
衆議院議員名簿 20150701

名前 ふりがな 所属 選挙区･比例
活動県 議員会館℡ 議員会館ＦＡＸ

メールアドレスまたは投稿用
HP 名前 地元〒 地元住所 地元℡ 地元Fax

逢沢　　一郎　 あいさわ 　いちろう 自民 岡山1 3508-7105 3508-0319 ask-aisawa@aisawa.net 逢沢　　一郎　 700-0933 岡山県岡山市北区奥田1-2-3 086-233-0016 082-232-7616

青柳　陽一郎　 あおやぎ 　よういちろう 維新 （比）南関東 3508-7245 3508-3515 https://aoyagy.net/contact 青柳　陽一郎　 240-0003 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 045-334-4110 045-334-4113

青山　　周平　 あおやま 　しゅうへい 自民 （比）東海 3508-7038 3508-3838 s.aoyamajimusyo@gmail.com 青山　　周平　 444-0038 愛知県岡崎市伝間通5-63-1 0564-25-2345 0564-25-5432　

赤枝　　恒雄　 あかえだ 　つねお 自民 （比）東京都 3508-7601 3508-3981 赤枝　　恒雄　 106-0046 東京都港区元麻布3-1-30　2F 03-5786-4850 03-3403-4680

赤澤　　亮正　 あかざわ 　りょうせい 自民 鳥取2 3508-7490 3508-3370 ra@ryosei-akazawa.com 赤澤　　亮正　 683-0823 鳥取県米子市加茂町1-24 0859-38-7333 0859-38-0306

赤羽　　一嘉　 あかば 　かずよし 公明 兵庫2 3508-7079 3508-3769 https://www.akaba-now.com/ 赤羽　　一嘉　 652-0047 兵庫県神戸市兵庫区下沢通7-2-28　フローラ上沢2A 078-575-5139 078-575-5140

あかま　二郎　 あかま 　じろう 自民 神奈川14 3508-7317 3508-3317 http://www.akama.jp/ あかま　二郎　 252-0239 神奈川県相模原市中央区中央2-11-10 042-756-1500 042-753-7227

赤松　　広隆　 あかまつ 　ひろたか 民主 愛知5 3508-7403 3593-7240 赤松　　広隆　 453-0804 愛知県名古屋市中村区黄金通4-12　中村事務所 052-483-6667 052-483-6668

赤嶺　　政賢　 あかみね 　せいけん 共産 沖縄1 3508-7196 3508-3626 Branch-okinawa@key.ocn.ne.jp 赤嶺　　政賢　 900-0016 沖縄県那覇市前島3-1-17 098-862-7521 098-862-7735

秋葉　　賢也　 あきば 　けんや 自民 宮城2 3508-7392 3508-3632 http://www.akiba21.net/ 秋葉　　賢也　 981-3121 宮城県仙台市泉区上谷刈4-17-16 022-375-4477 022-375-0057

秋元　　　司　 あきもと 　つかさ 自民 （比）東京都 3508-7337 3508-3337 http://www.akimoto-web.jp/top.html秋元　　　司　 135-0016 東京都江東区東陽5-31-22 　大興ビル2F 03-6666-1122

秋本　　真利　 あきもと 　まさとし 自民 千葉9 3508-7611 3508-3991 http://www5a.biglobe.ne.jp/~akimoto/ 秋本　　真利　 264-0021 千葉県千葉市若葉区若松町360-21 043-214-3600

浅尾　慶一郎　 あさお 　けいいちろう 無 神奈川4 3508-7251 3508-3521 http://asao.net/ 浅尾　慶一郎　 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-23-11 松岡ビル5F 0467-47-5682 0467-47-5626

安住　　　淳　 あずみ 　じゅん 民主 宮城5 3508-7293 3508-3503 g00017@shugiin.go.jp 安住　　　淳　 986-0814 宮城県石巻市南中里4-1-18 0225-23-2881 0225-23-1288

麻生　　太郎　 あそう 　たろう 自民 福岡8 3508-7703 3501-7528 http://www.aso-taro.jp/ 麻生　　太郎　 820-0040 福岡県飯塚市吉原町10-7 0948-25-1121

足立　　康史　 あだち 　やすし 維新 （比）近畿 3508-7100 3508-6410 http://adachiyasushi.jp/?page_id=26 足立　　康史　 567-0883 大阪府茨木市大手町9-26 　吉川ビル3F 072-623-5834 072-623-5837

穴見　　陽一　 あなみ 　よういち 自民 （比）九州 3508-7166 3508-3716 http://asao.net/ 穴見　　陽一　 870-1133 大分県大分市大字宮崎867-18 097-567-1319 097-567-2010

安倍　　晋三　 あべ 　しんぞう 自民 山口4 3508-7172 3508-3602 http://www.s-abe.or.jp/contact 安倍　　晋三　 750-0009 山口県下関市上田中町2-16-11 083-222-3888

あべ　　俊子　 あべ 　としこ 自民 （比）中国 3508-7136 3508-3436 https://abetoshiko.com/contact/ あべ　　俊子　 708-0841 岡山県津山市川崎162-5 0868-26-6711

阿部　　知子　 あべ 　ともこ 民主 （比）南関東 3508-7303 3508-3303 inochi@shonanfujisawa.com 阿部　　知子　 251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-13-13　 藤沢共同ビル1F 0466-52-2680 0466-52-2681

甘利　　　明　 あまり 　あきら 自民 神奈川13 3058-7528 3502-5087 http://www.amari-akira.com/ 甘利　　　明　 242-0028 神奈川県大和市桜森3-6-14 046-262-2200 046-261-8939

荒井　　　聰　 あらい 　さとし 民主 （比）北海道 3508-7114 3508-3225 satoshi@arai21.net 荒井　　　聰　 062-0932 北海道札幌市豊平区平岸二条6-1-14 三慶ビル1F 011-824-9520 011-376-1472

安藤　　　裕　 あんどう 　ひろし 自民 （比）近畿 3508-7409 3508-3889 安藤　　　裕　 611-0042 京都府宇治市小倉町神楽田35-1 MSKビル1F 0774-28-6789

池内　さおり　 いけうち 　さおり 共産 （比）東京都 3508-7437 3508-3917 http://saori-ikeuchi.com/ 池内　さおり　 114-0032 東京都北区中十条2-11-6　日本共産党北地区委員会内 03-3906-2821 03-3906-3225

池田　　道孝　 いけだ 　みちたか 自民 （比）中国 3508-7638 3508-3268 http://ikedamichitaka.main.jp/ 池田　　道孝　 714-1213 岡山県小田郡矢掛町里山田1590 0866-63-4411 0866-63-4411

池田　　佳隆　 いけだ 　よしたか 自民 （比）東海 3508-7616 3508-3996 http://ikeda-yoshitaka.jp/ 池田　　佳隆　 468-0045 愛知県名古屋市天白区野並3-236 052-838-6381 052-838-6382

伊佐　　進一　 いさ 　しんいち 公明 大阪6 3508-7391 3508-3631 https://twitter.com/isashinichi 伊佐　　進一　 570-0027 大阪府守口市桜町5-9 　ギャラント石土第2ビル201 06-6992-8881 03-5726-5061

井坂　　信彦　 いさか 　のぶひこ 維新 兵庫1 3508-7620 3508-3250 井坂　　信彦　 651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通4-2-14 トロア神戸ビル4F 078-271-3705
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石井　　啓一　 いしい 　けいいち 公明 （比）北関東　　 3508-7110 3508-3229 info@k1-ishii.com 石井　　啓一　 310-0805 茨城県水戸市中央2-10-26-403 029-222-0711 029-222-0713

石川　　昭政　 いしかわ 　あきまさ 自民 （比）北関東 3508-7159 3508-3709 ishikawa-akimasa.com 石川　　昭政　 317-0076 茨城県日立市会瀬町4-5-17 0294-51-5887 0294-51-1017

石崎　　　徹　 いしざき 　とおる 自民 新潟1 3508-7341 3508-3341 http://www.tohru-ishizaki.com/ 石崎　　　徹　 950-0909 新潟県新潟市中央区八千代2-280-2 025-384-4666 025-384-4696

石関　　貴史　 いしぜき 　たかし 維新 （比）北関東 3508-7286 3508-3736 info@ishizeki．jp 石関　　貴史　 372-0071 群馬県伊勢崎市曲輪町5-18 0270-25-0073 0270－25－6224

石田　　祝稔　 いしだ 　のりとし 公明 （比）四国 3508-7472 - https://www.ishida21.gr.jp/石田　　祝稔　 780-8010 高知市桟橋通1丁目7-2 088-805-0607 088－805－0608

石田　　真敏　 いしだ 　まさとし 自民 和歌山2 3508-7072 3581-6992 isd-adam@lapis.or.jp 石田　　真敏　 649-6226 中村ビル2F. 0736-69-0123 0736-69-0111

石破　　　茂　 いしば 　しげる 自民 鳥取1 3508-7525 3502-5174 g00505@shugiin.go-jp 石破　　　茂　 680-0055 鳥取県鳥取市戎町515-3 0857-27-4898 0857-21-163８

石原　　伸晃　 いしはら 　のぶてる 自民 東京8 3508-7904 3593-7101 http://www.nobuteru.or.jp/ 石原　　伸晃　 166-0004 東京都杉並区阿佐谷南1-14-20 03-3220-1331 03-3220-1330

石原　　宏高　 いしはら 　ひろたか 自民 東京3 3508-7319 3508-3319 ishiharahirotakanokai@msn.com 石原　　宏高　 140-0014 東京都品川区大井1-22-5 八木ビル7F 03-3777-2275 03-3777-3902

泉　　　健太　 いずみ 　けんた 民主 （比）近畿 3508-7005 3508-3805 office@ikenta.net 泉　　　健太　 612-8434 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 075-646-5566 075-646-5567

井出　　庸生　 いで 　ようせい 維新 長野3 3508-7469 3508-3299  office@yousei-ide.com 井出　　庸生　 385-0022 長野県佐久市岩村田638 0267-78-5515 0267-78-5515

伊藤　信太郎　 いとう 　しんたろう 自民 宮城4 3508-7091 3508-3871 miyagi@ito-sintaro.com 伊藤　信太郎　 985-0021 宮城県塩竈市尾島町24-20 022-367-8687 022-367-8625

伊藤　　忠彦　 いとう 　ただひこ 自民 愛知8 3508-7003 3508-3803 info@tadahiko-itoh.com 伊藤　　忠彦　 478-0021 愛知県知多市岡田字向田61 オカトク本社内 0562-55-5508 0562-55-5528

伊藤　　達也　 いとう 　たつや 自民 東京22 3508-7623 3508-3253 伊藤　　達也　 182-0024 東京都調布市布田1-3-1 ダイヤビル2F 042-499-0501 042-481-5992

伊東　　信久　 いとう 　のぶひさ 維新 （比）近畿 3508-7478 3508-3358 https://n-ito.jp/ 伊東　　信久　 573-0032 大阪府枚方市岡東町21-5 072-845-0700 072-845-0707

伊東　　良孝　 いとう 　よしたか 自民 北海道7 3508-7170 3508-7177 http://ito-yoshitaka.jp/ 伊東　　良孝　 085-0021 北海道釧路市浪花町13-2-1 0154-25-5500 0154-25-5755

伊藤　　　渉　 いとう 　わたる 公明 （比）東海 3508-7187 3508-3617 http://www.ito-wataru.com/ 伊藤　　　渉　 457-0053 愛知県名古屋市南区本城町3-5-1 プラザ本城1-D 052-823-9105 052-823-9107

稲田　　朋美　 いなだ 　ともみ 自民 福井1 3508-7035 3508-3835 http://www.inada-tomomi.com/ 稲田　　朊美　 910-0005 福井県福井市大手3-7-1 福井県繊協ビル605 0776-22-0510 0776-22-0507

稲津　　　久　 いなつ 　ひさし 公明 北海道10 3508-7089 3508-3869 comtact@inatsu.com 稲津　　　久　 068-0024 北海道岩見沢市四条西2-3-2 フレンズビル3F 0126-22-8511 0126-22-8518

井野　　俊郎　 いの 　としろう 自民 群馬2 3508-7219 3508-3219 info@inooffice.jp 井野　　俊郎　 372-0042 群馬県伊勢崎市中央町26-2 0270-75-1050 0270-75-1051

井上　　信治　 いのうえ 　しんじ 自民 東京25 3508-7328 3508-3328 inoue.office@carrot.ocn.
ne.jp

井上　　信治　 198-0024 東京都青梅市新町3-39-1 0428-32-8182

井上　　貴博　 いのうえ 　たかひろ 自民 福岡1 3508-7239 3508-3239 http://inoue-dosukoi-takahiro.net/ 井上　　貴博　 810-0801 福岡県福岡市博多区中洲1-2-3 092-271-0341

井上　　英孝　 いのうえ 　ひでたか 維新 大阪1 3508-7333 3508-3333 hidetaka-i@energy.ocn.ne.jp 井上　　英孝　 540-0004 大阪府大阪市中央区玉造2-27-7 06-6763-2752 06-6763-2223

井上　　義久　 いのうえ 　よしひさ 公明 （比）東北 3508-7474 3508-3354 http://www.yoshihisa.gr.jp/ 井上　　義久　 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-5-24-501 022-256-6488 022-256-6576

井林　　辰憲　 いばやし 　たつのり 自民 静岡2 3508-7127 3508-3427 office@t-ibayashi.com 井林　　辰憲　 426-0037 静岡県藤枝市青木3-13-8 054-639-5801 054-639-5802

伊吹　　文明　 いぶき 　ぶんめい 自民 京都1 3508-7615 3502-5382 http://www.ibuki-bunmei.org/ 伊吹　　文明　 600-8008 京都府京都市下京区四条通東洞院角 フコク生命ビル3F 075-211-1717

今井　　雅人　 いまい 　まさと 維新 （比）東海 3508-7086 3508-3866 support@imai-masato.com 今井　　雅人　 509-0214 岐阜県可児市広見1854 和晃ビルE 0574-49-9444 0574-49-9445

今枝　宗一郎　 いまえだ 　そういちろう 自民 愛知14 3508-7080 3508-3860 http://www.imaeda-sou.com/ 今枝　宗一郎　 442-0041 愛知県豊川市旭町12 0533-89-9010 ?

今津　　　寛　 いまず 　ひろし 自民 （比）北海道 3508-7204 3508-3204 http://hiroshi-i.net/ 今津　　　寛　 070-0039 北海道旭川市九条通9-53-30 0166-22-6811 0166-22-8492

今村　　雅弘　 いまむら 　まさひろ 自民 （比）九州 3508-7610 3597-2723 http://www.imamura-masahiro.com/ 今村　　雅弘　 840-0032 佐賀県佐賀市末広2-13-36 0952-27-8015 0952-27-8033
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岩田　　和親　 いわた 　かずちか 自民 （比）九州 3508-7707 3508-3203 info@t-iwaya.com 岩田　　和親　 840-0842 佐賀県佐賀市多布施2-1-7 0952-23-7880 0952-23-0150

岩屋　　　毅　 いわや 　たけし 自民 大分3 3508-7510 3509-7610 info@t-iwaya.com 岩屋　　　毅　 874-0933 大分県別府市野口元町1-3 富士吉ビル2F 0977-21-1781 0977-21-1799

上田　　　勇　 うえだ 　いさむ 公明 神奈川6　　 3508-7234 3508-3234 https://www.isamu-u.com/ 上田　　　勇　 241-0821 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 045-366-3528 045-366-3880

上西　小百合　 うえにし 　さゆり 維新 （比）近畿 3508-7265 3508-3535 info@uenishisayuri.com 上西　小百合　 564-0026 大阪府吹田市高浜町9-7 高浜町ビル2F 06-6383-2326 06-6383-2327

うえの賢一郎　 うえの 　けんいちろう 自民 滋賀2 3508-7004 3508-3804 info@uenokenichiro.jp; うえの賢一郎　 526-0037 滋賀県長浜市高田町9-17 第20森野ビル202 0749-63-9977 0749-63-9978

浮島　　智子　 うきしま 　ともこ 公明 （比）近畿 3508-7290 3508-3740 http://www.t-ukishima.net/ 浮島　　智子　 540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町2-4-15 タニイビル6F 06-6942--1155

梅村　さえこ　 うめむら 　さえこ 共産 （比）北関東 3508-7314 3508-3314 kitakanto-bi@nifty.com 梅村　さえこ　 330-0835 さいたま市大宮区北袋町1-171-1 048-649-0409 048-642-2793

浦野　　靖人　 うらの 　やすと 維新 （比）近畿 3508-7222 3508-3222 http://uranoyasuto.net/ 浦野　　靖人　 580-0032 大阪府松原市天美東7-10-20 1F 072-330-6700 06-6120-5582

漆原　　良夫　 うるしばら 　よしお 公明 （比）北陸信越　　 3508-3639 3508-7149 info@urusan.net 漆原　　良夫　 950-0961 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 025-281-4059 025-286-4472

江崎　　鐵磨　 えさき 　てつま 自民 愛知10 6508-7418 3508-3898 http://www.tetsuma-net.com/ 江崎　　鐵磨　 491-0002 愛知県一宮市時之島字下奈良西2 0586-77-8555 0586-51-6200

江田　　憲司　 えだ 　けんじ 維新 神奈川8 3508-7462 3508-3292 http://www.eda-k.net/guides/contact.html 江田　　憲司　 227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-9-30 045-989-3911 045-989-3912

江田　　康幸　 えだ 　やすゆき 公明 （比）九州 3508-7339 3508-3339 http://www.eda-yasuyuki.net/mail/mail.html 江田　　康幸　 861-8029 熊本県熊本市東区西原1-22-40 096-349-9505 096-387-1070

枝野　　幸男　 えだの 　ゆきお 民主 埼玉5 3508-7448 3591-2249 omiya@edano.gr.jp 枝野　　幸男　 330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町2-108-5 2F 048-648-9124 048-648-9125

江渡　　聡徳　 えと 　あきのり 自民 青森2 3508-7096 3508-3961 akinorijimin@oregano.ocn.ne.jp 江渡　　聡徳　 034-0031 青森県十和田市東三番町37-7 0176-24-3844

衛藤　征士郎　 えとう 　せいしろう 自民 大分2 3508-7618 3595-0003 http://www.seishiro.jp/contact/contact.html 衛藤　征士郎　 876-0833 大分県佐伯市池船町21-1 0972-24-0003 0972-24-1144

江藤　　　拓　 えとう 　たく 自民 宮崎2 3508-7468 3591-3063 etohtaku@face.ne.jp　 江藤　　　拓　 883-0062 宮崎県日向市日知屋16350-4 都ハイツ101 0982-53-1367 0982-52-8226

遠藤　　　敬　 えんどう 　たかし 維新 大阪18 3508-7325 3508-3325 遠藤　　　敬　 592-0014 大阪府高石市綾園2-7-18 千代田ビル201 072-266-8228

遠藤　　利明　 えんどう 　としあき 自民 山形1 3508-7158 3592-7660 http://e-toshiaki.jp/iken-teigen 遠藤　　利明　 990-2481 山形県山形市あかねケ丘2-1-6 023-646-6888 023-647-4026

大岡　　敏孝　 おおおか 　としたか 自民 滋賀1 3508-7208 3508-3208 https://oooka.com/blog/contact 大岡　　敏孝　 520-0801 滋賀県大津市におの浜3-3-3 ヨシノビル2F-C 077-572-7770 077-572-7772

大串　　博志　 おおぐし 　ひろし 民主 （比）九州 3508-7335 3508-3335 mail@oogushi.com 大串　　博志　 849-0303 佐賀県小城市牛津町牛津127-1 0952-66-5776 0952-66-5778

大串　　正樹　 おおぐし 　まさき 自民 兵庫6 3508-7191 3508-3621 http://m-ogushi.com/contact 大串　　正樹　 664-0851 兵庫県伊丹市中央1-2-6 グランドハイツコーワ2-12 072-773-7601 072-773-7602

大口　　善徳　 おおぐち 　よしのり 公明 （比）東海 3508-7017 3508-8552 http://www.oguchi.gr.jp/contact 大口　　善徳　 420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町23-6 054-273-8739

大隈　　和英　 おおくま 　かずひで 自民 （比）近畿 3508-7311 3508-3377 info@okuma10.com 大隈　　和英　 569-0804 大阪府高槻市紺屋町1-1-1-402 072-681-8898 072-681-8897

逢坂　　誠二　 おおさか 　せいじ 民主 北海道8 3508-7517 3508-3947 http://ohsaka.jp/contact.html 逢坂　　誠二　 040-0073 北海道函館市宮前町8-4 0138-41-7773 0138-41-7774

大島　　　敦　 おおしま 　あつし 民主 埼玉6 3508-7093 3508-3380 大島　　　敦　 363-0021 埼玉県桶川市泉2-11-32 天沼ビル 048-789-2110 048-789-2117

大島　　理森　 おおしま 　ただもり 自民 青森3 3508-7502 - 大島　　理森　 031-0081 青森県八戸市柏崎1-1-1 0178-45-0088 0178-45-6193

太田　　昭宏　 おおた 　あきひろ 公明 東京12　　 3508-7249 3508-3519 https://www.akihiro-ohta.com/faq/sformmail.php 太田　　昭宏　 114-0002 東京都北区王子2-32-7 3F 03-3912-5002

太田　　和美　 おおた 　かずみ 維新 （比）南関東 3508-7271 3508-3541 http://kazumi.ms/info 太田　　和美　 277-0005 千葉県柏市柏5-6-10 04-7160-2313 04-7160-2314

大塚　　高司　 おおつか 　たかし 自民 大阪8 3508-7526 3508-3956 http://www.otsuka001.com/index.html#jimusho 大塚　　高司　 560-0022 大阪府豊中市北桜塚2-1-7 フォレストパディ3F 06-6152-3966 06-6152-3967

大塚　　　拓　 おおつか 　たく 自民 埼玉9 3508-7608 3508-3988 info@otsukataku.jp 大塚　　　拓　 358-0003 埼玉県入間市豊岡1-2-23 清水ビル2F 04-2901-1112 04-2901-1113
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大西　　健介　 おおにし 　けんすけ 民主 愛知13 3508-7108 3508-3408 office@oniken-web.jp 大西　　健介　 446-0058 愛知県安城市三河安城南町1-11-5 0566-70-7122 0566-74-2008

大西　　英男　 おおにし 　ひでお 自民 東京16 3508-7033 3508-3833 http://onishi-hideo.homepe.net/new/contact/ 大西　　英男　 132-0031 東京都江戸川区松島2-8-2-103 03-3674-0777 03-3674-7770

大西　　宏幸　 おおにし 　ひろゆき 自民 （比）近畿 3508-7633 3508-3263 http://onishihiroyuki.jp/inquiry.html 大西　　宏幸　 544-0001 大阪府大阪市生野区新今里6-6-1 06-6754-2100 06-6752-5713

大野　敬太郎　 おおの 　けいたろう 自民 香川3 3508-7132 3502-5870 http://keitaro-ohno.com/ 大野　敬太郎　 763-0082 香川県丸亀市土器町東1-129-2 0877-21-7711 0877-21-7701

大畠　　章宏　 おおはた 　あきひろ 民主 茨城5 3508-7231 3502-5953 https://www.oohata.com/contact/ 大畠　　章宏　 317-0071 茨城県日立市鹿島町1-11-13 友愛ビル 0294-21-5522 0294-21-3014

大平　　喜信　 おおひら 　よしのぶ 共産 （比）中国 3508-7255 3508-3525 http://www.yoshinobu-ohira.net/inquiry 大平　　喜信　 703-8288 岡山県岡山市中区赤坂本町1-31 086-273-7747 086-272-7108

大見　　　正　 おおみ 　せい 自民 （比）東海 3508-7422 3508-3902 mailto:bnn00434@yahoo.co.jp 大見　　　正　 446-0039 愛知県安城市花ノ木町11-14 0566-72-6666 0566-72-6692

岡下　　昌平　 おかした 　しょうへい 自民 （比）近畿 3508-7178 3508-3608 岡下　　昌平　 599-8236 大阪府堺市中区深井沢町3301 第2安田ビル202 072-277-1114 072-277-2735

岡田　　克也　 おかだ 　かつや 民主 三重3 3508-7109 3502-5047 岡田　　克也　 510-8121 三重県三重郡川越町高松30-1 059-361-6633 059-361-6655 

緒方　林太郎　 おがた 　りんたろう 民主 （比）九州 3508-7002 3508-3802 fukuoka9ku@bz04.plala.or.jp 緒方　林太郎　 806-0022 福岡県北九州市八幡西区藤田1-6-21 093-644-7077 093-644-7078

岡本　　三成　 おかもと 　みつなり 公明 （比）北関東 3508-7147 3508-3637 岡本　　三成　 359-0046 埼玉県所沢市北所沢町2268-2 リラリエール201 04-2968-8275 04-2968-8275

岡本　　充功　 おかもと 　みつのり 民主 （比）東海 3508-7212 3508-3212 岡本　　充功　 492-8181 愛知県稲沢市日下部北町4-1-3 0587-24-8164  0587-24-8165

小川　　淳也　 おがわ 　じゅんや 民主 （比）四国 3508-7621 3508-3251 info@junbo.org　 小川　　淳也　 761-8072 香川県高松市三条町315-3 087-815-1187 087-815-1189

奥野　　信亮　 おくの 　しんすけ 自民 奈良3 3508-7421 3508-3901 奥野　　信亮　 639-2212 奈良県御所市中央通り2-113-1 0745-62-4379 0745-62-5856


奥野　総一郎　 おくの 　そういちろう 民主 （比）南関東 3508-7256 3508-3526 奥野　総一郎　 285-0845 千葉県佐倉市西志津1-20-4 043-461-8609 043-461-2997


小熊　　慎司　 おぐま 　しんじ 維新 福島4 3508-7138 3508-3438 http://oguma-s.com/mail/ 小熊　　慎司　 965-0872 福島県会津若松市東栄町4-17　ニューパークハイツ１Ｆ 0242-38-3565 0242-38-3566

小倉　　將信　 おぐら 　まさのぶ 自民 東京23 3508-7140 3508-3440 info.oguramasanobu@gmail.com 小倉　　將信　 194-0013 東京都町田市原町田5-4-7　からかあさ101 042-710-1192 042-710-1193

小此木　八郎　 おこのぎ 　はちろう 自民 神奈川3 3508-7461 3508-3291 http://hachirou.com/ 小此木　八郎　 221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3-9-1 045-633-8368 045-433-9466

小里　　泰弘　 おざと 　やすひろ 自民 鹿児島4 3508-7247 3502-5017 http://ozato-yasuhiro.info/?page_id=11 小里　　泰弘　 899-5116 鹿児島県霧島市隼人町内669-1 0995-42-1000 0995-43-4692

小沢　　一郎　 おざわ 　いちろう 生活 岩手4 3508-7175 - http://www.ozawa-ichiro.jp/ 小沢　　一郎　 023-0814 岩手県奥州市水沢区袋町2-38 0197-24-3851 0197-24-6997

小沢　　鋭仁　 おざわ 　さきひと 維新 （比）近畿 3508-7641 3591-2735 info@e-ozawa.net 小沢　　鋭仁　 400-0047 山梨県甲府市徳行2-16-28 055-235-6022 055-235-6029

小田原　　潔　 おだわら 　きよし 自民 東京21 3508-7909 3508-3273 http://odawarakiyoshi.jp/contact.html 小田原　　潔　 190-0011 東京都立川市高松町3-14-11　マスターズオフィス立川 042-548-0065

越智　　隆雄　 おち 　たかお 自民 東京6 3508-7479 3508-3359 越智　　隆雄　 154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-17-10-202 03-3413-4600 03-3413-4601

落合　　貴之　 おちあい 　たかゆき 維新 （比）東京都 3508-7134 3508-3434 落合　　貴之　 154-0004 東京都世田谷区太子堂4-5-2　広田ビル201 03-6325-5542 03-6325-5542

鬼木　　　誠　 おにき 　まこと 自民 福岡2 3508-7182 3508-3612 鬼木　　　誠　 092-725-2319

小野寺　五典　 おのでら 　いつのり 自民 宮城6 3508-7432 3508-3912 小野寺　五典　 987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江1-10-4　中江第一ビル２Ｆ-1 0220-22-6354 042-525-0180

小渕　　優子　 おぶち 　ゆうこ 自民 群馬5 3508-7424 3592-1754 https://www.obuchiyuko.com/mailto.php 小渕　　優子　 377-0423 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町1003-7 0279-75-2234 0279-75-2234

尾身　　朝子　 おみ 　あさこ 自民 （比）北関東 3508-7484 - 尾身　　朝子　 

柿沢　　未途　 かきざわ 　みと 維新 東京15 3508-7427 3508-8807 柿沢　　未途　 135-0047 東京都江東区富岡1-26-21 03-5620-3104 03-5620-3105

笠井　　　亮　 かさい 　あきら 共産 （比）東京都 3508-7439 3508-3919 笠井　　　亮　 151-0047 東京都渋谷区代々木1-44-11 03-5304-5639 03-3320-3374
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梶山　　弘志　 かじやま 　ひろし 自民 茨城4 3508-7529 3508-7714 梶山　　弘志　 313-0013 茨城県常陸太田市山下町1189 0294-72-2772 0294-72-3383

勝沼　　栄明　 かつぬま 　しげあき 自民 （比）東北 3508-7076 3508-3766 http://s-katsunuma.com/contact/contact.html 勝沼　　栄明　 986-0855 宮城県石巻市大街道東4-2-11　クレンビル２号館２Ｆ 0225-21-6260 0220-22-6454

勝俣　　孝明　 かつまた 　たかあき 自民 （比）東海 3508-7202 3508-3202 勝俣　　孝明　 410-0062 静岡県沼津市宮前町13-3 055-922-5526 055-922-5527

門　　　博文　 かど 　ひろふみ 自民 （比）近畿 3508-7636 3508-3024 info@warau-kado.jp 門　　　博文　 640-8395 和歌山県和歌山市畑屋敷中ノ丁14 073-412-3060 073-412-3061

加藤　　鮎子　 かとう 　あゆこ 自民 山形3 3508-7216 3508-3216 加藤　　鮎子　 997-0026 山形県鶴岡市大東町17-23 0235-22-0376 0235-23-6051

加藤　　勝信　 かとう 　かつのぶ 自民 岡山5 3508-7459 3508-3289 加藤　　勝信　 714-0088 岡山県笠岡市中央町31-1 0865-63-6800 0865-63-7070

加藤　　寛治　 かとう 　かんじ 自民 長崎2 3508-7230 3508-3230 加藤　　寛治　 854-0026 長崎県諫早市東本町2-4　三央ビル２Ｆ 0957-35-1000 0957-35-1001


門山　　宏哲　 かどやま 　ひろあき 自民 （比）南関東 3508-7382 3508-3512 info@kadoyama.net 門山　　宏哲　 260-0013 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 043-223-0050 043-223-0080

金子　　恵美　 かねこ 　えみ 民主 （比）東北 3508-7476 3508-3356 kaneko.emi@sky.plala.or.jp 金子　　恵美　 960-0687 福島県伊達市保原町旭町68-1 024-563-7332 024-563-7080

金子　　一義　 かねこ 　かずよし 自民 岐阜4 3508-7060 3502-5853 非公開 金子　　一義　 506-0008 岐阜県高山市初田町1-58-15 0577-32-0395 0577-32-3189

金子　万寿夫　 かねこ 　ますお 自民 鹿児島2 3508-7011 3508-3811 info@kanekomasuo.jp 金子　万寿夫　 891-0113 鹿児島県鹿児島市東谷山6-43-18-102 099-260-6601 099-260-6601

金子　めぐみ　 かねこ 　めぐみ 自民 新潟4 3508-7272 3508-3722 info@kanekomegumi.net 金子　めぐみ　 955-0083 新潟県三条市荒町2-22-3 0256-36-2045 0256-36-2110

金子　　恭之　 かねこ 　やすし 自民 熊本5 3508-7410 3504-8776 https://www.kaneko-yasushi.com/contact.html 金子　　恭之　 866-0805 熊本県八代市宮地町1918 0965-39-8366

金田　　勝年　 かねだ 　かつとし 自民 秋田2 3508-7053 3508-8815 http://www.kaneda-k.com/iken/ 金田　　勝年　 016-0843 秋田県能代市中和1-16-2 0185-54-3000 0185-54-6751

上川　　陽子　 かみかわ 　ようこ 自民 静岡1 3508-7460 3508-3290 上川　　陽子　 420-0035 静岡県静岡市葵区七間町18-10 054-251-8424 054-251-8425

神谷　　　昇　 かみたに 　のぼる 自民 （比）近畿 3508-7082 3508-3862 非公開 神谷　　　昇　 595-0012 大阪府泉大津市北豊中町2-17-30　２Ｆ 0725-22-1824 0725-31-3880

神山　　佐市　 かみやま 　さいち 自民 埼玉7 3508-7066 3508-3846 info@kamiyama.ne.jp 神山　　佐市　 350-0012 埼玉県川越市仲町6-3 049-229-4411 049-229-4755

神山　　洋介　 かみやま 　ようすけ 民主 （比）南関東 3508-7201 3508-3201 http://kamiyama-yosuke.com/html/access.html 神山　　洋介　 250-0011 神奈川県小田原市栄町3-8-11 0465-21-0120 0465-21-0230

亀井　　静香　 かめい 　しずか 無 広島6 3508-7145 - https://secure.kamei-shizuka.net/opinion/index.php 亀井　　静香　 727-0011 広島県庄原市東本町2-25-11 0824-72-4722

亀岡　　偉民　 かめおか 　よしたみ 自民 福島1 3508-7148 3508-3638 http://www.kameokayoshitami.com/ 亀岡　　偉民　 960-8055 福島県福島市野田町5-6-25 024-533-3131

鴨下　　一郎　 かもした 　いちろう 自民 東京13 3508-7129 3591-3227 https://www.kamoshita.gr.jp/contact/ 鴨下　　一郎　 121-0011 東京都足立区中央本町4-1-18 03-3848-5516 03-3848-3890

河井　　克行　 かわい 　かつゆき 自民 広島3 3508-7518 3508-3948 k.kawai-hiro@enjoy.ne.jp 河井　　克行　 731-0153 広島県広島市安佐南区安東2-1-22 082-832-7301 082-878-3301

川崎　　二郎　 かわさき 　じろう 自民 三重1 3508-7152 3502-5173 i01359@shugiin.go.jp 川崎　　二郎　 518-0832 三重県伊賀市上野車坂町821 0595-26-3263

河野　　正美　 かわの 　まさみ 維新 （比）九州 3508-7404 3508-3884 info@kawano-masami.com 河野　　正美　 811-3132 福岡県古賀市川原989-2 092-940-2888 092-940-2880  

川端　　達夫　 かわばた 　たつお 無 （比）近畿 3508-7419 3508-3899 http://www.kawa-bata.net/cms/form.php?form=toiawase 川端　　達夫　 520-0802 滋賀県大津市馬場3-13-28 0740-32-8115 0740-32-8116

河村　　建夫　 かわむら 　たけお 自民 山口3 3508-7009 3502-5085 info@tspark.net 河村　　建夫　 758-0021 山口県萩市今古萩町35 0838-22-1309

菅　　　直人　 かん 　なおと 民主 （比）東京都 3508-7323 3595-0090 https://n-kan.jp/opinion 菅　　　直人　 180-0006 東京都武蔵野市中町1-2-9-302 0422-55-7010

菅家　　一郎　 かんけ 　いちろう 自民 （比）東北 3508-7107 3508-3407 非公開 菅家　　一郎　 965-0872 福島県会津若松市東栄町5-19 0242-27-9439

神田　　憲次　 かんだ 　けんじ 自民 （比）東海 3508-7253 3508-3523 http://www.kanda-kenji.jp/contact/ 神田　　憲次　 453-0021 愛知県名古屋市中村区松原町5-64-2 052-462-9872 052-462-9873

木内　　孝胤　 きうち 　たかたね 維新 （比）東京都 3508-7302 3508-3302 http://takatane.com/contact/ 木内　　孝胤　 176-0012 東京都練馬区豊玉北6-13-3上野ビル３Ｆ 03-5999-5001 03-5999-5002
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木内　　　均　 きうち 　ひとし 自民 （比）北陸信越 3508-7488 3508-3368 mangetsu@valley.ne.jp 木内　　　均　 385-0051 長野県佐久市中込2969-1 非公開 0267-63-2005

城内　　　実　 きうち 　みのる 自民 静岡7 3508-7441 3508-3921 https://www.m-kiuchi.com/support/inquiry/城内　　　実　 862-0954 静岡県浜松市北区初生町691-1 053-430-5789 053-430-5756

黄川田　　徹　 きかわだ 　とおる 民主 岩手3 3508-7520 5251-3683 http://www.kikawada.com/inquiry.cgi黄川田　　徹　 021-0882 岩手県一関市上大槻街5-38 0191-21-1820 0191-48-3214

黄川田　仁志　 きかわだ 　ひとし 自民 埼玉3 3508-7123 3508-3423 https://www.security-sv.net/kikawada/黄川田　仁志　 340-0052 埼玉県草加市金明町1-1　中野マンション102 048-933-0591 048-933-0597

菊田　真紀子　 きくた 　まきこ 民主 （比）北陸信越 3508-7524 3508-3954 http://www.kikuta-makiko.net/contact菊田　真紀子　 955-0081 新潟県三条市東裏館1-13-16 0256-35-6066 0256-35-6063

岸　　　信夫　 きし 　のぶお 自民 山口2 3508-7237 3508-3237 contact@kishi-jpn.com 岸　　　信夫　 742-1511 山口県熊毛郡田布施町下田布施3391 0820-52-2003 0820-52-2001

岸田　　文雄　 きしだ 　ふみお 自民 広島1 3508-7279 3591-3118 f-kishida@kishida.gr.jp 岸田　　文雄　 730-0013 広島県広島市中区八丁堀6-3　和光八丁堀ビル 082-228-2411 082-223-7161

岸本　　周平　 きしもと 　しゅうへい 民主 和歌山1 3508-7701 3508-3451 info@shuhei-k.jp 岸本　　周平　 640-8128 和歌山県和歌山市広瀬中ノ丁2-98 073-402-1234 073-402-1239

北側　　一雄　 きたがわ 　かずお 公明 大阪16 3508-7263 3508-3533 http://www.kitagawa-sakai.jp/contact.html北側　　一雄　 590-0957 大阪府堺市堺区中之町西1-1-10　堀ビル2Ｆ 072-221-2706 072-221-3001

北川　　知克　 きたがわ 　ともかつ 自民 大阪12 3508-7292 3508-3502 office@k-tomokatsu.com 北川　　知克　 572-0832 大阪府寝屋川市本町16-1　かわちビル４Ｆ 072-811-3880 072-811-0203

北村　　茂男　 きたむら 　しげお 自民 石川3 3508-7160 3508-3710 北村　　茂男　 926-0031 石川県七尾市古府町へ部12番地 0767-52-5565 0767-52-5564

北村　　誠吾　 きたむら 　せいご 自民 長崎4 3508-7627 3508-3257 北村　　誠吾　 857-0863 長崎県佐世保市三浦町1-23 0956-25-3113 0956-25-6223

木下　　智彦　 きのした 　ともひこ 維新 （比）近畿 3508-7270 3508-3540 kinoshita.tomohiko@gmail.com木下　　智彦　 560-0021 大阪府豊中市本町1-5-8　高山第一ビル３Ｆ 06-6857-1125 06-6857-1126

木原　　誠二　 きはら 　せいじ 自民 東京20 3508-7169 3508-3719 kihara@kiharaseiji.com 木原　　誠二　 189-0013 東京都東村山市栄町2-22-13　松岡ビル２Ｆ 042-392-4105 042-392-4106

木原　　　稔　 きはら 　みのる 自民 熊本1 3508-7450 3508-3970 http://kiharaminoru.jp/modules/liaise/index.php?form_id=2木原　　　稔　 862-0954 熊本県熊本市中央区神水1-15-40 096-285-6319 096-285-6329

木村　　太郎　 きむら 　たろう 自民 青森4 3508-7407 3597-2700 https://www.taro-k.jp/mail/mail.html木村　　太郎　 036-8191 青森県弘前市親方町43　３Ｆ 0172-36-8332 0172-33-6224

木村　　弥生　 きむら 　やよい 自民 （比）北関東 3508-7340 3597-3340 info@kango-renmei.gr.jp（日本看護連盟）木村　　弥生　 100-8981 03-3407-3627（日本看護連盟）

吉良　　州司　 きら 　しゅうじ 民主 大分1 3508-7412 3508-3892 kirakira@kuh.biglobe.ne.jp吉良　　州司　 870-0820 大分県大分市西大道2-4-2　１Ｆ 097-545-7777 097-545-7760

工藤　　彰三　 くどう 　しょうぞう 自民 愛知4 3508-7018 3508-3818 工藤　　彰三　 456-0052 愛知県名古屋市熱田区二番2-2-24 052-65-9591 052-653-6519

國重　　　徹　 くにしげ 　とおる 公明 大阪5 3508-7405 3508-3885 國重　　　徹　 532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東1-17-19　ファルコンビル５Ｆ 06-6885-6000 06-6885-6001

熊田　　裕通　 くまだ 　ひろみち 自民 愛知1 3508-7513 - 熊田　　裕通　 451-0061 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102 052-521-1144 052-521-1956

黒岩　　宇洋　 くろいわ 　たかひろ 民主 新潟3 3508-7493 3508-3320 黒岩　　宇洋　 957-0053 新潟県新発田市中央町2-4-21 0254-21-0700 0254-21-0707

玄葉　光一郎　 げんば 　こういちろう 民主 福島3 3508-7252 3591-2635 玄葉　光一郎　 962-0832 福島県須賀川市本町3-2 0248-72-7990 0248-75-1151

小池　百合子　 こいけ 　ゆりこ 自民 東京10 3508-7710 3503-6775 小池　百合子　 171-0022 東京都豊島区南池袋2-12-8　岡芹ビル５Ｆ 03-5957-7720 03-5957-7725

小泉　進次郎　 こいずみ 　しんじろう 自民 神奈川11 3508-7327 - 小泉　進次郎　 238-0004 神奈川県横須賀市小川町13　宇野ビル３Ｆ 046-822-6600 046-825-5666

小泉　　龍司　 こいずみ 　りゅうじ 無 埼玉11 3508-7121 3508-3351 小泉　　龍司　 366-0051 埼玉県深谷市上柴町東3-17-19 048-575-3030 048-575-3031

河野　　太郎　 こうの 　たろう 自民 神奈川15 3508-7006 3500-5360 河野　　太郎　 254-0811 神奈川県平塚市八重咲町7-26　鶴巻ビル 0463-20-2001 0463-21-7111

高村　　正彦　 こうむら 　まさひこ 自民 山口1 3508-7113 3502-5044 高村　　正彦　 745-0004 山口県周南市毛利町1-3 0834-31-4715 0834-31-3297

郡　　　和子　 こおり 　かずこ 民主 （比）東北 3508-7512 3508-3942 E-mail:info@koorikazuko.jp郡　　　和子　 980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋2-4-1　４Ｆ 022-212-2717 022-221-0170


古賀　　　篤　 こが 　あつし 自民 福岡3 3508-7081 3508-3861 info@kogaatsushi.com 古賀　　　篤　 814-0031 福岡県福岡市早良区南庄2-1-25 092-822-5051 092-822-6868
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穀田　　恵二　 こくた 　けいじ 共産 （比）近畿 3508-7438 3508-3918 穀田　　恵二　 604-0092 京都市中京区丸太町新町角大炊町186　日本共産党京都府委員会内 075-231-5198 075-241-3802

國場　幸之助　 こくば 　こうのすけ 自民 （比）九州 3508-7741 3508-3061 國場　幸之助　 900-0015 沖縄県那覇市久茂地3-29-41久茂地マンション205　 098-861-6813 098-864-2434

小島　　敏文　 こじま 　としふみ 自民 （比）中国 3508-7192 3508-3622 小島　　敏文　 722-0036 広島県尾道市東御所町3-24(海岸通り) 0848-36-5220 0848-36-5221

輿水　　恵一　 こしみず 　けいいち 公明 （比）北関東 3508-7070 3508-3850 ketsui@39mail.com 輿水　　恵一　 

後藤　　茂之　 ごとう 　しげゆき 自民 長野4 3508-7702 3508-3452 後藤　　茂之　 392-0017 長野県諏訪市城南1-2542 0266-57-3370 0266-57-3380

後藤　　祐一　 ごとう 　ゆういち 民主 神奈川16 3508-7092 3508-3962 https://www.facebook.com/face.goto 後藤　　祐一　 243-0017 神奈川県厚木市栄町2-4-28-212 046-296-2411 046-296-4811

後藤田　正純　 ごとうだ 　まさずみ 自民 徳島1 3508-7315 3508-3315 後藤田　正純　 770-0873 徳島県徳島市東沖洲1-20-1　豊益海漕ビル３Ｆ 088-664-8555 088-664-3623

小林　　鷹之　 こばやし 　たかゆき 自民 千葉2 3508-7617 3508-3997 小林　　鷹之　 276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台3-3-5-202 047-409-5842 047-409-5843

小林　　史明　 こばやし 　ふみあき 自民 広島7 3508-7455 3508-3630 小林　　史明　 721-0958 広島県福山市西新涯町2-23-34 084-959-5884 084-959-5881

小松　　　裕　 こまつ 　ゆたか 自民 （比）北陸信越 3508-7515 3508-3945 小松　　　裕　 380-0803 長野県長野市三輪1-5-19　電弘ビル 026-217-2160 026-217-2168

小宮山　泰子　 こみやま 　やすこ 民主 （比）北関東 3508-7184 3508-3614 小宮山　泰子　 350-0043 埼玉県川越市新富町1-18-6　２Ｆ 049-222-2900 049(225)2001

小山　　展弘　 こやま 　のぶひろ 民主 （比）東海 3508-7316 3508-3316 小山　　展弘　 438-0078 静岡県磐田市中泉656-1 0538-39-1234 0538-39-1235

近藤　　昭一　 こんどう 　しょういち 民主 愛知3 3508-7402 3508-3882 http://kon-chan.org/ 近藤　　昭一　 468-0058 愛知県名古屋市天白区植田西3-1207 052-808-1181 052-800-2371

近藤　　洋介　 こんどう 　ようすけ 民主 （比）東北 3508-7605 3508-3985 http://www.kondo21.com/ 近藤　　洋介　 992-0012 山形県米沢市金池5-13-3　KRビル金池１Ｆ 0238-23-5809 0238-21-2531

今野　　智博　 こんの 　ともひろ 自民 （比）北関東 3508-7051 3508-3851 http://amebameblo.jp/konnotomohiro/ 今野　　智博　 366-0801 埼玉県深谷市上野台3395 048-551-1311 048-551-1333

斉藤　　和子　 さいとう 　かずこ 共産 （比）南関東 3508-7131 3508-3431 斉藤　　和子　 221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-10-16　斎藤ビル２Ｆ 045-324-6516 045-324-6596

齋藤　　　健　 さいとう 　けん 自民 千葉7 3508-7221 3508-3221 info@saito-ken.jp 齋藤　　　健　 270-0137 千葉県流山市野谷665-40-103 04-7157-6223 04-7157-6224

斉藤　　鉄夫　 さいとう 　てつお 公明 （比）中国 3508-7308 3501-5524 http://www.saitotetsuo.com/ 斉藤　　鉄夫　 732-0052 広島県広島市東区光町2-12-10　日宝光町ビル402 082-568-2236 082-568-2320

斎藤　　洋明　 さいとう 　ひろあき 自民 （比）北陸信越 3508-7155 3508-3705 斎藤　　洋明　 957-0056 新潟県新発田市大栄町3-6-3 0254-21-0003 0254-21-0022

坂井　　　学　 さかい 　まなぶ 自民 神奈川5 3508-7489 3508-3369 otoiawase@sakaimana
bu.com

坂井　　　学　 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町142　鈴木ビル３Ｆ 045-863-0900 045-865-6700

坂本　　哲志　 さかもと 　てつし 自民 熊本3 3508-7034 3508-3834 坂本　　哲志　 869-1235 熊本県菊池郡大津町室122-4 096-293-7990 096-293-7994

坂本　祐之輔　 さかもと 　ゆうのすけ 維新 （比）北関東 3508-7343 3508-3733 坂本　祐之輔　 355-0016 埼玉県東松山市材木町20-9 0493-22-3682 0493-81-3386

櫻田　　義孝　 さくらだ 　よしたか 自民 千葉8 3508-7381 3508-3501 櫻田　　義孝　 277-0814 千葉県柏市正連寺374 04-7132-0881 04-7132-6456

笹川　　博義　 ささがわ 　ひろよし 自民 群馬3 3508-7338 3508-3338 笹川　　博義　 373-0818 群馬県太田市小舞木町270-1 0276-46-7424 0276-55-6245

佐々木　隆博　 ささき 　たかひろ 民主 北海道6 3508-7260 3508-3530 http://www.sasaki-takahiro.jp/ 佐々木　隆博　 070-0031 旭川市1条通4丁目右6号 0166-24-3131 0166-23-9408

佐々木　　紀　 ささき 　はじめ 自民 石川2 3508-7059 6273-3012 info@sasaki-hajime.jp 佐々木　　紀　 923-0926 石川県小松市龍助町47-4 0761-21-1181 0761-21-1172

佐田　玄一郎　 さた 　げんいちろう 自民 群馬1 3508-7001 3593-7277 http://www.sata-genichiro.jp/ 佐田　玄一郎　 371-0018 前橋市三俣町1-29-11 027-232-6655 027-232-6713

左藤　　　章　 さとう 　あきら 自民 大阪2 3508-7511 3508-3941 http://www.akira310.com/ 左藤　　　章　 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-5-11 06-6621-0045 06-6624-0777

佐藤　　茂樹　 さとう 　しげき 公明 大阪3 3508-7200 3508-3510 http://www.sato・shigeki.com/ 佐藤　　茂樹　 557-0041 大阪府大阪市西成区岸里3-1-29 06-6653-3630 06-6653-3650

佐藤　　　勉　 さとう 　つとむ 自民 栃木4 3508-7408 3597-2740 http://www.satoben.jp/ 佐藤　　　勉　 321-0225 栃木県下都賀郡壬生町本丸2-15-20 0282-83-0001

7

mailto:ketsui@39mail.com
https://www.facebook.com/face.goto
http://kon-chan.org/
http://www.kondo21.com/
http://amebameblo.jp/konnotomohiro/
mailto:info@saito-ken.jp
http://www.saitotetsuo.com/
http://www.sasaki-takahiro.jp/
mailto:info@sasaki-hajime.jp
http://www.sata-genichiro.jp/
http://www.akira310.com/
http://www.sato・shigeki.com/
http://www.satoben.jp/


衆議院議員名簿 20150701

佐藤　　英道　 さとう 　ひでみち 公明 （比）北海道 3508-7457 3508-3287 http://www.kmplan.net/usr/sato/ 佐藤　　英道　 060-0001 北海道札幌市中央区北一条西19丁目緒方ビル4階 011-688-5450

佐藤　ゆかり　 さとう 　ゆかり 自民 大阪11 3508-7625 3508-3255 info-sy@satoyukari.jp 佐藤　ゆかり　 573-0027 大阪府枚方市大垣内町2-8-8マイティビル1-A 072-843-7211 072-843-7221

志位　　和夫　 しい 　かずお 共産 （比）南関東　　 3508-7285 3508-3735 志位　　和夫　 221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-10-16斉藤ビル2階 045-324-6516 045-324-6596

塩川　　鉄也　 しおかわ 　てつや 共産 （比）北関東 3508-7507 3508-3937 塩川　　鉄也　 330-0835 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 048-649-0409 048-642-2793

塩崎　　恭久　 しおざき 　やすひさ 自民 愛媛1 3508-7189 3508-3619 shiozaki@y-shiozaki.or.jp塩崎　　恭久　 790-0003 愛媛県松山市三番町4-7-19 089-941-4843 089-941-4894

塩谷　　　立　 しおのや 　りゅう 自民 静岡8 3508-7632 3508-3262 shionoya_ryu@yahoo.co.jp塩谷　　　立　 430-0928 静岡県浜松市中区板屋町605 053-455-3711 053-455-3712

重徳　　和彦　 しげとく 　かずひこ 維新 愛知12 3508-7910 3508-3285 重徳　　和彦　 444-0858 愛知県岡崎市上六名3-13-13浅井ビル3階西 0564-51-1192 0564-51-1198

階　　　　猛　 しな 　たけし 民主 岩手1 3508-7024 3508-3824 info@shina.jp 階　　　　猛　 020-0021 岩手県盛岡市中央通3-3-2菱和ビル4階 019-654-7111 019-625-9415

篠原　　　豪　 しのはら 　ごう 維新 （比）南関東 3508-7130 3508-3430 篠原　　　豪　 235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子3-6-23 045-349-7130 045-349-9180

篠原　　　孝　 しのはら 　たかし 民主 長野1 3508-7268 3508-3538 篠原　　　孝　 380-0928 長野県長野市若里4-12-26　宮沢ビル2階 026-229-5777 026-229-5727

柴山　　昌彦　 しばやま 　まさひこ 自民 埼玉8 3508-7624 3508-7715 info@shibamasa.net 柴山　　昌彦　 359-1141 埼玉県所沢市小手指町1-39-9　大城ビル3階 04-2924-5100 04-2924-5335

島田　　佳和　 しまだ 　よしかず 自民 （比）東海 3508-7609 3508-3989 info@y-shimada.jp 島田　　佳和　 513-0806 三重県鈴鹿市算所3-17-31　1階 059-367-0328 059-367-0340

島津　　幸広　 しまづ 　ゆきひろ 共産 （比）東海 3508-7246 3508-3516 島津　　幸広　 460-0007 愛知県名古屋市中区新栄3-12-25 052-262-0833 052-264-0850

清水　　忠史　 しみず 　ただし 共産 （比）近畿 3508-7504 3508-3934 清水　　忠史　 540-0004 大阪府大阪市中央区玉造2-5-7 06-6764-9111 06-6341-3208

下地　　幹郎　 しもじ 　みきお 維新 （比）九州 3508-7103 3508-3403 g15592@shugiin.go.jp 下地　　幹郎　 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち3-5-3 098-866-7603 098-866-7603

下村　　博文　 しもむら 　はくぶん 自民 東京11 3508-7084 3597-2772 下村　　博文　 173-0024 東京都板橋区大山金井町38-12新大山ビル205 03-5995-4491

白石　　　徹　 しらいし 　とおる 自民 愛媛3 3508-7139 3508-3439 kouenkai@shiraishi.gr.jp 白石　　　徹　 792-0026 愛媛県新居浜市久保田町3-9-27 0897-65-3751 0897-65-3752

白須賀　貴樹　 しらすか 　たかき 自民 千葉13 3508-7436 3508-3916 白須賀　貴樹　 270-1328 千葉県印西市木下南2-10-9 0476-49-4150 0476-49-4160

新谷　　正義　 しんたに 　まさよし 自民 （比）中国 3508-7604 3508-3984 新谷　　正義　 なし なし なし 082-222-5412

新藤　　義孝　 しんどう 　よしたか 自民 埼玉2 3508-7313 3508-3313 新藤　　義孝　 332-0034 埼玉県川口市並木1-10-22 048-254-6000 048-254-5550

菅　　　義偉　 すが 　よしひで 自民 神奈川2 3508-7446 3597-2707 菅　　　義偉　 232-0017 神奈川県横浜市南区宿町2-49 045-743-5550 045-743-5296

菅原　　一秀　 すがわら 　いっしゅう 自民 東京9 3508-7634 3508-3264 菅原　　一秀　 176-0012 東京都練馬区豊玉北5-23-11 03-3992-3333

助田　　重義　 すけだ 　しげよし 自民 （比）北陸信越 3508-7104 3508-3404 助田　　重義　 910-0005 福井県福井市大手3-7-1　繊協ビル6階 0776-43-0360

鈴木　　克昌　 すずき 　かつまさ 民主 （比）東海 3508-7190 3508-3620 鈴木　　克昌　 442-0012 愛知県豊川市新豊町1-101 0533-84-9151 0533-84-9174

鈴木　　馨祐　 すずき 　けいすけ 自民 神奈川7 3508-7304 3508-3304 鈴木　　馨祐　 224-0032 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 045-532-5832 045-532-5831

鈴木　　俊一　 すずき 　しゅんいち 自民 岩手2 3508-7267 3508-3543 office@suzukishunichi.jp鈴木　　俊一　 020-0668 岩手県滝沢市鵜飼狐洞1-432 019-687-5525 019-687-5565

鈴木　　淳司　 すずき 　じゅんじ 自民 （比）東海 3508-7264 3508-3534 鈴木　　淳司　 489-0929 愛知県瀬戸市西長根町83　Kインタービル2階 0561-89-3611 0561-89-3655

鈴木　　貴子　 すずき 　たかこ 民主 （比）北海道 3508-7233 3508-3233 鈴木　　貴子　 085-0018 北海道釧路市黒金町7-1-1　クロガネビル3階 0154-24-8801

鈴木　　憲和　 すずき 　のりかず 自民 山形2 3508-7318 3508-3318 鈴木　　憲和　 992-0012 山形県米沢市金池2-1-11 0238-26-4260 0238-26-4293

鈴木　　隼人　 すずき 　はやと 自民 （比）東京都 3508-7463 3508-3293 info@suzukihayato.jp 鈴木　　隼人　 なし なし なし nasi
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鈴木　　義弘　 すずき 　よしひろ 維新 （比）北関東 3508-7150 3508-3640 鈴木　　義弘　 341-0044 埼玉県三郷市戸ヶ崎3-347 048-948-2070 048-948-2071

関　　　芳弘　 せき 　よしひろ 自民 兵庫3 3508-7173 3508-3603 info@3ku-seki.com 関　　　芳弘　 654-0026 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-5 078-739-0904 078-739-0905

瀬戸　　隆一　 せと 　たかかず 自民 （比）四国 3508-7075 3508-3765 info@setojapan 瀬戸　　隆一　 762-0007 香川県板出市室町2-5-20　室町ビル１階 0877-44-1755 0877-44-1755

薗浦　健太郎　 そのうら 　けんたろう 自民 千葉5 3508-7305 3508-3305 sonoura@au.wakwak.com薗浦　健太郎　 272-0021 千葉県市川市八幡2-16-20-203 047-318-1001 047-336-8801

園田　　博之　 そのだ 　ひろゆき 次世代 熊本4 3508-7013 3502-5142 園田　　博之　 869-0407 熊本県宇土市松原町25-10 0964-22-5550 0964-22-5551

平　　　将明　 たいら 　まさあき 自民 東京4 3508-7297 3508-3507 info@taira-m.jp 平　　　将明　 144-0052 東京都大田区蒲田5-30-15　第20下川ビル７階 03-5714-7071 03 - 3739 - 2581

高井　　崇志　 たかい 　たかし 維新 （比）中国 3508-7063 3508-3383 高井　　崇志　 700-0971 岡山県岡山市北区野田2-7-12-101 086-242-6060 086-242-6063

高市　　早苗　 たかいち 　さなえ 自民 奈良2 3508-7198 3508-7199 shinjidai@sanae.gr.jp 高市　　早苗　 630-0213 奈良県生駒市東生駒1-77-6 0743-75-7788 0743-75-7780

高木　　　毅　 たかぎ 　つよし 自民 福井2 3508-7296 3508-3506 高木　　　毅　 914-0803 福井県敦賀市新松島10-9 0770-21-2244

高木　　宏壽　 たかぎ 　ひろひさ 自民 北海道3 3508-7637 3508-3267 高木　　宏壽　 062-0020 北海道札幌市豊平区月寒中央通5-1-12 011-852-4764 011-852-0221

高木　美智代　 たかぎ 　みちよ 公明 （比）東京都 3508-7630 3508-3260 高木　美智代　 135-0048 東京都江東区門前仲町1-20-5 03-6458-5211

高木　　陽介　 たかぎ 　ようすけ 公明 （比）東京都 3508-7481 5251-3685 yousuke@takagi21.com高木　　陽介　 190-0022 東京都立川市錦町1-4-4　立川サニーハイツ301 042-540-1155

高木　　義明　 たかき 　よしあき 民主 （比）九州 3508-7420 3503-5757 y-takaki@viola.ocn.ne.jp高木　　義明　 850-0035 長崎県長崎市元船町7-6　元船ビル１階 095-826-0446 095-826-0445

高鳥　　修一　 たかとり 　しゅういち 自民 新潟6 3508-7607 3508-3987 高鳥　　修一　 943-0817 新潟県上越市藤巻10-1　コスゲビル２階 025-521-0760 025-521-0761

高橋　千鶴子　 たかはし 　ちづこ 共産 （比）東北 3508-7506 3508-3936 高橋　千鶴子　 980-0021 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 022-223-7572 022-264-2596

高橋　ひなこ　 たかはし 　ひなこ 自民 （比）東北 3508-7021 3508-3821 高橋　ひなこ　 020-0021 岩手県盛岡市中央通1-6-26サトウビル４階 019-622-4799 019-613-5115

武井　　俊輔　 たけい 　しゅんすけ 自民 宮崎1 3508-7388 3508-3718 http://www.s-takei.jp/inquiry/ 武井　　俊輔　 880-0803 宮崎県宮崎市旭2-1-21　ビスタリー旭１階 0985-28-7608 0985-48-7608

竹内　　　譲　 たけうち 　ゆずる 公明 （比）近畿 3508-7473 3508-3353 h11495@shugiin.go.jp 竹内　　　譲　 602-8442 京都府京都市上京区今出川通大宮南西角 075-417-4440

竹下　　　亘　 たけした 　わたる 自民 島根2 3508-7619 3504-2842 teke-w@takeshita-wararu.com竹下　　　亘　 693-0058 島根県出雲市矢野町941-4 0853-23-8118

武田　　良太　 たけだ 　りょうた 自民 福岡11 3508-7180 3508-3610 ryotaofc@jeans.ocn.ne.jp武田　　良太　 826-0041 福岡県田川市大字弓削田3513-1 0947-46-0224 0947-46-0221


武部　　　新　 たけべ 　あらた 自民 北海道12 3508-7425 3502-5190 武部　　　新　 090-0833 北海道北見市とん田東町603-1 0157-61-7711 0157-61-5110


武正　　公一　 たけまさ 　こういち 民主 （比）北関東 3508-7062 3519-7715 武正　　公一　 330-0074 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 048-832-3810

武村　　展英　 たけむら 　のぶひで 自民 滋賀3 3508-7118 3508-3418 武村　　展英　 525-0025 滋賀県草津市西渋川1-4-6 MAEDA第一ビル１階 077-566-5345 077-566-5346

竹本　　直一　 たけもと 　なおかず 自民 大阪15 3508-7449 3597-2804 竹本　　直一　 584-0025 大阪府富田林市若松町西1-1807-1　田井戸ハウス102 0721-24-7275

田島　　一成　 たじま 　いっせい 民主 （比）近畿 3508-7106 3508-3406 田島　　一成　 522-0038 滋賀県彦根市西沼波町35-1 0749-30-0350 0749-30-0500

田嶋　　　要　 たじま 　かなめ 民主 千葉1 3508-7229 3508-3411 田嶋　　　要　 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-9-28　第一山崎ビル６階 043-202-1511 043-202-1512

橘　　慶一郎　 たちばな 　けいいちろう 自民 富山3 3508-7227 3508-3227 橘　　慶一郎　 933-0912 富山県高岡市丸の内1-40　高岡商工ビル 0766-25-5780 0766-25-3701

田所　　嘉徳　 たどころ 　よしのり 自民 茨城1 3508-7068 3508-3848 田所　　嘉徳　 310-0804 茨城県水戸市白梅2-4-12 029-353-6822 029-353-6823


田中　　和徳　 たなか 　かずのり 自民 神奈川10 3508-7294 3508-3504 田中　　和徳　 210-0846 神奈川県川崎市川崎区小田6-11-24 044-366-1400 044-366-1138

田中　　英之　 たなか 　ひでゆき 自民 京都4 3508-7007 3508-3807 info@tanakahideyuki.jp 田中　　英之　 615-0021 京都府京都市右京区西院三蔵町35　２階 　 075-314-7337
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田中　　良生　 たなか 　りょうせい 自民 埼玉15 3508-7058 3508-3858 田中　　良生　 335-0004 埼玉県蕨市中央6-3-3 048-444-7400 048-444-7401

棚橋　　泰文　 たなはし 　やすふみ 自民 岐阜2 3508-7429 3508-3909 棚橋　　泰文　 503-0904 岐阜県大垣市桐ケ崎町93 0584-73-3000 0584-82-3666

谷　　　公一　 たに 　こういち 自民 兵庫5 3508-7010 3502-5048 谷　　　公一　 667-0024 兵庫県養父市八鹿町朝倉49-1 079-665-7070 079-665-7071

谷垣　　禎一　 たにがき 　さだかず 自民 京都5 3508-7012 3597-0895 谷垣　　禎一　 620-0054 京都府福知山市末広町1-1-1　中川ビル402 0773-22-5335

谷川　　とむ　 たにがわ 　とむ 自民 （比）近畿 3508-7514 3508-3944 谷川　　とむ　 598-0007 大阪府泉佐野市上町3-1-13 072-464-1416 072-464-1415

谷川　　弥一　 たにがわ 　やいち 自民 長崎3 3508-7014 3506-0557 谷川　　弥一　 856-0826 長崎県大村市東三城町6-1　２階 0957-50-1981 0957-53-1542

谷畑　　　孝　 たにはた 　たかし 維新 大阪14 3508-7276 3508-3726 谷畑　　　孝　 581-0018 大阪府八尾市青山町4-5-25　メゾンカリフ103 072-994-5005 072-994-9908

田野瀬　太道　 たのせ 　たいどう 自民 奈良4 3508-7071 3591-6569 田野瀬　太道　 634-0044 奈良県橿原市大軽町59-1 0744-28-6699 nasi

田畑　　裕明　 たばた 　ひろあき 自民 富山1 3508-7704 3508-3454 office@tabatahiroaki.com田畑　　裕明　 939-8202 富山県富山市西田地方町2-12-4　ケィ・ディックビル２階 076-421-1411 076-421-1422

玉城　デニー　 たまき 　でにー 生活 沖縄3 3508-7284 3508-3734 玉城　デニー　 904-2155 沖縄県沖縄市美原4-22-12　ピュアパルクB-203 098-929-2416 098-929-2005

玉木　雄一郎　 たまき 　ゆういちろう 民主 香川2 3508-7213 3508-3213 玉木　雄一郎　 769-2321 香川県さぬき市寒川町石田東甲814-1 0879-43-0280 0879-43-0281

田村　　貴昭　 たむら 　たかあき 共産 （比）九州 3508-7475 3508-3355 kyuoki@gmail.com 田村　　貴昭　 810-0022 福岡県福岡市中央区薬院3-13-12　大場ビル３階 092-526-1933 092-526-1802 

田村　　憲久　 たむら 　のりひさ 自民 三重4 3508-7163 3502-5066 info@tamura-norihisa.jp田村　　憲久　 515-0077 三重県松阪市茶与町28-2 0598-25-6580 0598-25-6588

辻　　　清人　 つじ 　きよと 自民 東京2 3508-7288 3508-3738 辻　　　清人　 111-0021 東京都台東区日本堤2-23-13　深谷ビル 03-6802-4701 03-6802-4702

津島　　　淳　 つしま 　じゅん 自民 青森1 3508-7073 3508-3033 津島　　　淳　 030-0843 青森県青森市大字浜田字豊田148-6 017-718-3726 017-718-3727

辻元　　清美　 つじもと 　きよみ 民主 大阪10 3508-7055 3508-3855 https://twitter.com/tsujimotokiyomi 辻元　　清美　 569-0805 大阪府高槻市上田辺町6-20　寺本テヂデンス２階 072-685-0631 072-686-2396

土屋　　品子　 つちや 　しなこ 自民 埼玉13 3508-7188 3508-3618 otayori@owl1.owls.co.jp土屋　　品子　 048-763-3475

土屋　　正忠　 つちや 　まさただ 自民 東京18 3508-7074 3508-3764 土屋　　正忠　 180-0006 東京都武蔵野市中町2-6-5　アルファ武蔵野2-103 0422-59-0291

角田　　秀穂　 つのだ 　ひでお 公明 （比）南関東 3508-7036 3508-8386 角田　　秀穁　 

津村　　啓介　 つむら 　けいすけ 民主 （比）中国 3508-7088 3508-3868 youngpower@tsumura.org津村　　啓介　 703-8271 岡山県岡山市中区円山107 086-277-9900 086-277-9966

寺田　　　学　 てらた 　まなぶ 民主 （比）東北 3508-7464 3508-3294 http://www.manabu.jp/contact/ 寺田　　　学　 010-0951 秋田県秋田市山王5-14-2　山王土地ビル１階 018-896-1088 018-896-1006

寺田　　　稔　 てらだ 　みのる 自民 広島5 3508-7606 3508-3986 kure-terada@giga.ocn.ne.jp寺田　　　稔　 737-0045 広島県呉市本通4-3-15　呉YSビル 0823-24-2358 0823-25-1450

照屋　　寛徳　 てるや 　かんとく 社民 沖縄2 3508-7069 3508-3849 照屋　　寛徳　 901-2212 沖縄県宜野湾市長田4-16-11 098-896-1810 098-896-1819

土井　　　亨　 どい 　とおる 自民 宮城1 3508-7470 3508-3350 土井　　　亨　 980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町11-12　リーベンス二日町１階 022-262-7223 022-262-7228

遠山　　清彦　 とおやま 　きよひこ 公明 （比）九州 3508-7225 3508-3414 office@toyamakiyohiko.com 遠山　　清彦　 900-0012 沖縄県那覇市泊1-4-13　２階 098-862-8360 098-988-4031

渡海　紀三朗　 とかい 　きさぶろう 自民 兵庫10 3508-7643 3508-3613 渡海　紀三朗　 676-0082 兵庫県高砂市曽根町2248 079-447-0017 079-448-7511

冨樫　　博之　 とがし 　ひろゆき 自民 秋田1 3508-7275 3508-3725 冨樫　　博之　 010-1427 秋田県秋田市仁井田新田3-13-20 018-839-5601 018-839-7911

とかしきなおみ　 とかしき 　なおみ 自民 大阪7 3508-7277 3508-3727 とかしきなおみ　 564-0026 大阪府吹田市高浜町9-16 06-6319-1535 06-6319-1536

冨岡　　　勉　 とみおか 　つとむ 自民 長崎1 3508-7411 3508-3891 冨岡　　　勉　 852-8155 長崎県長崎市中園町6-17 095-860-0200

富田　　茂之　 とみた 　しげゆき 公明 （比）南関東　　 3508-7052 3508-3852 富田　　茂之　 260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-13-13　なのはなビル４階 043-202-8070 043-202-8072

10

mailto:office@tabatahiroaki.com
mailto:info@tamura-norihisa.jp?subject=お問合せ
https://twitter.com/tsujimotokiyomi
mailto:otayori@owl1.owls.co.jp
mailto:youngpower@tsumura.org
http://www.manabu.jp/contact/
mailto:kure-terada@giga.ocn.ne.jp
mailto:office@toyamakiyohiko.com


衆議院議員名簿 20150701

豊田　真由子　 とよた 　まゆこ 自民 埼玉4 3508-7326 3508-3326 豊田　真由子　 352-0001 埼玉県新座市東北2-13-25　城取ビル 048-423-6117 048-423-6234

長尾　　　敬　 ながお 　たかし 自民 （比）近畿 3508-7480 3508-3360 長尾　　　敬　 581-0004 大阪府八尾市東本町3-6-10　たばこビル３階 072-990-5244

永岡　　桂子　 ながおか 　けいこ 自民 （比）北関東 3508-7274 3508-3724 永岡　　桂子　 306-0023 茨城県古河市本町2-7-13 0280-31-5033 0280-30-1933

中川　　俊直　 なかがわ 　としなお 自民 広島4 3508-7295 3508-3505 中川　　俊直　 739-0012 広島県東広島市西条朝日町11-27 082-422-2161 082-423-5779

中川　　正春　 なかがわ 　まさはる 民主 三重2 3508-7128 3508-3428 中川　　正春　 513-0801 三重県鈴鹿市神戸7-1-5 059-381-3513 059-381-3514

中川　　康洋　 なかがわ 　やすひろ 公明 （比）東海 3508-7300 3508-3373 yassun@m2.cty-net.ne.jp中川　　康洋　 510-0822 三重県四日市市芝田1-10-29　新栄ビル 059-340-5341 059-340-5340  

中川　　郁子　 なかがわ 　ゆうこ 自民 北海道11 3508-7050 3508-3960 中川　　郁子　 080-0803 北海道帯広市東三条南13-19 0155-27-2611

長坂　　康正　 ながさか 　やすまさ 自民 愛知9 3508-7043 3508-3863 jimin_nagasaka@yahoo.co.jp長坂　　康正　 496-0044 愛知県津島市立込町3-26-2 0567-26-3339 0567-26-6668

長崎　幸太郎　 ながさき 　こうたろう 無 山梨2 3508-7220 3508-3220 長崎　幸太郎　 403-0016 山梨県富士吉田市松山1-6-14 0555-23-9701 0555-23-9705

仲里　　利信　 なかざと 　としのぶ 無 沖縄4 3508-7102 3508-3402 仲里　　利信　 901-1111 沖縄県島尻郡南風原町兼城129-14 098-882-6135 098-889-8443

長島　　昭久　 ながしま 　あきひさ 民主 （比）東京都 3508-7309 3508-3309 tokyo21@nagashima21.net長島　　昭久　 190-0022 東京都立川市錦町2-2-5-3F 042-548-2700 042-548-2711

中島　　克仁　 なかじま 　かつひと 民主 山梨1 3508-7423 3508-3903 info＠katsuhito-nakajima.jp中島　　克仁　 400-0105 山梨県甲斐市下今井933-1 0551-45-7450 0551-45-7455

長島　　忠美　 ながしま 　ただよし 自民 新潟5 3508-7640 3508-3270 yamakoshi.soncho@image.ocn.ne.jp長島　　忠美　 940-1166 新潟県長岡市今井2-26 0258-23-7666 0258-23-7667

中谷　　　元　 なかたに 　げん 自民 高知1 3508-7486 3592-9032 中谷　　　元　 781-5106 高知県高知市介良乙278-1　タイシンビル2F 088-855-6678 088-855-7005

中谷　　真一　 なかたに 　しんいち 自民 （比）南関東 3508-7336 3508-3336 https://www.facebook.com/nakatani80 中谷　　真一　 400-0206 山梨県南アルプス市六科556-1 055-288-8220 055-288-8221

長妻　　　昭　 ながつま 　あきら 民主 東京7 3508-7456 3508-3286 akira@naga.tv 長妻　　　昭　 164-0011 東京都中野区中央4-11-13-101 03-5342-6551

中根　　一幸　 なかね 　かずゆき 自民 （比）北関東 3508-7458 3508-3288 中根　　一幸　 365-0038 埼玉県鴻巣市本町3-9-28 048-543-8880 048-543-8870

中根　　康浩　 なかね 　やすひろ 民主 （比）東海 3508-7527 3508-3973 中根　　康浩　 444-3173 愛知県岡崎市滝町十楽8-1 0564-46-3922 0564-46-3944

中野　　洋昌　 なかの 　ひろまさ 公明 兵庫8 3508-7224 3508-3415 中野　　洋昌　 660-0052 兵庫県尼崎市七松町3-17-20-201 06-6415-0220 06-6415-0230

中村　喜四郎　 なかむら 　きしろう 無 茨城7 3508-7501 3508-3931 中村　喜四郎　 306-0400 茨城県猿島郡境町1728 0280-87-0154

中村　　裕之　 なかむら 　ひろゆき 自民 北海道4 3508-7406 3508-3886 中村　　裕之　 047-0024 北海道小樽市花園2-9-11 0134-21-5770 0134-21-5771

中山　　展宏　 なかやま 　のりひろ 自民 （比）南関東 3508-7435 3508-3915 中山　　展宏　 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸2663　東洋ビル5F 044-322-8600 044-322-8601

中山　　泰秀　 なかやま 　やすひで 自民 大阪4 3508-7028 3508-3828 中山　　泰秀　 530-0055 大阪府大阪市北区野崎町6-7　大阪北野ビル 06-6363-0781 06-6365-9330

二階　　俊博　 にかい 　としひろ 自民 和歌山3 3508-7023 3502-5037 nikai_201212@nikai.jp 二階　　俊博　 644-0003 和歌山県御坊市島440-1 0738-23-0123

西川　　公也　 にしかわ 　こうや 自民 （比）北関東 3508-7522 3508-3952 西川　　公也　 329-1321 栃木県さくら市馬場296-7 028-682-3234 028-682-7222

西村　　明宏　 にしむら 　あきひろ 自民 宮城3 3508-7906 3508-3873 西村　　明宏　 981-1231 宮城県名取市手倉田字諏訪609-1 022-384-4757 022-384-4540

西村　智奈美　 にしむら 　ちなみ 民主 （比）北陸信越 3508-7614 3508-3994 西村　智奈美　 950-0902 新潟県新潟市中央区南万代町12-5　黒井ビル1F 025-244-1173 025-244-1183

西村　　康稔　 にしむら 　やすとし 自民 兵庫9 3508-7101 3508-3401 西村　　康稔　 673-0884 兵庫県明石市鍛治屋町4-27 078-919-2320 078-919-2322

西銘　恒三郎　 にしめ 　こうさぶろう 自民 （比）九州 3508-7218 3508-3218 西銘　恒三郎　 901-1115 沖縄県島尻郡南風原町山川286-1-2F 098-888-5360 098-888-5361

丹羽　　秀樹　 にわ 　ひでき 自民 愛知6 3508-7025 3508-3825 丹羽　　秀樹　 486-0855 愛知県春日井市関田町2-149 0568-87-6226 0568-87-6211
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丹羽　　雄哉　 にわ 　ゆうや 自民 茨城6 3508-7039 3508-3839 丹羽　　雄哉　 315-0042 茨城県石岡市茨城3-14-3 029-922-2544 0299-22-2559

額賀　福志郎　 ぬかが 　ふくしろう 自民 茨城2 3508-7447 3592-0468 額賀　福志郎　 311-3832 茨城県行方市麻生3287-32 0299-72-1218 0299-72-2691


根本　　　匠　 ねもと 　たくみ 自民 福島2 3508-7312 3508-3312 根本　　　匠　 963-8011 福島県郡山市若葉町10-14 024-932-6662

根本　　幸典　 ねもと 　ゆきのり 自民 愛知15 3508-7711 3508-3300 根本　　幸典　 441-8032 愛知県豊橋市花中町63 0532-35-0261 0532-35-0265

野田　　聖子　 のだ 　せいこ 自民 岐阜1 3508-7161 3591-2143 野田　　聖子　 500-8463 岐阜県岐阜市加納新本町2-23 058-276-2601

野田　　　毅　 のだ 　たけし 自民 熊本2 3508-7415 3501-7538 野田　　　毅　 860-0834 熊本県熊本市南区江越1-22-18 096-328-3550 096-328-1550

野田　　佳彦　 のだ 　よしひこ 民主 千葉4 3508-7141 3508-3441 野田　　佳彦　 274-0077 千葉県船橋市薬円台6-6-8-202 047-496-1110 047-496-1222

野中　　　厚　 のなか 　あつし 自民 埼玉12 3508-7041 3508-3841 野中　　　厚　 347-0001 埼玉県加須市大越2194 0480-53-5563 0480-53-5635

野間　　　健　 のま 　たけし 無 鹿児島3 3508-7146 3508-3636 野間　　　健　 895-0061 鹿児島県薩摩川内市御陵下町27-23 0996-22-1505 0996-20-5217


萩生田　光一　 はぎうだ 　こういち 自民 東京24 3508-7154 3508-3704 hagiuda@ko-1.jp 萩生田　光一　 192-0046 東京都八王子市明神町4-1-2　ストーク八王子205 042-646-3008 042-646-3051

橋本　　　岳　 はしもと 　がく 自民 岡山4 3508-7016 3508-3816 橋本　　　岳　 710-0842 岡山県倉敷市吉岡552 086-422-8410 086-425-1823

橋本　　英教　 はしもと 　ひでのり 自民 （比）東北 3508-7414 3508-3894 橋本　　英教　 021-0021 岩手県一関市中央町2-35-3 0191-48-4418 0191-48-4419

馳　　　　浩　 はせ 　ひろし 自民 石川1 3508-7179 3508-3609 馳　　　　浩　 920-8203 石川県金沢市鞍月5-181　AUBEビル5F 076-239-1919 076-239-1920　　　　

畑野　　君枝　 はたの 　きみえ 共産 （比）南関東 3508-7157 3508-3707 畑野　　君枝　 221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-10-16　斉藤ビル2F 045-324-6516 045-324-6596

畠山　　和也　 はたやま 　かずや 共産 （比）北海道 3508-7503 - 畠山　　和也　 065-0012 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 011-750-6677 011-750-6678

初鹿　　明博　 はつしか 　あきひろ 維新 （比）東京都 3508-7712 3508-3241 初鹿　　明博　 132-0035 東京都江戸川区平井3-10-10　一興ビル 03-5836-3155 03-5836-3154

鳩山　　邦夫　 はとやま 　くにお 自民 福岡6 3508-3843 3580-8001 鳩山　　邦夫　 830-0018 福岡県久留米市通町1-1-2F 0942-39-2111 0942-39-6611

葉梨　　康弘　 はなし 　やすひろ 自民 茨城3 3508-7248 3508-3518 葉梨　　康弘　 302-0024 茨城県取手市新町4-22-33 0297-74-1859 0297-74-1852

馬場　　伸幸　 ばば 　のぶゆき 維新 大阪17 3508-7322 3508-3322 馬場　　伸幸　 593-8325 大阪府堺市西区鳳南町5-711-5 072-274-0771 072-274-0805

浜田　　靖一　 はまだ 　やすかず 自民 千葉12 3508-7020 3508-7644 http://www.office-hamada.jp/ 浜田　　靖一　 292-0066 千葉県木更津市新宿1-3-2F 0438-23-5432 0438-22-3911

浜地　　雅一　 はまち 　まさかず 公明 （比）九州 3508-7235 3508-3235 https://www.facebook.com/hamachi.masakazu 浜地　　雅一　 812-0023 福岡県福岡市博多区奈良屋町11-6NS　奈良屋ビル2F 092-262-6616 092-262-6617

濱村　　　進　 はまむら 　すすむ 公明 （比）近畿 3508-7112 3508-3412 濱村　　　進　 651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通2-2-25-701 078-862-5001

林　　　幹雄　 はやし 　もとお 自民 千葉10 3508-7151 3502-5016 林　　　幹雄　 288-0817 千葉県銚子市清川町4-1043 0479-24-9434 0479-23-0514

原口　　一博　 はらぐち 　かずひろ 民主 佐賀1 3508-7238 3508-3238 原口　　一博　 849-0922 佐賀県佐賀市高木瀬東2-5-41 0952-32-2321 0952-32-2321

原田　　憲治　 はらだ 　けんじ 自民 大阪9 3508-7434 3508-3914 info@haradakenji.com 原田　　憲治　 562-0003 大阪府箕面市西小路5-4-2　オフィスワイビル2F 072-721-5151 072-722-5180

原田　　義昭　 はらだ 　よしあき 自民 福岡5 3508-7197 3508-3627 原田　　義昭　 818-0068 福岡県筑紫野市石崎1-6-5 092-928-8061

伴野　　　豊　 ばんの 　ゆたか 民主 （比）東海 3508-7064 3508-3844 伴野　　　豊　 475-0836 愛知県半田市青山2-19-8　アンビシャス青山1F 0569-25-1888 0569-25-1881

比嘉　奈津美　 ひが 　なつみ 自民 （比）九州 3508-7261 3508-3531 比嘉　奈津美　 904-2171 沖縄県沖縄市高原7-23-2-104 098-931-0200 098-927-5167

樋口　　尚也　 ひぐち 　なおや 公明 （比）近畿 3508-7631 3508-3261 樋口　　尚也　 550-0012 大阪府大阪市西区立売堀2-5-41　合田ビル701 06-6532-8866 06-6532-8876

平井　たくや　 ひらい 　たくや 自民 香川1 3508-7307 3508-3307 平井　たくや　 760-0025 香川県高松市古新町4-3 087-826-2811
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平口　　　洋　 ひらぐち 　ひろし 自民 広島2 3508-7622 3508-3252 平口　　　洋　 733-0812 広島県広島市西区己斐本町2-6-20 082-527-2100 082-527-2101

平沢　　勝栄　 ひらさわ 　かつえい 自民 東京17 3508-7257 3508-3527 http://hirasawa.net/contact/ 平沢　　勝栄　 124-0012 東京都葛飾区立石8-6-1-102 03-5670-1111 03-5670-2122

平沼　　赳夫　 ひらぬま 　たけお 次世代 岡山3 3508-7310 3502-5084 平沼　　赳夫　 708-0806 岡山県津山市大田81-11 0868-24-0107

平野　　博文　 ひらの 　ひろふみ 民主 （比）近畿 3508-7115 3508-3050 平野　　博文　 573-0027 大阪府枚方市大垣内町2-7-16　小北ビル2F 072-841-2501 072-844-6502

福井　　　照　 ふくい 　てる 自民 （比）四国 3508-7523 3519-7713 福井　　　照　 780-0861 高知県高知市升形2-15　升形ビル2F 088-820-7558 nasi

福島　　伸享　 ふくしま 　のぶゆき 民主 （比）北関東 3508-7426 3508-3906 福島　　伸享　 310-0804 茨城県水戸市白梅1-7-21　都市環境開発ビル2F 029-302-8895 029-302-8896

福田　　昭夫　 ふくだ 　あきお 民主 栃木2 3508-7289 3508-3739 akio417@rose.plala.or.jp福田　　昭夫　 321-2335 栃木県日光市森友739-1 0288-21-4182 0288-22-1535

福田　　達夫　 ふくだ 　たつお 自民 群馬4 3508-7181 3508-3611 福田　　達夫　 370-0073 群馬県高崎市緑町3-6-3 027-365-1192

ふくだ　峰之　 ふくだ 　みねゆき 自民 （比）南関東 3508-7902 3508-3537 Info-f@fukudamineyuki.comふくだ　峰之　 226-0015 神奈川県横浜市緑区三保町1727-6 045-931-6600 045-931-6677

福山　　　守　 ふくやま 　まもる 自民 （比）四国 3508-7706 3508-3321 福山　　　守　 770-8070 徳島県徳島市八万町大野123-1 088-669-0288 088-669-3257

藤井　比早之　 ふじい 　ひさゆき 自民 兵庫4 3508-7185 3508-3615 藤井　比早之　 651-2124 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和1060-5 078-978-1390 078-978-1395

藤野　　保史　 ふじの 　やすふみ 共産 （比）北陸信越 3508-7119 3508-3426 藤野　　保史　 380-0928 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 026-227-3220 026-227-1264

藤丸　　　敏　 ふじまる 　さとし 自民 福岡7 3508-7431 3597-0483 藤丸　　　敏　 836-0842 福岡県大牟田市有明町2-1-16　ウドノビル2F 0944-57-6106 0944-52-2010

藤原　　　崇　 ふじわら 　たかし 自民 （比）東北 3508-7207 3508-3721 藤原　　　崇　 024-0092 岩手県北上市新穀町1-6-4 0197-72-6056 0197-72-6057

船田　　　元　 ふなだ 　はじめ 自民 栃木1 3508-7156 3508-3706 船田　　　元　 320-0047 栃木県宇都宮市一の沢1-2-6 028-666-8735 028-666-8736

古川　　元久　 ふるかわ 　もとひさ 民主 愛知2 3508-7078 3597-2758 古川　　元久　 464-0075 愛知県名古屋市千種区内山3-8-16　トキワビル2F 052-733-8401

古川　　　康　 ふるかわ 　やすし 自民 佐賀2 3508-7417 3508-3897 古川　　　康　 847-0052 佐賀県唐津市呉服町1790 0955-74-7888 0955-74-7897

古川　　禎久　 ふるかわ 　よしひさ 自民 宮崎3 3508-7612 3506-2503 古川　　禎久　 885-0006 宮崎県都城市吉尾町811-7 0986-47-1881 0986-36-4005

古田　　圭一　 ふるた 　けいいち 自民 （比）中国 3508-7269 3508-3539 古田　　圭一　 750-0323 山口県下関市菊川町大字日新213 083-287-1270

古本　伸一郎　 ふるもと 　しんいちろう 民主 愛知11 3508-7262 3502-5075 古本　伸一郎　 471-0029 愛知県豊田市桜町2-15-1 0565-31-2480 nasi

古屋　　圭司　 ふるや 　けいじ 自民 岐阜5 3508-7440 3592-9040 古屋　　圭司　 509-7203 岐阜県恵那市長島町正家1-1-25 0573-25-7550 0573-25-6676

古屋　　範子　 ふるや 　のりこ 公明 （比）南関東 3508-7629 3508-3259 古屋　　範子　 238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2　サクマ横須賀ビル503 046-828-4230

星野　　剛士　 ほしの 　つよし 自民 神奈川12 3508-7413 3508-3893 星野　　剛士　 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢973　相模プラザ第三ビル1F 0466-23-6338 0466-23-6339

細田　　健一　 ほそだ 　けんいち 自民 新潟2 3508-7278 3508-3728 細田　　健一　 945-0032 新潟県柏崎市田塚1-1-28-2F 0257-32-3857 0257-32-3858

細田　　博之　 ほそだ 　ひろゆき 自民 島根1 3508-7443 3503-7530 h-hosoda@h-hosoda.jp細田　　博之　 690-0851 島根県松江市堂形町881　細田会館 0852-21-6455

細野　　豪志　 ほその 　ごうし 民主 静岡5 3508-7116 3508-3416 https://t-stars.com/contact/ 細野　　豪志　 411-0847 静岡県三島市西本町4-6　コーア三島ビル2F 055-991-1269 055-991-1270

堀井　　　学　 ほりい 　まなぶ 自民 北海道9 3508-7125 3508-3425 堀井　　　学　 059-0012 北海道登別市中央町5-14-1 0143-88-2811 0143-88-2812

堀内　　照文　 ほりうち 　てるふみ 共産 （比）近畿 3508-7454 3508-3284 堀内　　照文　 652-0811 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 078-577-6255 06-6764-9115

堀内　　詔子　 ほりうち 　のりこ 自民 （比）南関東 3508-7487 3508-3367 堀内　　詔子　 403-0004 山梨県富士吉田市下吉田5-26-10 0555-23-7688 0555-23-7879


前川　　　恵　 まえかわ 　めぐみ 自民 （比）東京都 3508-7015 3508-3815 info@megstyle.com 前川　　　恵　 
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前田　　一男　 まえだ 　かずお 自民 （比）北海道 3508-7465 3508-3295 maekazu@maedakazuo.jp前田　　一男　 041-0806 北海道函館市美原3-6-16　近江ビル 0138-34-2400 0138-34-2404

前原　　誠司　 まえはら 　せいじ 民主 京都2 3508-7171 3592-6696 前原　　誠司　 606-8007 京都府京都市左京区山端壱町田町8-46 075-723-2751 nasi

牧　　　義夫　 まき 　よしお 維新 （比）東海 3508-7628 3508-3258 牧　　　義夫　 456-0031 愛知県名古屋市熱田区神宮2-9-12 052-681-0440 052-681-0441

牧島　かれん　 まきしま 　かれん 自民 神奈川17 3508-7026 3508-3826 contact@makishimakaren.com牧島　かれん　 250-0862 神奈川県小田原市成田178-1 0465-38-3388 0465-38-4400

牧原　　秀樹　 まきはら 　ひでき 自民 （比）北関東 3508-7254 3508-3524 office@hmacky.net 牧原　　秀樹　 338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合2-1-24　三殖ビル5F 048-854-0808 048-858-2635

真島　　省三　 まじま 　しょうぞう 共産 （比）九州 3508-7901 3508-3409 真島　　省三　 810-0022 福岡県福岡市中央区薬院3-13-12　大場ビル3F 092-526-1933 092-526-1802

升田　世喜男　 ますた 　せきお 維新 （比）東北 3508-7602 3508-3982 http://www.masuta-sekio.com/ 升田　世喜男　 030-0843 青森県青森市浜田字玉川187-4 017-721-3799 017-775-2377

桝屋　　敬悟　 ますや 　けいご 公明 （比）中国 3508-7153 3508-3703 m0403@ymg.urban.ne.jp 桝屋　　敬悟　 753-0821 山口県山口市葵1-3-23 083-932-2824

松木けんこう　 まつき 　けんこう 維新 （比）北海道 3508-7306 3508-3011 http://www.kenko-matsuki.jp/ 松木けんこう　 001-0036 北海道札幌市北区北三十六条西4-2-5　第二泊ビル1F 011-738-8070 011-272-8110

松島　みどり　 まつしま 　みどり 自民 東京14 3508-7065 3508-3845 http://www.matsushima-midori.jp/ 松島　みどり　 131-0045 東京都墨田区押上1-24-2　川新ビル2F 03-5610-5566

松田　　直久　 まつだ 　なおひさ 維新 （比）東海 3508-7244 3508-3514 info@n-matsuda.jp 松田　　直久　 514-0027 三重県津市大門6-1 059-246-7737 059-228-8220

松浪　　健太　 まつなみ 　けんた 維新 （比）近畿 3508-7266 3508-3536 hppt://www.kentakenta.org/ 松浪　　健太　 569-0804 大阪府高槻市紺屋町11-1　FKビル2F 072-685-7188 072-685-7189

松野　　博一　 まつの 　ひろかず 自民 千葉3 3508-7329 3508-3329 http://www.hiro-matsuno.net/ 松野　　博一　 290-0072 千葉県市原市西国分寺台1-16-16 0436-23-9060 0436-23-9061

松野　　頼久　 まつの 　よりひさ 維新 （比）九州 3508-7040 3508-8989 http://www.matsuno-yorihisa.com/ 松野　　頼久　 860-0863 熊本県熊本市中央区坪井4-7-5 096-345-7788 096-344-4801

松原　　　仁　 まつばら 　じん 民主 （比）東京都 3508-7452 3580-7336 http://www.jin-m.com/ 松原　　　仁　 140-0011 東京都品川区東大井5-17-4　高山ビル402 03-5783-2511

松本　　　純　 まつもと 　じゅん 自民 神奈川1 3508-7705 3508-3455 http://www.jun.or.jp 松本　　　純　 231-0064 神奈川県横浜市中区野毛町2-65 045-241-7800 045-253-0585

松本　　剛明　 まつもと 　たけあき 民主 兵庫11 3508-7214 3508-3214 http://www.m-takeaki.jp/ 松本　　剛明　 670-0972 兵庫県姫路市手柄1-124 079-282-5516 079-282-5517

松本　　文明　 まつもと 　ふみあき 自民 （比）東京都 3508-7330 3508-3330 http://www.f-matsumoto.net/ 松本　　文明　 164-0012 東京都中野区本町4-48-17　新中野駅上プラザ604 03-3229-2300 03-3229-2323

松本　　洋平　 まつもと 　ようへい 自民 東京19 3508-7133 3508-3433 yohei1973ps@yahoo.co.jp 松本　　洋平　 187-0003 東京都小平市花小金井南町2-17-4 042-461-6644 042-461-6643

馬淵　　澄夫　 まぶち 　すみお 民主 奈良1 3508-7137 3506-3572 馬淵　　澄夫　 631-0036 奈良県奈良市学園北1-11-10　森田ビル6F 0742-40-5531

真山　　祐一　 まやま 　ゆういち 公明 （比）東北 3508-7505 3508-3935 真山　　祐一　 963-8016 福島県郡山市豊田町5-15　豊田第1ビル1F 024-925-3448

丸山　　穂高　 まるやま 　ほだか 維新 大阪19 3508-7019 3508-3819 http://www.h-maruyama.jp/ 丸山　　穁高　 598-0007 大阪府泉佐野市上町3-10-15-3F 072-486-0300 072-486-0301

三ッ林　裕巳　 みつばやし 　ひろみ 自民 埼玉14 3508-7416 3508-3896 http://mitsubay.com/ 三ッ林　裕巳　 340-0161 埼玉県幸手市千塚490 0480-42-3535 0480-43-3535

三ッ矢　憲生　 みつや 　のりお 自民 三重5 3508-7144 3508-5210 h07276@shugiin.go.jp 三ッ矢　憲生　 516-0008 三重県伊勢市船江3-15-8 0596-21-0328 0596-21-1328

水戸　　将史　 みと 　まさし 維新 （比）南関東 3508-7027 3508-3827 http://www.3.to/kickoff 水戸　　将史　 245-0008 神奈川県横浜市泉区弥生台26-6 045-814-3001 045-814-3007

御法川　信英　 みのりかわ 　のぶひで 自民 秋田3 3508-7167 3508-3717 http://minorikawa.jp/ 御法川　信英　 014-0046 秋田県大曲市田町20-38 0187-63-5835 0187-63-5846

三原　　朝彦　 みはら 　あさひこ 自民 福岡9 3508-7298 3508-3508 http://www.mihara.gr.jp/ 三原　　朝彦　 806-0021 福岡県北九州市八幡西区黒崎5-1-3 093-621-1030 093-642-1095

宮内　　秀樹　 みやうち 　ひでき 自民 福岡4 3508-7174 3508-3604 http://miyauchihideki.jp/ 宮内　　秀樹　 811-3101 福岡県古賀市天神4-8-5 092-410-5106 092-410-5108

宮川　　典子　 みやがわ 　のりこ 自民 （比）南関東 3508-7519 3508-3949 http://miyagawanoriko.net/ 宮川　　典子　 400-0047 山梨県甲府市徳行1-17-32　AYAビル1F 055-223-0222 055-223-0224

宮腰　　光寛　 みやこし 　みつひろ 自民 富山2 3508-7061 5251-0866 http://www.mituhiro.com/ 宮腰　　光寛　 937-0801 富山県魚津市新金屋1-12-38　IJCビル3F 0765-23-6150 0765-23-6151
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宮崎　　謙介　 みやざき 　けんすけ 自民 京都3 3508-7228 3508-3228 info@kensuke.me 宮崎　　謙介　 612-8083 京都府京都市伏見区京町10-1117-2 075-644-8800 075-644-1888

宮崎　　岳志　 みやざき 　たけし 民主 （比）北関東 3508-7250 3508-3520 miyatake@gunma.email.ne.jp 宮崎　　岳志　 371-0014 群馬県前橋市朝日町4-18-21 027-212-6588 027-212-6590

宮崎　　政久　 みやざき 　まさひさ 自民 （比）九州 3508-7165 3508-3715 http://www.miyazakirin.com/ 宮崎　　政久　 901-2104 沖縄県浦添市当山3-2-2 098-876-3839 098-988-3844

宮澤　　博行　 みやざわ 　ひろゆき 自民 静岡3 3508-7135 3508-3435 office@miyazawa-hiroyuki.jp 宮澤　　博行　 438-0086 静岡県磐田市見付5738-13 0538-30-7701 0538-30-7702

宮路　　拓馬　 みやじ 　たくま 自民 （比）九州 3508-7206 3508-3206 staff.miyaji.takuma@gmail.com 宮路　　拓馬　 899-2501 鹿児島県日置郡伊集院町下谷口1999-5　ライズビル 099-272-3190 099-272-2950

宮下　　一郎　 みやした 　いちろう 自民 長野5 3508-7903 3508-3643 http://www.m-ichiro.jp/ 宮下　　一郎　 396-0006 長野県伊那市上牧6610-1 0265-78-2828 0265-78-2893

宮本　　岳志　 みやもと 　たけし 共産 （比）近畿 3508-7194 3508-3624 http://miyamoto-net.net/ 宮本　　岳志　 540-0004 大阪府大阪市中央区玉造2-15-7　USビル2F 06-6764-9111 06-6975-9115

宮本　　　徹　 みやもと 　とおる 共産 （比）東京都 3508-7508 3508-3938 http://www.ocn.ne.jp~miyamoto/ 宮本　　　徹　 151-0053 東京都渋谷区代々木1-44-11-1F 03-5304-5639 03-3320-3374

務台　　俊介　 むたい 　しゅんすけ 自民 長野2 3508-7334 3508-3334 http://mutai-shunsuke.jp/ 務台　　俊介　 390-0863 長野県松本市白板2-3-30　大永第三ビル101 0263-33-0518 0263-33-0519

武藤　　貴也　 むとう 　たかや 自民 滋賀4 3508-7126 3508-3419 office@mutou-takaya.com 武藤　　貴也　 523-0021 滋賀県近江八幡市長福寺町325-4 0748-38-0610 0748-65-6612

武藤　　容治　 むとう 　ようじ 自民 岐阜3 3508-7482 3508-3362 http://www.mutou-youji.jp/ 武藤　　容治　 504-0909 岐阜県各務原市那加信長町1-91 058-389-2711 058-389-9301

宗清　　皇一　 むねきよ 　こういち 自民 大阪13 3508-7205 3508-3205 http://www.hct.zaq.ne.jp/munekiyo/ 宗清　　皇一　 577-0841 大阪府東大阪市足代1-14-21　布施丸センター305 06-6726-0090 06-6726-0091

村井　　英樹　 むらい 　ひでき 自民 埼玉1 3508-7467 3508-3297 http://www.muraihideki.com/ 村井　　英樹　 330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-27-9 048-711-3241 048-711-3242

村岡　　敏英　 むらおか 　としひで 維新 （比）東北 3508-7389 3508-3509 http://www.muraokatoshihide.jp/ 村岡　　敏英　 015-0875 秋田県由利本荘市砂子下113-9 0184-22-8430 0184-22-8151

村上　誠一郎　 むらかみ 　せいいちろう 自民 愛媛2 3508-7291 3502-5172 http://sei-murakami.jp/ 村上　誠一郎　 794-0026 愛媛県今治市別宮町2-4-20 0898-31-2600 0898-32-2391

望月　　義夫　 もちづき 　よしお 自民 静岡4 3508-7709 3508-3243 http:www.m-yoshio.com/ 望月　　義夫　 424-0806 静岡県静岡市清水区辻1-9-3 054-364-3471 054-367-4769

茂木　　敏充　 もてぎ 　としみつ 自民 栃木5 3508-7639 3508-3269 http://www.motegi.gr.jp/ 茂木　　敏充　 326-0053 栃木県足利市伊勢町4-14-6 0284-43-3050 0284-43-3060

本村　賢太郎　 もとむら 　けんたろう 民主 （比）南関東 3508-7176 3508-3606 http://kentarou_motomura/ 本村　賢太郎　 252-0203 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-7 042-768-9055 042-768-9066

本村　　伸子　 もとむら 　のぶこ 共産 （比）東海 3508-7280 3508-3730 http://motomura.jcp-aichi.jp/ 本村　　伸子　 460-0007 愛知県名古屋市中区新栄3-12-25 052-264-0833 052-264-0850

森　　　英介　 もり 　えいすけ 自民 千葉11 3508-7162 3592-9036 http://www.morieisuke.com/ 森　　　英介　 297-0016 千葉県茂原市木崎284-10 0475-26-0200 0475-26-0201

森山　　　裕　 もりやま 　ひろし 自民 鹿児島5 3508-7164 3508-3714 g08204@shugiin.go.jp 森山　　　裕　 893-0008 鹿児島県鹿屋市西大手町9-10 0994-31-1035 0994-31-1036

盛山　　正仁　 もりやま 　まさひと 自民 （比）近畿 3508-7380 3508-3629 http://www.moriyama-hashiru.jp/ 盛山　　正仁　 650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町2-4-10　水木ビル601 078-231-5888 078-231-5887

八木　　哲也　 やぎ 　てつや 自民 （比）東海 3508-7236 3508-3236 yagi@yagi-tetsuya.net 八木　　哲也　 471-0868 愛知県豊田市神田町1-5-9 0565-32-0048

保岡　　興治　 やすおか 　おきはる 自民 鹿児島1 3508-7090 3508-3870 yasuoka@po.synapse.ne.jp 保岡　　興治　 890-0052 鹿児島県鹿児島市上之園町20-26　都喜和ビル2F 099-263-8666 099-263-8680

簗　　　和生　 やな 　かずお 自民 栃木3 3508-7186 3508-3616 http://www.yanakazuo.jp/ 簗　　　和生　 324-0042 栃木県大田原市末広2-3-17 0287-22-8706 0287-22-8708

山尾　志桜里　 やまお 　しおり 民主 愛知7 3508-7485 3508-3365 http://www.yamaoshiori.jp/ 山尾　志桜里　 488-0003 愛知県尾張旭市東大久手町1-4-10 0561-55-0800 0561-55-0801

山際　大志郎　 やまぎわ 　だいしろう 自民 神奈川18 3508-7477 3508-3357 info.yamagiwadaishiro@gmail.com 山際　大志郎　 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口2-14-12　リバーハイム303 044-850-8884 044-822-5552

山口　　俊一　 やまぐち 　しゅんいち 自民 徳島2 3508-7054 3503-2138 http://www.yamashun.jp/ 山口　　俊一　 770-0042 徳島県徳島市蔵本町3-8 088-624-8451 088-624-8452

山口　　泰明　 やまぐち 　たいめい 自民 埼玉10 3508-7430 3508-3910 http://www.taimei.tv/ 山口　　泰明　 350-0027 埼玉県坂戸市仲町12-10 049-282-3773 049-282-3824

山口　　　壯　 やまぐち 　つよし 無 兵庫12 3508-7521 3508-3951 mail@mission21.gr.jp 山口　　　壯　 678-0005 兵庫県相生市大石町19-10　西本ビル2F 0791-23-6122 0791-23-6145
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山下　　貴司　 やました 　たかし 自民 岡山2 3508-7057 3508-3857 info@yamashita-takashi.jp 山下　　貴司　 703-8256 岡山県岡山市中区浜368-3 086-271-2800 086-271-2807

山田　　賢司　 やまだ 　けんじ 自民 兵庫7 3508-7908 3508-3957 http://yamada-kenji.com/ 山田　　賢司　 662-0978 兵庫県西宮市産所町4-8　村井ビル205 0798-22-0340 0798-22-0341

山田　　美樹　 やまだ 　みき 自民 東京1 3508-7037 3508-3837 http://miki-yamada.com/ 山田　　美樹　 

山井　　和則　 やまのい 　かずのり 民主 京都6 3508-7240 3508-8882 tokyo@yamanoi.net 山井　　和則　 610-0101 京都府城陽市茶屋裏平川58-1 0774-54-0703 0774-54-0705

山本　　公一　 やまもと 　こういち 自民 愛媛4 3508-7453 3502-5056 http://miki-yamada.com/ 山本　　公一　 798-0040 愛媛県宇和島市中央町2-3-30 0895-25-8113

山本　　幸三　 やまもと 　こうぞう 自民 福岡10 3508-7085 3501-9303 yamamoto-office@seagreen.ocn.ne.jp 山本　　幸三　 803-0814 福岡県北九州市小倉北区大手町7-38　大手町ビル101 093-562-7070 093-562-7071

山本　　　拓　 やまもと 　たく 自民 （比）北陸信越 3508-7282 3507-8727 takunetwork@yamamototaku.jp 山本　　　拓　 916-0053 福井県鯖江市日の出町2-1　鯖江駅前ビル2F 0778-51-8834 0778-51-8988

山本ともひろ　 やまもと 　ともひろ 自民 （比）南関東 3508-7193 3508-3623 http://www.yamamoto-tomohiro.com/ 山本ともひろ　 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-6-6　大久保ビル3F 0467-39-6933 0467-39-6943

山本　　有二　 やまもと 　ゆうじ 自民 高知2 3508-7232 3592-9069 http://yamamotoyuji.com/ 山本　　有二　 785-0036 高知県須崎市緑町4-54 0889-42-0505 0889-42-6016

柚木　　道義　 ゆのき 　みちよし 民主 （比）中国 3508-7301 3508-3301 yunoki@yuzu.jp 柚木　　道義　 710-0833 岡山県倉敷市西中新田548 086-430-2355 086-430-2266

横路　　孝弘　 よこみち 　たかひろ 民主 北海道1 3508-7516 3508-3946 webmaster@yokomichi.com 横路　　孝弘　 060-0042 北海道札幌市中央区大通西5丁目　昭和ビル9F 011-233-2331 011-233-2337

横山　　博幸　 よこやま 　ひろゆき 維新 （比）四国 3508-7287 - http://shimin-net.com/ 横山　　博幸　 790-0951 愛媛県松山市天山3-13-15 089-907-7200 089-907-7201

義家　　弘介　 よしいえ 　ひろゆき 自民 （比）南関東 3508-7241 3508-3511 http://www.yoshiie-hiroyuki.com/ 義家　　弘介　 243-0014 神奈川県厚木市旭町1-15-17 046-226-8585 046-226-9009

吉川　　貴盛　 よしかわ 　たかもり 自民 北海道2 3508-7451 3508-3281 http://tyoshikawa.com/ 吉川　　貴盛　 001-0045 北海道札幌市北区麻生町9-1-8 011-728-3880 011-728-3885

吉川　　　元　 よしかわ 　はじめ 社民 （比）九州 3508-7056 3508-3856 http://www.e-oita.jp/genyuukai/ 吉川　　　元　 875-0041 大分県臼杵市臼杵195 0972-64-0370 0972-64-6077

吉田　　豊史　 よしだ 　とよふみ 維新 （比）北陸信越 3508-7029 3508-3829 http://toyo23.net/ 吉田　　豊史　 930-0975 富山県富山市西長江3-1-14 076-495-8823 076-425-1753

吉田　　宣弘　 よしだ 　のぶひろ 公明 （比）九州 3508-7008 3508-3808 http://komei-kyusyu.net/yoshida/ 吉田　　宣弘　 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-36-31 092-472-3864

吉野　　正芳　 よしの 　まさよし 自民 福島5 3508-7143 3595-4546 http://www.myoshino.com/ 吉野　　正芳　 970-8026 福島県いわき市平尼子町2-26　NKビル 0246-21-4747 0246-21-4752

吉村　　洋文　 よしむら 　ひろふみ 維新 （比）近畿 3508-7030 3508-3830 http://yoshimura-hirofumi.com/ 吉村　　洋文　 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋4-9-8 06-6356-7360 06-6356-7361

笠　　　浩史　 りゅう 　ひろふみ 民主 神奈川9 3508-3420 3508-7120 http://ryu-h.net/ 笠　　　浩史　 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸1644-1　新川ガーデンビル1F 044-900-1800 044-900-1011

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

若宮　　健嗣　 わかみや 　けんじ 自民 東京5 3508-7509 3508-3939 http://www.k-wakamiya.com/ 若宮　　健嗣　 152-0023 東京都目黒区八雲1-3-4 03-5726-5060 03-5726-5061

鷲尾　英一郎　 わしお 　えいいちろう 民主 （比）北陸信越 3508-7650 3508-3062 http://www.washio-e.jp/ 鷲尾　英一郎　 959-1261 新潟県燕市秋葉町4-12-20 0256-61-0901 0256-61-0902

渡辺　　孝一　 わたなべ 　こういち 自民 （比）北海道 3508-7401 3508-3881 http://watanabekoichi.jp/ 渡辺　　孝一　 068-0004 北海道岩見沢市四条東1-7-1　北商四・一ビル1F 0126-25-1188 0126-38-4015

渡辺　　　周　 わたなべ 　しゅう 民主 静岡6 3508-7077 3508-3767 http://www.watanabesyu.org/ 渡辺　　　周　 410-0888 静岡県沼津市末広町54 055-951-1949 055-951-5209

渡辺　　博道　 わたなべ 　ひろみち 自民 千葉6 3508-7387 3508-3701 http://www.hiromichi21.com/ 渡辺　　博道　 270-2241 千葉県松戸市松戸新田592 047-369-2929 047-369-3939
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