
※各弁護士への問い合わせ・意見は、事務局を通じてお願いします。
氏名 事務所名 郵便番号 住所

1 妻波 俊一郎 妻波法律事務所 690-0884 島根県松江市南田町124-157

2 安田 壽朗 安田法律事務所 683-0067 鳥取県米子市東町296

3 林 一蔵 安田法律事務所 683-0067 鳥取県米子市東町296

4 水田 敦士 安田法律事務所 683-0067 鳥取県米子市東町296

5 岡崎 由美子 岡崎法律事務所 690-0883 島根県松江市北田町20-1

6 鳥居 竜一 岡崎法律事務所 690-0883 島根県松江市北田町20-1

7 光谷香朱子 岡崎法律事務所 690-0883 島根県松江市北田町20-1

8 大野 遼太 岡崎法律事務所 690-0883 島根県松江市北田町20-1

9 水野 彰子 松江森の風法律事務所 690-0885 島根県松江市米子町18番地14

10 原 市 弁護士法人山陰リーガルクリニック出雲事務所 693-0008 島根県出雲市駅南町2-2-2 だるまビル2階

11 大國 暢子 大野法律事務所 690-0826 島根県松江市学園南2-2-8 キムラビル1階

12 杉山 尊生 弁護士法人アザレア法律事務所 683-0823 鳥取県米子市加茂町2-112 リツリンビル3階

13 井木 博子 弁護士法人アザレア法律事務所 683-0823 鳥取県米子市加茂町2-112 リツリンビル3階

14 足立 拓 弁護士法人アザレア法律事務所 青山支所 107-0062 東京都港区南青山2-6-12 アヌシー青山5階

15 住 真介 弁護士法人アザレア法律事務所 683-0823 鳥取県米子市加茂町2-112 リツリンビル3階

16 佐藤 大樹 弁護士法人アザレア法律事務所 683-0823 鳥取県米子市加茂町2-112 リツリンビル3階

17 高橋 真一 高橋敬幸法律事務所 683-0067 鳥取県米子市東町410

18 大河 陽子 高橋敬幸法律事務所 683-0067 鳥取県米子市東町410

19 三谷 裕次郎 三谷法律事務所 680-0843 鳥取県鳥取市南吉方1-63-1 農協共済福祉事業団第2ビル2階

20 高野 孝治 弁護士高野法律事務所 690-0847 島根県松江市片原町100

21 吾郷 計宜 吾郷法律事務所 690-0886 島根県松江市母衣町178-2

22 錦織 正二 錦織法律事務所 693-0001 島根県出雲市今市町869-7 信和ビル2階

23 射場 かよ子 錦織法律事務所 693-0001 島根県出雲市今市町869-7 信和ビル2階

24 金山 孝治 錦織法律事務所 693-0001 島根県出雲市今市町869-7 信和ビル2階

25 佐和 洋亮 弁護士法人佐和法律事務所 697-0031 島根県浜田市紺屋町43-5 オリンピアビル2階

26 田上 尚志 浜田市民総合法律事務所 697-0026 島根県浜田市田町1655 第2オリンピアビル3階

27 山田 延廣 法律事務所八丁堀法律センター 730-0013 広島県広島市中区八丁堀5番22号 メゾン京口門202号

28 石口 俊一 石口俊一法律事務所 730-0013 広島県広島市中区八丁堀4-24 5階 キュラーズ女学院前

29 定者 吉人 弁護士法人広島みらい法律事務所 730-0013 広島県広島市中区八丁堀2-31 鴻池ビル9階

30 下中 奈美 下中奈美法律事務所 730-0012 広島県広島市中区八丁堀7-1 ハイオス広島513

31 足立 修一 足立修一法律事務所 730-0005 広島県広島市中区西白島町18-4 城北ビル2階

32 松岡 幸輝 広島法律事務所 730-0014 広島県広島市中区上幟町3-20 なか島ビル3階

33 小澤 克介 小澤法律会計事務所 753-0048 山口県山口市駅通り2-3-23 山口法税務ビル

34 内山 新吾 弁護士法人 山口第一法律事務所 753-0074 山口県山口市中央4丁目2番4号

35 田中 礼治 弁護士法人 山口第一法律事務所 753-0074 山口県山口市中央4丁目2番4号

36 清水 善朗 木もれび法律事務所 710-0041 岡山県倉敷市五日市奥畑780-１

37 市川 守弘 弁護士法人 市川・今橋法律事務所 060-0042 北海道札幌市中央区大通西11丁目 ㈱北海ケミカルビル7階

38 渡辺 達生 北海道合同法律事務所 060-0042 北海道札幌市中央区大通西12丁目 北海道高等学校教職員センター5階

39 林 千賀子 弁護士法人北海道ひびき法律事務所 060-0001 北海道札幌市中央区北1条4丁目2-2 札幌ノースプラザ8階

40 浅石 紘爾 浅石法律事務所 039-1166 青森県八戸市根城九丁目19番9号

41 小野寺 信一 小野寺信一法律事務所 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目11-12 プレジデント一番町402号

42 脇山 弘 わきやま法律事務所 997-0021 山形県鶴岡市宝町2番15号

43 広田 次男 広田法律事務所 970-8026 福島県いわき市平字八幡小路66番地9

44 竹内 佑馬 広田法律事務所 970-8026 福島県いわき市平字八幡小路66番地9

45 松永 仁 新潟中央法律事務所 951-8116 新潟県新潟市中央区東中通一番町86-51 新潟東中通ビル3階

46 嶋田 久夫 嶋田法律事務所 370-0852 群馬県高崎市中居町3丁目3-7

47 荻野谷 興 荻野谷興法律事務所 310-0063 茨城県水戸市五軒町1丁目3番4号 渡辺ビル3階

48 坂本 博之 坂本博之法律事務所 305-0051 茨城県つくば市二の宮2-7-20-1階

49 河合 弘之 さくら共同法律事務所 100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-7 ＮＢＦ日比谷ビル16階

50 海渡 雄一 東京共同法律事務所 160-0022 東京都新宿区新宿1-15-9 さわだビル5階

51 只野 靖 東京共同法律事務所 160-0022 東京都新宿区新宿1-15-9 さわだビル5階

52 内山 茂樹 田村町法律事務所 105-0004 東京都港区新橋3-3-5 荒川ビル2階

53 青木 秀樹 東京御茶の水総合法律事務所 113-0033 東京都文京区本郷3-9-5 九幸興業ビル3階

54 望月 賢司 望月賢司法律事務所 107-0061 東京都港区北青山3-10-9 川島ビル7階

55 小野寺 利孝 小野寺協同法律事務所 113-0033 東京都文京区本郷3-43-14 グランドメゾン本郷三丁目602号室

56 高見澤 昭治 高見澤法律事務所 181-0013 東京都三鷹市下連雀3-6-51-301

57 大橋 正典 愛宕山総合法律事務所 105-0002 東京都港区愛宕1-6-7 愛宕山弁護士ビル502

58 長倉 智弘 甲斐の杜法律事務所 400-0031 山梨県甲府市丸の内三丁目20番7号 フォワードビル5階

59 毛利 正道 法律事務所こんにちは 394-0005 長野県岡谷市山下町1-21-24-101

60 岩淵 正明 北尾法律事務所 920-0912 石川県金沢市大手町9番29号

61 鹿島 啓一 弁護士法人金沢税務法律事務所 920-0025 石川県金沢市駅西本町5-1-1 ＭＴビル2階

62 吉川 健司 泉法律事務所 910-0004 福井県福井市宝永4-9-15 千葉ビル3階

63 笠原 一浩 みどり法律事務所 914-0041 福井県敦賀市布田町84-1-18

64 高木 登 高木法律事務所 410-0836 静岡県沼津市吉田町30-7

65 小川 央 静岡綜合法律事務所 420-0831 静岡県静岡市葵区水落町6番8号

66 鈴木 敏弘 鈴木敏弘法律事務所 430-0929 静岡県浜松市中区中央一丁目3番6-301号 浜松イーストセブン

67 北村 栄 名古屋第一法律事務所 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-18-22 三博ビル5階

68 栗山 知 弁護士法人 小出栗山法律事務所 500-8076 岐阜県岐阜市司町38番地 酒造会館内

69 冠木 克彦 冠木克彦法律事務所 530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-3-3 星光ビル2階

70 赤津 加奈美 弁護士法人赤津法律事務所 530-0047 大阪府大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング 618

71 薦田 伸夫 瀬戸内法律事務所 790-0001 愛媛県松山市一番町1丁目14番地10 井手ビル2階

72 池上 遊 北九州第一法律事務所 803-0816 福岡県北九州市小倉北区金田2丁目6番4号 リーガルタワー2Ｆ

73 諸隈 美波 北九州第一法律事務所 803-0816 福岡県北九州市小倉北区金田2丁目6番4号 リーガルタワー2Ｆ

74 後藤 富和 大橋法律事務所 815-0033 福岡県福岡市南区大橋1丁目8番19号 プロベニオ大橋6階

75 國嶋 洋伸 福岡南法律事務所 815-0041 福岡県福岡市南区野間1-10-7-2Ｆ

76 椛島 敏雅 福岡南法律事務所 815-0041 福岡県福岡市南区野間1-10-7-2Ｆ

77 近藤 恭典 福岡第一法律事務所 810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-10-29 福岡ようきビル2階

78 八木 大和 福岡第一法律事務所 810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-10-29 福岡ようきビル2階

79 池永 修 弁護士法人 奔流 812-0054 福岡県福岡市東区馬出2丁目1番22号 福岡五十蔵ビル2階

80 馬奈木 昭雄 久留米第一法律事務所 830-0032 福岡県久留米市東町1-20 大和ビル2階

81 高橋 謙一 たかはし法律事務所 830-0032 福岡県久留米市東町25-3 ブラザービル4階

82 白水 由布子 からたち法律事務所 830-0023 福岡県久留米市中央町37-20 久留米中央町ビル6階

83 岡部 史卓 いとしま法律事務所 819-1119 福岡県糸島市前原東1-5-21 波多江ビル2階

84 徳永 由華 弁護士法人奔流 法律事務所朝倉オフィス 838-0068 福岡県朝倉市甘木1193番1

85 東島 浩幸 佐賀中央法律事務所 840-0825 佐賀県佐賀市中央本町1-10 ニュー寺元ビル3階

86 稲村 蓉子 佐賀中央法律事務所 840-0825 佐賀県佐賀市中央本町1-10 ニュー寺元ビル3階

87 魚住 昭三 ぴーすなう法律事務所 850-0033 長崎県長崎市万才町6番11号 三井ビル4Ｆ

88 板井 優 熊本中央法律事務所 860-0078 熊本県熊本市中央区京町2-12-43

89 加藤 修 熊本さくら法律事務所 860-0081 熊本県熊本市中央区京町本丁1-22

90 小林 法子 熊本さくら法律事務所 860-0081 熊本県熊本市中央区京町本丁1-22

91 菅 一雄 菜の花法律事務所 860-0834 熊本県熊本市南区江越１丁目17番12号 フローラル江越105号

92 年森 俊宏 年森法律事務所 880-0803 宮崎県宮崎市旭1丁目7番12号 エスポワール宮崎県庁通り305号

93 白鳥 努 弁護士法人白鳥法律事務所 892-0828 鹿児島県鹿児島市金生町2番15号 ＭＢＣ開発金生ビル7階

（事務局連絡先）

http://sayonara.daynight.jp/shimanegenpatsu/3goro/renrakusaki.html

