
法律事務所名 弁護士名 メールアドレス ＵＲＬ 市区町村 ＴＥＬ 取扱分野

弁護士法人牛見総合法律事務所 牛見　和博 k-ushimi@ushimi-law.jp https://ushimi-law.jp 山口県山口市 083-921-6377 夫婦関係、子どものこと、親の介護・相続、事故、近所との関係、その他トラブル

御座法律事務所 久保　宜弘 yoshihiro@goza.lawyer https://goza.lawyer 高知県高知市 088-855-7871 交通事故、離婚、相続、企業法務、刑事、不動産、債務整理など

弁護士法人えそら 馬場　龍行 umaba@esola-law.or.jp https://esola-law.or.jp 東京都文京区 03-4233-0796 交通事故、相続、離婚、債務整理、刑事事件、労働、不動産、損害賠償、債権回収、企業法務

弁護士法人山本.坪井綜合法律事務所 坪井　智之 tomoyukichiroru@gmail.com https://y-t-fukuoka.lawyer/ 福岡県福岡市 092-791-5900 離婚、刑事事件、債務整理、交通事故等

弁護士法人えそら 鹿野　舞 kano@esola-law.or.jp https://esola-law.or.jp/ 東京都千代田区 03-4233-0796 一般民事（離婚、不貞、養育費、相続、交通事故、インターネット問題等）、刑事事件、企業法務

弁護士法人兼六法律事務所 森長　大貴 morinaga@kenroku.net https://kenroku.net/ 石川県金沢市 076-232-0130 離婚・家族問題，相続・遺言，破産・債務整理，交通事故，不動産・建築，インターネットトラブル，その他企業法務

弁護士法人三ツ星 廣石　佑志 hiroishi@mitsuboshi-law.jp https://www.mitsuboshi-law.jp/ 大阪府大阪市 06-6222-3035 個人向けとして相続、交通事故、離婚、不動産関係。その他事業者向けとして企業法務全般。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 飯塚　予始子 iizuka@maru-soleil.jp https://maru-soleil.jp/lawyer/iizuka 東京都千代田区 03-5224-3801 家事（離婚・相続）、外国人、医療分野

青葉総合法律事務所 杉本　直樹 sugimoto@aobasogo.jp http://www.aobasogo.jp/ 東京都千代田区 03-3556-0031 エンタメ・著作権関連、企業法務一般（個人事業を含む）、企業間紛争、相続関連、M&A・事業承継、離婚など

日本羅針盤法律事務所 長谷見　峻一 sh@hasemi.net https://www.nipponcompass.pro/#intro 東京都千代田区 03-3358-0992 離婚、不倫対応、相続、交通事故、仮想通貨

弁護士法人リブラ共同法律事務所 菅原　仁人 sugawara@hokkaido-libra.comhttps://libra-roumu.com/ 北海道札幌市 011-207-7311 企業法務（労務顧問）、相続（死後紛争及び生前対策）、離婚

弁護士法人シンフォニア法律事務所 吉川　明奈 a.yoshikawa-law@email.plala.or.jphttp://www.furihata-law.jp 三重県津市 059-223-0012 相続，遺言，民事信託，債務整理，交通事故，離婚，不動産，その他一般民事，刑事

堺オリーブ法律事務所 下迫田　浩司 shimosakoda@olive-law.jp https://olive-law.jp/ 大阪府堺市 072-260-4806 離婚、子ども・学校、少年事件、借金、相続、一般民事

弁護士法人宇都宮東法律事務所 伊藤　一星 ito@uh-law.com https://utsunomiya-higashi.com/ 栃木県宇都宮市 028-612-6070 交通事故、後遺障害、遺産相続、遺言、離婚・男女トラブル、借金、不動産、労働、刑事弁護

法律事務所くらふと 坪内　清久 ktsubouchi@craft-law.jp https://www.sfil-lawfirm.jp/ 千葉県千葉市 050-3664-9611 福祉分野(介護、子育て、精神の問題等)、債務整理、離婚、刑事、労働、そのほか一般民事

日本橋法律特許事務所 中山　泰章 y.nakayama@nihombashi-law.jphttps://corporatelaw-nihombashi-law.jp/ 東京都中央区 03-3516-1811

借金・債務整理（自己破産，過払い金請求，ヤミ金対応，任意整理，個人再生等）／遺産相続（遺言，相続放棄，相続人調査，

遺産分割，遺留分侵害額請求（遺留分減殺請求)，相続登記・名義変更，成年後見，財産目録・調査等），労働問題，債権回

収，医療問題，インターネット上問題（誹謗中傷・風評被害，削除請求，発信者情報開示請求，損害賠償請求，刑事告訴等），犯

罪・刑事事件（刑事弁護，犯罪被害者対応等），不動産・建築（賃貸トラブル，賃料・家賃交渉，建物明け渡し・立ち退き，借地権

等），売買トラブル（欠陥住宅，任意売却等），近隣トラブル（騒音・振動，土地の境界線等）

吉原法律事務所 小林　久貴 kobayashi@yoshiharalaw.comhttp://yoshiharalaw.com/ 東京都中央区 050-3699-4483 交通事故、債務整理(破産、個人再生等)、相続

アネスティ法律事務所 勝田　亮 m.katsuta@honesty-lawoffice.comhttp://honesty-lawoffice.com/ 宮城県仙台市 022-714-6153 企業法務、家事事件、自動車事故、建築紛争、労使紛争など

リフト法律事務所 川村　勝之 kawamura@lift-law.com https://www.lift-law.biz/ 千葉県千葉市 043-422-7115 企業法務、IT、相続、男女問題、交通事故、労働関係、その他

森山大樹法律事務所 森山　大樹 moriyama0502@gmail.com https://moriyamataiki-law.com/ 北海道東川町 0166-76-4397 一般民事事件、家事事件、企業法務

四谷あけぼの法律事務所 岩田　夏樹 iwata@yotsuya-akebono.net https://yotsuya-akebono.net/ 東京都新宿区 03-5361-6883 企業法務，労働

ベーグル法律事務所 林　正和 hayashi@bagle-law.com https://bagle-law.com/ 東京都新宿区 03-6685-8533 離婚、刑事、一般民事

熊野量規法律事務所 金井　啓佑 keilaw2034@gmail.com https://www.bengo4.com/hiroshima/a_34100/g_34101/l_573308/広島県広島市 082-224-5557 離婚，相続，虐待防止，交通事故，債務整理，企業法務

弁護士法人コスモポリタン法律事務所 杉本　拓也 takuya.s@cosmo-law.jp https://sugimoto-lawyer.com/ 東京都豊島区 03-5927-1520 企業法務全般、離婚や相続などの家庭問題、交通事故、風評被害対策等のインターネット上の法律問題等

弁護士法人キャストグローバル 飛渡　貴之 hido.t@castglobal.biz https://castglobalgroup.com/ 東京都千代田区 03-6273-7758 企業法務

弁護士法人とこなめ法律事務所 伊藤　真悟 ito-shingo@tokoname-law.comhttps://www.tokoname-law.com/ 愛知県常滑市 0569‐47‐6330
法人顧問、契約書作成、債権回収、労務管理、総会指導、離婚その他の男女問題 借金・過払い金の問題 交通事故の問題 未払い賃金

など労働の問題 遺言・相続の問題 高齢者・障がい者の問題 刑事事件の問題 不動産に関する問題 インターネット被害の問題

弁護士法人アルファ総合法律事務所 保坂　光彦 hosaka-mitsuhiko@alpha-lawoffice.comhttp://alpha-lawoffice.com/ 埼玉県所沢市 04-2923-0971 企業法務、税務、相続、一般民事

弁護士法人ニューステージ 三浦　宏太 miura@st-law.gr.jp https://www.newstage-legal.com/profile/ 大阪府大阪市北区 06-6131-0288 企業法務，一般民事（相続等），事業再生等

にわ法律事務所 丹羽　一裕 niwakazuhiro037486@gmail.comhttps://www.niwahouritsu.jp/ 大阪府大阪市中央区 06-6809-3202 離婚、相続、家族信託

河口法律事務所 河口　直規 n-kawaguti@palette.plala.or.jphttps://sapporo-kawaguchi.com/ 北海道札幌市 011-206-8270 交通事故、労災事故、離婚、遺言相続、借金、企業法務

弁護士法人みなみ総合法律事務所 濵田　諭 sa10c35222@gmail.com https://www.minami-lawoffice.jp/ 宮崎県宮崎市 0985-77-5227 離婚　相続　交通事故　多重債務　企業法務（主に顧問業務）　労働（使用者側）

弁護士法人中村・大城国際法律事務所 中村　崇 t.nakamura@nolaw.jp https://nolaw.jp/ 新潟県新潟市 025-211-4777 企業法務、民事事件、家事事件

弁護士法人みやこ法律事務所 粟野　浩之 h-awano@miyako-law.gr.jp http://www.miyako-law.gr.jp/		 京都府京都市 075-211-4433 相続，離婚・男女問題，交通事故，債務整理，消費者被害，不動産・建築，債権回収，刑事・少年事件，犯罪被害者支援

豊前総合法律事務所 西村　幸太郎 k.nishimura@buzen-law.jp http://www.buzenlawoffice.jp/ 福岡県豊前市 0979-53-9106 交通事故，相続，債務整理，離婚，刑事・少年，労働など

虎ノ門法律経済事務所 板橋　晃平 k-itabashi@t-leo.com https://www.t-leo.com/lawyer/kohei-itabashi 東京都港区 03-5501-2510 企業法務，労働問題，家事事件（相続・男女問題），不動産，交通事故，破産事件，刑事事件

弁護士法人ステラ 小平　達也 k.tatsuya.law@gmail.com https://stellalaw.jp/ 東京都新宿区 03-6457-8808 一般民事及び企業法務

金沢・百万石通り法律事務所 南川　泰則 yasunori.minamikawa@hyakumangoku-law.comhttps://hyakumangoku-law.com 石川県金沢市 076-208-5288 企業法務、国際業務、一般民事

米盛法律事務所 米盛　太紀 yonemori@fu-law.jp なし 福岡県福岡市 092-737-5307 債務整理、離婚、企業法務、債権回収など。

弁護士法人松田共同法律事務所 松田　公利 kimitoshi.matsuda@nifty.com http://matsupedhia.la.coocan.jp/matsu-hou/ 宮崎県宮崎市 0985-26-4656 企業法務、不動産、遺産、家事、負債整理

飯田直樹法律事務所 飯田　直樹 iida@iida-law-office.jp https://www.iida-law-office.jp/ 長崎県長崎市 095-895-7661 企業法務、離婚、相続、交通事故

ＳＫＹ総合法律事務所 横山　朗 yokoyama@sky-law.com http://yokoyama.sky-law.com/index.html 神奈川県川崎市 044-221-5171 一般民事、企業法務、事業再生

中村総合法律事務所 中村　健三 nakamura@nakamura-slo.jp https://www.ns-lo.jp/ 大阪府大阪市西区 06-4390-4975 企業法務

シリウス法律事務所 白﨑　識隆 shirasaki@sirius-law.net https://www.sirius-law.net 大阪府大阪市北区 06-6364-1133 中小企業法務、不動産、相続

松ケ枝法律事務所 阪中　達彦 sakanaka@matsugae-law.jp https://matsugae-law.jp 大阪市北区 06-6355-6701 中小企業法務、離婚・相続・債務整理その他の一般民事

HANA国際法律事務所 金　南湜 kimnamsik@skk-office.com なし 大阪市北区 06-4397-4455 民事一般

忠弥坂法律事務所 大澤　一記 info@chuya-zaka.net www.chuya-zaka.net 東京都文京区 03-5615-9280 医療

岡本綜合法律事務所 岡本　成史 okamoto@okamoto-law.com https://okamoto-law.com/ 福岡市中央区 092-718-1580 企業法務、相続、不動産、民事一般

福井ひかり法律事務所 辻　真也 tsuji@fukui-hikari.pro https://www.fukui-hikari.pro/ 福井県福井市 077-643-9781 中小企業法務

虎ノ門法律経済事務所 長谷川　周吾 s-hasegawa@t-leo.com https://www.t-leo.com/lawyer/shugo-hasegawa/ 東京都港区 03-5501-2461 不動産，相続，離婚，労働
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