
氏名 事務所名 事務所住所 建物名 電話番号 備考

青山　隆徳 青山法律事務所 佐賀県佐賀市駅前中央1-9-38 いちご佐賀ビル7F 0952-97-8177
地元のクリエーターの相談、地方特産品に関す
る知財の相談を受けております。

網谷　拓 萬年総合法律事務所 福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂3階 092-751-5006
石下　雅樹 弁護士法人クラフトマン新宿特許法律事務 東京都新宿区新宿4-2-16 パシフィックマークス新宿サウスゲート9階 03-6388-9679
石川　正樹 ウイズダム法律事務所 東京都中央区銀座4-10-10 銀座山王ビル6階 03-6853-3660

井奈波　朋子 聖法律事務所 東京都中央区日本橋茅場町2-5-6 日本橋大江戸ビル5階 03-6667-0427
取扱事件の詳細はホームページをご覧ください。
http://shou-law.com

井上　敬 木上法律事務所 福岡県福岡市中央区大名2-2-26 親和ビル5階 092-781-5558
上野　満貴 森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内パークビルディング 03-6266-8585

梅本　國和 長崎清和法律事務所 長崎県長崎市賑町5-21 パークサイドトラヤビル3階 095-821-1070
地方の観光及び特産品に関するコンテンツの海
外発信に関心を持っています。

遠藤　大介 セントラル法律事務所 岩手県盛岡市中央通1-11-17 第二大通ビル5階 019-681-7158
被災地の特産品等のジャパンコンテンツを活か
すことで、震災復興を実現したいと考えておりま
す。

大石　裕太 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー 03-6888-1000
大平　修司 弁護士法人中央総合法律事務所 東京都千代田区内幸町1-1-7 NBF日比谷ビル11階 03-3539-1877

大堀　健太郎 大堀・山本法律事務所 神奈川県川崎市川崎区東田町6-2 ミヤダイビル8階 044-200-4506
日本で開発されたソフトウェアの海外への展開
や、地域ブランド（特に農林水産物）に関心があ
ります。

大向　尚子 西村あさひ法律事務所 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル 03-5562-8500

奥原　玲子 光和総合法律事務所 東京都港区赤坂4-7-15 陽栄光和ビル5階 03-5562-2526
映像関連を始め、伝統的文化等国内外への発
信を支援したいと思います。

奥村　直樹 中村合同特許法律事務所 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル6階 03-3211-8741

小倉　秀夫 東京平河法律事務所 東京都千代田区永田町1-11-30 サウスヒル永田町9階 03-3595-4160
J-POPに関心を持つ海外の人々が正規にJ-
POPを購入しがたい現状をいかにしたら打破でき
るかを研究し、改善に繋げたいです。

笠原　智恵 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル 03-5501-2438
海外との映像コンテンツ制作、ライセンス等につ
いて経験があります。海外の弁護士との協働も
可能です。

柏木　秀一 柏木総合法律事務所 東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル8F 03-5472-5050
片山　英二 阿部・井窪・片山法律事務所 東京都中央区八重洲2-8-7 福岡ビル 03-3273-2600 ゲームの将来に関心があります。
加藤　幸江 弁護士法人中央総合法律事務所 大阪府大阪市北区西天満2-10-2 幸田ビル11階 06-6365-8111

加藤　伸樹 桜木・中野法律事務所 東京都港区西新橋1-14-9 西新橋ビル5階 03-3519-2571
クリエイターの方が海外と取引をするお手伝いを
したいと考えています。

金井　重彦 弁護士法人金井法律事務所 東京都中央区築地2－10－5 寿ビル7階 03-3248-1919
亀井　文也 亀井文也法律事務所 神奈川県横浜市中区山下町25 上田ビル502 045-226-5475
川端　さとみ 小松法律特許事務所 大阪府大阪市北区中之島2-2-2 阪中之島ビル8階 06-6221-3355

木村　耕太郎 牛鳴坂法律事務所 東京都港区赤坂4-7-15 赤坂丹後ビル4階 03-6426-5391
将棋は日本の伝統文化です。「どうぶつしょうぎ」
の電子アプリ化・海外ローカライズなどの経験が
あります。

後藤　大 晴海パートナーズ法律事務所 東京都中央区築地2-15-19 ミレニアム築地6階 03-6264-1588
ウェブサービス・アプリの支援・問題対応につい
て豊富な経験があります。

小林　和弘 弁護士法人大江橋法律事務所 大阪府大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー27階 06-6208-1500
海外コンテンツの導入案件、ソフトウエア・商標等
の海外進出案件、国内のコンテンツ案件は経験
あります。

近藤　剛史 近藤総合法律事務所 大阪府大阪市北区西天満5-1-3 南森町パークビル6階 06-6314-1630
寒河江 孝允 寒河江法律事務所 東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ビル10階 03-3502-0882
澤田　将史 長島・大野・常松法律事務所 東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル 03-3511-6776
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島津　圭吾 R＆G横浜法律事務所 神奈川県横浜市中区住吉町1-2 スカーフ会館3階 045-671-9577
コンテンツや商標をはじめ知的財産に係る契約
等の豊富な経験を活かし、海外展開支援に注力
しています。

下村　訓弘 日の出総合法律事務所 福岡県福岡市早良区西新1-10-27 ソピア・ニッセイビル3階 092-832-8388
杉本　賢太 青木・関根・田中法律事務所 東京都千代田区霞が関3-8-1 虎の門三井ビルディング８階 03-3580-2131
諏訪野　大 近畿大学 大阪府東大阪市小若江3-4-1 06-4307-3167
芹田　幸子 芹田幸子法律事務所 大阪府大阪市北区南森町2-3-29-1202 06-6365-7306
園田　真紀 みずほ法律事務所 福岡県福岡市中央区赤坂1-7-5 ロマネスク赤坂第2-206 092-741-1300
高瀬　亜富 弁護士法人　内田・鮫島法律事務所 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル701 03-5511-6234
高橋　淳 法律事務所フラッグ 東京都新宿区西新宿7-15-1 アパライトビル6階 03-5337-7400

髙橋　俊幸 麹町国際法律事務所 東京都千代田区麹町2-2 ＫＩＨＯＨビル3階 03-3237-7501
特許明細書作成の仕事を十年ほどしていまし
た。今後はメディアアート等への知見を得たいと
思います。

高橋　美智留
外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務
所

東京都港区虎ノ門4-1-17 神谷町プライムプレイス 03-3433-3939
商標・ブランド保護・国際契約のアドバイスを中
心に、国内・海外知財案件に広く経験あります。

竹内　哲 森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内パークビルディング 03-6266-8573
田中　浩之 森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内パークビルディング 03-6266-8597

田中　雅敏 明倫国際法律事務所 福岡県福岡市中央区天神1-6-8-7F 092-736-1550
地方の中小企業振興の観点から、ジャパンコン
テンツを経済活力に直結させられる方法を研究
します。

田邊　俊 田邊法律事務所 福岡県福岡市中央区赤坂1-14-22 センチュリー赤坂門ビル5階 092-761-2221 九州の食を支援しています。
墳﨑　隆之 長島・大野・常松法律事務所 東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル 03-3511-6340
辻　淳子 辻法律特許事務所 大阪市北区西天満4-3-18 MF西天満ビル10F 06-6361-2880
辻本　恵太 オレンジ法律事務所 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-10 シンテイ大宮ビル5階 048-782-5757

鶴　由貴
弁護士法人協和綜合パートナーズ法律事務
所

東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル南館16階 03-3216-1171

映像、ウェブコンテンツの国内、海外のライセン
ス契約の交渉から作成に至るまで、又、無断使
用に対する対応等について、法的な観点からア
ドバイ スをさせていただいております。

照井　勝 青山綜合法律事務所 東京都渋谷区神宮前5-46-2 青山イースト＆ウェスト1階 03-3400-3861
専門分野は国内外の著作権法・エンタテインメン
ト法、一橋大学大学院の非常勤講師（エンタテイ
ンメント法）。

豊島　ひろ江 中本総合法律事務所 大阪府大阪市北区西天満5-9-3 アールビル本館5階 06-6364-6241
中務　尚子 弁護士法人中央総合法律事務所 大阪府大阪市北区西天満2-10-2 幸田ビル11階 06-6365-8111
長友 慶徳 辰巳・増田法律特許事務所 宮崎県宮崎市淀川1-1-6 クレコマンション１階 0985-50-9333

中野　亮介 TMI総合法律事務所 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー23階 03-6438-5511
世界へ発信するジャパンコンテンツ支援のため
に知財専門家として尽力いたします。

中村　崇 ユナイテッド法律事務所 新潟県新潟市中央区花町2069 新潟花町ビル6階 025-211-4777

西脇　怜史 弁護士法人クレオ国際法律特許事務所 東京都中央区八重洲1-4-16 東京建物八重洲ビル2階 03-5255-5672
国際出願、ライセンス、ＪＶ、ＦＣ、著作権等の相
談経験を活かしてジャパンコンテンツを広めてい
きたい。

二瓶　貴之 天鏡法律事務所 福島県郡山市西ノ内2-17-7 今泉第二ビル203号 024-983-6878
野﨑　雅人 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー 03-6888-5670

服部　由美 久屋アヴェニュー法律事務所 愛知県名古屋市東区泉1-15-14 アルピニストビル3階 052-973-1227
映像コンテンツの制作に関する法律問題等に関
心があります（テレビ局の企業内弁護士として勤
務経験あり）。

林　いづみ 桜坂法律事務所 東京都港区赤坂1-12-12 榎坂ビル４階 03-5563-1501 Cool Japan発信を支援しています。
原　悠介 原総合法律事務所 北海道札幌市中央区大通西12-4 あいおいニッセイ同和損保札幌大通ビル7 011-272-6661
平河　有里 蜂屋信雄法律事務所 東京都杉並区阿佐谷南3-34-10 第２横川地所ビル３階 03-5347-2607

深坂　俊司 色川法律事務所 大阪府大阪市中央区北浜2-6-18 淀屋橋スクエア12階 06-6203-7112
映像コンテンツや日本の食文化の発信に関心が
あります。

福井　信雄 長島・大野・常松法律事務所 東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル 03-3511-6317

藤原　唯人 神戸パートナーズ法律事務所 兵庫県神戸市中央区海岸通6番地 建隆ビルⅡ　3階 078-331-5627
地方都市で活躍するクリエイターの権利保護に
積極的に取り組んでいます。
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包城　偉豊 ひかり総合法律事務所 東京都港区虎ノ門2-3-22 第1秋山ビルディング6階 03-3597-8701
星　大介 東京八丁堀法律事務所 東京都港区麻布台1-11-9 CR神谷町ビル6階 03-6441-3320
前川　陽一 長島・大野・常松法律事務所 東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル 03-3288-7000
前田　将貴 福田・近藤法律事務所 東京都中央区銀座8-5-4 銀座マジソンビル6階 03-3575-8051

前田　葉子 西村あさひ法律事務所 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル 03-5562-8739

クロスボーダー案件を通じて築いた海外事務所
（特にアジアや米国）の現地法律事務所とのネッ
トワークを生かし、ジャパンコンテンツの海外進
出を支援したいと思います。

益山　直樹 ジュネス法律事務所
京都府京都市中京区河原町通二条上る清水町
352-3

佐藤ビル3階 075-256-7757
映画等のコンテンツの国際共同製作や海外展開
支援、アート市場の発展等に関心があります。

松井　真一 長島・大野・常松法律事務所 東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル 03-3511-6139
松永　章吾 ゾンデルホフ＆アインゼル法律特許事務所 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービルディング19階 03-5220-6500
松比良　剛 法律事務所　薩摩 鹿児島県鹿児島市上之園町24－2 第12川北ビルBIOS鹿児島206号 099-251-6331
松本　幸太 山本法律事務所 福岡県福岡市中央区天神1-6-8-13F 092-717-0707
南　かおり スクワイヤ外国法共同事業法律事務所 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクェアタワー16階 03-5774-1800

室谷　和彦 室谷法律事務所 大阪府大阪市中央区北浜3-2-12 北浜永和ビル3階 06-6233-6612
地域の食文化や特産品に関する新たな取り組み
に関心があります。

毛利　峰子 － － －
森川　紀代 森川法律事務所 東京都千代田区神田小川町2-5-1 オーク神田小川町ビル4階 03-5577-3931
森本　純 小松法律特許事務所 大阪府大阪市北区中之島2-2-2 大阪中之島ビル8階 06-6221-3355

森本　晋 生田名越高橋法律特許事務所 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー27階 03-5777-6767
コンテンツ産業の海外展開支援、模倣対策等に
興味を持っています。

柳　誠一郎 芝綜合法律事務所 東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル5階 03-5425-2911
八尋　光良 八尋光良法律事務所 福岡市中央区舞鶴1-1-10-4F 092-718-1232
矢部　耕三 ユアサハラ法律特許事務所 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル206区 03-3270-6641

山根　義則 － － － －
インハウスのため相談対応できませんが，情報
工学の博士課程修了で、ＩＴと知財の観点から解
決を図ります。

山本　智子 山本法律事務所 福岡県福岡市中央区天神1-6-8-13F 092-717-0707
吉本　修二 今川橋法律事務所 東京都千代田区鍛冶町2-4-1 佐伯ビル5階 03-3256-6093
早稲田　祐美
子

東京六本木法律特許事務所 東京都港区六本木1-7-27 全特六本木ビル5階 03-5575-2490
著作権法を中心にコンテンツ制作を支援してい
ます。
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