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

（広島県・山口県・岡山県・鳥取県・島根県）

【広島県】

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事務所名 事務所住所 建物名 電話 ＦＡＸ

荒井　秀則 ｱﾗｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ 荒井秀則法律事務所 広島県広島市中区上幟町3-26 広島ﾒｲﾌﾟﾙﾋﾞﾙ6F 082-511-8051 082-511-8053

小田　憲太朗 ｵﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 弁護士法人坂下法律事務所 広島県広島市中区上八丁堀8-8 第1ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ2階 082-223-2303 082-223-2439

京野　垂日 ｷｮｳﾉ ﾀﾙﾋ 縮景園法律事務所 広島県広島市中区上八丁堀5-25 中国無電ﾋﾞﾙ302 082-224-0020 082-207-4033

兒玉　浩生 ｺﾀﾞﾏ ﾋﾛｷ 兒玉法律事務所 広島県広島市中区白島北町3-14 兒玉会計ﾋﾞﾙ5F 082-227-2200 082-227-0888

鈴木　智之 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ 兒玉法律事務所 広島県広島市中区白島北町3-14 兒玉会計ﾋﾞﾙ5F 082-227-2200 082-227-0888

田中　陽 ﾀﾅｶ ﾖｳ 広島総合法律会計事務所 広島県広島市中区東白島町14-15 NTTｸﾚﾄﾞ白島ﾋﾞﾙ7F 082-227-1100 082-227-1200

長井　紳一郎 ﾅｶﾞｲ ｼﾝｲﾁﾛｳ 山下・長井法律事務所 広島県広島市中区上八丁堀5-27 ｱｰﾊﾞﾝﾋﾞｭｰ上八丁堀401 082-223-6678 082-223-6684

中尾　文治 ﾅｶｵ ﾌﾞﾝｼﾞ 鯉城総合法律事務所 広島県広島市中区上八丁堀8-20 井上ﾋﾞﾙ3F 082-227-2411 082-227-6699

中村　信介 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｽｹ 中村法律事務所 広島県広島市中区東白島町21-19 082-221-0678 082-223-5809

延澤　量昭 ﾉﾍﾞｻﾜ ﾄﾓｱｷ 広島中央法律事務所 広島県広島市中区八丁堀5-23 ｵｶﾞﾜﾋﾞﾙ402 082-211-0711 082-211-0733

畑　雄太 ﾊﾀ ﾕｳﾀ 西日本法律事務所 広島県広島市中区上幟町3-25‐301 082-227-7762 082-227-7763

藤川　和俊 ﾌｼﾞｶﾜ ｶｽﾞﾄｼ 藤川和俊法律事務所 広島県広島市中区基町6-78 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ広島10F 082-227-7020 082-227-6055

山本　英雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ 加藤・山本法律事務所 広島県広島市中区東白島町19-3 第2ｲﾉｳｴﾋﾞﾙ 082-221-6727 082-221-6726

【山口県】

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事務所名 事務所住所 建物名 電話 ＦＡＸ

川﨑　史緒里 ｶﾜｻｷ ｼｵﾘ 浜崎法律事務所 山口県下関市貴船町2-2-9 083-232-7100 083-232-7710

末永　久大 ｽｴﾅｶﾞ ﾋｻﾀｹ 弁護士法人末永法律事務所 山口県山口市駅通り2-3-18 法曹ﾋﾞﾙ4F 083-922-0415 083-932-3515

谷口　敦彦 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾂﾋｺ 山田大介法律事務所 山口県山口市駅通り1-4-7 福武ﾋﾞﾙ2階 083-921-7050 083-921-7051

鶴　義勝 ﾂﾙ ﾖｼｶﾂ 弁護士法人鶴法律事務所 山口県山口市駅通り1-4-1 083-921-6433 083-921-6455

中山　修身 ﾅｶﾔﾏ ｵｻﾐ 中山・石村法律事務所 山口県山口市春日町2066-1 藩庁門ﾋﾞﾙ2F 083-923-5240 083-922-8768

中山　修司 ﾅｶﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ 県庁西門口法律事務所 山口県山口市春日町4-17 春日ﾋﾞﾙ 083-925-8585 083-925-3614



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

（広島県・山口県・岡山県・鳥取県・島根県）

【岡山県】

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事務所名 事務所住所 建物名 電話 ＦＡＸ

大林　建太 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 岡山中央法律事務所 岡山県岡山市北区中山下1-9-1 山陽ｱﾙﾌｧ中山下ﾋﾞﾙ6階 086-212-2120 086-212-2130

岡部　宗茂 ｵｶﾍﾞ ﾑﾈｼｹﾞ 弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所 岡山県倉敷市阿知1丁目5-17 ﾏﾙｶﾝﾋﾞﾙ倉敷駅前3階 086-454-7830 086-454-7831

加瀬野　忠吉 ｶｾﾉ ﾀﾀﾞﾖｼ 岡山中央法律事務所 岡山県岡山市北区中山下1-9-1 山陽ｱﾙﾌｧ中山下ﾋﾞﾙ6F 086-212-2120 086-212-2130

鹿室　辰義 ｶﾑﾛ ﾀﾂﾖｼ 弁護士法人太陽綜合法律事務所 岡山県岡山市北区本町6-36 第1ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ2階 086-224-8338 086-224-7555

妹尾　直人 ｾﾉｵ ﾅｵﾄ 吉備総合法律事務所 岡山県岡山市北区磨屋町1-6 岡山磨屋町ﾋﾞﾙ4F 086-235-4168 086-235-4169

飛山　美保 ﾄﾋﾞﾔﾏ ﾐﾎ 岡山中央法律事務所 岡山県岡山市北区中山下1-9-1 086-212-2120 086-212-2130

中村　有作 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｻｸ 中村法律事務所 岡山県岡山市北区内山下2-1-12 西村ﾋﾞﾙ6階 086-223-1751 086-226-1205

箱守　英史 ﾊｺﾓﾘ ｴｲｼﾞ 箱守法律事務所 岡山県岡山市北区下石井1-1-1 ｱｰﾊﾞﾝｵﾌｨｽﾋﾞﾙ2階203号 086-231-1122 086-231-1121

土方　彬弘 ﾋｼﾞｶﾀ ｱｷﾋﾛ 吉備総合法律事務所 岡山県岡山市北区磨屋町1-6 岡山磨屋町ﾋﾞﾙ4F 086-235-4168 086-235-4169

福間　亙 ﾌｸﾏ ｺｳ 岡山中央法律事務所 岡山県岡山市北区中山下1-9-1 山陽ｱﾙﾌｧ中山下ﾋﾞﾙ6階 086-212-2120 086-212-2130

南本　一志 ﾐﾅﾐﾓﾄ ｶｽﾞｼ 森脇法律事務所 岡山県岡山市北区富田町1-2-13 香楽ﾋﾞﾙ3階･4階 086-226-1215 086-226-1239

山下　宗一郎 ﾔﾏｼﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ おかやま丸の内法律事務所 岡山県岡山市北区表町1-5-1 岡山ｼﾝﾌｫﾆｰﾋﾞﾙ1F 086-238-2525 086-238-5454

横田　亮 ﾖｺﾀ ﾘｮｳ 横田合同法律事務所 岡山県岡山市北区富田町1-6-9 086-223-0971 086-238-5546

【鳥取県】

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事務所名 事務所住所 建物名 電話 ＦＡＸ

磯部　紗希 ｲｿﾍﾞ ｻｷ 菜の花総合法律事務所 鳥取県鳥取市片原2-108 ｴｽﾃｰﾄﾋﾞﾙ2階 0857-25-0150 0857-25-0151

上田　雅稔 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾄｼ いなば総合法律事務所 鳥取県鳥取市本町3-201 鳥取産業会館･鳥取商工会議所ﾋﾞﾙ 0857-21-2377 0857-22-6857

西村　正男 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻｵ 西村法律事務所 鳥取県米子市西町142 0859-31-2840 0859-35-2723

【島根県】

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事務所名 事務所住所 建物名 電話 ＦＡＸ

井上　晴夫 ｲﾉｳｴ ﾊﾙｵ 弁護士法人井上晴夫法律事務所 島根県松江市殿町516 山陰鴻池ﾋﾞﾙ3F 0852-61-1500 0852-61-1555

原　守中 ﾊﾗ ﾓﾘﾅｶ 弁護士原守中法律事務所 島根県松江市母衣町95 古田ﾋﾞﾙ3F 0852-31-1077 0852-22-4721
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