
◎２０２１年１２月１日現在
弁護士知財ネット　中部・北陸地域会　会員名簿　（５０音順）

（愛知県・三重県・岐阜県・福井県・石川県・富山県）

【愛知県】

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事務所名 事務所住所 建物名 電話 ＦＡＸ

相羽　洋一 ｱｲﾊﾞ ﾖｳｲﾁ しるべ総合法律事務所 愛知県名古屋市中区丸の内3-7-27 ﾋﾞﾙ愛美 052-971-5011 052-971-5015

青山　正和 ｱｵﾔﾏ ﾏｻｶｽﾞ ＳＡＫ法律事務所 愛知県名古屋市中区丸の内3-21-31 協和丸の内ﾋﾞﾙ5階502号室 052-684-4580 052-684-4581

安藤　雅範 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ あゆの風法律事務所 愛知県名古屋市中区丸の内3-7-19 法研中部ﾋﾞﾙ2F 052-950-2080 052-950-2081

飯田　明弘 ｲｲﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 弁護士法人さくら合同　さくら国際特許法律事務所 愛知県名古屋市東区泉1-21-27 052-953-4750 052-972-6446

池田　桂子 ｲｹﾀﾞ ｹｲｺ 池田総合法律事務所・池田特許事務所 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 ｷﾘｯｸｽ丸の内ﾋﾞﾙ802 052-684-6290 052-684-6291

井野　昭 ｲﾉ ｱｷﾗ 井野昭法律事務所 愛知県江南市古知野町桃源26 0587-55-5290 0587-55-5291

上松　健太郎 ｳｴﾏﾂ ｹﾝﾀﾛｳ 弁護士法人オールスター 愛知県名古屋市中区丸の内1-16-8 C-8ﾋﾞﾙ5階 052-228-8416 052-265-9167

臼井　幹裕 ｳｽｲ ﾓﾄﾋﾛ 臼井法律事務所 愛知県名古屋市中区錦3-1-30 錦ﾏﾙｴﾑﾋﾞﾙ3F 052-218-0566 052-221-5656

大橋　厚志 ｵｵﾊｼ ｱﾂｼ 後藤昌弘特許法律事務所 愛知県名古屋市中区錦2-8-1 伊予銀行ﾋﾞﾙ3A 052-203-4747 052-203-4748

小川　宏嗣 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾂｸﾞ 小川総合法律特許事務所 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ﾋﾞﾙ4F 052-571-7777 052-571-7787

粕田　陽子 ｶｽﾀﾞ ﾖｳｺ 薫風法律事務所 愛知県名古屋市中区丸の内3-6-41 AMﾋﾞﾙ8C 052-951-1202 052-951-1203

加藤　淳也 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ 城南法律事務所 愛知県名古屋市中区丸の内1-4-12 ｱﾚｯｸｽﾋﾞﾙ2階D室 052-202-5088 052-202-5089

加藤　光宏 ｶﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ 特許法律事務所樹樹 愛知県名古屋市中区丸の内3-9-16 丸の内YSﾋﾞﾙ5B 052-212-8100 052-212-8111

河合　哲志 ｶﾜｲ ｻﾄｼ さくら国際特許法律事務所 愛知県名古屋市東区泉1-21-27 泉ﾌｧｰｽﾄｽｸｴｱ6階 052-953-4750 052-972-6446

川岸　弘樹 ｶﾜｷﾞｼ ﾋﾛｷ 川岸弘樹法律特許事務所 愛知県名古屋市中区錦2-8-1 伊予銀行ﾋﾞﾙ3B 052-219-2066 052-219-2067

川瀬　裕久 ｶﾜｾ ﾋﾛﾋｻ 池田総合法律事務所 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 ｷﾘｯｸｽ丸の内ﾋﾞﾙ802 052-684-6290 052-684-6291

久保　勝広 ｸﾎﾞ ｶﾂﾋﾛ 久保法律事務所 愛知県名古屋市西区名駅2-25-3 ﾊｲﾈｽﾄ浜島3階 052-462-9150 052-462-9160

後藤　昌弘 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 後藤昌弘特許法律事務所 愛知県名古屋市中区錦2-8-1 伊予銀行ﾋﾞﾙ3A 052-203-4747 052-203-4748

小山　齊 ｺﾔﾏ ﾋﾄｼ 弁護士法人小山・古澤早瀬 愛知県名古屋市中村区名駅3-21-7 名古屋三交ﾋﾞﾙ5階 052-962-1222 052-962-1260

清水　亘 ｼﾐｽﾞ ﾜﾀﾙ アンダーソン・毛利・友常法律事務所　名古屋オフィス 愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1 ﾐｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞｽｸｴｱ13F 052-533-4815 052-533-4772

新谷　光広 ｼﾝﾀﾆ ﾐﾂﾋﾛ SAK法律事務所 愛知県名古屋市中区丸の内3-21-31 協和丸の内ﾋﾞﾙ5F502号室 052-684-4580 052-684-4581

鈴木　智子 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｺ 後藤昌弘特許法律事務所 愛知県名古屋市中区錦2-8-1 伊予銀行ﾋﾞﾙ3A 052-203-4747 052-203-4748

田口　勤 ﾀｸﾞﾁﾂﾄﾑ 田口勤法律事務所 愛知県名古屋市中区丸の内3-2-22 名城ﾋﾞﾙ4F 052-961-9888 052-961-9889

田代　洋介 ﾀｼﾛ ﾖｳｽｹ オリンピア法律事務所 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 ｷﾘｯｸｽ丸の内ﾋﾞﾙ5F 052-201-7728 052-201-7729

檀浦　康仁 ﾀﾞﾝｳﾗ ﾔｽﾋﾄ 弁護士法人愛知総合法律事務所 愛知県名古屋市中区丸の内3-2-29 ﾔｶﾞﾐﾋﾞﾙ501号･601号 052-971-5277 052-971-7876

都築　真琴 ﾂﾂﾞｷ ﾏｺﾄ 都築法律事務所 愛知県岡崎市康生通南2-54-1 ｶｰﾆｰﾌﾟﾚｲｽ岡崎5F 0564-65-2622 0564-22-0880

内藤　義三 ﾅｲﾄｳ ﾖｼｿﾞｳ 内藤法律事務所 愛知県名古屋市東区主税町2-13 052-951-3380 052-951-3379

中村　弘 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ 水口・中村法律事務所 愛知県名古屋市中区丸の内2-16-14 052-203-5525 052-231-1639

長屋　貢嗣 ﾅｶﾞﾔ ｺｳｼ 長屋貢嗣法律事務所 愛知県名古屋市中区丸の内3-4-30 ｸｴｽﾄ丸の内ﾋﾞﾙ7F 052-961-5201 052-961-5271

野中　光夫 ﾉﾅｶ ﾐﾂｵ 名城法律事務所 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-10 名古屋丸の内ﾋﾞﾙ4F 052-961-3071 052-961-6095

服部　由美 ﾊｯﾄﾘ ﾕﾐ 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 ｱﾙﾋﾟﾆｽﾄﾋﾞﾙ3F 052-973-1227 052-228-9355

早川　尚志 ﾊﾔｶﾜ ﾋｻｼ さくら国際特許法律事務所 愛知県名古屋市東区泉1-21-27 泉ﾌｧｰｽﾄｽｸｴｱ6F 052-953-4750 052-972-6446

早瀬　久雄 ﾊﾔｾ ﾋｻｵ あいぎ法律事務所 愛知県名古屋市中村区名駅3-13-24 第一はせ川ﾋﾞﾙ6F 052-588-5228 052-588-5229

平井　朝 ﾋﾗｲ ﾄﾓ 平井綜合法律事務所 愛知県名古屋市中区丸の内1-15-9 ｽｶﾞｷｺ第2ﾋﾞﾙ10階 052-209-6671 052-209-6672

不破　佳介 ﾌﾜ ｹｲｽｹ 不破法律事務所 愛知県名古屋市中区松原3-7-15 光葉ﾋﾞﾙ5階 052-265-6784 052-308-8524

堀田　千津子 ﾎｯﾀ ﾁﾂﾞｺ 堀田法律事務所 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-35 弁護士ﾋﾞﾙ101号 052-211-7812 052-211-7813

松井　隆 ﾏﾂｲ ﾀｶｼ 弁護士法人御園総合法律事務所 愛知県名古屋市中区丸の内1-4-12 ｱﾚｯｸｽﾋﾞﾙ7F 052-253-5400 052-231-7400

三浦　憲治 ﾐｳﾗ ｹﾝｼﾞ 弁護士法人名南総合法律事務所 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPﾀﾜｰ名古屋34F 052-589-2360 052-589-2361

宮﨑　亮 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳ 今池法律事務所 愛知県名古屋市千種区今池1-5-3 FUTABAﾋﾞﾙ3F 052-753-7474 052-741-3939

山本　俊介 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 佐尾・井上法律事務所 愛知県名古屋市中区丸の内1-5-28 伊藤忠丸の内ﾋﾞﾙ4階 052-209-9900 052-202-0608

李　芸 ﾘ ｳﾝ アンダーソン・毛利・友常法律事務所名古屋オフィス 愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1 ﾐｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞｽｸｴｱ11F 052-533-4770 052-533-4772

渡邉　一平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯﾍﾟｲ 弁護士法人TRUTH&TRUST 愛知県名古屋市中区丸の内1-15-9 ｽｶﾞｷｺ第2ﾋﾞﾙ5F 052-221-1313 052-204-0313



◎２０２１年１２月１日現在
弁護士知財ネット　中部・北陸地域会　会員名簿　（５０音順）

（愛知県・三重県・岐阜県・福井県・石川県・富山県）

【三重県】

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事務所名 事務所住所 建物名 電話 ＦＡＸ

飯田　聡 ｲｲﾀﾞ ｻﾄｼ 三重綜合法律事務所 三重県津市丸之内養正町4-1 森永三重ﾋﾞﾙ2F 059-229-6660 059-229-6661

岡　浩喜 ｵｶ ﾋﾛｷ 楠井法律事務所 三重県津市栄町2-466 059-229-1588 059-229-1120

【岐阜県】

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事務所名 事務所住所 建物名 電話 ＦＡＸ

神戸　正雄 ｶﾝﾍﾞ ﾏｻｵ 神戸法律事務所 岐阜県岐阜市北野町49-2 058-267-5260 058-267-5265

倉知　孝匡 ｸﾗﾁ ﾀｶﾏｻ 弁護士法人平井法律事務所 岐阜県可児市広見1-17 大晃ﾋﾞﾙ2階 0574-61-1516 0574-61-1517

長谷川　将也 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾔ アール市民法律事務所 岐阜県岐阜市明徳町10 杉山ﾋﾞﾙ2階 058-260-7401 058-260-7402

廣瀬　英二 ﾋﾛｾ ｴｲｼﾞ 廣瀬小島法律事務所 岐阜県岐阜市端詰町56 JAぎふﾋﾞﾙ別館3F 058-263-9513 058-262-7707

武藤　玲央奈 ﾑﾄｳ ﾚｵﾅ アール市民法律事務所 岐阜県岐阜市明徳町10 杉山ﾋﾞﾙ2F 058-260-7401 058-260-7402

【福井県】

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事務所名 事務所住所 建物名 電話 ＦＡＸ

安部　剛 ｱﾍﾞ ﾂﾖｼ 吉村・麻生・安部法律事務所 福井県福井市宝永4-9-15 千葉ﾋﾞﾙ2F 0776-29-7233 0776-29-7160

網谷　威 ｱﾐﾀﾆ ﾀｹﾙ 剱法律事務所 福井県福井市順化1-24-43 ｽﾄｰｸﾋﾞﾙ福井一番館201 0776-63-6674 0776-63-6675

金井　亨 ｶﾅｲ ﾄｵﾙ 金井法律事務所 福井県福井市宝永4-3-29 0776-22-7575 0776-24-1309

戸川　委久子 ﾄｶﾞﾜ ｲｸｺ 戸川法律事務所 福井県福井市順化2丁目9番18号 4階 0776-30-4700 0776-27-9531

野坂　佳生 ﾉｻｶ ﾖｼｵ 川上・野坂・安藤法律事務所 福井県福井市宝永4-1-1 0776-22-2396 0776-24-2396

【石川県】

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事務所名 事務所住所 建物名 電話 ＦＡＸ

内田　清隆 ｳﾁﾀﾞ ｷﾖﾀｶ 内田清隆法律事務所 石川県金沢市大手町7-13 076-222-3730 076-222-3731

永來　宏隆 ｴｲﾗｲ ﾋﾛﾀｶ 内田清隆法律事務所 石川県金沢市大手町7-13 076-222-3730 076-222-3731

長澤　裕子 ﾅｶﾞｻﾜﾋﾛｺ 坂井法律事務所 石川県金沢市橋場町6-19 076-264-1330 076-264-1362

早川　潤 ﾊﾔｶﾜ ｼﾞｭﾝ 中島・早川・北村法律事務所 石川県金沢市大手町15-11 大手町ﾊｲﾑ403 076-234-5806 076-234-5812

樋詰　哲朗 ﾋﾂﾞﾒ ﾃﾂﾛｳ 弁護士法人あさひ法律事務所 石川県金沢市橋場町6-17 076-232-0004 076-232-1104

二木　克明 ﾌﾀﾂｷﾞ ｶﾂｱｷ 弁護士法人兼六法律事務所 石川県金沢市小将町3-8 076-232-0130 076-232-0129

松田　光代 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾂﾖ 松田法律特許事務所 石川県金沢市兼六元町3-24 076-231-3600 076-231-6800

村谷　淳 ﾑﾗﾔ ｼﾞｭﾝ 松田法律特許事務所 石川県金沢市兼六元町3-24 076-231-3600 076-231-6800

【富山県】

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事務所名 事務所住所 建物名 電話 ＦＡＸ

酒井　貴春 ｻｶｲ ﾀｶﾊﾙ 樋爪・大原法律事務所 富山県高岡市中川本町1-12 0766-23-0732 0766-23-0738

作井　康人 ｻｸｲ ﾔｽﾋﾄ 作井法律事務所 富山県高岡市広小路1-28 0766-26-0062 0766-26-1165

鍋谷　博志 ﾅﾍﾞﾀﾆ ﾋﾛｼ 富山みらい法律事務所 富山県富山市西田地方町3-6-30 076-464-5911 076-464-5912

橋爪　健一郎 ﾊｼﾂﾞﾒ ｹﾝｲﾁﾛｳ 橋爪健一郎法律事務所 富山県富山市布瀬本町4-12 第二若林ﾋﾞﾙ3F 076-420-4880 076-420-4881

樋爪　勇 ﾋﾂﾞﾒ ｲｻﾑ 樋爪法律事務所 富山県高岡市中川本町1-12 0766-23-0732 0766-23-0738

山本　毅 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 山本毅法律事務所 富山県高岡市広小路1-18 0766-24-1021 0766-22-6689
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