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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
町村信孝 info@machimura.net
船橋利実 fes@poem.ocn.ne.jp
今津寛 http://hiroshi-i.net/?page_id=35
中川郁子 http://nakagawa-yuko.jp/office/
中村裕之 http://www.hiro-nakamura.jp/?page_id=18
前田一男 http://www.maedakazuo.jp/inquiry/
吉川貴盛 http://tyoshikawa.com/request/form.html
高木宏壽 HP hiro@hirohisa-takagi.jp
武部新 http://takebe-arata.com/
伊東良孝 http://ito-yoshitaka.jp/supporters.html
堀井学 http://horiimanabu.jp/
渡辺孝一 http://watanabekoichi.jp/
清水誠一 メールフォーム http://shimizu-seiichi.net/?page_id=19
勝沼栄明 無し
江渡聡徳 akinorijimin@oregano.ocn.ne.jp
大島理森 info@morry.jp
木村太郎 メールフォーム https://www.taro-k.jp/mail/mail.html
津島淳 HP http://juntu.web.fc2.com/index.html

info@kaneda-k.com
メールフォーム http://www.kaneda-k.com/iken/index.html

冨樫博之 HP http://www.togachan.jp/
御法川信英 http://minorikawa.jp/p/page701.html
藤原崇 メールフォーム https://jimukyoku.sakura.ne.jp/postmail.html
鈴木俊一 HP http://www.suzukishunichi.jp/cat8/
橋本英教 http://hashimoto-hidenori.com/%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80/
高橋比奈子 http://www.takahashihinako.com/category/13746873-1.html
土井亨 doi-office@doi-toru.com
西村明宏 a-nishimura@aqua.ocn.ne.jp
小野寺五典 itsunori@welfare.ac.jp

kenya@akiba21.net
メールフォーム https://akiba21.sakura.ne.jp/inquiry/index.html

伊藤信太郎 HP http://www.ito-sintaro.jp/
大久保三代 http://www.okb34.jp/
遠藤利明 g00819@shugiin.go.jp
鈴木憲和 メールフォーム http://suzuki-norikazu.com/contact.html
坂本剛二 59052@sakamotogoji.net
根本匠 takumi@t-nemoto.com; i14441@shugiin.go.jp
亀岡偉民 メールフォーム http://kameokayoshitami.com/objection.html
菅家一郎 ブログ http://www.election.ne.jp/kanke/
菅野佐智子 HP http://www.k-sachiko.net/profile/
額賀福志郎 info@nukaga-fukushiro.jp
葉梨康弘 info@hanashiyasuhiro.com
梶山弘志 info@kajiyama-office.com
田所 嘉徳 メールフォーム http://xn--68j3bzdk0474dc0xa.jp/goiken.html
永岡桂子 http://keiko-nagaoka.jp/form_op.html
丹羽雄哉 メールフォーム http://www.niwayuya.net/blog/?page_id=51
石川昭政 ブログ http://ameblo.jp/ishikawa-akimasa/
佐藤勉 g02103@shugiin.go.jp
船田元 fnd-info@funada.org
茂木敏充 toshimitsu@motegi.gr.jp
西川公也 HP http://www.nishikawa-koya.com/
簗和生 メールフォーム http://www.yanakazuo.jp/inquiry.html
井野俊郎 info@inooffice.jp

g05487@shugiin.go.jp
メールフォーム http://obuchiyuko.com/mailto.php

h02028@shugiin.go.jp
http://www.sata-genichiro.jp/07.html

笹川 博義 http://www.sasagawa-hiroyoshi.com/contact.html
福田達夫 HP http://tatsuo-f.jp/profile.html
大塚拓 info@otsukataku.jp
柴山昌彦 info@shibamasa.net
今野智博 office@konnotomohiro.jp
牧原秀樹 office@hmacky.net
土屋品子 otayori@owl1.owls.co.jp

do@shindo.gr.jp
メールフォーム http://www.shindo.gr.jp/opinion_post

田中良生 メールフォーム http://www.tanaka-ryosei.com/?page_id=36
豊田真由子 メールフォーム http://toyotamayuko.com/info.html
野中厚 メールフォーム http://www.nonaka-atsushi.com/contact.html
村井英樹 メールフォーム http://muraihideki.com/contact/contact.php
山口泰明 メールフォーム http://www.taimei.tv/contact.php
中根一幸 ＨＰのメールフォーム http://www.nakane-kazuyuki.com/
三ッ林裕巳 HP http://mitsubay.com/

メールフォーム

メールフォーム

新藤義孝

佐田玄一郎

小渕優子

秋葉賢也

金田勝年

宮城

山形

福島

茨城

栃木

北海道

北海道比例区

青森

秋田

岩手

群馬

埼玉
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黄川田仁志 メールフォーム https://www.security-sv.net/kikawada/
神山佐市 HP http://www.kamiyama.ne.jp/index.html

北関東比例区 新谷正義 無し
中谷真一 shinichi@nakatani.tv
宮川典子 info@miyagawanoriko.net
堀内詔子 メールフォーム http://genkihoriuchi.com/contact/
門山宏哲 info@kadoyama.net
齋藤健 info@saito-ken.jp
桜田義孝 web@sakurada-yoshitaka.com
林幹雄 motoo884@gmail.com
松野博一 info@hiro-matsuno.net
森英介 mori-info@morieisuke.com
渡辺博道 hiromichi21@gmail.com
薗浦健太郎 sonoura@au.wakwak.com

office-hamada@joinus.ne.jp
http://www.office-hamada.jp/mail/index.php

白須賀貴樹 http://shirasuka-takaki.com/contact.html
小林鷹之 http://www.kobayashi-takayuki.jp/otoiawase.html
秋本真利 HP http://www5a.biglobe.ne.jp/~akimoto/
石原宏高 ishiharahirotakanokai@msn.com
伊藤達也 tatsuya@tatsuyaito.com
井上信治 inoue.office@carrot.ocn.ne.jp
越智隆雄 info@ochi-takap.jp
木原誠二 kihara@kiharaseiji.com
下村博文 ooyama@hakubun.or.jp
平将明 info@taira-m.jp
萩生田光一 hagiuda@ko-1.jp
平沢勝栄 info@hirasawa.net
松島みどり info1@matsushima-midori.jp
松本洋平 yohei@rb3.so-net.ne.jp

nobuteru@nobuteru.or.jp
メールフォーム http://www.nobuteru.or.jp/feedback/iken.html

g01335@shugiin.go.jp
メールフォーム https://www.kamoshita.gr.jp/contact/

koike@yuriko.or.jp
メールフォーム https://www.yuriko.or.jp/contact-us

sugawara@isshu.net
http://www.isshu.net/contact.html

大西英男 http://onishi-hideo.homepe.net/new/contact/
秋元司 http://www.akimoto-web.jp/contact.php
小倉將信 http://www.ogura-m.jp/fb.html
小田原潔 http://720503c2b357eabd.lolipop.jp/contact.html
辻清人 http://k-tsuji.jp/contact/
松本文明 http://www.artemoderno.co.jp/FS-APL/FS-Form/form.cgi?Code=matsumoto1
山田美樹 http://miki-yamada.com/inquiry
若宮健嗣 http://www.k-wakamiya.com/ご意見/
土屋正忠 HP http://www.tsuchiya-masatada.com/
赤枝恒雄
田畑毅
小泉進次郎 k-tanaka@kamome.or.jp
坂井学 otoiawase@sakaimanabu.com
鈴木馨祐 office@suzukikeisuke.jp
田中和徳 k-tanaka@kamome.or.jp
福田峰之 Info-f@fukudamineyuki.com
牧島かれん contact@makishimakaren.com
松本純 matsumoto@jun.or.jp

office@amari-akira.com
メールフォーム http://www.amari-akira.com/feedback/index.html

konotaro@h5.dion.ne.jp
メールフォーム http://www.taro.org/contact/

info@sugayoshihide.gr.jp
http://www.sugayoshihide.gr.jp/mail.html

中山展宏 http://norihiro.org/access1.html
星野剛士 http://t-stars.com/contact/
山際大志郎 http://www.yamagiwa-daishiro.jp/2012/form/feedback/index.php
義家弘介 http://www.yoshiie-hiroyuki.com/inquiry/index3.php
赤間二郎 http://www.akama.jp/contact.html
山本朋広 HP http://yamamoto-tomohiro.com/contact.html
小此木八郎 http://www.hachirou.com/index.html
細田健一 info@hosoda-kenichi.jp
金子恵美 emi_kaneko01@sangiin.go.jp

無し

石原伸晃

鴨下一郎

メールフォーム

メールフォーム

メールフォーム

小池百合子

菅原一秀

甘利明

河野太郎

菅義偉

浜田靖一

東京

東京比例区

神奈川

山梨

千葉
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長島忠美 メールフォーム http://www.yamakoshi-soncho.com/nagashima/modules/contact/
石崎徹 HP http://www.tohru-ishizaki.com/
斎藤洋明 HP・メールフォーム http://www.saitoh-hiroaki.jp
高鳥修一 http://www.takatori.jp/
木内均 mangetsu@valley.ne.jp
宮下一郎 ichiro@m-ichiro.jp　
小松裕 http://www.komatsuyutaka.com/mailplus/index.html
務台俊介 http://www.mutai-shunsuke.jp/mail.html
後藤茂之 HP http://510.to/
永山文雄 無し
助田 重義 無し
橘慶一郎 office@tmak1.net

info@mituhiro.com
http://www.mituhiro.com/contact.cgi

田畑裕明 http://www.tabatahiroaki.com/contents/contact.html
北村茂男 nanao@kitamura-shigeo.com
佐々木紀 http://sasaki-hajime.jp/inquiry

g06088@shugiin.go.jp
http://hase-hiroshi.org/contact.html
tuyoshi@land.hokuriku.ne.jp

メールフォーム http://www.takagitsuyoshi.com/mail.html
h06859@shugiin.go.jp

メールフォーム http://yamamototaku.jp/mailform
稲田朋美 HP http://www.inada-tomomi.com/
古屋圭司 info@furuya-keiji.jp
棚橋泰文 e-mail@tanahashi-yasufumi.com

seiko@noda-seiko.gr.jp
http://www.noda-seiko.gr.jp/contact/

武藤容治 http://www.mutou-youji.jp/inquiry/
金子一義 HP http://www.kazuyoshi.gr.jp/jimusyo/index.html
井林辰憲 office@t-ibayashi.com
塩谷立 g05173@shugiin.go.jp
吉川赳 zimin.ty@gmail.com
上川陽子 http://kamikawayoko.net/modules/contact/
城内実 https://www.m-kiuchi.com/support/inquiry/
宮沢博行 http://www.hiroyuki-miyazawa.jp/opinion/index.html
勝俣孝明 http://www.t-katsumata.com/
望月義夫 http://m-yoshio.com/
青山周平 info@aoyama-shuhei.jp
大見正 bnn00434@yahoo.co.jp
工藤彰三 info@kudoshozo.jp
熊田裕通 enquete@kumada-hiromichi.com
東郷哲也 info@togotetsuya.com
伊藤忠彦 http://tadahiko-itoh.com/contact-us.html
今枝宗一郎 http://www.imaeda-sou.com/お問い合わせ/
江崎鉄磨 http://www.tetsuma-net.com/toiawase/index.html
神田憲次 http://www.kanda-kenji.jp/contact/
鈴木淳司 http://suzukaze.net/php/iken.php
鈴木 政二 http://www.i-shift.co.jp/seiji/
長坂康正 http://nagasakayasumasa.mie1.net/e301144.html
根本幸典 http://www.nemotoyukinori.jp/message.html
池田佳隆 http://ikeda-yoshitaka.jp/
丹羽秀樹 http://www.2wa.jp/
八木哲也

東海比例区 川田隆
川崎二郎 info@kawasaki-jiro.ne.jp
島田佳和 info@y-shimada.jp
田村憲久 info@tamura-norihisa.jp
三ツ矢憲生 h07276@shugiin.go.jp
桜井宏 メールフォーム http://sakurai-hiroshi.jp/contact/
上野賢一郎 info@uenokenichiro.jp
大岡敏孝 http://oooka.com/blog/contact
武村展英 http://nobuhide.com/category/1626205.html
武藤貴也 http://mutou-takaya.com/?page_id=11
高市早苗 shinjidai@sanae.gr.jp
奥野信亮 https://sec21.alpha-lt.net/okunoshinsuke.jp/inquiry.html
小林茂樹 http://www.kobayashi-nara.com/opinion.html?PHPSESSID=6f9f56b8fe80a5cec2968e72eca484da

田野瀬太道 http://www.tanose.com/mail/
和歌山 isd-admn@lapis.plala.or.jp
二階俊博 nikai_201212@nikai.jp
門博文 HP http://www.warau-kado.jp/
左藤章 akira310@theia.ocn.ne.jp
竹本直一 h02707@shugiin.go.jp
大塚高司 http://www.otsuka001.com/contact.php
北川知克 http://www.k-tomokatsu.com/mail/index.htm
中山泰秀 http://www.iloveosaka.jp/info.html

メールフォーム

メールフォーム

高木毅

山本拓

メールフォーム

メールフォーム

メールフォーム

HP

無し

メールフォーム

メールフォーム

メールフォーム

HP

メールフォーム

馳浩

宮腰光寛

野田聖子

新潟

長野

静岡

愛知

三重

滋賀

奈良

北陸信越比例区

富山

石川

福井

岐阜

和歌山

大阪
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原田憲治 http://haradakenji.com/mailform/
渡嘉敷奈緒美 HP http://www.tokashiki.gr.jp/
安藤裕 info@andouhiroshi.jp
田中英之 info@tanakahideyuki.jp
伊吹文明 ibuki@zms.or.jp

メールフォーム http://www.ibuki-bunmei.org/comment.html
宮崎謙介 info@kensuke.me

office@tanigaki-s.net
メールフォーム http://tanigaki-s.net/inq.php

大串正樹 info@m-ogushi.com
谷公一 opinion@tanikouichi.jp
渡海紀三朗 tokai@kisaburo.net

office@yasutoshi.jp
http://ssl1.secure-sv.com/cgi-bin/yasutoshi/opinion/form.cgi

関芳弘 http://3ku-seki.com/?page_id=393
山田賢司 http://www.yamada-kenji.com/info.htm
盛山正仁 http://www.moriyama-hashiru.jp/p03_contact.html
藤井比早之 http://fujiihisayuki.jp/
赤沢亮正 ra@ryosei-akazawa.com

g00505@shugiin.go.jp
メールフォーム http://www.ishiba.com/modules/inquiry/

竹下亘 take-w@takeshita-wataru.com
細田博之 h-hosoda@h-hosoda.jp
逢沢一郎 ask-aisawa@aisawa.net
山下貴司 info@yamashita-takashi.jp

kanri@abetoshiko.com
メールフォーム https://abetoshiko.com/contact/

info@katokatsunobu.net
http://www.katokatsunobu.net/06toiawase.html

橋本岳 http://ga9.jp/reference/
河井克行 h01373@shugiin.go.jp
中川俊直 t-nakagawa@lily.ocn.ne.jp

f-kishida@kishida.gr.jp
http://www.kishida.gr.jp/mail/mailform.html

小島敏文 http://kojima-toshifumi.jp/mail.html
小林史明 https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZMNHlRSVZGSkxtSlJVWEFMNmRxWHc6MQ

寺田稔 https://terada124.sakura.ne.jp/inquiry/
平口洋 https://sv16.wadax.ne.jp/~hiraguchi-com/opinion/opinion_top.html
河村建夫 info@tspark.net
岸信夫 contact@kishi-jpn.com

s-abe@cybertron.co.jp
メールフォーム http://www.s-abe.or.jp/contact

高村正彦 HP http://www.koumura.net/contact/index.html
上杉光弘 office@uesugi-mituhiro.com
吉野正芳 メールフォーム http://www.myoshino.com/contact/index.html
池田道孝 無し
瀬戸隆一 info@setojapan.jp

takuya@hirataku.com
メールフォーム http://www.hirataku.com/contact

大野敬太郎 ＨＰのメールフォーム http://keitaro-ohno.com/
塩崎恭久 shiozaki@y-shiozaki.or.jp
山本公一 g04763@shugiin.go.jp

04473@shugiin.go.jp
http://sei-murakami.jp/contact/

白石徹 http://www.shiraishi.gr.jp/toiawase.html
後藤田正純 webinfo@gotoda.com
山口俊一 info@yamashun.jp
福山守 メールフォーム http://fukuyama-mamoru.com/member.html
福井照 teruteru@fukuiteru.com
山本有二 mail@yamamotoyuji.com

webmaster@nakatanigen.com
メールフォーム http://www.nakatanigen.com/modules/liaise/index.php?form_id=1

四国比例区 泉原保二 無し
武田良太 ryotaofc@jeans.ocn.ne.jp
山本幸三 kozo-y@sirius.ocn.ne.jp
鬼木誠 http://www.onikidon.com/ouen.html
古賀篤 http://www.kogaatsushi.com/wordpress/お問い合わせ
三原朝彦 http://www.mihara.gr.jp/form/index.html
宮内秀樹 ＨＰのメールフォーム http://miyauchihideki.jp/
原田義昭 HP http://www.y-harada.com/
藤丸敏 HP http://fujimaru-satoshi.net/06.html
鳩山邦夫 HP http://www.hatoyamakunio.org/
麻生太郎 HP http://www.aso-taro.jp/index.html
井上貴博 無し
保利耕輔 g04060@shugiin.go.jp

g00598@shugiin.go.jp

HP

メールフォーム

谷垣禎一

加藤勝信

中谷元

メールフォーム

メールフォーム

メールフォーム

メールフォーム

岸田文雄

安倍晋三

平井卓也

村上誠一郎

今村雅弘

西村康稔

石破茂

阿部俊子

島根

岡山

広島

山口

中国比例区

京都

兵庫

鳥取

佐賀

香川

愛媛

徳島

高知

福岡
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http://www.imamura-masahiro.com/mail.html
岩田和親 http://www.k-iwata.jp/forward?path=node%2F5
北村誠吾 momotaro@seigo.info
冨岡勉 tomioka@dream-nagasaki.jp
谷川弥一 メールフォーム http://www.tanigawa81.jp/contact/
加藤寛治 HP http://kato.shimabara.jp/
岩屋毅 info@t-iwaya.com

info@seishiro.jp
http://www.seishiro.jp/contact/contact.html

穴見陽一 http://www.anamin.net/inquiry.html
野田毅 info@nodarakeshi.com

h05524@shugiin.go.jp
メールフォーム http://www.kaneko-yasushi.com/form.html

木原稔 http://kiharaminoru.jp/modules/liaise/index.php?form_id=2
坂本哲志 http://www.tetusi.com/mailform1/
江藤拓 etohtaku@face.ne.jp
武井俊輔 メールフォーム http://www.s-takei.jp/inquiry/
古川禎久 HP http://furukawa-yoshihisa.com/office.html
小里 泰弘 ozato@po.mct.ne.jp
宮路和明 info@miyaji-kazuaki.com
保岡興治 tokyo@yasuoka.org

info@tokuda-takeshi.net
メールフォーム http://www.tokuda-takeshi.net/modules/liaise/

g08204@shugiin.go.jp
メールフォーム http://www.moriyama-hiroshi.com/お問い合わせ/

西川京子 HP http://www.nishikawa-kyoko.jp/
林田彪 ブログ http://hayashidatakeshi.otemo-yan.net/c4031230.html
新開裕司 HP http://shinkaiyuji.net/
湯川一行
末吉光徳
國場幸之助 メールフォーム http://www.konosuke.com/inq.html
西銘恒三郎 info@miyaji-kazuaki.com
比嘉奈津美 HP http://natsumi-smile.com/contact.html
宮崎政久 無し

民主党衆議院議員 (57名)民主党衆議院議員 (57名)民主党衆議院議員 (57名)民主党衆議院議員 (57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
横路孝弘 webmaster@yokomichi.com
荒井聰 satoshi@arai21.net
階猛 info@shina.jp
黄川田徹 メールフォーム http://www.kikawada.com/inquiry.cgi
郡和子　 info@koorikazuko.jp
安住淳　 g00017@shugiin.go.jp

山形 近藤洋介　 メールフォーム http://www.kondo21.com/contact/
玄葉光一郎　 g01748@shugiin.go.jp
吉田泉 https://secure1836.sakura.ne.jp/y-izumi.jp/contact.html

茨城 大畠章宏 http://www.oohata.com/ooh.html
栃木 福田昭夫　 akio417@rose.plala.or.jp

武正公一　 voice@takemasa-k.jp
枝野幸男　 omiya@edano.gr.jp
大島敦　 g05425@shugiin.go.jp
田嶋要　 info@k-tajima.net
野田佳彦　 post@nodayoshi.gr.jp
生方幸夫　 zxe04624@nifty.ne.jp
奥野総一郎　 sokuno2@yahoo.co.jp
若井康彦　 mail@wakai-yasuhiko.jp
笠浩史 メールフォーム http://ryu-h.net/contact/
後藤祐一 ＨＰ http://www.jitsugen.jp/office

山梨 後藤斎　 g510@maple.ocn.ne.jp
海江田万里　 office@kaiedabanri.jp
松原仁　 info@jin-m.com
長妻昭　 akira@naga.tv
菅直人　 kan-naoto@nifty.com
長島昭久　 tokyo21@nagashima21.net
鷲尾英一郎 28@washio-e.jp
菊田真紀子 info@kikuta-makiko.net
篠原孝　 t-sino@dia.janis.or.jp
寺島義幸　 ＨＰ http://tera-3.com/
細野豪志　 hosono@goshi.org
渡辺周　 メールフォーム http://www.watanabeshu.org/contact
近藤昭一　 g01953@shugiin.go.jp
赤松広隆　 ajimusho@quartz.ocn.ne.jp
古本伸一郎　 h07030@shugiin.go.jp
中根康浩　 nakayasu@sun-inet.or.jp

メールフォーム

無し

メールフォーム

金子恭之

徳田毅

森山裕

今村雅弘

メールフォーム

衛藤征士郎

佐賀

長崎

大分

熊本

宮崎

宮城

福島

埼玉

千葉

神奈川

鹿児島

九州比例区

沖縄

北海道

岩手

東京

新潟

長野

静岡

愛知

5/8



大西健介　 office@oniken-web.jp
古川元久 メールフォーム https://www.furukawa.cc/form.php
岡田克也　 webmaster@katsuya.net
中川正春 ＨＰ http://www.masaharu.gr.jp/office/

滋賀 三日月大造　 kirari@genki1.com
前原誠司　 info@maehara21.com
泉健太　 office@iKENTA.net
山井和則  tokyo@yamanoi.net

大阪 辻元清美 メールフォーム http://www.kiyomi.gr.jp/contact/
松本剛明　 info-matsumoto@memenet.or.jp
山口壮　 mail@mission21.gr.jp

奈良 馬淵澄夫 メールフォーム http://mabutisumio.net/inquiry/
和歌山 岸本周平　 info@shuhei-k.jp

津村啓介　 youngpower@tsumura.org
柚木道義　 yunoki@yuzu.jp
小川淳也  info@junbo.org
玉木雄一郎 メールフォーム http://www.tamakinet.jp/message/#contentstop
大串博志　 mail@oogushi.com
原口一博 メールフォーム http://haraguti.com/contact/

長崎 高木義明　 g02653@shugiin.go.jp

日本維新の会衆議院議員 (54名)日本維新の会衆議院議員 (54名)日本維新の会衆議院議員 (54名)日本維新の会衆議院議員 (54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
北海道比例区 高橋美穂　 mihojimukyoku@gmail.com

村岡敏英 http://www.muraokatoshihide.jp/contact/index.htm
小熊慎司 http://oguma-s.com/mail/
上野宏史 http://www.ueno-hiroshi.jp/contact.html
石関貴史 http://www.ishizeki.jp/information.php
坂本祐之輔 http://www.sakamoto-yunosuke.jp/contact/index.html
鈴木義弘 http://www.yosshisuzuki.com/office/opinions.html
田沼隆志　 office@tanuma.info
小沢鋭仁　 sakihito@sage.ocn.ne.jp
西田譲 HP　 http://www.55nishida.com/office1128.html
椎木保 http://ameblo.jp/ishin-shiiki/
松田学 http://ameblo.jp/matsuda-manabu/
石原慎太郎 HP　 http://www.sensenfukoku.net/
山田宏 メールフォーム http://www.yamadahiroshi.com/mail_admission.html
今村洋史
宮沢隆仁　
百瀬智之
中田宏 メールフォーム https://ssl.nakada.net/inquiry/form.php
今井雅人　 support@imai-masato.com
藤井孝男 メールフォーム http://www.55fujii.com/toiawase/toiawase.php
鈴木望 ブログ http://suzukinozomu.hamazo.tv/
重徳和彦 HP　 http://www.shigetoku.jp/archives/51910266.html
岩永裕貴　 iwanagahiroki@gmail.com
三木圭恵　 info@55miki.com
杉田水脈　 info@sugitamio.net
阪口直人　 naoto@naotosakaguchi.com
西村眞悟　 sakaioffice@n-shingo.com
新原秀人 メールフォーム http://www.shimba.jp/voices/form/
東国原英夫 ブログ http://ameblo.jp/higashi-blog/
三宅博 メールフォーム http://miyakehiroshi.net/?page_id=26
西根由佳
上西小百合
井上英孝　 hidetaka-i@energy.ocn.ne.jp
村上政俊　 info@murakami-masatoshi.com
木下智彦　 toyonaka@kinoshita-tomohiko.net
足立康史　 info@adachiyasushi.jp
松浪健太　 info@kentakenta.org
西野弘一　 koichi-nishino@hct.zaq.ne.jp
丸山穂高 http://h-maruyama.jp/contact
谷畑孝 http://www.tanihata.net/contact
浦野靖人 http://www.uranoyasuto.net/
馬場伸幸 HP http://baba-nobuyuki.com/index.php

　無し

無し

メールフォーム

メールフォーム

ブログ

近畿比例区

東海比例区

東北比例区

北関東比例

南関東比例区

東京比例区

北陸信越比例区

大阪

佐賀

三重

京都

兵庫

岡山

香川
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遠藤敬 http://blog.livedoor.jp/akitadog/
伊東信久 http://ameblo.jp/keiyamamoto0312/entry-11407679740.html

岡山 平沼赳夫　 info@hiranuma.org
中丸啓 メールフォーム nakamaru.office@gmail.com
坂元大輔 ブログ http://ameblo.jp/dsakamoto23rd/
西岡新　 http://nishioka-arata.jp/question/
桜内文城 http://www.sakurauchi.jp/voice.html

熊本 園田博之 http://www.sonoda-hiroyuki.jp/jimusho.html
河野正美 http://kawano-masami.com/
松野頼久 http://www.matsuno-yorihisa.com/?page_id=34
中山成彬 メールフォーム http://nakayamanariaki.com/modules/inquiry/
山之内毅 無し

公明党衆議院議員 (31名)公明党衆議院議員 (31名)公明党衆議院議員 (31名)公明党衆議院議員 (31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
佐藤英道　 h-sato@crocus.ocn.ne.jp
稲津久　 ＨＰ http://www.inatsu.com/index.html

宮城 井上義久　 info@yoshihisa.gr.jp
茨城 石井啓一　 info@k1-ishii.com

輿水恵一 メールフォーム http://www.k-koshimizu.jp/formmail/index.html
岡本三成 無し

千葉 富田茂之  tomita-n@pop16.odn.ne.jp
高木陽介　 yousuke@takagi21.com
高木美智代　 info@michiyo-t.com

メールフォーム http://www.michiyo-t.com/mail/ 
太田昭宏 ＨＰ http://www.akihiro-ohta.com/faq/sformmail.php
古屋範子　 info@furuya-noriko.com

メールフォーム  http://www.furuya-noriko.com/contact/index.html
上田勇 ＨＰ http://www.isamu-u.com/goiken/

新潟 漆原良夫　 info@urusan.net
静岡 大口善徳  mail@oogushi.com
愛知 伊藤渉 メールフォーム http://www.ito-wataru.com/mail/index.html
京都 竹内譲　 h11495@shugiin.go.jp

浮島智子  info@t-ukishima.net
北側一雄　 info@kitagawa-sakai.jp
樋口尚也　 http://www.higuchi-komei.jp/contact
佐藤茂樹　 BCF11323@nifty.com

メールフォーム http://sato-shigeki.com/contact/  
伊佐進一 http://isa41.net/office/index.html
國重徹 http://kunishige-toru.com/contact
赤羽一嘉　 http://www.akaba-now.com/%e3%81%94%e6%84%8f%e8%a6%8b%e6%8a%95%e7%a8%bf/
中野洋昌 http://www.nakano-hiromasa.com/contact/
濱村進 http://sumuhama.com/contact

広島 斉藤哲夫 http://www.saitotetsuo.com/%e3%81%94%e6%84%8f%e8%a6%8b%e6%8a%95%e7%a8%bf/
山口 枡屋敬悟 ＨＰ http://www.komei.or.jp/km/masuya-keigo/
高知 石田祝稔 メールフォーム http://www.ishida21.gr.jp/?target=inquiry

浜地雅一 ＨＰ http://www.hamachi-masakazu.net/office.html
江田康幸 http://www.eda-yasuyuki.net/mail/mail.html

沖縄 遠山清彦 http://toyamakiyohiko.com/form

その他の政党衆議院議員その他の政党衆議院議員その他の政党衆議院議員その他の政党衆議院議員

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
生活の党生活の党生活の党生活の党 (7名)

岩手 小沢一郎 コメント公開の掲示板 http://www1.ozawa-ichiro.jp/keijiban/
東北比例区 畑浩治 http://hata-kouji.com/toiawase.htm
東京比例区 青木愛 http://www.aoki-ai.com/form.html

北関東比例区 小宮山泰子 komiyama@yasuko.net
東海比例区 鈴木克昌 aichi14@suzuki-katsumasa.jp
九州比例区 玉城デニー http://d21tamaki.com/goiken_gorennraku/
近畿比例区 村上史好 https://sv115.xserver.jp/~serufu/serufu.xsrv.jp/form/toiawase.html

共産党共産党共産党共産党 (8名) 　
九州・沖縄比例区赤嶺政賢 kyuoki@gmail.com

東京比例区 笠井亮 mail@kasai-akira.jp
近畿比例区 穀田恵二 info@kokuta-keiji.jp
東海比例区 佐々木憲昭 http://www.sasaki-kensho.jp/mail/

南関東比例区 志位和夫 http://www.shii.gr.jp/formmail/contact.html
北関東比例区 塩川鉄也 http://www.shiokawa-tetsuya.jp/sub/iken.html
東北比例区 高橋千鶴子 mail@chiduko.gr.jp
近畿比例区 宮本岳志 takeshi@miyamoto-net.net

社民党社民党社民党社民党 （2名）
大分 吉川元 HP http://yoshikawahajime.blog.fc2.com/

メールフォーム

HP

ＨＰ

ブログ

大阪

神奈川

兵庫

福岡

東京

メールフォーム

メールフォーム

メールフォーム

メールフォーム

メールフォーム

埼玉

北海道

中国比例区

四国比例区

九州比例区
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沖縄 照屋寛徳 メールフォーム http://www5.sdp.or.jp/central/inq/inq.htm
みどりの風みどりの風みどりの風みどりの風 （1名）

広島 亀井静香 info@kamei-shizuka.net
新党大地新党大地新党大地新党大地 （1名）

北海道比例区 石川知裕 HP https://www.tokachi-ishikawa.com/support/mail.cgi
日本未来の党日本未来の党日本未来の党日本未来の党 （1名）

南関東比例区 阿部知子 info@abetomoko.jp
無所属無所属無所属無所属 （5名）

小泉龍司 move@ryuji.org
中村喜四郎 n-kishiro@nakamurakishiro.jp
野間健 information@noma-takeshi.jp
長崎幸太郎 メールフォーム http://nagasakikotaro.jp/contact
阿部寿一 無し
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