
民主党参議院議員 （85名）民主党参議院議員 （85名）民主党参議院議員 （85名）民主党参議院議員 （85名） 2013年4月現在

地区地区地区地区 議員名議員名議員名議員名 媒体媒体媒体媒体 メールアドレス・URLメールアドレス・URLメールアドレス・URLメールアドレス・URL
小川勝也 info@ogawa-k.net
徳永エリ https://tokunaga-eri.jp/modules/inquiry/
相原久美子 http://aikumi.info/
岡崎トミ子 okazaki@cocoa.ocn.ne.jp

mitsuru_sakurai@sangiin.go.jp
mitsuru@dr-sakurai.jp

秋田 松浦大悟 メールフォーム http://www.dai5.jp/mailform.php
金子恵美 emi_kaneko01@sangiin.go.jp
増子輝彦 info@mashikoteruhiko.com
藤田幸久 info@y-fujita.com

akira_gunji@sangiin.go.jp
gunji-akira@herb.ocn.ne.jp

栃木 谷博之 info@tani-hiroyuki.com
山根隆治 ryuuji_yamane01@sangiin.go.jp
大野元裕 sangiin.oono@gmail.com
加賀谷健 メールフォーム http://www.kagaya-ken.com/goiken.htm
長浜博行 nagahama@dg8.so-net.ne.jp
小西洋之 info@konishi-hiroyuki.com

神奈川 金子洋一 yoichi@guts-kaneko.com
牧山弘恵 メールフォーム http://www.makiyama-hiroe.jp/category/1155075.html

山梨 輿石東 azuma_koshiishi@sangiin.go.jp
鈴木寛 info@suzukan.net
蓮舫 info@renho.jp
大河原雅子 メールフォーム http://ookawaramasako.com/contact
小川敏夫 HP http://www.ogawatoshio.com/

新潟 田中直紀 naoki_tanaka@sangiin.go.jp
石川 一川保夫 メールフォーム http://www.y-ichikawa.net/contact/index.html

羽田雄一郎 yuuichiro_hata@sangiin.go.jp
北澤俊美 t-kitazawa@beach.ocn.ne.jp
小見山幸治 メールフォーム http://www.komiyama.to/contact/
平田健二 HP http://www.netlaputa.ne.jp/~ken2net/
榛葉賀津也 go@k-shimba.com
藤本祐司 info@fujimoto-yuji.org
大塚耕平 kouhei@oh-kouhei.org
斎藤嘉隆 saito@saitoyoshitaka.com
安井美沙子 http://nekoyasui.jp/inquiry.html
高橋千秋 http://www.chiaki.gr.jp/form.html
芝博一 http://www.shiba-hirokazu.com/component/jforms/1/56.html
徳永久志 http://www.e-siga.com/info
林久美子 http://www.93co.jp/site/?page_id=44
松井孝治 info@matsui21.com
福山哲郎 メールフォーム http://www.fukuyama.gr.jp/office/inquiry/
梅村聡 umemura@minsyu.jp
尾立源幸 info@odachi.com
辻泰弘 info@yasuhiro-tsuji.jp
水岡俊一 shunichi_mizuoka@sangiin.go.jp

奈良 前川清成 maekawa@maekawa-kiyoshige.net
鳥取 川上義博 メールフォーム http://kawakami-yoshihiro.net/contact/
岡山 江田五月 satsuki@eda-jp.com
広島 柳田稔 http://www.yarukida.com/page/kouenkai

武内則男 http://takeuchi-norio.com/front/bin/ptlist.phtml?Category=6776
広田一 http://www.hirota1.com/mail.html

徳島 中谷智司 nakatani-web@dpj-tokushima.jp
岩本司 webmaster@sangiin.go.jp
大久保勉 tsutomu_ookubo02@sangiin.go.jp

長崎 大久保潔重 okubo@comet.ocn.ne.jp
熊本 松野信夫 n.matsuno@matsuno-nobuo.jp
大分 足立信也 メールフォーム http://www.adachishinya.com/inquiry/index.html

田城郁 info@tashiro-kaoru.com
ツルネンマルテイ marutei_tsurunen@sangiin.go.jp
神本美恵子 mieko_kamimoto@sangiin.go.jp
川合孝典 takanori_kawai@sangiin.go.jp
吉川沙織 info-yoshikawa@yoshikawasaori.com
有田芳生 dpj61@gol.com
石橋通宏 michihiro_ishibashi@sangiin.go.jp
那谷屋正義 masayoshi_nataniya@sangiin.go.jp
樽井良和 taruiyoshikazu@gmail.com
津田弥太郎 tsuda@yataro.jp
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柳澤光美 office@yanagisawa-m.jp
轟木利治 todotoshi@todotoshi.com
直嶋正行 info@naoshima.com
石井一 hajime_ishii01@sangiin.go.jp
藤谷光信 hujitani-koushin@ever.ocn.ne.jp
大島九州男 kusuo_ooshima@tea.ocn.ne.jp
玉置一弥 https://cp.hosting-sv.jp/ssl/102//tamaki-kazuya.com/inquiry/
前田武志 http://maetake.com/contact/contact.html
風間直樹 http://www.kazamanaoki.com/contact/
加藤敏幸 http://kato-toshiyuki.com/contact/index.html
藤末健三 http://www.fujisue.net/contact/
池口修次 http://www.ikeguchi-iketel.com/mail/
藤原正司 http://m-fujiwara.com/index.html
難波奨二 http://www.nam-chan.jp/
西村正美 http://www.nishimura-masami.jp/
相原久美子 http://aikumi.info/
江崎孝 http://esakitakashi.net/
小林正夫 http://www.kobayashimasao.jp/index_p.html
白眞勲 http://www.haku-s.net/index.html

自民党参議院議員 (84名)自民党参議院議員 (84名)自民党参議院議員 (84名)自民党参議院議員 (84名)

地区地区地区地区 議員名議員名議員名議員名 媒体媒体媒体媒体 アドレス・URLアドレス・URLアドレス・URLアドレス・URL
伊達忠一 http://www.datechu.jp/
長谷川岳 http://www.hasegawagaku.jp/

青森 山崎力　 http://www.yamachannel.gr.jp/contents/mail/mail.html
秋田 石井浩郎 http://ishii-hiroo.jp/contact/

愛知治郎 http://www.a-jiro.jp/contactus/index.html
熊谷大　 HP http://kumagai-yutaka.jp/

山形 岸宏一　 メールフォーム http://www.kishikouichi.org/opinion.html
岩城光英　 HP http://www.iwaki-mitsuhide.jp/
森まさこ http://www.morimasako.com/dispdtinfo.asp?prm=&M_ID=12&C_ID=2
岡田広　 http://okada-hiroshi.com/contents/code/opinion?re=1366547344
長谷川大紋 office@tamon-h.net

栃木 上野通子　 メールフォーム http://ueno-michiko.jp/contact
中曽根弘文 hirofumi_nakasone01@sangiin.go.jp
山本一太　 メールフォーム　 http://www.ichita.com/03mail/index.html
関口昌一　 masakazu_sekiguchi@sangiin.go.jp
古川俊治　 HP http://www.toshiharu-furukawa.jp/
石井準一 メールフォーム https://z114.secure.ne.jp/~z114229/contact/index.php
猪口邦子 　HP http://www.kunikoinoguchi.jp/
薗浦 健太郎　 　HP http://sonoken.org/
中川雅治　 http://www.nakagawa-masaharu.jp/contactus.html
丸川珠代　 https://t-marukawa.jp/modules/inquiry/

神奈川 小泉昭男　 info@koizumi-akio.com
塚田一郎　 t-ichiro@au.wakwak.com
中原八一　 メールフォーム http://yaichi.jp/?page_id=40
吉田博美　 info@yoshida-hiromi.com
若林健太　 メールフォーム https://wakabayashikenta.com/contents/reference/

富山 野上浩太郎　 toyama@kotaro.net
岐阜 渡辺猛之 　メールフォーム　 http://watanabe-takeyuki.seesaa.net/article/143445120.html
石川 岡田直樹 office@okada-naoki.net

松村龍二 info@ryuji-m.net
山崎正昭　 メールフォーム　 http://www.m-yamazaki.com/reference.html
牧野 たかお　 meckiychan@yahoo.co.jp
岩井茂樹　 メールフォーム http://www.iwais.com/otoiawase.html

愛知 藤川政人　 info@fujikawa-masahito.com
和歌山 鶴保庸介  info@tsuruho.com

北川イッセイ issei@circus.ocn.ne.jp
谷川秀善 admin@syuzen.jp
西田昌司 office@showyou.jp
二之湯智 info@ninoyusatoshi.com
鴻池祥肇　 office@kounoike-web.com
末松信介　 http://suematsu.org/

島根 青木一彦 http://aokikazuhiko.jp/
溝手顕正 voice@mizote.info
宮沢洋一　 http://www.miyazawa-yoichi.com/contact.html

山口 林芳正　 http://www.yoshimasa.com/opinion-inquirybox.html
香川 磯崎仁彦 info@isozaki-yoshihiko.com
愛媛 山本順三　 junzo@j-yamamoto.net
徳島 中西祐介　 メールフォーム http://yusuke-nakanishi.jp/contact.php
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松山政司　 masaji-o@dream.ocn.ne.jp
大家敏志　 メールフォーム http://oie-satoshi.com/?page_id=98

佐賀 福岡資麿　 http://www.takamaro.jp/top_new.html
長崎 金子 原二郎 http://www.kaneko-genjiro.jp/
大分 礒崎陽輔 isozaki-y@dune.ocn.ne.jp
熊本 松村祥史 matsumura-jimusho@siren.ocn.ne.jp

new@shinnpei.com
メールフォーム　 http://www.shinnpei.com/new_frame.php?page=contact

加治屋義人　 yoshitok@muse.ocn.ne.jp
tetsuro@nomura-best.jp

  メールフォーム　 http://www.nomura-best.jp/box.html
島尻 安伊子　 http://shimajiriaiko.ti-da.net/c93597.html
宮崎 政久　 http://www.miyazakirin.com/inquiry/index.html
有村治子 haruko@arimura.tv
石井みどり http://www.ishii-midori.jp/mail.html
衛藤晟一　 http://www.eto-seiichi.jp/contact.html
尾辻秀久 mail@otsuji.gr.jp
大江康弘 yasuhiro_ooe01@sangiin.go.jp
橋本聖子 seiko_hashimoto01@sangiin.go.jp
佐藤正久 kouenkai@hige-sato.jp
山東昭子 akiko_santo01@sangiin.go.jp
宇都隆史 supporters@utotakashi.jp
佐藤ゆかり opinion@satoyukari.jp
脇雅史 office@waki-m.jp
川口順子 http://yoriko-kawaguchi.jp/form/
佐藤信秋 http://www.sato-nobuaki.jp/contact/contact.html
武見敬三　 https://secure.cv-server.net/takemi/contact.html
山田俊男　 https://ssl2.another-staff.ne.jp/ja0026/contact/index.html
片山さつき　 http://www.satsuki-katayama.com/cheer/index.html
小坂憲次 http://www.kenjikosaka.com/campaign/mail/
高階恵美子 http://www.takagai-emiko.net/info/info.html
三原順子　 http://www.miharajunco.org/contact/index.html
赤石清美 http://www.akaishi-kiyomi.com/contact.html
丸山和也　 http://maruyama-kazuya.jp/
中村博彦 http://www.nakamura-hirohiko.jp/goiken.html
藤井基之 http://mfujii.gr.jp/
山谷えり子　 http://www.yamatani-eriko.com/
水落敏栄 　なし

公明党参議院議員 （19名）公明党参議院議員 （19名）公明党参議院議員 （19名）公明党参議院議員 （19名）

地区地区地区地区 議員名議員名議員名議員名 媒体媒体媒体媒体 メールアドレス・URLメールアドレス・URLメールアドレス・URLメールアドレス・URL
北海道 横山信一 http://gagome-yokoyama.jp/mimimail/index.html 
山形 渡辺孝男 http://www.watanabetakao.net/info/mailform.html
群馬 加藤修一 info@shuuichi-katoh.jp
埼玉 西田実仁 http://www.nishida-makoto.jp/index.php?view=contact
千葉 長沢広明 http://www.nagasawa-hiroaki.jp/index.php?view=contact

info@n-yamaguchi.gr.jp
メールフォーム http://www.n-yamaguchi.gr.jp/contact.html

竹谷とし子 HP http://takeya-toshiko.jp/
松あきら http://www.matsu-akira.com/inquiry/index.html
浜田昌良 http://www.hamada-m.com/

岐阜 魚住裕一郎 uozumi_hp@uozumi.gr.jp
荒木清寛 メールフォーム http://www.k-araki.net/contact/index.html
草川昭三 HP http://www.kusakawa.gr.jp/
山本香苗 info@yamamoto-kanae.com
石川博崇 HPのメールフォーム http://www.hiro-ishikawa.net/
白浜一良 http://www.k-shirahama.jp/help/contact.php

岡山 谷合正明 http://www.m-taniai.net/?cid=17
香川 山本博司 http://www.yamamoto-hiroshi.net/index.php?view=contact

秋野公造 http://akino-kozo.com/inquiry.html
木庭健太郎 kobakenclub@kobakentaro.jp

みんなの党参議院議員 (13名)みんなの党参議院議員 (13名)みんなの党参議院議員 (13名)みんなの党参議院議員 (13名)

地区地区地区地区 議員名議員名議員名議員名 媒体媒体媒体媒体 メールアドレス・URLメールアドレス・URLメールアドレス・URLメールアドレス・URL
川田龍平 メールフォーム http://ryuheikawada.jp/contact/
松田公太 メールフォーム https://cs250.xbit.jp/~w075153/index.php?page_id=4

千葉 水野賢 office@mizunokenichi.com

福岡

　HP

宮崎 松下新平　

鹿児島
野村哲郎

沖縄 　HP

比例区

メールフォーム

　HP

メールフォーム

メールフォーム

東京
山口那津男

神奈川 メールフォーム

愛知

大阪

メールフォーム

福岡

東京
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神奈川県 中西健治 メールフォーム http://nakanishikenji.jp/contact/
埼玉県 行田邦子 info@kouda-kuniko.com
山梨県 米長晴信 info@harunobu.net

柴田巧 info@shibatatakumi.com
小野次郎 info@onojiro.jp
江口克彦 メールフォーム http://eguchikatsuhiko.com/contact
藤巻幸大 メールフォーム http://www.yukiofujimaki.com/contact/
寺田典城 HP http://sukeshiro.com/
真山勇一 HP http://mayamayuichi.jp/
山田太郎 HP http://www.yamadataro.jp/

その他政党参議院議員（36名）その他政党参議院議員（36名）その他政党参議院議員（36名）その他政党参議院議員（36名）

議員名議員名議員名議員名 媒体媒体媒体媒体 アドレス・URLアドレス・URLアドレス・URLアドレス・URL
日本維新の会 日本維新の会 日本維新の会 日本維新の会 （3名）

神奈川 水戸将史 kickoff@ki.rim.or.jp
中山恭子 メールフォーム http://nakayamakyoko.net/modules/inquiry/
片山虎之助 HP http://www.toranosuke.net/index.html

生活の党 生活の党 生活の党 生活の党 (8名)
青森 平山幸司 aomori@hirayamakoji.jp
岩手 主濱了 shuhama@cocoa.ocn.ne.jp
新潟 森裕子 http://www.mori-yuko.com/info/
広島 佐藤公治　 http://www.satoukouji.com/index.php/contact/index

谷亮子　 http://www.taniryoko.jp/
はたともこ　 http://www.hatatomoko.org/
広野允士　 http://www.hirono-tadashi.com/?page_id=19
藤原良信 メールフォーム http://www.yoshinobu-fujiwara.com/info/index.html

共産党 共産党 共産党 共産党 (6名)
井上哲士　 satoshi_inoue@sangiin.go.jp
紙智子　 tomoko_kami01@sangiin.go.jp
大門実紀史　 mikishi_daimon@sangiin.go.jp
田村智子 mail@tamura-jcp.info
市田忠義　 http://t-ichida.gr.jp/FS-APL/FS-Form/form.cgi?Code=ichida_goiken
山下芳生　　 https://ss1.xrea.com/yamashita-yoshiki.jp/contents/form.html

社民党 社民党 社民党 社民党 (4名)
福島瑞穂　 mizuho-office@jca.apc.org
吉田忠智　 tadatomo-y-oita02@clear.ocn.ne.jp
又市征治　 seiji_mataichi@sangiin.go.jp
山内徳信　 tokushin_yamauchi@sangiin.go.jp

みどりの風みどりの風みどりの風みどりの風 (4名)
山形 舟山康江 http://y-funayama.jp/
愛知 谷岡郁子  http://www.taniokachannel.com/# 
島根 亀井亜紀子 akiko_kamei01@sangiin.go.jp

比例区 平山誠　 HP http://www.team-nippon.com/office/index.html
新党改革新党改革新党改革新党改革 (2名)

比例区 舛添要一　 shinto@masuzoe.gr.jp
荒井広幸  メールフォーム http://arai-hiroyuki.net/xoops/modules/ccenter/

新党大地 新党大地 新党大地 新党大地 (1名)
比例区 横峯良郎　 HP http://www.yokomine-yoshiro.com/access/index.html

沖縄社会大衆党沖縄社会大衆党沖縄社会大衆党沖縄社会大衆党 (1名、国会内無所属扱い)
沖縄 糸数慶子 itokazu@i-keiko2007.sakura.ne.jp

無所属無所属無所属無所属 (7名)
岩手 平野達男　 HPのメールフォーム http://www.tatuo.jp/
富山 森田高 メールフォーム http://www.moritatakashi.jp/toiawase/index.html
鳥取 浜田和幸 info@hamadakazuyuki.com
香川 植松恵美子　 contact@e-uematsu.jp
佐賀 川崎稔  メールフォーム http://kawasaki-minoru.com/?page_id=178

自見庄三郎  jimi@jimisun.com
大江康弘  yasuhiro_ooe01@sangiin.go.jp

欠員欠員欠員欠員 (5名)

比例区

比例区

メールフォーム

比例区
HP

地区地区地区地区

比例区

メールフォーム

比例区

メールフォーム

比例区
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