潟県新発田市中央町2-4-21

福島3 福島県須賀川市本町3-2

東京10 東京都豊島区南池袋2-12-8　岡芹ビル５Ｆ

神奈川11 神奈川県横須賀市小川町13　宇野ビル３Ｆ

埼玉11 埼玉県深谷市上柴町東3-17-19



衆議院議員名簿 20150701

2



衆議院議員名簿 20150701

3

櫻田　　義孝　 さくらだ 自民 3508-73 3508-35 櫻田　　義孝　277-08 04-7132-0 04-7132-6456

笹川　　博義　 ささがわ 自民 3508-73 3508-33 笹川　　博義　373-08 0276-46-7 0276-55-6245

佐々木　隆博　 ささき 　た 民主 3508-7260 3508-3530 http://www.sasaki-taka 佐々木　隆博　 070-0031 0166-24-3131 0166-23-9408

佐々木　　紀　 ささき 　はじ 自民 3508-7059 6273-3012 info@sasaki-hajime.jp 佐々木　　紀　 923-0926 0761-21-1181 0761-21-1172

佐田　玄一郎　 さた 　 自民 3508-7001 3593-7277 佐田　玄一郎　 371-0018 027-232-6655 027-232-6713

左藤　　　章　 さとう 　あき 自民 3508-7511 3508-3941 左藤　　　章　 545-0052 06-6621-0045 06-6624-0777

佐藤　　茂樹　 さとう 　しげ 公明 3508-7200 3508-3510 佐藤　　茂樹　 557-0041 06-6653-3630 06-6653-3650

佐藤　　　勉　 さとう 　つと 自民 3508-7408 3597-2740 http://www.satoben.jp/ 佐藤　　　勉　 321-0225 0282-83-0001

佐藤　　英道　 さとう 　ひ 公明 （比 3508-7457 3508-3287 http://www.kmplan. 佐藤　　英道　 060-0001 011-688-5450

佐藤　ゆかり　 さとう 　ゆか 自民 3508-7625 3508-3255 佐藤　ゆかり　 573-0027 072-843-7211 072-843-7221

志位　　和夫　 しい 　かずお 共産 （比）南関東　　 3508-72 3508-37 志位　　和夫　221-08 045-324-6 045-324-6596

塩川　　鉄也　 しおかわ 　 共産 （比 3508-75 3508-39 塩川　　鉄也　330-08 048-649-0 048-642-2793

塩崎　　恭久　 しおざき 自民 3508-71 3508-36 塩崎　　恭久　790-00 089-941-4 089-941-4894

塩谷　　　立　 しおのや 　 自民 3508-76 3508-32 shionoya_ryu@yahoo.co塩谷　　　立　 430-09 053-455-3 053-455-3712

重徳　　和彦　 しげとく 維新 3508-79 3508-32 重徳　　和彦　444-08 0564-51-1 0564-51-1198

階　　　　猛　 しな 　たけし 民主 3508-70 3508-38 info@shina.jp 階　　　　猛　 020-00 019-654-7 019-625-9415

篠原　　　豪　 しのはら 　ご 維新 （比 3508-71 3508-34 篠原　　　豪　 235-00 045-349-7 045-349-9180

篠原　　　孝　 しのはら 　 民主 3508-72 3508-35 篠原　　　孝　 380-09 026-229-5 026-229-5727

柴山　　昌彦　 しばやま 自民 3508-76 3508-77 info@shibamasa.net 柴山　　昌彦　359-11 04-2924-5 04-2924-5335

島田　　佳和　 しまだ 　よ 自民 （比）東 3508-76 3508-39 info@y-shimada.jp 島田　　佳和　513-08 059-367-0 059-367-0340

島津　　幸広　 しまづ 　ゆ 共産 （比）東 3508-72 3508-35 島津　　幸広　460-00 052-262-0 052-264-0850

清水　　忠史　 しみず 　ただ 共産 （比）近 3508-75 3508-39 清水　　忠史　540-00 06-6764-9 06-6341-3208

下地　　幹郎　 しもじ 　みき 維新 （比）九 3508-71 3508-34 g15592@shugiin.go.jp 下地　　幹郎　900-00 098-866-7 098-866-7603

下村　　博文　 しもむら 自民 3508-70 3597-27 下村　　博文　173-00 03-5995-4

白石　　　徹　 しらいし 　 自民 3508-71 3508-34 kouenkai@shiraishi.gr.jp 白石　　　徹　 792-00 0897-65-3 0897-65-3752

白須賀　貴樹　 しらすか 　 自民 3508-74 3508-39 白須賀　貴樹 270-13 0476-49-4 0476-49-4160

千葉8 千葉県柏市正連寺374

群馬3 群馬県太田市小舞木町270-1

北海道6 旭川市1条通4丁目右6号

石川2 石川県小松市龍助町47-4

群馬1 http://www.sata-genichiro.jp/ 前橋市三俣町1-29-11

大阪2 http://www.akira310.com/ 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-5-11

大阪3 http://www.sato・shigeki.com/ 大阪府大阪市西成区岸里3-1-29

栃木4 栃木県下都賀郡壬生町本丸2-15-20

北海道札幌市中央区北一条西19丁目緒方ビル4階

大阪11 info-sy@satoyukari.jp 大阪府枚方市大垣内町2-8-8マイティビル1-A

神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-10-16斉藤ビル2階

埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-171-1日本共産党北関東ブロック事務所

愛媛1 shiozaki@y-shiozaki.or 愛媛県松山市三番町4-7-19

静岡8 静岡県浜松市中区板屋町605

愛知12 愛知県岡崎市上六名3-13-13浅井ビル3階西

岩手1 岩手県盛岡市中央通3-3-2菱和ビル4階

神奈川県横浜市磯子区磯子3-6-23

長野1 長野県長野市若里4-12-26　宮沢ビル2階

埼玉8 埼玉県所沢市小手指町1-39-9　大城ビル3階

三重県鈴鹿市算所3-17-31　1階

愛知県名古屋市中区新栄3-12-25

大阪府大阪市中央区玉造2-5-7

沖縄県那覇市おもろまち3-5-3

東京11 東京都板橋区大山金井町38-12新大山ビル205

愛媛3 愛媛県新居浜市久保田町3-9-27

千葉13 千葉県印西市木下南2-10-9
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新谷　　正義　 しんたに 自民 （比）中 3508-76 3508-39 新谷　　正義　なし なし なし 082-222-5412

新藤　　義孝　 しんどう 自民 3508-73 3508-33 新藤　　義孝　332-00 048-254-6 048-254-5550

菅　　　義偉　 すが 　よしひ 自民 3508-74 3597-27 菅　　　義偉　 232-00 045-743-5 045-743-5296

菅原　　一秀　 すが 自民 3508-76 3508-32 菅原　　一秀　176-00 03-3992-3

助田　　重義　 すけだ 　し 自民 （比）北陸信越 3508-71 3508-34 助田　　重義　910-00 0776-43-0

鈴木　　克昌　 すずき 　か 民主 （比）東 3508-71 3508-36 鈴木　　克昌　442-00 0533-84-9 0533-84-9174

鈴木　　馨祐　 すずき 　け 自民 3508-73 3508-33 鈴木　　馨祐　224-00 045-532-5 045-532-5831

鈴木　　俊一　 すずき 自民 3508-72 3508-35 office@suzukishunichi. 鈴木　　俊一　020-06 019-687-5 019-687-5565

鈴木　　淳司　 すずき 　じ 自民 （比）東 3508-72 3508-35 鈴木　　淳司　489-09 0561-89-3 0561-89-3655

鈴木　　貴子　 すずき 　たか 民主 （比 3508-72 3508-32 鈴木　　貴子　085-00 0154-24-8

鈴木　　憲和　 すずき 　の 自民 3508-73 3508-33 鈴木　　憲和　992-00 0238-26-4 0238-26-4293

鈴木　　隼人　 すずき 　はや 自民 （比 3508-74 3508-32 info@suzukihayato.jp 鈴木　　隼人　なし なし なし nasi

鈴木　　義弘　 すずき 　よ 維新 （比 3508-71 3508-36 鈴木　　義弘　341-00 048-948-2 048-948-2071

関　　　芳弘　 せき 　よしひ 自民 3508-71 3508-36 info@3ku-seki.com 関　　　芳弘　 654-00 078-739-0 078-739-0905

瀬戸　　隆一　 せと 　たかか 自民 （比）四 3508-70 3508-37 info@setojapan 瀬戸　　隆一　762-00 0877-44-1 0877-44-1755

薗浦　健太郎　 その 自民 3508-73 3508-33 sonoura@au.wakwak.c 薗浦　健太郎 272-00 047-318-1 047-336-8801

園田　　博之　 そのだ 　ひ 次世代 3508-70 3502-51 園田　　博之　869-04 0964-22-5 0964-22-5551

平　　　将明　 たいら 　ま 自民 3508-72 3508-35 info@taira-m.jp 平　　　将明　 144-00 03-5714-7 03 - 3739 - 

高井　　崇志　 たかい 　たか 維新 （比）中 3508-70 3508-33 高井　　崇志　700-09 086-242-6 086-242-6063

高市　　早苗　 たかいち 　 自民 3508-71 3508-71 高市　　早苗　630-02 0743-75-7 0743-75-7780

高木　　　毅　 たかぎ 　つよ 自民 3508-72 3508-35 高木　　　毅　 914-08 0770-21-2

高木　　宏壽　 たかぎ 　ひ 自民 3508-76 3508-32 高木　　宏壽　062-00 011-852-4 011-852-0221

高木　美智代　 たかぎ 　みち 公明 （比 3508-76 3508-32 高木　美智代 135-00 03-6458-5

高木　　陽介　 たかぎ 　よ 公明 （比 3508-74 5251-36 yousuke@takagi21.com高木　　陽介　190-00 042-540-1

高木　　義明　 たかき 　よ 民主 （比）九 3508-74 3503-57 y-takaki@viola.ocn.ne.j高木　　義明　850-00 095-826-0 095-826-0445

高鳥　　修一　 たか 自民 3508-76 3508-39 高鳥　　修一　943-08 025-521-0 025-521-0761

埼玉2 埼玉県川口市並木1-10-22

神奈川2 神奈川県横浜市南区宿町2-49

東京9 東京都練馬区豊玉北5-23-11

福井県福井市大手3-7-1　繊協ビル6階

愛知県豊川市新豊町1-101

神奈川7 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央36-5　エルドラード横浜5階

岩手2 岩手県滝沢市鵜飼狐洞1-432

愛知県瀬戸市西長根町83　Kインタービル2階

北海道釧路市黒金町7-1-1　クロガネビル3階

山形2 山形県米沢市金池2-1-11

埼玉県三郷市戸ヶ崎3-347

兵庫3 兵庫県神戸市須磨区大池町2-3-7　オルタンシア大池１階-5

香川県板出市室町2-5-20　室町ビル１階

千葉5 千葉県市川市八幡2-16-20-203

熊本4 熊本県宇土市松原町25-10

東京4 東京都大田区蒲田5-30-15　第20下川ビル７階

岡山県岡山市北区野田2-7-12-101

奈良2 shinjidai@sanae.gr.jp 奈良県生駒市東生駒1-77-6

福井2 福井県敦賀市新松島10-9

北海道3 北海道札幌市豊平区月寒中央通5-1-12

東京都江東区門前仲町1-20-5

東京都立川市錦町1-4-4　立川サニーハイツ301

長崎県長崎市元船町7-6　元船ビル１階

新潟6 新潟県上越市藤巻10-1　コスゲビル２階
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高橋　千鶴子　 たかはし 　 共産 （比）東 3508-75 3508-39 高橋　千鶴子 980-00 022-223-7 022-264-2596

高橋　ひなこ　 たかはし 　 自民 （比）東 3508-70 3508-38 高橋　ひなこ　020-00 019-622-4 019-613-5115

武井　　俊輔　 たけい 自民 3508-73 3508-37 http://www.s-takei.jp/ 武井　　俊輔　880-08 0985-28-7 0985-48-7608

竹内　　　譲　 たけうち 　 公明 （比）近 3508-74 3508-33 h11495@shugiin.go.jp 竹内　　　譲　 602-84 京都府京都市上京区今出川通大 075-417-4

竹下　　　亘　 たけした 　 自民 3508-76 3504-28 teke-w@takeshita-war竹下　　　亘　 693-00 0853-23-8

武田　　良太　 たけだ 　り 自民 3508-71 3508-36 ryotaofc@jeans.ocn.ne 武田　　良太　826-00 0947-46-0

武部　　　新　 たけべ 　あら 自民 3508-74 3502-51 武部　　　新　 090-08 0157-61-7

武正　　公一　 たけまさ 民主 （比 3508-70 3519-77 武正　　公一　330-00 048-832-3

武村　　展英　 たけむら 自民 3508-71 3508-34 武村　　展英　525-00 077-566-5 077-566-5346

竹本　　直一　 たけもと 自民 3508-74 3597-28 竹本　　直一　584-00 0721-24-7

田島　　一成　 たじま 　い 民主 （比）近 3508-71 3508-34 田島　　一成　522-00 0749-30-0 0749-30-0500

田嶋　　　要　 たじま 　かな 民主 3508-72 3508-34 田嶋　　　要　 260-00 043-202-1 043-202-1512

橘　　慶一郎　 たちばな 　けいいちろう 自民 3508-72 3508-32 橘　　慶一郎　933-09 0766-25-5 0766-25-3701

田所　　嘉徳　 たどころ 自民 3508-70 3508-38 田所　　嘉徳　310-08 029-353-6

田中　　和徳　 たなか 　か 自民 3508-72 3508-35 田中　　和徳　210-08 044-366-1 044-366-1138

田中　　英之　 たなか 　ひ 自民 3508-70 3508-38 田中　　英之　615-00 　 075-314-7337

田中　　良生　 たなか 自民 3508-70 3508-38 田中　　良生　335-00 048-444-7 048-444-7401

棚橋　　泰文　 たなはし 自民 3508-74 3508-39 棚橋　　泰文　503-09 0584-73-3 0584-82-3666

谷　　　公一　 たに 　こうい 自民 3508-70 3502-50 谷　　　公一　 667-00 079-665-7 079-665-7071

谷垣　　禎一　 たにがき 自民 3508-70 3597-08 谷垣　　禎一　620-00 0773-22-5

谷川　　とむ　 たにがわ 　と 自民 （比）近 3508-75 3508-39 谷川　　とむ　598-00 072-464-1 072-464-1415

谷川　　弥一　 たにがわ 　 自民 3508-70 3506-05 谷川　　弥一　856-08 0957-50-1 0957-53-1542

谷畑　　　孝　 たにはた 　 維新 3508-72 3508-37 谷畑　　　孝　 581-00 072-994-5 072-994-9908

田野瀬　太道　 たのせ 　た 自民 3508-70 3591-65 田野瀬　太道 634-00 0744-28-6 nasi

田畑　　裕明　 たばた 　ひ 自民 3508-77 3508-34 田畑　　裕明　939-82 076-421-1 076-421-1422

玉城　デニー　 たまき 　でに 生活 3508-72 3508-37 玉城　デニー　904-21 098-929-2 098-929-2005

宮城県仙台市青葉区中央4-3-28　朝市ビル４階　日本共産党衆議院比例東北ブロック事務所

岩手県盛岡市中央通1-6-26サトウビル４階

宮崎1 宮崎県宮崎市旭2-1-21　ビスタリー旭１階

島根2 島根県出雲市矢野町941-4

福岡11 福岡県田川市大字弓削田3513-1 0947-46-0221

北海道12 北海道北見市とん田東町603-1 0157-61-5110

埼玉県さいたま市浦和区北浦和3-6-11　松本ビル２階 048-832-3810

滋賀3 滋賀県草津市西渋川1-4-6 MAEDA第一ビル１階

大阪15 大阪府富田林市若松町西1-1807-1　田井戸ハウス102

滋賀県彦根市西沼波町35-1

千葉1 千葉県千葉市中央区富士見2-9-28　第一山崎ビル６階

富山3 富山県高岡市丸の内1-40　高岡商工ビル

茨城1 茨城県水戸市白梅2-4-12 029-353-6823

神奈川10 神奈川県川崎市川崎区小田6-11-24

京都4 info@tanakahideyuki.jp 京都府京都市右京区西院三蔵町35　２階

埼玉15 埼玉県蕨市中央6-3-3

岐阜2 岐阜県大垣市桐ケ崎町93

兵庫5 兵庫県養父市八鹿町朝倉49-1

京都5 京都府福知山市末広町1-1-1　中川ビル402

大阪府泉佐野市上町3-1-13

長崎3 長崎県大村市東三城町6-1　２階

大阪14 大阪府八尾市青山町4-5-25　メゾンカリフ103

奈良4 奈良県橿原市大軽町59-1

富山1 office@tabatahiroaki.co 富山県富山市西田地方町2-12-4　ケィ・ディックビル２階

沖縄3 沖縄県沖縄市美原4-22-12　ピュアパルクB-203
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玉木　雄一郎　 たま 民主 3508-72 3508-32 玉木　雄一郎 769-23 0879-43-0 0879-43-0281

田村　　貴昭　 たむら 　た 共産 （比）九 3508-74 3508-33 kyuoki@gmail.com 田村　　貴昭　810-00 092-526-1

田村　　憲久　 たむら 　の 自民 3508-71 3502-50 info@tamura-norihisa.j 田村　　憲久　515-00 0598-25-6 0598-25-6588

辻　　　清人　 つじ 　きよと 自民 3508-72 3508-37 辻　　　清人　 111-00 03-6802-4 03-6802-4702

津島　　　淳　 つしま 　じゅ 自民 3508-70 3508-30 津島　　　淳　 030-08 017-718-3 017-718-3727

辻元　　清美　 つじもと 　 民主 3508-70 3508-38 https://twitter.c 辻元　　清美　569-08 072-685-0 072-686-2396

土屋　　品子　 つちや 　しな 自民 3508-71 3508-36 otayori@owl1.owls.co.j 土屋　　品子　 048-763-3475

土屋　　正忠　 つちや 　ま 自民 3508-70 3508-37 土屋　　正忠　180-00 0422-59-0

角田　　秀穂　 つのだ 　ひで 公明 （比 3508-70 3508-83 角田　　秀穂　 

津村　　啓介　 つむら 　け 民主 （比）中 3508-70 3508-38 youngpower@tsumura.o津村　　啓介　703-82 086-277-9 086-277-9966

寺田　　　学　 てらた 　まな 民主 （比）東 3508-74 3508-32 http://www.manabu.j 寺田　　　学　 010-09 018-896-1 018-896-1006

寺田　　　稔　 てらだ 　みの 自民 3508-76 3508-39 kure-terada@giga.ocn.n寺田　　　稔　 737-00 0823-24-2 0823-25-1450

照屋　　寛徳　 てるや 　か 社民 3508-70 3508-38 照屋　　寛徳　901-22 098-896-1 098-896-1819

土井　　　亨　 どい 　とおる 自民 3508-74 3508-33 土井　　　亨　 980-08 022-262-7 022-262-7228

遠山　　清彦　 とおやま 公明 （比）九 3508-72 3508-34 office@toyamakiyohiko. 遠山　　清彦　900-00 098-862-8 098-988-4031

渡海　紀三朗　 とかい 自民 3508-76 3508-36 渡海　紀三朗 676-00 079-447-0 079-448-7511

冨樫　　博之　 とがし 　ひ 自民 3508-72 3508-37 冨樫　　博之　010-14 018-839-5 018-839-7911

とかしきなおみ　とかしき 　 自民 3508-72 3508-37 とかしきなおみ564-00 06-6319-1 06-6319-1536

冨岡　　　勉　 とみおか 　 自民 3508-74 3508-38 冨岡　　　勉　 852-81 095-860-0

富田　　茂之　 とみた 　し 公明 （比）南関東　　 3508-70 3508-38 富田　　茂之　260-00 043-202-8 043-202-8072

豊田　真由子　 とよた 　まゆ 自民 3508-73 3508-33 豊田　真由子 352-00 048-423-6 048-423-6234

香川2 香川県さぬき市寒川町石田東甲814-1

福岡県福岡市中央区薬院3-13-12　大場ビル３階 092-526-1802 

三重4 三重県松阪市茶与町28-2

東京2 東京都台東区日本堤2-23-13　深谷ビル

青森1 青森県青森市大字浜田字豊田148-6

大阪10 大阪府高槻市上田辺町6-20　寺本テヂデンス２階

埼玉13 

東京18 東京都武蔵野市中町2-6-5　アルファ武蔵野2-103

岡山県岡山市中区円山107

秋田県秋田市山王5-14-2　山王土地ビル１階

広島5 広島県呉市本通4-3-15　呉YSビル

沖縄2 沖縄県宜野湾市長田4-16-11

宮城1 宮城県仙台市青葉区二日町11-12　リーベンス二日町１階

沖縄県那覇市泊1-4-13　２階

兵庫10 兵庫県高砂市曽根町2248

秋田1 秋田県秋田市仁井田新田3-13-20

大阪7 大阪府吹田市高浜町9-16

長崎1 長崎県長崎市中園町6-17

千葉県千葉市中央区中央4-13-13　なのはなビル４階

埼玉4 埼玉県新座市東北2-13-25　城取ビル


