
◎２０２１年１２月１日現在
弁護士知財ネット　関東甲信越地域会　会員名簿（５０音順）

（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・山梨県・長野県・新潟県）

【東京都】
氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事務所名 事務所住所 建物名 電話 ＦＡＸ

ア 青木　貴則 ｱｵｷ ﾀｶﾉﾘ 半蔵門総合法律事務所 東京都千代田区二番町3-5 麹町三葉ﾋﾞﾙ4階 03-3239-0011 03-3239-0012

青戸　理成 ｱｵﾄ ﾏｻﾅﾘ 鳥飼総合法律事務所 東京都千代田区神田小川町1-3-1 NBF小川町ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ6F 03-3293-8848 03-3293-8818

阿久津　匡美 ｱｸﾂ ﾏｻﾐ 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 東京都港区虎ﾉ門2‐10‐1 虎ﾉ門ﾂｲﾝﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ東棟16階 03-5561-8550 03-5561-8558

足立　昌聡 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾄｼ インハウスハブ東京法律事務所 東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ﾋﾞﾙ2階 050-3557-4175 03-6667-4675

阿部　実佑季 ｱﾍﾞ ﾐﾕｷ 高橋雄一郎法律事務所 東京都大田区蒲田5-24-2 損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜蒲田ﾋﾞﾙ9階 03-5711-8155 03-5711-8156

天海　義彦 ｱﾏｶﾞｲ ﾖｼﾋｺ 新井・天海・村山法律事務所 東京都千代田区九段北4-1-5 市ヶ谷法曹ビル702号 03-3263-3571 03-3263-3572

荒井　俊行 ｱﾗｲ ﾄｼﾕｷ 荒井東京法律事務所 東京都千代田区五番町12-4 五番町ｺｰﾄﾋﾞﾙ1F 03-5213-4305 03-5213-4758

荒川　雄二郎 ｱﾗｶﾜ ﾕｳｼﾞﾛｳ 弁護士法人北浜法律事務所東京事務所 東京都千代田区丸の内1-7-12 ｻﾋﾟｱﾀﾜｰ14F 03-5219-5151 03-5219-5155

荒木　哲郎 ｱﾗｷ ﾃﾂﾛｳ 赤坂山王総合法律事務所 東京都千代田区永田町2-14-2 山王ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ414区 03-3591-6078 03-3591-6033

安藤　啓一郎 ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲｲﾁﾛｳ 須田総合法律事務所 東京都豊島区南池袋2-29-12 HF池袋ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ6階 03-5944-9752 03-5944-9836

イ 飯島　歩 ｲｲｼﾞﾏ ｱﾕﾑ 弁護士法人イノベンティア 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ﾋﾞﾙ北館14階 03-6261-6581 050-3730-3602

飯島　純子 ｲｲｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｺ 東京虎ノ門法律事務所 東京都港区虎ﾉ門3-5-1 虎ﾉ門37森ﾋﾞﾙ9F 03-6450-1661 03-6450-1662

飯田　圭 ｲｲﾀﾞ ｹｲ 中村合同特許法律事務所 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ﾋﾞﾙ6F 03-3211-1037 03-3214-6367

飯田　秀郷 ｲｲﾀﾞ ﾋﾃﾞｻﾄ はる総合法律事務所 東京都港区虎ﾉ門3-7-8 ﾗﾝﾃﾞｨｯｸ第2虎ﾉ門ﾋﾞﾙ5F 03-6452-9820 03-6452-9821

池内　祐太 ｲｹｳﾁ ﾕｳﾀ 弁護士法人第一法律事務所東京事務所 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ﾋﾞﾙ南館6階 03-5252-7022 03-5252-7021

池田　香織 ｲｹﾀﾞ ｶｵﾘ 小笠原六川国際総合法律事務所 東京都千代田区内幸町2-2-1 日本ﾌﾟﾚｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ6階 03-5501-7211 03-5501-7212

池田　卓也 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 池田法律事務所 東京都新宿区四谷4-3 ｴｸｼｰﾅ四谷601 03-5315-0877 03-5315-0878

池田　幸雄 ｲｹﾀﾞ ﾕｷｵ 法律事務所LAB-01 東京都台東区池之端3-3-9 花園ｱﾚｲ 03-5842-1711 03-6700-6423

池松　慧 ｲｹﾏﾂ ｻﾄｼ アイシア法律事務所 東京都中央区銀座1-20-11 銀座120ﾋﾞﾙ5階 03-6263-0637 03-6263-0636

石下　雅樹 ｲｼｵﾛｼ ﾏｻｷ 弁護士法人クラフトマン東京国際特許法律事務所 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ11F 03-6267-3370 03-6267-3371

石神　恒太郎 ｲｼｶﾞﾐ ｺｳﾀﾛｳ 青和特許法律事務所 東京都港区虎ﾉ門1-23-1 虎ﾉ門ﾋﾙｽﾞ森ﾀﾜｰ10階 03-3597-1234 03-3597-1235

石川　智史 ｲｼｶﾜ ｻﾄｼ 島田法律事務所 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ﾌｧｰｽﾄｽｸｴｱWest18F 03-3217-5107 03-3217-5101

石田　晃士 ｲｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 隼あすか法律事務所 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ﾋﾞﾙ4F 03-3595-7070 03-3595-7105

石橋　京士 ｲｼﾊﾞｼ ｱﾂｼ 一京綜合法律事務所 東京都千代田区神田須田町2-25 GYB秋葉原4F 03-6859-7241 03-6859-7242

石原　一樹 ｲｼﾊﾗ ｶｽﾞｷ Seven Rich法律事務所 東京都渋谷区渋谷3-19-1 渋谷ｵﾐﾋﾞﾙ4F 03-6823-4862 03-6685-7487

磯田　直也 ｲｿﾀﾞ ﾅｵﾔ 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 新大手町ﾋﾞﾙ206区 03-3270-6641 03-3246-0233

市川　和明 ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞｱｷ 麹町法律事務所 東京都千代田区麹町3-12 麹町KYﾋﾞﾙ7F 03-3263-2868 03-3239-7371

市毛　由美子 ｲﾁｹﾞ ﾕﾐｺ のぞみ総合法律事務所 東京都千代田区麹町3-2 ﾋｭｰﾘｯｸ麹町ﾋﾞﾙ8F 03-5210-8866 03-3265-3860

市村　直也 ｲﾁﾑﾗ ﾅｵﾔ 橋元綜合法律事務所 東京都中央区銀座6-13-16 銀座ｳｫｰﾙﾋﾞﾙ9F 03-5565-1830 03-5565-1870

一色　太郎 ｲｯｼｷ ﾀﾛｳ 一色法律事務所・外国法共同事業 東京都港区三田3-11-36 三田日東ﾀﾞｲﾋﾞﾙ7F 03-4500-9102 03-4500-9103

出井　甫 ｲﾃﾞｲ ﾊｼﾞﾒ 骨董通り法律事務所 東京都港区南青山5-18-5 南青山ﾎﾟｲﾝﾄ1F 03-5766-8980 03-5466-1107

出野　智之 ｲﾃﾞﾉ ﾄﾓﾕｷ アンダーソン・毛利・友常法律事務所 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 03-6775-1426 03-6775-2426

伊藤　朝日太郎 ｲﾄｳ ｱｻﾋﾀﾛｳ 原後綜合法律事務所立川事務所 東京都立川市錦町3-6-6 中村LKﾋﾞﾙ6階 042-512-5786 042-512-5789

伊藤　茂昭 ｲﾄｳ ｼｹﾞｱｷ シティユーワ法律事務所 東京都千代田区丸の内2-2-2 丸の内三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 03-6212-5500 03-6212-5700

伊藤　博昭 ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ TH総合法律事務所 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ31F 03-6911-2500 03-6911-2501

伊藤　寛泰 ｲﾄｳ ﾋﾛﾔｽ 兼子・岩松法律事務所 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ﾋﾞﾙ12F 03-6206-1303 03-6206-1326

伊藤　弘好 ｲﾄｳ ﾋﾛﾖｼ ウィンベル法律事務所 東京都港区六本木3-18-12 ｹﾞｯﾂﾋﾞﾙ2F 03-6441-3608 03-6441-3609

伊藤　真愛 ｲﾄｳ ﾏｶﾅ 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 03-3400-3879

伊藤　真 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ ライツ法律特許事務所 東京都中央区銀座4-10-3 ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ8F 03-3547-3761 03-3547-3760

稲井　孝之 ｲﾅｲ ﾀｶﾕｷ 稲井孝之法律事務所 東京都千代田区九段南4-8-30 ｱﾙｽ市ヶ谷4F401 03-3239-4257 03-3239-0268

井奈波　朋子 ｲﾅﾊﾞ ﾄﾓｺ 龍村法律事務所 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ﾋﾞﾙ7F 03-6206-1515 03-6206-1555

井上　乾介 ｲﾉｳｴ ｹﾝｽｹ アンダーソン・毛利・友常法律事務所 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 03-6775-1195 03-6775-2195

井上　裕史 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ 弁護士法人関西法律特許事務所 東京都中央区京橋1-6-12 NS京橋ﾋﾞﾙ9F 03-5524-8900 03-5524-8905

井上　真 ｲﾉｳｴ ﾏｺﾄ 弁護士法人筑波アカデミア法律事務所 東京都文京区大塚3-29-1 筑波大学文京校舎5F 03-6912-2461 03-5976-3606

井上　龍子 ｲﾉｳｴ ﾘｭｳｺ 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 富国生命ﾋﾞﾙ 03-5501-2164 03-5501-2211

今井　多恵子 ｲﾏｲ ﾀｴｺ ist総合法律事務所 東京都千代田区平河町1-4-14 VORT麹町Ⅱ8F 03-6820-8338 03-6820-8339

今津　泰輝 ｲﾏﾂﾞ ﾔｽﾃﾙ 今津法律事務所 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ﾋﾞﾙ8F 03-5224-3235 03-5224-3236

今村　誠 ｲﾏﾑﾗ ﾏｺﾄ 潮見坂綜合法律事務所 東京都千代田区内幸町1-2-2 日比谷ﾀﾞｲﾋﾞﾙ6階 03-5510-5351 03-3596-7330

今村　由幾 ｲﾏﾑﾗ ﾖｼｲｸ TMI総合法律事務所 東京都港区六本木6-10-1 六本木ﾋﾙｽﾞ森ﾀﾜｰ23階 03-6438-5511 03-6438-5522

以元　洋輔 ｲﾓﾄ ﾖｳｽｹ 和田倉門法律事務所 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ﾌｧｰｽﾄｽｸｴｱｲｰｽﾄﾀﾜｰ19階 03-6212-8100 03-6212-8118

入野田　泰彦 ｲﾘﾉﾀﾞ ﾔｽﾋｺ － 東京都

岩井　久美子 ｲﾜｲ ｸﾐｺ アンダーソン・毛利・友常法律事務所 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ20階 03-6775-1567 03-6775-2568
岩崎　通也 ｲﾜｻｷ ﾐﾁﾔ 楠・岩崎・澤野法律事務所 東京都港区虎ﾉ門5-11-1 ｵﾗﾝﾀﾞﾋﾙｽﾞ森ﾀﾜｰ11階 03-6402-4575 03-6402-4570

祝谷　和宏 ｲﾜﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ 黒田綜合法律事務所 東京都港区元赤坂1-2-17 赤坂Kﾀﾜｰ30階3001 03-3470-7170 03-3470-7150

岩永　利彦 ｲﾜﾅｶﾞ ﾄｼﾋｺ 岩永総合法律事務所 東京都品川区東五反田1-21-9 ｳｨｽﾀﾘｱ東五反田ﾋﾞﾙ5B 03-6459-3723 03-6459-3724
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岩間　智女 ｲﾜﾏ ﾁﾀｶ 阿部・井窪・片山法律事務所 東京都中央区八重洲2-8-7 福岡ﾋﾞﾙ9F 03-3273-2600 03-3273-2033

ウ 植木　亮 ｳｴｷ ﾘｮｳ 霞ヶ関総合法律事務所 東京都千代田区霞が関3-3-1 尚友会館B1 03-6807-5651 03-6807-5653

氏家　隆国 ｳｼﾞｹ ﾀｶｸﾆ 敬和綜合法律事務所 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館11F 03-3560-5051 03-3560-0801

氏家　優太 ｳｼﾞｹﾕｳﾀ 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 03-3400-3879

臼井　康博 ｳｽｲ ﾔｽﾋﾛ 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 富国生命ﾋﾞﾙ 03-5501-2295 03-5501-2211

薄葉　健司 ｳｽﾊﾞ ｹﾝｼﾞ 青和特許法律事務所 東京都港区虎ﾉ門1-23-1 虎ﾉ門ﾋﾙｽﾞ森ﾀﾜｰ10階 03-3597-1234 03-3597-1235

内田　和広 ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 神保町法律事務所 東京都千代田区神田神保町2-12 石井ﾋﾞﾙ2F 03-3221-0907 03-3221-0920

宇根　駿人 ｳﾈ ﾊﾔﾄ － 東京都

畝本　卓弥 ｳﾈﾓﾄ ﾀｸﾔ 畝本国際特許法律事務所 東京都杉並区天沼3-29-9 03-3398-8123 03-3398-2264

浦中　裕孝 ｳﾗﾅｶ ﾋﾛﾀｶ 岩田合同法律事務所 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ10F 03-3214-6205 03-3216-6634

エ 江頭　あがさ ｴｶﾞｼﾗ ｱｶﾞｻ － 東京都

江川　剛 ｴｶﾞﾜ ｺﾞｳ 江川剛法律事務所 東京都港区虎ﾉ門3-3-3 虎ﾉ門南ﾋﾞﾙ4階A 03-5422-1575 03-5422-1576

荏畑　龍太郎 ｴﾊﾞﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 柏木総合法律事務所 東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ﾋﾞﾙ8F 03-5472-5050 03-5472-5077

衞本　豊樹 ｴﾓﾄ ﾄﾖｷ 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 富国生命ﾋﾞﾙ 03-5501-2111 03-5501-2211

江森　史麻子 ｴﾓﾘ ｼﾏｺ 大洋綜合法律事務所 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町7F 03-5537-8012 03-5537-8020

遠藤　政佑 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋｺ 三浦法律事務所 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ﾌｧｰｽﾄｽｸｴｱｲｰｽﾄﾀﾜｰ3階 03-6270-3546 03-6270-3501

オ 大石　裕太 ｵｵｲｼ ﾕｳﾀ アンダーソン・毛利・友常法律事務所 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 03-6775-1259 03-6775-2259

大出　萌 ｵｵｲﾃﾞ ﾒｸﾞﾐ 三浦法律事務所 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ﾌｧｰｽﾄｽｸｴｱｲｰｽﾄﾀﾜｰ3階 03-6270-3548 03-6270-3501

大梶　光夫 ｵｵｶｼﾞ ﾐﾂｵ 富士法律事務所 東京都港区西新橋3-11-1 建装ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ5階 03-6809-1042 03-3433-1033

大串　淳子 ｵｵｸﾞｼ ｼﾞｭﾝｺ 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 富国生命ﾋﾞﾙ 03-5501-1167 03-5501-2211

大須賀　滋 ｵｵｽｶﾞ ｼｹﾞﾙ 弁護士法人北浜法律事務所東京事務所 東京都千代田区丸の内1-7-12 ｻﾋﾟｱﾀﾜｰ14F 03-5219-5151 03-5219-5155

大薗　昌平 ｵｵｿﾞﾉ ｼｮｳﾍｲ 霞ヶ関総合法律事務所 東京都港区虎ﾉ門1-2-20 第3虎の門電気ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ3F 03-3501-2651 03-3539-3683

太田　絢子 ｵｵﾀ ｱﾔｺ 平出・髙橋法律事務所 東京都中央区日本橋2-1-14 日本橋加藤ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ6F 03-3517-7007 03-3517-7004

大谷　耕治 ｵｵﾀﾆ ｺｳｼﾞ ディーエルエイ・パイパー東京パートナーシップ外国法共同事業法律事務所 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館 03-4550-2838 03-4550-2801

大塚　一郎 ｵｵﾂｶ ｲﾁﾛｳ 東京六本木法律特許事務所 東京都港区六本木1-7-27 全特六本木ﾋﾞﾙ5F 03-5575-2490 03-5575-2491

大野　聖二 ｵｵﾉ ｾｲｼﾞ 大野総合法律事務所 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ﾋﾞﾙ21F 03-5218-2357 03-5218-2332

大野　徹 ｵｵﾉ ﾄｵﾙ T＆K法律事務所 東京都千代田区平河町2-7-5 砂防会館本館2階 03-6265-6734 03-6265-4681

大橋　君平 ｵｵﾊｼ ｸﾝﾍﾟｲ 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 富国生命ﾋﾞﾙ 03-5501-1150 03-5501-2211

大橋　正春 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾊﾙ 東啓綜合法律事務所 東京都千代田区神田須田町1-2 淡路町ｻﾆｰﾋﾞﾙ4F 03-5296-7676 03-5296-7678

大平　興毅 ｵｵﾋﾗ ｺｳｷ 上村・大平・水野法律事務所 東京都港区虎ﾉ門5-13-1 虎ﾉ門40MTﾋﾞﾙ3F 03-6435-7287 03-6435-7228

大平　修司 ｵｵﾋﾗ ｼｭｳｼﾞ ライトプレイス法律事務所 東京都新宿区細工町1-13 ｶｰﾗｼｴｽﾄ007 050-3187-4493 03-5539-4768

大堀　健太郎 ｵｵﾎﾘ ｹﾝﾀﾛｳ 法律事務所LAB-01 東京都台東区池之端3-3-9 花園ｱﾚｲ207 03-5842-1711 03-6734-9249

大向　尚子 ｵｵﾑｶｲ ﾅｵｺ 西村あさひ法律事務所 東京都千代田区大手町1-1-2 大手門ﾀﾜｰ 03-6250-6200 03-6250-7200

大村　健 ｵｵﾑﾗ ﾀｹｼ フォーサイト総合法律事務所 東京都千代田区内幸町1-3-3 内幸町ﾀﾞｲﾋﾞﾙ9F 03-6457-9481 03-6457-9482

大森　隆一 ｵｵﾓﾘ ﾘｭｳｲﾁ 大森総合法律事務所 東京都中央区日本橋2-16-3 18山京ﾋﾞﾙ3F 03-6225-2486 03-6225-2487

岡﨑　紳吾 ｵｶｻﾞｷ ｼﾝｺﾞ 岡﨑法律事務所 東京都新宿区大久保3-8-3 住友不動産新宿ｶﾞｰﾃﾞﾝﾀﾜｰ29F 03-6233-8688 03-6368-3203

岡田　健太郎 ｵｶﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 桜坂法律事務所 東京都港区赤坂1-12-12 榎坂ﾋﾞﾙ4階 03-5563-1501 03-5563-1502

岡田　武士 ｵｶﾀﾞ ﾀｹｼ 那須・本間法律事務所 東京都千代田区永田町1-11-30 ｻｳｽﾋﾙ永田町6階 03-6206-1761 03-6206-1762

岡田　次弘 ｵｶﾀﾞ ﾂｷﾞﾋﾛ ベーカー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同事業） 東京都港区六本木1-9-10 ｱｰｸﾋﾙｽﾞ仙石山森ﾀﾜｰ28階 03-6271-9541 03-5549-7725

岡本　岳 ｵｶﾓﾄ ｶﾞｸ 杉村萬国特許法律事務所 東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関ｺﾓﾝｹﾞｰﾄ西館36階 03-3581-2241 03-3580-0588

岡本　直也 ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾔ 岡本政明法律事務所 東京都新宿区新宿1-9-3 NBK祭苑ﾋﾞﾙ4F 03-3341-1591 03-3341-7140

小川　憲久 ｵｶﾞﾜ ﾉﾘﾋｻ 紀尾井坂テーミス綜合法律事務所 東京都千代田区紀尾井町3-6 紀尾井町ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ5F 03-3263-9731 03-3263-9532

沖　達也 ｵｷ ﾀﾂﾔ 青木・関根・田中法律事務所 東京都千代田区霞が関3-8-1 虎の門三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ8F 03-3580-2131 03-3580-2132

奥田　誠 ｵｸﾀﾞ ﾏｺﾄ サンライズ法律事務所 東京都千代田区麹町2-2-36 麹町鈴木ﾋﾞﾙ4F 03-3264-2531 03-3264-2532

奥原　玲子 ｵｸﾊﾗ ﾚｲｺ 光和総合法律事務所 東京都港区赤坂4-7-15 陽栄光和ﾋﾞﾙ5F 03-5562-2526 03-5562-2522

奥村　直樹 ｵｸﾑﾗ ﾅｵｷ 中村合同特許法律事務所 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ﾋﾞﾙ6F 03-3211-1037 03-3214-6367

小倉　徹 ｵｸﾞﾗ ﾄｵﾙ 三浦法律事務所 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ﾌｧｰｽﾄｽｸｴｱｲｰｽﾄﾀﾜｰ3階 03-6270-3522 03-6270-3501

小倉　秀夫 ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞｵ 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9F 03-3595-4160 03-3595-4170

尾崎　聡一郎 ｵｻﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 尾崎総合法律事務所 東京都新宿区左門町13-1 四谷弁護士ﾋﾞﾙ302 03-6273-0570 03-6273-0577

小澤　哲郎 ｵｻﾞﾜ ﾃﾂﾛｳ 弁護士法人小澤総合法律事務所 東京都中央区日本橋室町4-2-9 三徳日本橋ﾋﾞﾙ10F 03-6202-0947 03-3231-1707

小瀬　弘典 ｵｾ ﾋﾛﾉﾘ 小瀬パートナー法律事務所 東京都中央区日本橋茅場町1-9-2 第一稲村ﾋﾞﾙ4F 03-3527-2710 03-3527-271

小野　淳也 ｵﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 小野法律事務所 東京都港区北青山2-12-8 BIZ SMART青山233 03-6869-6506 03-6701-7293

小野　直樹 ｵﾉ ﾅｵｷ 弁護士法人永代共同法律事務所 東京都中央区日本橋茅場町2-8-1 茅場町第五長岡ﾋﾞﾙ7F 03-3527-2908 03-3527-2909

小野寺　良文 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾖｼﾌﾐ 森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 03-5223-7769 03-5223-7669

尾原　央典 ｵﾊﾞﾗ ﾅｶﾌﾐ 関口総合法律事務所 東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ﾋﾞﾙ10階 03-3503-8780 03-3591-4969

小山田　辰男 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂｵ 六本木Ave．法律事務所 東京都港区六本木7-8-4 3F 03-5411-0851 03-5411-0852

小和田　敦子 ｵﾜﾀﾞ ｱﾂｺ 弁護士法人イノベンティア東京事務所 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ﾋﾞﾙ北館14階 03-6261-6581 03-6261-6582
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恩田　俊明 ｵﾝﾀﾞ ﾄｼｱｷ ライツ法律特許事務所 東京都中央区銀座4-10-3 ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ8階 03-3547-3761 03-3547-3760

カ 甲斐　史朗 ｶｲ ﾌﾐｱｷ TMI総合法律事務所 東京都港区六本木6-10-1 六本木ﾋﾙｽﾞ森ﾀﾜｰ23F 03-6438-5511 03-6438-5522

柿内　瑞絵 ｶｷｳﾁ ﾐｽﾞｴ ホーガンロヴェルズ法律事務所外国法共同事業 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ﾋﾞﾙ15F 03-5157-8200 03-5157-8210

影島　広泰 ｶｹﾞｼﾏ ﾋﾛﾔｽ 牛島総合法律事務所 東京都千代田区永田町2-11-1 山王ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ14F 03-5511-3233 03-5511-3258

笠原　智恵 ｶｻﾊﾗ ﾁｴ 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 富国生命ﾋﾞﾙ 03-5501-2438 03-5501-2211

笠原　基広 ｶｻﾊﾗ ﾓﾄﾋﾛ 弁護士法人ＡＫ法律事務所 東京都千代田区神田錦町2-7 協販ﾋﾞﾙ7F 03-3518-2233 03-3292-0234

笠原　康史 ｶｻﾊﾗ ﾔｽｼ － 東京都

柏木　秀一 ｶｼﾜｷﾞ ｼｭｳｲﾁ 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 03-5472-5050 03-5472-5077

片岡　朋行 ｶﾀｵｶ ﾄﾓﾕｷ ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 東京都港区赤坂2-11-15 赤坂森山ﾋﾞﾙ 03-3505-3581 03-3505-3584

片岡　由紀 ｶﾀｵｶ ﾕｷ のぞみ総合法律事務所 東京都千代田区麹町3-2 ﾋｭｰﾘｯｸ麹町ﾋﾞﾙ8階 03-5210-8866 03-3265-3860

片山　英二 ｶﾀﾔﾏ ｴｲｼﾞ 阿部・井窪・片山法律事務所 東京都中央区八重洲2-8-7 福岡ﾋﾞﾙ 03-3273-2600 03-3273-2033

片山　史英 ｶﾀﾔﾏ ﾌﾐﾋﾃﾞ 虎ノ門南法律事務所 東京都港区虎ﾉ門1-15-12 日本ｶﾞｽ協会ﾋﾞﾙ5F 03-3502-6294 03-3580-2348

加藤　伸樹 ｶﾄｳ ﾉﾌﾞｷ 和田倉門法律事務所 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ﾌｧｰｽﾄｽｸｴｱｲｰｽﾄﾀﾜｰ19F 03-6212-8100 03-6212-8118

加藤　舞 ｶﾄｳ ﾏｲ アンダーソン・毛利・友常法律事務 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 03-6775-1680 03-6775-2680

金井　重彦 ｶﾅｲ ｼｹﾞﾋｺ 金井法律事務所 東京都中央区築地-2-10-5 寿ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ7F 03-5148-5951 03-5148-5954

金子　桂輔 ｶﾈｺ ｹｲｽｹ 晴海通り法律事務所 東京都中央区築地2-14-1 新井ﾋﾞﾙ4階 03-6264-7301 03-6264-7302

金子　晋輔 ｶﾈｺ ｼﾝｽｹ 伊藤見富法律事務所 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ29F 03-3214-6522 03-3214-6512

蒲　俊郎 ｶﾊﾞ ﾄｼﾛｳ 城山タワー法律事務所 東京都港区虎ﾉ門5-11-2 ｵﾗﾝﾀﾞﾋﾙｽﾞ森ﾀﾜｰ16F 03-5408-3331 03-5408-3332

上山　浩 ｶﾐﾔﾏ ﾋﾛｼ 日比谷パーク法律事務所 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷ﾏﾘﾝﾋﾞﾙ5F 03-5532-8081 03-5532-8800

辛川　力太 ｶﾗｶﾜ ﾘｷﾀ 阿部・井窪・片山法律事務所 東京都中央区八重洲2-8-7 福岡ﾋﾞﾙ9F 03-3273-1860 03-3273-1991

柄澤　愛子 ｶﾗｻﾜ ｱｲｺ － 東京都

唐津　真美 ｶﾗﾂ ﾏﾐ 高樹町法律事務所 東京都渋谷区渋谷4-3-5 緑岡ﾊｳｽ302 03-5468-7228 03-6700-0948

川合　晋太郎 ｶﾜｲ ｼﾝﾀﾛｳ 川合晋太郎法律事務所 東京都千代田区麹町4-3-3 新麹町ﾋﾞﾙ5F 03-3511-5801 03-3511-5802

川口　綾子 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳｺ 弁護士法人ノーサイド法律事務所 東京都港区西新橋2-15-7 MSC西新橋ﾋﾞﾙ2階 03-6257-1788 03-6800-1492

川野　智弘 ｶﾜﾉ ﾄﾓﾋﾛ レゾネイト法律事務所 東京都新宿区下宮比町2-18 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ飯田橋209 03-5579-2501 03-5579-2502

川畑　大輔 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 日比谷見附法律事務所 東京都千代田区有楽町1-6-4 千代田ﾋﾞﾙ6F 03-3595-2069 03-3595-2074

川村　恵一郎 ｶﾜﾑﾗ ｹｲｲﾁﾛｳ 國吉・川村法律特許事務所 東京都新宿区四谷4-13 ﾜｰｸｽ･ﾅｶﾉ3階 03-6380-5451 03-6380-5452

神田　雄 ｶﾝﾀﾞ ﾀｹｼ 弁護士法人イノベンティア 東京都千代田区有楽町1-7-7 有楽町電気ﾋﾞﾙ北館14階 03-6261-6581 03-6261-6582

キ 木﨑　孝 ｷｻｷ ﾀｶｼ 兼子・岩松法律事務所 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ﾋﾞﾙ12F 03-6206-1303 03-6206-1326

北島　志保 ｷﾀｼﾞﾏ ｼﾎ 法律事務所LAB-01 東京都台東区池之端3-3-9 花園ｱﾚｲ207 03-5842-1711 03-6369-4255

北嶋　優人 ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 芝綜合法律事務所 東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ﾋﾞﾙ5階 03-5425-2911 03-5425-2912

橘髙　郁文 ｷｯﾀｶ ｲｸﾌﾐ 橘髙法律特許事務所 東京都千代田区神田司町2-13 神田第4ｱﾒﾚｯｸｽﾋﾞﾙ10F 03-3294-3408 03-3294-3410

紀藤　正樹 ｷﾄｳ ﾏｻｷ リンク総合法律事務所 東京都千代田区麹町4-7 麹町ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ3F 03-3515-6681 03-3515-6682

木村　剛大 ｷﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 小林・弓削田法律事務所 東京都港区赤坂2-10-5 赤坂日ﾉ樹ﾋﾞﾙ8F 03-3568-8410 03-3568-8417

木村　耕太郎 ｷﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ ルネス総合法律事務所 東京都千代田区平河町2-4-16 平河中央ﾋﾞﾙ2階 03-3511-1991 03-3511-1992

木村　育代 ｷﾑﾗ ﾔｽﾖ 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 新丸の内ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ18F 03-5220-6500 03-5220-6583

ク 櫛田　泰彦 ｸｼﾀﾞ ﾔｽﾋｺ 櫛田泰彦法律事務所 東京都港区西新橋2-18-1 弁護士ﾋﾞﾙ2号館305 03-3437-0461 03-3437-0462

國吉　朋子 ｸﾆﾖｼ ﾄﾓｺ 國吉・川村法律特許事務所 東京都新宿区四谷4-13 ﾜｰｸｽ･ﾅｶﾉ3階 03-6380-5451 03-6380-5452

窪木　登志子 ｸﾎﾞｷ ﾄｼｺ 窪木法律事務所 東京都千代田区麹町4-1-4 西脇ﾋﾞﾙ2階 03-3263-4372 03-3263-4382

久保利　英明 ｸﾎﾞﾘ ﾋﾃﾞｱｷ 日比谷パーク法律事務所 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷ﾏﾘﾝﾋﾞﾙ5F 03-5532-8080 03-5532-8089

熊倉　禎男 ｸﾏｸﾗ ﾖｼｵ 中村合同特許法律事務所 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ﾋﾞﾙ6F 03-3211-1037 03-3214-6367

栗原　守之 ｸﾘﾊﾗ ﾓﾘﾕｷ 栗原法律事務所 東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館5F 03-6212-8880 03-6212-8881

黒井　新 ｸﾛｲ ｼﾝ 井澤・黒井・阿部法律事務所　東京オフィス 東京都中央区日本橋小舟町8-6 H1O 日本橋小舟町7階 03-6661-7431 03-6661-7432

黒川　直毅 ｸﾛｶﾜ ﾅｵｷ ひかり総合法律事務所 東京都港区虎ﾉ門2-3-22 第一秋山ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ6階 03-3597-8701 03-3597-8140

コ 小池　孝史 ｺｲｹ ﾀｶﾌﾐ 弁護士法人小野総合法律事務所 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ﾋﾞﾙ北館16F 03-3218-1211 03-3218-1200

小石川　哲 ｺｲｼｶﾜ ｻﾄｼ 小石川総合法律事務所 東京都千代田区神田小川町2-1 檜ﾋﾞﾙ5階C 03-5577-3920 03-5577-3921

光野　真純 ｺｳﾉ ﾏｽﾐ みやび坂総合法律事務所 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 ﾘﾝｸｽｸｴｱ新宿16階 050-5534-8882 03-6701-7231

古賀　麻里子 ｺｶﾞ ﾏﾘｺ 古賀法律事務所 東京都品川区荏原2-17-13 今井ﾋﾞﾙ2階 03-6426-4198 03-6426-4199

小佐々　奨 ｺｻｻ ｼｮｳ 弁護士法人法律事務所ヒロナカ 東京都千代田区麹町2-4 鶴屋八幡ﾋﾞﾙ5F 03-3234-0507 03-3234-0508

小島　諒万 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾏ ― 東京都

古城　春実 ｺｼﾞｮｳ ﾊﾙﾐ 桜坂法律事務所 東京都港区赤坂1-12-12 榎坂ﾋﾞﾙ4F 03-5563-1501 03-5563-1502

後藤　大 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲ 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6F 03-6264-1588 03-6264-1589

後藤　柾哉 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾔ アンダーソン・毛利・友常法律事務所 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 03-6775-1628 03-6775-2628

後藤　未来 ｺﾞﾄｳ ﾐｷ アンダーソン・毛利・友常法律事務所 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 03-6775-1186 03-6775-2186

小林　慶治 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｼﾞ 中島信一郎法律事務所 東京都中央区銀座4-9-6 陽光銀座三原橋ﾋﾞﾙ6階 03-6226-2200 03-6226-2201

小林　崇 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳ はれやか法律事務所 東京都品川区大井1-11-1 大井西銀座ﾋﾞﾙD棟3階 03-4400-1111 03-4333-0450

小林　十四雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｵ 小林・藤堂法律特許事務所 東京都千代田区永田町2-14-2 山王ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ310区 03-3580-2036 03-3580-0789
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小林　英了 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ 大野総合法律事務所 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ﾋﾞﾙ21F 03-5218-2340 03-5218-2332

小林　弘和 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｶｽﾞ 平成通り法律事務所 東京都中央区築地1-9-13 ﾚｼﾞﾃﾞｨｱ築地802 03-6264-2680 03-6264-2681

小林　康恵 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽｴ 増田パートナーズ法律事務所 東京都千代田区内神田1-6-10 笠原ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ12F 03-5282-7964 03-5282-7620

小林　幸夫 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｵ 小林・弓削田法律事務所 東京都港区赤坂2-10-5 赤坂日ﾉ樹ﾋﾞﾙ8F 03-3568-8410 03-3568-8417

小町谷　育子 ｺﾏﾁﾀﾆ ｲｸｺ 原後綜合法律事務所 東京都新宿区四谷3-1-3 第一富澤ﾋﾞﾙ3階 03-3341-5271 03-3359-5975

小松　香織 ｺﾏﾂ ｶｵﾘ TMI総合法律事務所 東京都港区六本木6-10-1 六本木ﾋﾙｽﾞ森ﾀﾜｰ23階 03-6438-5511 03-6438-5522

小松　侑太 ｺﾏﾂ ﾕｳﾀ アンダーソン・毛利・友常法律事務所 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 03-6775-1521 03-6775-2521

近藤　惠嗣 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲｼﾞ 福田・近藤法律事務所 東京都中央区銀座8-5-4 銀座ﾏｼﾞｿﾝﾋﾞﾙ6F 03-3575-8051 03-3575-8054

近藤　夏 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅﾂ 麹町パートナーズ法律事務所 東京都千代田区麹町4-2-1 MK麹町ﾋﾞﾙ8F 03-3234-2941 03-3234-4525

近藤　正篤 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 長島・大野・常松法律事務所 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPﾀﾜｰ 03-6889-7321 03-6889-8321

サ 齋木　美帆 ｻｲｷ ﾐﾎ ネクスパート法律事務所 東京都中央区京橋2-5-22 ｷﾑﾗﾔﾋﾞﾙ7階 03-5357-1901 03-5357-1902

齋藤　理央 ｻｲﾄｳ ﾘｵ I2練馬斉藤法律事務所 東京都練馬区練馬1-2-9 精美堂書店ﾋﾞﾙ503 03-6915-8682 03-6915-8683

阪井　光平 ｻｶｲ ｺｳﾍｲ 法務省法務総合研究所 東京都世田谷区太子堂2-4-14 セラス法律事務所 03-6805-2311 03-6805-2351

坂栄　鷹子 ｻｶｴ ﾀｶｺ 井垣法律特許事務所 東京都港区虎ﾉ門5-13-1 虎ﾉ門40MTﾋﾞﾙ9F 03-5733-3550 03-5401-6399

寒河江　孝允 ｻｶﾞｴ ﾀｶﾖｼ 寒河江法律事務所 東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ﾋﾞﾙ10F 03-3502-0882 03-3502-0880

坂口　昌子 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻｺ 千鳥ヶ淵法律事務所 東京都港区西新橋2-9-1 PMO西新橋3階 03-6205-8561 03-6205-7865

相良　由里子 ｻｶﾞﾗ ﾕﾘｺ 中村合同特許法律事務所 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ﾋﾞﾙ6F 03-3211-1037 03-3214-6367

﨑地　康文 ｻｷｼﾞ ﾔｽﾌﾐ naedoco法律事務所 東京都中央区京橋3-1-1 東京ｽｸｴｱｶﾞｰﾃﾞﾝ14階wework 050-3700-8053 050-3512-3987

佐久間　篤夫 ｻｸﾏ ｱﾂｵ 佐久間総合法律事務所 東京都千代田区九段南3-9-1 九段ｻｻﾞﾝﾋﾞﾙ2階 03-6272-6916 03-6272-6917

櫻井　駿 ｻｸﾗｲ ｼｭﾝ 光和総合法律事務所 東京都港区赤坂4-7-15 陽栄光和ﾋﾞﾙ5階 03-5562-2525 03-5562-2533

佐合　俊彦 ｻｺﾞｳ ﾄｼﾋｺ － 東京都

佐々木　俊夫 ｻｻｷ ﾄｼｵ 響法律事務所 東京都千代田区九段南4-7-16 市ヶ谷KTﾋﾞﾙ4階 03-6256-8864 03-6256-8863

佐竹　勝一 ｻﾀｹ ｼｮｳｲﾁ 中村合同特許法律事務所 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ﾋﾞﾙ6F 03-3211-1037 03-3214-6367

佐藤　慧太 ｻﾄｳ ｹｲﾀ 創英国際特許法律事務所 東京都千代田区丸の内2-1-1 丸の内MY PLAZA9F 03-6738-8001 03-6738-8004

佐藤　孝丞 ｻﾄｳ ｺｳｽｹ 井澤・黒井・阿部法律事務所　東京オフィス 東京都中央区日本橋小舟町8-6 H1O日本橋小舟町7階 03-6661-7431

佐藤　信吾 ｻﾄｳ ｼﾝｺﾞ 青和特許法律事務所 東京都港区虎ﾉ門1-23-1 虎ﾉ門ﾋﾙｽﾞ森ﾀﾜｰ10階 03-3597-1234 03-3597-1235

佐藤　朋征 ｻﾄｳ ﾄﾓﾕｷ プロコミットパートナーズ法律事務所 東京都渋谷区渋谷2-11-5 ｸﾛｽｵﾌｨｽ渋谷ﾒﾃﾞｨｵ6-A 03-6427-2802 03-6427-2804

佐藤　安紘 ｻﾄｳ ﾔｽﾋﾛ ＫＴＳ法律事務所 東京都千代田区神田須田町1-4-8 NCO神田須田町7階 03-6384-0446 03-6384-0448

澤田　将史 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻｼ － 東京都

澤田　祐亨 ｻﾜﾀﾞ ﾖｼｱｷ 東亜法律事務所 東京都千代田区神田錦町1-4-8 ﾌﾞﾛｹｰﾄﾞﾋﾞﾙ8F 03-3518-9719 03-4333-0346

シ 塩田　陽一朗 ｼｵﾀ ﾖｳｲﾁﾛｳ 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 03-3400-3879

設樂　雄一郎 ｼﾀﾞﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 設楽雄一郎法律事務所 東京都中央区京橋1-14-5 土屋ﾋﾞﾙ4F C室 03-5524-7613 03-5524-7614

篠田　淳郎 ｼﾉﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾛｳ 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 東京都港区虎ﾉ門2-10-1 虎ﾉ門ﾂｲﾝﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ東棟16F 03-5561-3116 03-5561-8558

篠森　重樹 ｼﾉﾓﾘ ｼｹﾞｷ 篠森法律事務所 東京都千代田区麹町3-12-4 麹町KYﾋﾞﾙ5F 03-5357-1214 03-5357-1215

柴田　征範 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾉﾘ 虎門中央法律事務所 東京都港区虎ﾉ門1-1-18 ﾋｭｰﾘｯｸ虎ﾉ門ﾋﾞﾙ 03-3591-3281 03-3591-3086

清水　光 ｼﾐｽﾞ ﾋｶﾙ 清水法律事務所 東京都新宿区四谷2-3 ｶｺﾋﾞﾙ3F 03-3359-3300 03-3359-3303

清水　節 ｼﾐｽﾞ ﾐｻｵ 柳田国際法律事務所 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ﾋﾞﾙ北館1310区 03-3213-0034 03-3214-5234

清水　陽介 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｽｹ OAG弁護士法人 東京都千代田区五番町6-2 ﾎｰﾏｯﾄﾎﾗｲｿﾞﾝﾋﾞﾙ4階 03-3234-9700 03-3234-9701

城石　惣 ｼﾞｮｳｲｼ ｿｳ 兼子・岩松法律事務所 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ﾋﾞﾙ12階 03-6206-1303 03-6206-1326

生野　聡 ｼｮｳﾉ ｻﾄｼ 松田綜合法律事務所 東京都千代田区大手町2-6-1 朝日生命大手町ﾋﾞﾙ7階 03-3272-0101 03-3272-0102

城山　康文 ｼﾛﾔﾏ ﾔｽﾌﾐ アンダーソン・毛利・友常法律事務所 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 03-6775-1038 03-6775-2038

新間　祐一郎 ｼﾝﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 東啓綜合法律事務所 東京都千代田区神田須田町1-2 淡路町ｻﾆｰﾋﾞﾙ4F 03-5296-7676 03-5296-7678

末吉　剛 ｽｴﾖｼ ﾂﾖｼ 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 新大手町ﾋﾞﾙ206区 03-3270-6641 03-3246-0233

末吉　亙 ｽｴﾖｼ ﾜﾀﾙ ＫＴＳ法律事務所 東京都千代田区神田須田町1-4-8 NCO神田須田町7階 03-6384-0445 03-6384-0448

ス 菅　礼子 ｽｶﾞ ｱﾔｺ ベーカー＆マッケンジー法律事務所 東京都港区六本木1-9-10 ｱｰｸﾋﾙｽﾞ仙石山森ﾀﾜｰ28F 03-6271-9696 03-5549-7725

須河内　隆裕 ｽｶﾞｳﾁ ﾀｶﾋﾛ 西村あさひ法律事務所 東京都千代田区大手町1-1-2 大手門ﾀﾜｰ 03-6250-6672 03-6250-7200

杉原　嘉樹 ｽｷﾞﾊﾗ ﾖｼｷ 佐藤総合法律事務所 東京都港区北青山3-6-7 青山ﾊﾟﾗｼｵﾀﾜｰ6F 03-5468-7860 03-5468-7899

杉村　光嗣 ｽｷﾞﾑﾗ ｺｳｼﾞ 杉村萬国特許法律事務所 東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関ｺﾓﾝｹﾞｰﾄ西館36F 03-3581-7888 03-3580-0588

杉本　賢太 ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ 八雲法律事務所 東京都港区西新橋2-33-4 ﾌﾟﾚｲｱﾃﾞ虎ﾉ門8階 03-5843-8190 03-5843-8191

杉本　直樹 ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵｷ 青葉総合法律事務所 東京都千代田区二番町8-3 二番町大沼ﾋﾞﾙ3F 03-3556-0031 03-3556-0035

椙山　敬士 ｽｷﾞﾔﾏ ｹｲｼﾞ 虎ノ門南法律事務所 東京都港区虎ﾉ門1-15-12 日本ｶﾞｽ協会ﾋﾞﾙ5F 03-3502-6294 03-3580-2348

杉山　泰成 ｽｷﾞﾔﾏ ﾔｽﾅﾘ 西村あさひ法律事務所 東京都千代田区大手町1-1-2 大手門ﾀﾜｰ 03-6250-6242 03-6250-6720

鈴木　和憲 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾉﾘ シグマ麹町法律事務所 東京都千代田区麹町4-3-3 新麹町ﾋﾞﾙ8F 03-5211-2222 03-5211-3332

鈴木　健文 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾌﾐ 西村あさひ法律事務所 東京都千代田区大手町1-1-2 大手門ﾀﾜｰ 03-6250-6486 03-6250-7200

鈴木　康之 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾕｷ 隼あすか法律事務所 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ﾋﾞﾙ4F 03-3595-7070 03-3595-7105

鈴木　雄貴 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ TMI総合法律事務所 東京都港区六本木6-10-1 六本木ﾋﾙｽﾞ森ﾀﾜｰ(23階) 03-6438-5511 03-6438-5522

鈴木　由美 ｽｽﾞｷ ﾕﾐ 滝野・鈴木法律事務所 東京都千代田区神田司町2-7 福禄ﾋﾞﾙ7F 03-5217-2277 03-5217-2278



◎２０２１年１２月１日現在
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（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・山梨県・長野県・新潟県）

鈴木　由里 ｽｽﾞｷ ﾕﾘ ― 東京都

鷲見　彩奈 ｽﾐ ｱﾔﾅ アンダーソン・毛利・友常法律事務所 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 03-6775-1315 03-6775-2315

鷲見　健人 ｽﾐ ｹﾝﾄ 弁護士法人大江橋法律事務所東京事務所 東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ﾋﾞﾙ2階 03-5224-5566 03-5224-5565

炭谷　祐司 ｽﾐﾀﾆ ﾕｳｼﾞ 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 新大手町ﾋﾞﾙ206区 03-3246-6517 03-3246-0233

洲桃　麻由子 ｽﾓﾓ ﾏﾕｺ すもも法律事務所 東京都中央区八丁堀1-13-10 三神興業ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ8F 03-6280-3801 03-6280-3802

諏訪　公一 ｽﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 骨董通り法律事務所 東京都港区南青山5-18-5 南青山ﾎﾟｲﾝﾄ1F 03-5766-8980 03-5446-1107

セ 関　真也 ｾｷ ﾏｻﾔ 関真也法律事務所 東京都千代田区神田錦町2-5-1 大晃ﾋﾞﾙ402 03-5843-9152 03-5843-9153

関川　裕 ｾｷｶﾜ ﾕﾀｶ TMI総合法律事務所 東京都港区六本木6-10-1 六本木ﾋﾙｽﾞ森ﾀﾜｰ23F 03-6438-5511 03-6438-5522

関口　康晴 ｾｷｸﾞﾁ ﾔｽﾊﾙ 西村・町田法律事務所 東京都港区赤坂3-2-6 赤坂光映ﾋﾞﾙ6階 03-6230-9418 03-6230-9419

ソ 園部　洋士 ｿﾉﾍﾞ ﾋﾛｼ 林・園部法律事務所 東京都千代田区神田須田町1-4-8 NCO神田須田町ﾋ3F 03-5209-3801 03-5209-3804

タ 髙井　健太郎 ﾀｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ ジュピター法律事務所 東京都新宿区新宿7-26-37 ﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ戸山403 03-3202-0017 03-3202-0170

高石　秀樹 ﾀｶｲｼ ﾋﾃﾞｷ 中村合同特許法律事務所 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ﾋﾞﾙ6F 03-3211-1037 03-3214-6367

髙垣　耕平 ﾀｶｶﾞｷ ｺｳﾍｲ 馬場・澤田法律事務所 東京都港区虎ﾉ門1-4-2 虎ﾉ門東洋ﾋﾞﾙ8階 03-5510-7703 03-5510-7704

髙木　一嘉 ﾀｶｷﾞ ｶｽﾞﾖｼ 髙木一嘉法律事務所 東京都港区新橋1-16-6 新橋柳屋ﾋﾞﾙ4F 03-3580-5831 03-3580-5687

高瀬　亜富 ﾀｶｾ ｱﾄﾑ 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 東京都港区虎ﾉ門2-10-1 虎ﾉ門ﾂｲﾝﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ東棟16F 03-5561-8550 03-5561-8558

高田　沙代子 ﾀｶﾀﾞ ｻﾖｺ ケレス法律事務所 東京都中央区銀座1-27-8 ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ8階 03-6264-7457 03-6264-7458

鷹野　亨 ﾀｶﾉ ﾄｵﾙ IP FORWARD法律特許事務所 東京都世田谷区等々力8-2-18 03-3703-6288 03-3703-6288

高橋　邦明 ﾀｶﾊｼ ｸﾆｱｷ ホープ法律事務所 東京都千代田区九段北1-12-6 守住ﾋﾞﾙ6F 03-3263-2461 03-3263-2462

髙橋　淳 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ みやび坂総合法律事務所 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 ﾘﾝｸｽｸｴｱ新宿16階 050-5534-8882 03-5539-4836

髙橋　俊幸 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾕｷ 弁護士法人ノーサイド法律事務所 東京都港区西新橋2-15-7 MSC西新橋ﾋﾞﾙ2階 03-6257-1788 03-6800-1492

高橋　美智留 ﾀｶﾊｼ ﾐﾁﾙ 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2-10-4 ｵｰｸﾗﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞﾀﾜｰ 03-4595-3939 03-5570-1520

高橋　元弘 ﾀｶﾊｼ ﾓﾄﾋﾛ 潮見坂綜合法律事務所 東京都千代田区内幸町1-2-2 日比谷ﾀﾞｲﾋﾞﾙ6F 03-3596-7307 03-3596-7330

髙𣘺𣘺　優介 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 九帆堂法律事務所 東京都中央区日本橋室町4-6-7 ｻｶｲﾋﾞﾙ203 03-3516-3955 03-3516-3966

高橋　涼子 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｺ 原後綜合法律事務所立川事務所 東京都立川市錦町3-6-6 中村LKﾋﾞﾙ6階 042-512-5786 042-512-5789

髙濱　豊彦 ﾀｶﾊﾏ ﾄﾖﾋｺ 髙濱法律事務所 東京都西東京市田無町7-1-1 Carrefour上宿103 042-451-7436 042-451-7437

鷹見　雅和 ﾀｶﾐ ﾏｻｶｽﾞ 佐藤・鷹見法律事務所 東京都千代田区飯田橋4-10-1-1308 ｾﾝﾄﾗﾙﾌﾟﾗｻﾞ13F 03-3269-6077 03-3269-2794

高村　隆司 ﾀｶﾑﾗ ﾀｶｼ 高村隆司法律事務所 東京都千代田区丸の内2-2-2 丸の内三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ10F1002 03-5218-5035 03-5218-5038

髙安　聡 ﾀｶﾔｽ ｻﾄｼ ノースブルー総合法律事務所 東京都新宿区本塩町14-1 第2田中ﾋﾞﾙ8階 03-6273-2762 050-3153-1023

宅間　仁志 ﾀｸﾏ ﾋﾄｼ 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 東京都港区虎ﾉ門2-10-1 虎ﾉ門ﾂｲﾝﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ東棟16F 03-5561-8550 03-5561-8558

竹下　洋史 ﾀｹｼﾀ ﾋﾛｼ 竹下総合法律事務所 東京都千代田区日比谷公園1-3 市政会館4階 03-6380-0873 03-6380-5525

田附　周平 ﾀﾂﾞｹ ｼｭｳﾍｲ 東京ブライト法律事務所 東京都中央区八丁堀1-5-2 はごろもﾋﾞﾙ4階 03-5566-6371 03-5566-8210

龍村　全 ﾀﾂﾑﾗ ｾﾞﾝ 龍村法律事務所 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ﾋﾞﾙ7F 03-6206-1515 03-6206-1555

伊達　智子 ﾀﾞﾃ ﾄﾓｺ 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 新大手町ﾋﾞﾙ206区 03-3270-6641 03-3246-0233

立山　大就 ﾀﾃﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ アイゼン法律事務所 東京都台東区上野5-19-4 美鈴ﾋﾞﾙ7階 03-5817-4036 03-5817-4037

田中　伸一郎 ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ 中村合同特許法律事務所 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ﾋﾞﾙ6F 03-3211-1037 03-3214-6367

田中　努 ﾀﾅｶ ﾂﾄﾑ － 東京都

田中　浩之 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 03-6266-8597 03-6266-8497

田中　瑞紀 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 弁護士法人御堂筋法律事務所 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ20階 03-3539-6070 03-3539-6071

田邉　幸太郎 ﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ 三村小松山縣法律事務所 東京都千代田区丸の内1-7-12 ｻﾋﾟｱﾀﾜｰ8階 03-6275-6013 03-6747-6862

田畑　貴之 ﾀﾊﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 四谷見附法律事務所 東京都新宿区四谷三栄町4-12 第2森初ﾋﾞﾙ4F 03-3356-0434 03-3356-0414

田村　和之 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ 田村法律事務所 東京都新宿区新宿1-14-1 岩永ﾋﾞﾙ3階 03-6908-8504 03-6908-8505

田村　祐一 ﾀﾑﾗ ﾕｳｲﾁ シティユーワ法律事務所 東京都千代田区丸の内2-2-2 丸の内三井ﾋﾞﾙ 03-6212-5500 03-6212-5700

田門　浩 ﾀﾓﾝ ﾋﾛｼ 都民総合法律事務所 東京都新宿区四谷2-10 第二太郎ﾋﾞﾙ3階 03-3357-0277 03-3357-0297

チ 千葉　健太郎 ﾁﾊﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 東啓綜合法律事務所 東京都千代田区神田須田町1-2 淡路町ｻﾆｰﾋﾞﾙ4F 03-5296-7676 03-5296-7678

ツ 墳﨑　隆之 ﾂｶｻｷ ﾀｶﾕｷ T&K法律事務所 東京都新宿区四谷1-2-31 三浜ﾋﾞﾙ8F 03-5363-5864 03-5363-5862

津久井　見樹 ﾂｸｲ ﾐｷ － 東京都

辻居　幸一 ﾂｼﾞｲ ｺｳｲﾁ 中村合同特許法律事務所 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ﾋﾞﾙ6F 03-3211-1037 03-3214-6367

辻本　直規 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾅｵｷ 西村あさひ法律事務所 東京都千代田区大手町1-1-2 大手門ﾀﾜｰ 03-6250-6343 03-6250-7200

蔦　大輔 ﾂﾀ ﾀﾞｲｽｹ 森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 03-6266-8769 03-6266-8669

津田　敦司 ﾂﾀﾞ ｱﾂｼ 東京コンサル法律事務所 東京都中央区日本橋人形町1-1-21 人形町ﾋﾞﾙ7F 03-3663-0033 03-3663-4030

角田　匠吾 ﾂﾉﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ アンダーソン・毛利・友常法律事務所 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 03-6775-1536 03-6775-2536

鶴　由貴 ﾂﾙ ﾕｷ 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 有楽町電気ﾋﾞﾙ南館11F 03-3216-1171 03-3216-1173

テ 寺尾　幸治 ﾃﾗｵ ｺｳｼﾞ みなと協和法律事務所 東京都港区虎ﾉ門2-1-1 商船三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ4F 03-5575-2172 03-5575-0618

寺前　翔平 ﾃﾗﾏｴ ｼｮｳﾍｲ 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 新丸の内ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ18階 03-5220-9834 03-5220-6583

照井　勝 ﾃﾙｲ ﾏｻﾙ 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&ｳｴｽﾄ1F 03-3400-3861 03-3400-3879

ト 東崎　賢治 ﾄｳｻｷ ｹﾝｼﾞ 長島・大野・常松法律事務所 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPﾀﾜｰ 03-6889-7206 03-6889-8206

遠山　光貴 ﾄｵﾔﾏ ﾐﾂﾀｶ ノイエスト総合法律事務所 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ11F 1110区 03-5219-5634 03-3212-2211
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（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・山梨県・長野県・新潟県）

常盤　政幸 ﾄｷﾜ ﾏｻﾕｷ 常盤十亀法律事務所 東京都港区虎ﾉ門5-3-20 仙石山ｱﾈｯｸｽ305 03-5777-6561 03-5777-6562

得重　貴史 ﾄｸｼｹﾞ ﾀｶｼ 銀座得重法律事務所 東京都中央区銀座5-14-8 銀座ﾜｶﾎﾋﾞﾙ4階 03-6226-2282 03-6369-4497

土地　順子 ﾄﾞﾁ ｼﾞｭﾝｺ DOCHI法律事務所 東京都中央区銀座6-14-8 銀座石井ﾋﾞﾙ6F 03-6869-8846 03-6869-8578

外村　玲子 ﾄﾉﾑﾗ ﾚｲｺ 中村合同特許法律事務所 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ﾋﾞﾙ6F 03-3211-1037 03-3214-6367

富岡　英次 ﾄﾐｵｶ ｴｲｼﾞ 中村合同特許法律事務所 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ﾋﾞﾙ6F 03-3211-1037 03-3214-6367

富永　高朗 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｶｱｷ 富永バトン経営法律事務所 東京都中央区日本橋小伝馬町7-15 GREEN PARK 日本橋小伝馬町203号室 03-6810-7543 03-6810-7544

冨永　博之 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 冨永法律特許事務所 東京都千代田区内神田2-5-2 信交会ﾋﾞﾙ2F 03-5297-2130 03-5297-2131

冨松　宏之 ﾄﾐﾏﾂ ﾋﾛﾕｷ 堀総合法律事務所 東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ﾋﾞﾙ8F 03-5275-2261 03-5275-2262

友村　明弘 ﾄﾓﾑﾗ ｱｷﾋﾛ TMI総合法律事務所 東京都港区六本木6-10-1 六本木ﾋﾙｽﾞ森ﾀﾜｰ(23階) 03-6438-5511 03-6438-5522

戸谷　由布子 ﾄﾔ ﾕｳｺ TTS法律会計事務所 東京都文京区湯島1-2-12 ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞお茶の水1105 03-6206-4285 03-3253-4285

外山　太士 ﾄﾔﾏ ﾌﾄｼ 弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック 東京都新宿区西早稲田1-1-7 早稲田大学28号館4F 03-5272-8156 03-5272-8163

鳥海　哲郎 ﾄﾘｳﾐ ﾃﾂﾛｳ TMI総合法律事務所 東京都港区六本木6-10-1 六本木ﾋﾙｽﾞ森ﾀﾜｰ23F 03-6438-5511 03-6438-5522

ナ 中井　陽子 ﾅｶｲ ﾖｳｺ ルーチェ法律事務所 東京都中央区築地4-1-12 ﾋﾞｭﾛｰ銀座401 03-3541-9756 03-3541-9757

中島　慧 ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲ 長島・大野・常松法律事務所 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPﾀﾜｰ 03-6889-7651 03-6889-8651

永島　賢也 ﾅｶﾞｼﾏ ｹﾝﾔ 弁護士法人筑波アカデミア法律事務所 東京都文京区大塚3-29-1 筑波大学文京校舎5F 03-6912-2461 03-5976-3606

中地　充 ﾅｶﾁ ﾐﾂﾙ 中地総合法律事務所 東京都千代田区平河町1-4-3 平河町伏見ﾋﾞﾙ6F 03-6265-6866 03-6265-6867

中野　辰久 ﾅｶﾉ ﾀﾂﾋｻ 中野法律事務所 東京都千代田区平河町1-4-15 VORT麹町8F 03-6261-0371 03-6261-0372

長野　佑紀 ﾅｶﾞﾉ ﾕｳｷ 宮澤潤法律事務所 東京都中央区銀座1-3-1 銀座富士屋ﾋﾞﾙ6F 03-3538-0051 03-3538-0052

中野　亮介 ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ TMI総合法律事務所 東京都港区六本木6-10-1 六本木ﾋﾙｽﾞ森ﾀﾜｰ23階 03-6438-5511 03-6438-5522

中村　京子 ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｺ － 東京都

中村　智広 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ フェアネス法律事務所 東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ﾋﾞﾙ10F 03-3500-5330 03-3500-5331

中村　知己 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 永石一郎法律事務所 東京都新宿区新宿5-8-2 ﾆｭｰﾗｲﾌ新宿2F 03-3356-7766 03-3356-7653

中村　直裕 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ ＩＡＬ綜合法律事務所 東京都港区西新橋1-12-8 西新橋中ﾋﾞﾙ5F 03-5157-2322 03-5157-2323

中村　閑 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾄﾞｶ 阿部・井窪・片山法律事務所 東京都中央区八重洲2-8-7 福岡ﾋﾞﾙ 03-3273-2602 03-3273-2033

長森　亨 ﾅｶﾞﾓﾘ ﾄｵﾙ 馬場・澤田法律事務所 東京都港区虎ﾉ門1-4-2 虎ﾉ門東洋ﾋﾞﾙ8F 03-5510-7703 03-5510-7704

中山　信弘 ﾅｶﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 西村あさひ法律事務所 東京都千代田区大手町1-1-2 大手門タワー 03-6250-6200 03-6250-7200

那須　健人 ﾅｽ ﾀｹﾄ ブレークモア法律事務所 東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ﾋﾞﾙ4F 03-3506-3630 03-3503-4707

成川　弘樹 ﾅﾙｶﾜ ﾋﾛｷ ネクセル総合法律事務所 東京都港区三田1-4-28 三田国際ﾋﾞﾙ22F 03-5427-5831 03-5427-5832

南部　弘樹 ﾅﾝﾌﾞ ﾋﾛｷ 法律事務所アイディペンデント 東京都千代田区神田須田町1-8-3-1002 03-6427-1926 050-3488-4892

ニ 西川　喜裕 ﾆｼｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 三浦法律事務所 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ﾌｧｰｽﾄｽｸｴｱｲｰｽﾄﾀﾜｰ3階 03-6270-3534 03-6270-3501

西田　亮正 ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ かなめ総合法律事務所 東京都港区虎ﾉ門5‐3‐2 神谷町ｱﾈｯｸｽ6階 03-6450-1949 03-6450-1089

西原　啓晃 ﾆｼﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 西原法律事務所 東京都千代田区神田司町2-13 神田第4ｱﾒﾚｯｸｽﾋﾞﾙ3F306号 03-6811-0815 03-6811-0816

西村　公芳 ﾆｼﾑﾗ ｷﾐﾖｼ 松田綜合法律事務所 東京都千代田区大手町2-6-1 朝日生命大手町ﾋﾞﾙ7階 03-3272-0101 03-3272-0102

西村　順一郎 ﾆｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 03-6775-1610 03-6775-2610

西村　英和 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 中村合同特許法律事務所 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ﾋﾞﾙ6階 03-3211-1037 03-3214-6367

西村　義隆 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 髙橋修平法律事務所 東京都中央区銀座2-2-2 ﾋｭｰﾘｯｸ西銀座ﾋﾞﾙ6F 03-6903-3210 03-6903-3630

西脇　怜史 ﾆｼﾜｷ ﾚｲｼ クレオ国際法律特許事務所 東京都中央区日本橋蛎殻町1-39-5 水天宮北辰ﾋﾞﾙ9階 03-6821-9520 03-6821-9550

ノ 野口　雄亮 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ SAKURA法律事務所 東京都中央区新富1-1-7 BizSQUARE GINZA3階 03-6910-0692 03-6910-0693

野崎　雅人 ﾉｻﾞｷ ﾏｻﾄ － 東京都

野中　啓孝 ﾉﾅｶ ﾋﾛﾀｶ 弁護士法人淀屋橋・山上合同 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 03-6267-6551 03-6267-1210

野間　自子 ﾉﾏ ﾖﾘｺ 三宅坂総合法律事務所 東京都千代田区内幸町2-1-4 日比谷中日ﾋﾞﾙ6F 03-3500-2912 03-3500-2741

野村　信之 ﾉﾑﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 弁護士法人AK法律事務所 東京都千代田区神田錦町2-7 協販ﾋﾞﾙ7階 03-3518-2233 03-3292-0234

ハ 萩原　道雄 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐﾁｵ 萩原道雄法律事務所 東京都港区新橋2-20 新橋駅前ﾋﾞﾙ1号館6F 03-3571-4587 03-3573-4298

橋詰　悠祐 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳｽｹ 弁護士法人東京スタートアップ法律事務所 東京都千代田区麹町6-6-2 東急四谷ﾋﾞﾙ5階 03-5213-4205 03-5213-4215

橋本　愛 ﾊｼﾓﾄ ｱｲ ノーサイド法律事務所 東京都港区西新橋2-15-7 MSC西新橋ﾋﾞﾙ2F 03-6257-1788 03-6800-1492

橋本　副孝 ﾊｼﾓﾄ ﾌｸﾀｶ 東京八丁堀法律事務所 東京都港区麻生台1-11-9 BPRﾌﾟﾚｲｽ神谷町6F 03-6441-3320 03-6441-3325

橋本　将成 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾅﾘ 法律事務所ASLINX 東京都港区赤坂2-16-6 BIZMARKS赤坂3F 03-5545-5606 03-5545-5607

長谷部　陽平 ﾊｾﾍﾞ ﾖｳﾍｲ 弁護士法人大江橋法律事務所 東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ2F 03-5224-5566 03-5224-5565

服部　誠 ﾊｯﾄﾘ ﾏｺﾄ 阿部・井窪・片山法律事務所 東京都中央区八重洲2-8-7 福岡ﾋﾞﾙ9F 03-3273-2600 03-3273-2033

服部　真尚 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾅｵ 服部法律事務所 東京都港区芝2-10-6 司ﾋﾞﾙ3F 03-3453-6341 03-3453-6737

羽鳥　貴広 ﾊﾄﾘ ﾀｶﾋﾛ 長島・大野・常松法律事務所 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPﾀﾜｰ 03-6889-7000 03-6889-8000

林　いづみ ﾊﾔｼ ｲﾂﾞﾐ 桜坂法律事務所 東京都港区赤坂1-12-12 榎坂ﾋﾞﾙ4F 03-5563-1501 03-5563-1502

春山　俊英 ﾊﾙﾔﾏ ﾄｼﾋﾃﾞ AI-EI法律事務所 東京都千代田区内幸町1-3-2 内幸町東急ﾋﾞﾙ9階 03-6205-8444 03-3519-5595

伴　俊英 ﾊﾞﾝ ﾄｼﾋﾃﾞ 東西総合法律事務所・外国法共同事業 東京都千代田区紀尾井町3-28 ｱﾄﾞﾐﾗﾙ紀尾井町ﾋﾞﾙ 03-3221-3691 03-3221-3694

番匠　史人 ﾊﾞﾝｼｮｳ ﾌﾐﾄ ひふみ総合法律事務所 東京都千代田区麹町2-2-22 ACN半蔵門ﾋﾞﾙ10階 03-6261-3170 03-6740-6312

ヒ 樋口　譲 ﾋｸﾞﾁ ﾕｽﾞﾙ 樋口法律事務所 東京都港区虎ﾉ門3-3-3 7F 03-5733-3786 03-5733-3787

土方　恭子 ﾋｼﾞｶﾀ ｷｮｳｺ 宇田川・新城法律事務所 東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ﾋﾞﾙ205 03-5510-7550 03-5510-7540
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日髙　英太朗 ﾋﾀﾞｶ ｴｲﾀﾛｳ 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 新丸の内ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ18階 03-5220-9838 03-5220-6583

日野　英一郎 ﾋﾉ ｴｲｲﾁﾛｳ シティユーワ法律事務所 東京都千代田区丸の内2-2-2 丸の内三井ﾋﾞﾙ 03-6212-5500 03-6212-5700

日野　真太郎 ﾋﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 弁護士法人北浜法律事務所東京事務所 東京都千代田区丸の内1-7-12 ｻﾋﾟｱﾀﾜｰ14階 03-5219-5151 03-5219-5155

日野　修男 ﾋﾉ ﾉﾌﾞｵ 日野法律特許事務所 東京都千代田区永田町2-17-17 ｱｲｵｽ永田町316号 03-5510-7373 03-5510-7374

姫野　博昭 ﾋﾒﾉ ﾋﾛｱｷ りべる総合法律事務所 東京都中央区日本橋茅場町3-12-2 ASKﾋﾞﾙ7階 03-3249-1081 03-3249-1082

平井　佑希 ﾋﾗｲ ﾕｳｷ ライツ法律特許事務所 東京都中央区銀座4-10-3 ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ8F 03-3547-3761 03-3547-3760

平河　有里 ﾋﾗｶﾜ ﾕﾘ 阿佐ヶ谷総合法律事務所 東京都杉並区阿佐谷南1-13-17 福吉ﾋﾞﾙ301 03-6304-9701 03-6304-9702

平澤　祐人 ﾋﾗｻﾜ ﾕｳﾄ 近藤丸人法律事務所 東京都中央区銀座1-8-21 第21中央ﾋﾞﾙ7階 03-3567-6261 03-3567-6262

平塚　翔太 ﾋﾗﾂｶ ｼｮｳﾀ スフィアキャット法律事務所 東京都江東区越中島3-5-12-1303 03-4405-2271 03-4496-4840

広津　佳子 ﾋﾛﾂ ｹｲｺ 東京２１法律事務所 東京都中央区銀座3-9-19 吉澤ﾋﾞﾙ8F 03-3549-1200 03-3549-1235

フ 深井　俊至 ﾌｶｲ ﾄｼﾕｷ 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 03-3246-0233

深津　拓寛 ﾌｶﾂﾞ ﾀｸﾋﾛ 杉村萬国特許法律事務所 東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関ｺﾓﾝｹﾞｰﾄ西館36階 03-3581-7040 03-3580-0588

福田　健太郎 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 福田勝野法律事務所 東京都港区新橋3-3-14 田村町ﾋﾞﾙ6階B 03-5501-2780 03-5501-2781

福田　修三 ﾌｸﾀﾞ ｼｭｳｿﾞｳ 弁護士法人ほくと総合法律事務所 東京都千代田区麹町2-3 麹町ﾌﾟﾚｲｽ9F 03-3221-9873 03-3221-9874

福田　親男 ﾌｸﾀﾞ ﾁｶｵ 福田・近藤法律事務所 東京都中央区銀座8-5-4 銀座ﾏｼﾞｿﾝﾋﾞﾙ6F 03-3575-8051 03-3575-8054

藤崎　仁 ﾌｼﾞｻｷ ﾋﾄｼ － 東京都

藤田　晶子 ﾌｼﾞﾀ ｱｷｺ 藤田総合法律事務所 東京都文京区本郷1-35-28 03-5844-6198 03-5844-6298

船戸　久史 ﾌﾅﾄ ﾋｻﾌﾐ ベリーベスト法律事務所 東京都港区六本木1-8-7 MFPR六本木麻布台ﾋﾞﾙ11階 03-6234-1585 03-6234-1586

ホ 保倉　昌宏 ﾎｸﾗ ﾏｻﾋﾛ 弁護士法人ブレインハート法律事務所 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ﾋﾞﾙ4階 03-6434-9874 03-6434-9875

星　大介 ﾎｼ ﾀﾞｲｽｹ 東京八丁堀法律事務所 東京都港区麻生台1-11-9 BPRﾌﾟﾚｲｽ神谷町6F 03-6441-3320 03-6441-3325

星野　真太郎 ﾎｼﾉ ｼﾝﾀﾛｳ － 東京都

細沼　萌葉 ﾎｿﾇﾏ ﾓｴﾊ TMI総合法律事務所 東京都港区六本木6-10-1 六本木ﾋﾙｽﾞ森ﾀﾜｰ23階 03-6438-5511 03-6438-5522

堀　裕一 ﾎﾘ ﾕｳｲﾁ 堀法律事務所 東京都港区虎ﾉ門1-1-23 虎ﾉ門東宝ﾋﾞﾙ7F 03-6206-1022 03-3500-1013

堀口　拓也 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 弁護士法人銀座ファースト法律事務所 東京都中央区銀座1-7-6 銀座河合ﾋﾞﾙ7階 03-3538-1011 03-3538-1022

本阿弥　友子 ﾎﾝｱﾐ ﾄﾓｺ 窪田法律事務所 東京都港区虎ﾉ門4-1-17 神谷町ﾌﾟﾗｲﾑﾌﾟﾚｲｽ9F 03-6452-9280 03-6452-9281

本澤　陽一 ﾎﾝｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ 弁護士法人エルティ総合法律事務所 東京都千代田区神田駿河台2-5 村田ﾋﾞﾙ8F 03-5217-5050 03-5217-5040

本田　真吾 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 赤羽根・伊関・本田法律事務所 東京都渋谷区桜丘町16-6 ｻﾝﾗｲｽﾞ桜丘ﾋﾞﾙ3A 03-6415-3480 03-6415-3482

マ 前川　陽一 ﾏｴｶﾜ ﾖｳｲﾁ 長島・大野・常松法律事務所 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPﾀﾜｰ 03-6869-7000 03-6869-8000

前田　拓郎 ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾛｳ 五藤・芦川法律事務所 東京都中央区八丁堀3-17-13 TMYﾋﾞﾙ5階 03-3551-5992 03-3551-5946

前田　将貴 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻｷ 福田・近藤法律事務所 東京都中央区銀座8-5-4 銀座ﾏｼﾞｿﾝﾋﾞﾙ6F 03-3575-8051 03-3575-8054

前野　孝太朗 ﾏｴﾉ ｺｳﾀﾛｳ フォーサイト総合法律事務所 東京都千代田区内幸町1-3-3 内幸町ﾀﾞｲﾋﾞﾙ9F 03-6457-9481 03-6457-9482

牧野　利秋 ﾏｷﾉ ﾄｼｱｷ 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 新大手町ﾋﾞﾙ206区 03-3270-6641 03-3246-0233

牧野　知彦 ﾏｷﾉ ﾄﾓﾋｺ 桜坂法律事務所 東京都港区赤坂1-12-12 榎坂ﾋﾞﾙ4F 03-5563-1501 03-5563-1502

増岡　研介 ﾏｽｵｶ ｹﾝｽｹ 増岡総合法律事務所 東京都新宿区愛住町1 富田ﾋﾞﾙ1F 03-3357-3775 03-3357-3867

増田　庸司 ﾏｽﾀﾞ ﾖｳｼﾞ 東京エクセル法律事務所 東京都港区虎ﾉ門1-1-3 磯村ﾋﾞﾙ5階 03-3503-0921 03-3503-0923

町田　伸一 ﾏﾁﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 新坂総合法律事務所 東京都港区赤坂8-5-40 ﾍﾟｶﾞｻｽ青山509 03-6804-6031 03-6804-6032

町野　静 ﾏﾁﾉ ｼｽﾞ 弁護士法人イノベンティア東京事務所 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ﾋﾞﾙ北館14階 03-6261-6581 03-6261-6582

松井　真一 ﾏﾂｲ ｼﾝｲﾁ 長島・大野・常松法律事務所 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPﾀﾜｰ 03-6889-7139 03-6889-8139

松尾　和子 ﾏﾂｵ ｶｽﾞｺ 中村合同特許法律事務所 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ﾋﾞﾙ6F 03-3211-1037 03-3214-6367

松尾　裕介 ﾏﾂｵ ﾕｳｽｹ AZ MORE国際法律事務所 東京都千代田区永田町2‐17‐17 永田町ほっかいどうｽｸｴｱ6F 03-6550-8988 03-5539-4560

松阪　絵里佳 ﾏﾂｻｶ ｴﾘｶ 創英国際特許法律事務所 東京都千代田区丸の内2-1-1 丸の内MY PLAZA 9階 03-6738-8001 03-6738-8004

松澤　邦典 ﾏﾂｻﾞﾜ ｸﾆﾉﾘ 骨董通り法律事務所 東京都港区南青山5-18-5 南青山ﾎﾟｲﾝﾄ1F 03-5766-8980 03-5466-1107

松下　外 ﾏﾂｼﾀ ｶﾞｲ 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 富国生命ﾋﾞﾙ 03-5501-2111 03-5501-2211

松田　俊治 ﾏﾂﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ 長島・大野・常松法律事務所 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPﾀﾜｰ 03-6889-7180 03-6889-8180

松田　誠司 ﾏﾂﾀﾞ ｾｲｼﾞ 三浦法律事務所 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ﾌｧｰｽﾄｽｸｴｱ ｲｰｽﾄﾀﾜｰ3階 03-6270-3524 03-6270-3501

松永　章吾 ﾏﾂﾅｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 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 新丸の内ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ18F 03-5220-6565 03-5220-6583

松葉　栄治 ﾏﾂﾊﾞ ｴｲｼﾞ 松葉法律事務所 東京都中央区日本橋茅場町2-4-8 井門茅場町ﾋﾞﾙ4F 03-5623-9565 03-5623-9567

丸田　憲和 ﾏﾙﾀ ﾉﾘｶｽﾞ ライツ法律特許事務所 東京都中央区銀座4-10-3 ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ8F 03-3547-3761 03-3547-3760

丸山　悠 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳ 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 新丸の内ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ18階 03-5220-9837 03-5220-6583

ミ 三浦　繁樹 ﾐｳﾗ ｼｹﾞｷ 半蔵門総合法律事務所 東京都千代田区二番町3-5 麹町三葉ﾋﾞﾙ4階 03-3262-8844 03-3262-8044

三尾　美枝子 ﾐｵ ﾐｴｺ 紀尾井町法律事務所 東京都千代田区二番町9-8 中労基協ﾋﾞﾙ3階 03-3265-6071 03-3265-6076

三木　剛 ﾐｷ ﾂﾖｼ 中本総合法律事務所東京事務所 東京都港区元赤坂1-3-9 荻島ﾋﾞﾙ4F 03-5771-6248 03-5771-6249

水野　秀一 ﾐｽﾞﾉ ｼｭｳｲﾁ 弁護士法人早稲田大学リーガルクリニック 東京都新宿区西早稲田1-1-7 早稲田大学28号館4階 03-5272-8156 03-5272-8163

光廣　真理恵 ﾐﾂﾋﾛ ﾏﾘｴ 東京フィールド法律事務所 東京都港区西新橋1-20-3 虎ﾉ門法曹ﾋﾞﾙ204号室 03-5510-3070 03-5510-3061

湊谷　秀光 ﾐﾅﾀﾆ ﾋﾃﾞﾐﾂ 国会通り法律事務所 東京都千代田区日比谷公園1-3 市政会館4階 03-6457-9377 03-6457-9378

南　かおり ﾐﾅﾐ ｶｵﾘ 岩原法律事務所 東京都港区西新橋1-22-5 新橋TSﾋﾞﾙ7F 03-6205-8296

三原　研自 ﾐﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 南桜特許法律事務所 東京都港区西新橋1-13-4 TSﾋﾞﾙ2階 03-3593-6601 03-3593-6602
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壬生　百香 ﾐﾌﾞ ﾓﾓｶ 早稲田リーガルコモンズ法律事務所 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館4F 03-6261-2880 03-6261-2881

三村　量一 ﾐﾑﾗ ﾘｮｳｲﾁ 三村小松山縣法律事務所 東京都千代田区丸の内1-7-12 ｻﾋﾟｱﾀﾜｰ8階 03-6275-6013 03-6747-6862

宮川　利彰 ﾐﾔｶﾜ ﾄｼｱｷ みやび坂総合法律事務所 東京都渋谷区千駄ｹ谷-5-27-5 ﾘﾝｸｽｸｴｱ新宿16階 050-5534-8882 03-6701-7231

宮川　美津子 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐﾂｺ TMI総合法律事務所 東京都港区六本木6-10-1 六本木ﾋﾙｽﾞ森ﾀﾜｰ23F 03-6438-5511 03-6438-5522

宮崎　綾 ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾔ 阿部・井窪・片山法律事務所 東京都中央区八重洲2-8-7 福岡ﾋﾞﾙ 03-3273-2600 03-3273-2033

宮崎　眞紀 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｷ 由本・太田・宮崎法律事務所 東京都千代田区紀尾井町3-29 紀尾井ﾛｲﾔﾙﾊｲﾂ 03-3234-2441 03-3262-2729

宮島　明紀 ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｷﾉﾘ クレオ国際法律特許事務所 東京都中央区日本橋蛎殻町1-39-5 水天宮北辰ﾋﾞﾙ9階 03-6821-9520 03-6821-9550

宮嶋　学 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾏﾅﾌﾞ 協和特許法律事務所 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ﾋﾞﾙ22階 03-3211-2321 03-3211-1710

宮本　怜美 ﾐﾔﾓﾄ ﾚｲﾐ 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 富国生命ﾋﾞﾙ 03-5501-1386 03-5501-2211

三好　貴子 ﾐﾖｼ ﾀｶｺ 岡村綜合法律事務所 東京都千代田区丸の内2-2-2 丸の内三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ10F 1005 03-3215-3611 03-3215-3610

三好　豊 ﾐﾖｼ ﾕﾀｶ 森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 03-5223-7749 03-5223-7649

三輪　記子 ﾐﾜ ﾌｻｺ 三輪記子の法律事務所 東京都渋谷区神宮前4-23-10 ﾗﾙｺﾊﾞﾚｰﾉ神宮前102 03-6438-9713 03-6455-5915

三輪　幸寛 ﾐﾜ ﾕｷﾋﾛ TMI総合法律事務所 東京都港区六本木6-10-1 六本木ﾋﾙｽﾞ森ﾀﾜｰ23階 03-6438-5511 03-6438-5522

ム 向　多美子 ﾑｶｲ ﾀﾐｺ 東京丸の内法律事務所 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ﾋﾞﾙ225区 03-3213-1081 03-3216-2035

向　宣明 ﾑｶｲ ﾉﾌﾞｱｷ 桃尾・松尾・難波法律事務所 東京都千代田区麹町4-1 麹町ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞﾙ6F 03-3288-2080 03-3288-2081

武藤　義行 ﾑﾄｳ ﾖｼﾕｷ 今村記念法律事務所 東京都千代田区神田神保町2-8-3 専修大学8号館1階 03-3264-1721 03-3264-1722

村尾　治亮 ﾑﾗｵ ﾊﾙｱｷ 東啓綜合法律事務所 東京都千代田区神田須田町1-2 淡路町ｻﾆｰﾋﾞﾙ4F 03-5296-7676 03-5296-7678

村川　耕平 ﾑﾗｶﾜ ｺｳﾍｲ 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 富国生命ﾋﾞﾙ 03-5501-2148 03-5501-2211

村瀬　孝子 ﾑﾗｾ ﾀｶｺ 鳥飼総合法律事務所 東京都千代田区神田小川町1-3-1 NBF小川町ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ6F 03-3293-8817 03-3293-8818

村田　真一 ﾑﾗﾀ ｼﾝｲﾁ 兼子・岩松法律事務所 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ﾋﾞﾙ12F 03-6206-1303 03-6206-1326

モ 本井　克樹 ﾓﾄｲ ｶﾂｷ 本井総合法律事務所 東京都千代田区麹町1-6-9 DIK麹町ﾋﾞﾙ4F 03-6261-3652 03-6261-3653

本橋　美智子 ﾓﾄﾊｼ ﾐﾁｺ 本橋総合法律事務所 東京都千代田区紀尾井町3-19 紀尾井町ｺｰﾄﾋﾞﾙ501･401 03-3512-7100 03-3512-7103

桃井　恭祐 ﾓﾓｲ ｷｮｳｽｹ K&L Gates 外国法共同事業法律事務所 東京都港区虎ﾉ門1-23-1 虎ﾉ門ﾋﾙｽﾞ森ﾀﾜｰ28F 03-6205-3615 03-3597-6421

森　正弘 ﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ 初列法律事務所 東京都品川区南品川2-2-5 ﾘｰﾄﾞｼｰ南品川ﾋﾞﾙ2階16 03-6555-5031 03-4496-6025

森川　紀代 ﾓﾘｶﾜ ｷﾖ 森川法律事務所 東京都千代田区神田小川町2-5-1 ｵｰｸ神田小川町ﾋﾞﾙ4F 03-5577-3931 03-5577-3932

森下　梓 ﾓﾘｼﾀ ｱｽﾞｻ 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 東京都港区虎ﾉ門2-10-1 虎ﾉ門ﾂｲﾝﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ東棟16F 03-5561-8550 03-5561-8558

森嶋　裕子 ﾓﾘｼﾏ ﾕｳｺ あぽろ法律事務所 東京都千代田区神田司町2-8-4 吹田屋ﾋﾞﾙ7階 03-3526-8722 03-3526-8723

森本　晋 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾝ 駒澤綜合法律事務所 東京都世田谷区駒沢1-20-8 ｱﾄﾘｴ駒澤2階 03-6805-2586 03-6805-2587

森本　紘章 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 森本紘章法律事務所 東京都中央区日本橋室町4-6-5 室町CSﾋﾞﾙ8F 03-3243-1011 03-3243-1451

森山　航洋 ﾓﾘﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ はる総合法律事務所 東京都港区虎ﾉ門3ｰ7ｰ8 ﾗﾝﾃﾞｨｯｸ第2虎ﾉ門ﾋﾞﾙ5F 03-6452-9820 03-6452-9821

ヤ 栁下　彰彦 ﾔｷﾞｼﾀ ｱｷﾋｺ 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 東京都港区虎ﾉ門2-10-1 虎ﾉ門ﾂｲﾝﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ東棟16F 03-5561-8550 03-5561-8558

安田　達士 ﾔｽﾀﾞ ﾀﾂｼ アンダーソン・毛利・友常法律事務所 東京都 千代田区大手町1-1-1 大手町ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 03-6775-1428 03-6775-2428

安田　善紀 ﾔｽﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ セントラル法律事務所 東京都港区新橋1-18-2 明宏ﾋﾞﾙ7階 03-3508-0707 03-3508-0920

柳　誠一郎 ﾔﾅｷﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ 芝綜合法律事務所 東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ﾋﾞﾙ5F 03-5425-2911 03-5425-2912

矢野　雅裕 ﾔﾉ ﾏｻﾋﾛ アンダーソン・毛利・友常法律事務所 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 03-6894-2055 03-6894-2056

矢吹　公敏 ﾔﾌﾞｷ ｷﾐﾄｼ 矢吹法律事務所 東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ﾋﾞﾙ5F 03-5425-6763 03-3437-3680

矢部　耕三 ﾔﾍﾞ ｺｳｿﾞｳ 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 03-3246-0233

山内　貴博 ﾔﾏｳﾁ ﾀｶﾋﾛ 長島・大野・常松法律事務所 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPﾀﾜｰ 03-6869-7165 03-6889-8165

山岡　裕明 ﾔﾏｵｶ ﾋﾛｱｷ 八雲法律事務所 東京都千代田区内神田1-2-2 小川ﾋﾞﾙ9階 03-5843-8190 03-5843-8191

山極　光也 ﾔﾏｷﾞﾜ ﾐﾂﾔ 弁護士法人琥珀法律事務所新宿事務所 東京都新宿区新宿2-13-12 住友不動産新宿御苑ﾋﾞﾙ7階 03-3352-5890 03-6740-1794

山口　健司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 青和特許法律事務所 東京都港区虎ﾉ門1-23-1 虎ﾉ門ﾋﾙｽﾞ森ﾀﾜｰ10階 03-3597-1234 03-3597-1235

山口　裕司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 大野総合法律事務所 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ﾋﾞﾙ21F 03-5218-2331 03-5218-2332

山口　良重 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｴ 原山法律事務所 東京都港区愛宕1-6-7 愛宕山弁護士ﾋﾞﾙ6F 03-3437-3711 03-3437-3714

山﨑　源三 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾞﾝｿﾞｳ 山﨑総合法律事務所 東京都新宿区四谷1-22-5 WESTALL四谷ﾋﾞﾙ4F 03-3356-7705 03-3341-2830

山嵜　進 ﾔﾏｻﾞｷ ｽｽﾑ 山嵜進法律事務所 東京都千代田区平河町1-8-2 山京半蔵門パレス504 03-3237-0971 03-3237-0973

山田　晃久 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾋｻ 弁護士法人中央総合法律事務所東京事務所 東京都千代田区内幸町1-1-7 NBF日比谷ﾋﾞﾙ11F 03-3539-1877 03-3539-1878

山田　基司 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾄｼ インテックス法律特許事務所 東京都港区虎ﾉ門4-3-1 城山ﾄﾗｽﾄﾀﾜｰ27階 03-5777-6961 03-5777-6766

山根　義則 ﾔﾏﾈ ﾖｼﾉﾘ － 東京都

山本　光太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 山本柴﨑法律事務所 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ北館613区 03-3286-6100 03-3286-6105

山本　卓也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾔ 第一総合法律事務所 東京都港区新橋1-18-12 新橋1丁目ﾋﾞﾙ3F 03-3593-7605 03-3593-7607

山本　正 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ 岡田・今西・山本法律事務所 東京都千代田区神田司町2-2-12 神田司町ﾋﾞﾙ6F 03-3254-1666 03-3254-1670

山本　飛翔 ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 中村合同特許法律事務所 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ﾋﾞﾙ6F 03-3211-1037 03-3214-6367

ユ 結城　大輔 ﾕｳｷ ﾀﾞｲｽｹ のぞみ総合法律事務所 東京都千代田区麹町3-2 ﾋｭｰﾘｯｸ麹町ﾋﾞﾙ8F 03-3265-3851 03-3265-3860

結城　祐 ﾕｳｷ ﾀｽｸ 城北法律事務所 東京都豊島区西池袋1-17-10 ｴｷﾆｱ池袋6F 03-3988-4866 03-3986-9018

由布　節子 ﾕﾌ ｾﾂｺ 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 富国生命ﾋﾞﾙ 03-5501-1165 03-5501-2211

ヨ 横井　康真 ﾖｺｲ ﾔｽﾏｻ むくの木綜合法律事務所 東京都中央区新川1-2-8 第5山京ﾋﾞﾙ8F 03-3551-1590 03-3551-1591

横松　昌典 ﾖｺﾏﾂ ﾏｻﾉﾘ 横松総合法律事務所 東京都千代田区麹町3-12-5 近代ﾋﾞﾙ7F 03-5357-1677 03-5357-1678



◎２０２１年１２月１日現在
弁護士知財ネット　関東甲信越地域会　会員名簿（５０音順）

（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・山梨県・長野県・新潟県）

吉浦　洋一 ﾖｼｳﾗ ﾖｳｲﾁ ＫＳＩパートナーズ法律特許事務所 東京都渋谷区恵比寿西1-5-8 DIS恵比寿ﾋﾞﾙ6階 03-6455-3679 03-6455-3689

吉岡　祥子 ﾖｼｵｶ ｼｮｳｺ 赤坂総合法律事務所 東京都港区赤坂6-17-60 CREA赤坂4階 03-3586-8211 03-3586-8255

吉川　精一 ﾖｼｶﾜ ｾｲｲﾁ 古賀総合法律事務所 東京都港区虎ﾉ門4-3-20 神谷町MTﾋﾞﾙ2F 03-3578-8681 03-3578-8682

吉田　和彦 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 中村合同特許法律事務所 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ﾋﾞﾙ6F 03-3211-1037 03-3214-6367

吉田　圭二 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｼﾞ 小杉・吉田法律事務所 東京都新宿区四谷2-4 久保ﾋﾞﾙ6階 03-6709-8342 03-6709-8343

吉田　崇一郎 ﾖｼﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 吉田・神山法律事務所 東京都千代田区麹町4-3-5 紀尾井観光ﾋﾞﾙ3F 03-5212-2441 03-5212-2442

吉野　直樹 ﾖｼﾉ ﾅｵｷ － 東京都

吉原　朋成 ﾖｼﾊﾗ ﾄﾓﾐﾁ 岩田合同法律事務所 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ10F 03-3214-6223 03-3216-6634

吉峯　裕毅 ﾖｼﾐﾈ ﾕｳｷ 吉峯総合法律事務所 東京都千代田区九段南3-9-11 ﾏｰﾄﾙｺｰﾄ麹町204 03-5275-6676 03-5275-6678

吉本　雄一 ﾖｼﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 駒込駅前みどり法律事務所 東京都豊島区駒込1-35-3 駒込ﾀｳﾝﾌﾞﾘｰｽﾞ704 03-6912-2670 03-6912-2673

吉原　祐介 ﾖｼﾜﾗ ﾕｳｽｹ ひかり総合法律事務所 東京都港区虎ﾉ門2-3-22 第一秋山ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ6階 03-3597-8701 03-3597-8140

ワ 若松　牧 ﾜｶﾏﾂ ﾏｷ － 東京都

早稲田　祐美子 ﾜｾﾀﾞ ﾕﾐｺ 東京六本木法律特許事務所 東京都港区六本木1-7-27 全特六本木ﾋﾞﾙ5F 03-5575-2490 03-5575-2491

和田　祐造 ﾜﾀﾞ ﾕｳｿﾞｳ 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 東京都港区西虎ﾉ門2-10-1 虎ﾉ門ﾂｲﾝﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ東棟16F 03-5561-8550 03-5561-8558

渡辺　光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 中村合同特許法律事務所 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ﾋﾞﾙ6階 03-3211-8741 03-3214-6367

渡邊　敏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 渡辺特許法律事務所 東京都新宿区四谷三栄町6-17 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ四谷2F 03-3356-4350 03-3356-4352

渡辺　昇一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ ライツ法律特許事務所 東京都中央区銀座4-10-3 ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ8F 03-3547-3761 03-3547-3760

渡部　朋広 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ インテグラル法律事務所 東京都港区西新橋1-7-13 ﾅﾝｻ虎ﾉ門ﾋﾞﾙ5F 03-3519-3017 03-3519-3022

渡邉　弘志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ 牛島総合法律事務所 東京都千代田区永田町2-11-1 山王ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ14F 03-5511-3232 03-5511-3258

渡邉　遼太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 東京八丁堀法律事務所 東京都港区麻布台1‐11‐9 BPRﾌﾟﾚｲｽ神谷町6階 03-6441-3320 03-6441-3325

【神奈川県】

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事務所名 事務所住所 建物名 電話 ＦＡＸ

伊澤　一美 ｲｻﾞﾜ ｶｽﾞﾐ 伊澤法律事務所 神奈川県横浜市中区海岸通4-23 ﾏﾘﾝﾋﾞﾙ5F 045-264-8808 045-264-8886

猪野　匡史 ｲﾉ ﾏｻｼ アスールたまプラ法律事務所 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-4-1 たまﾌﾟﾗｰｻﾞSTﾋﾞﾙ302 050-8880-2170 045-532-3400

加藤　正太 ｶﾄｳ ｼｮｳﾀ 未来創造弁護士法人 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15 横浜STﾋﾞﾙ7階 045-624-8818 045-624-8086

佐々木　光春 ｻｻｷ ﾐﾂﾊﾙ 法律事務所　佐 神奈川県横浜市中区日本大通11 横浜情報文化ｾﾝﾀｰ10F 045-263-6127 045-263-6128

佐藤　栄晃 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ みなと綜合法律事務所 神奈川県横浜市中区日本大通14 KN日本大通ﾋﾞﾙ4F 045-641-2816 045-641-2845

鈴木　一徳 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾉﾘ かわさき中央法律事務所 神奈川県川崎市川崎区宮前町8-18 井口ﾋﾞﾙ301 044-223-5090 044-223-5091

高橋　理一郎 ﾀｶﾊｼ ﾘｲﾁﾛｳ Ｒ＆Ｇ横浜法律事務所 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2 横浜ﾌﾞﾙｰｱﾍﾞﾆｭｰ2F 045-671-9561 045-671-9523

辻居　弘平 ﾂｼﾞｲ ｺｳﾍｲ 日本大通り法律事務所 神奈川県横浜市中区日本大通18 KRCﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ5F 045-664-5291 045-664-5292

仁平　信哉 ﾆﾍｲ ｼﾝﾔ 弁護士法人仁平総合法律事務所 神奈川県横浜市中区住吉町4-45-1 横浜新関内ﾋﾞﾙ7F 045-662-8619 045-662-0659

引地　麻由子 ﾋｷﾁ ﾏﾕｺ 川崎グリーン法律事務所 神奈川県川崎市川崎区駅前本町15-5 十五番館ﾋﾞﾙ1002 044-221-5254 044-330-0383

星原　正明 ﾎｼﾊﾗ ﾏｻｱｷ 星原法律事務所 神奈川県横浜市中区常盤町1-2-1 関内電子ﾋﾞﾙ2F B 045-319-4536 045-319-4537

松浦　光明 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾂｱｷ 港都綜合法律事務所 神奈川県横浜市中区住吉町1-6 MPS関内401 045-671-9233 045-671-9864

松岡　明生 ﾏﾂｵｶ ｱｷｵ 松岡法律事務所 神奈川県横浜市中区南仲通1-13 ｱｰﾙ･ｹｰﾌﾟﾗｻﾞ横浜関内107 045-226-0260 045-226-0260

松岡　宏祐 ﾏﾂｵｶ ｺｳｽｹ 溝の口総合法律事務所 神奈川県川崎市高津区溝口1-19-11 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｰﾙ溝ﾉ口703 044-712-0152 044-712-0252

丸山　慧師 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｼ みなとみらい中央法律事務所 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1 みなとみらいｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ19階 045-345-5940 045-330-4829

毛利　峰子 ﾓｳﾘ ﾐﾈｺ － 神奈川県

【埼玉県】

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事務所名 事務所住所 建物名 電話 ＦＡＸ

上床　栄次朗 ｳﾜﾄｺ ｴｲｼﾞﾛｳ うわとこ法律事務所 埼玉県さいたま市南区南浦和2-41-7 大東ﾋﾞﾙ301号 048-764-8562 048-764-8563

大木　健司 ｵｵｷ ｹﾝｼﾞ 栄光法律事務所 埼玉県越谷市南越谷4-11-1 南越谷株竹ﾋﾞﾙ3F 048-961-5005 048-961-5007

桶川　聡 ｵｹｶﾞﾜ ｻﾄｼ 弁護士法人みずほ中央法律事務所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-9-18 大宮三貴ﾋﾞﾙ4F 048-657-2030 048-657-2031

髙木　太郎 ﾀｶｷ ﾀﾛｳ 埼玉総合法律事務所 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-1 東和ﾋﾞﾙ4F 048-862-0800 048-866-0425

高野　哲好 ﾀｶﾉ ｱｷﾖｼ たかの県庁前法律事務所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-6 武笠ﾋﾞﾙⅠ5F 048-826-7223 048-826-7224

辻本　恵太 ﾂｼﾞﾓﾄ ｹｲﾀ オレンジ法律事務所 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-10 ｼﾝﾃｲ大宮ﾋﾞﾙ5F 048-782-5757 048-782-5758

野口　英明 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｱｷ 野口英明法律事務所 埼玉県熊谷市仲町10 048-521-4171 048-523-9260
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【千葉県】

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事務所名 事務所住所 建物名 電話 ＦＡＸ

梅村　陽一郎 ｳﾒﾑﾗ ﾖｳｲﾁﾛｳ 弁護士法人リバーシティ法律事務所 千葉県市川市市川南1-9-23 京葉住設市川ﾋﾞﾙ5F 047-325-7378 047-325-7388

川村　勝之 ｶﾜﾑﾗ ｶﾂﾕｷ リフト法律事務所 千葉県千葉市中央区新町22-1 新町55ﾋﾞﾙ502 043-244-7115 043-244-7116

高木　正博 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾋﾛ すずらん法律事務所 千葉県船橋市湊町2-1-8 幸福ﾋﾞﾙ5F 047-433-8160 047-433-8180

玉真　聡志 ﾀﾏﾏ ｻﾄｼ たま法律事務所 千葉県松戸市松戸1834-15 ｷｭｰﾋﾞｯｸ松戸ﾋﾞﾙ6-B 047-712-1240 047-712-1241

南部　朋子 ﾅﾝﾌﾞ ﾄﾓｺ 弁護士法人リバーシティ法律事務所 千葉県市川市市川南1-9-23 京葉住設市川ﾋﾞﾙ5F 047-325-7378 047-325-7388

藤代　浩則 ﾌｼﾞｼﾛ ﾋﾛﾉﾘ 藤代法律事務所 千葉県千葉市中央区中央3-8-7 中央ｽｶｲﾋﾞﾙ8F 043-306-5460 043-306-5461

【茨城県】

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事務所名 事務所住所 建物名 電話 ＦＡＸ

安重　洋介 ｱﾝｼﾞｭｳ ﾖｳｽｹ 神栖法律事務所 茨城県神栖市神栖1-4-10 ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟﾚｽﾋﾞﾙ103 0299-95-9222 0299-95-9229

竹内　彩香 ﾀｹｳﾁ ｱﾔｶ くすの樹水戸法律事務所 茨城県水戸市城南1-2-43 NKCﾋﾞﾙ201 029-303-8101 029-303-8102

武田　彩織 ﾀｹﾀﾞ ｻｵﾘ インフィニティ法律事務所 茨城県水戸市泉町2-2-50 杉山ﾋﾞﾙ4F 029-291-8098 029-291-8089

長瀬　佑志 ﾅｶﾞｾ ﾕｳｼ 弁護士法人長瀬総合法律事務所 茨城県牛久市中央5-20-11 ﾖｼﾀﾞﾋﾞﾙ501 029-875-8180 050-3730-0060

【栃木県】

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事務所名 事務所住所 建物名 電話 ＦＡＸ

澤田　雄二 ｻﾜﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 宇都宮中央法律事務所 栃木県宇都宮市昭和1-7-9 宇都宮中央ﾋﾞﾙ 028-616-1933 028-616-1955

高木　光春 ﾀｶｷﾞ ﾐﾂﾊﾙ 弁護士法人高木光春法律事務所 栃木県宇都宮市鶴田3-1-1 028-647-3521 028-647-3526

布施　真紀子 ﾌｾ ﾏｷｺ 大川総合法律事務所 栃木県宇都宮市小幡1-1-27 KMGﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ小幡6F 028-615-7830 028-615-7850

【群馬県】

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事務所名 事務所住所 建物名 電話 ＦＡＸ

倉﨑　淳一 ｸﾗｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 高崎さや町法律事務所 群馬県高崎市鞘町20-1 高崎鞘町ﾋﾞﾙ203-2 027-384-2667 027-384-2668

小林　智昭 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｱｷ 小林法律事務所 群馬県藤岡市中栗須35-2 0274-24-4312 0274-24-4332

羽鳥　正靖 ﾊﾄﾘ ﾏｻﾔｽ たかさき法律事務所 群馬県高崎市請地町11-6 2F 027-325-9123 027-325-4101

山本　哲也 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ 弁護士法人山本総合法律事務所 群馬県高崎市緑町1-2-2 YKﾋﾞﾙ1F 027-384-3011 027-384-3022

【静岡県】

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事務所名 事務所住所 建物名 電話 ＦＡＸ

岡田　優 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾙ 芙蓉法律事務所 静岡県富士宮市万野原新田4073-12 ｸﾞﾗﾝ･ｼﾞｭﾃ2-101号 054-466-8922 054-333-5309

小木　丈生 ｵｷﾞ ﾀｹｵ － 静岡県

小谷　晋一 ｺﾀﾆ ｼﾝｲﾁ － 静岡県

坂野　史子 ｻｶﾉ ﾌﾐｺ 静岡のぞみ法律特許事務所 静岡県静岡市葵区西草深町9-4 054-251-3335 054-205-9593

杉田　直樹 ｽｷﾞﾀ ﾅｵｷ 追手町総合法律事務所 静岡県静岡市葵区追手町1-13 ｱｺﾞﾗ静岡ﾋﾞﾙ4F 054-255-2510 054-266-3510

鈴木　秀忠 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ マーブル法律事務所 静岡県裾野市平松474 TAKﾋﾞﾙⅡ202 055-995-0660 055-995-0661

関谷　綾子 ｾｷﾔ ｱﾔｺ 関谷法律事務所 静岡県静岡市葵区伝馬町18-14 Mﾋﾞﾙ2F 054-266-3005 054-266-3006

辻　慶典 ﾂｼﾞ ﾖｼﾉﾘ 辻慶典法律事務所 静岡県浜松市中区中央2-10-1 浜松青色会館4F 053-453-1561 053-454-6120

野末　寿一 ﾉｽﾞｴ ｼﾞｭｲﾁ 静岡のぞみ法律特許事務所 静岡県静岡市葵区西草深町9-4 054-251-3335 054-205-9593

堀尾　純矢 ﾎﾘｵ ｼﾞｭﾝﾔ 尽心法律特許事務所 静岡県静岡市葵区伝馬町9-10 NTﾋﾞﾙ4F 054-292-6533 054-333-9603

増田　英行 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ ときわ綜合法律事務所 静岡県静岡市葵区常磐町2-6-8 ﾄｰｶｲﾋﾞﾙ4F 054-272-6191 054-251-6139

宮田　逸江 ﾐﾔﾀ ｲﾂｴ 藤枝のぞみ法律特許事務所 静岡県藤枝市田沼1-18-2 土屋ﾋﾞﾙ401 054-631-5012 054-631-5013

村上　亜喜央 ﾑﾗｶﾐ ｱｷｵ 山崎法律事務所 静岡県浜松市中区中央1-3-6 浜松ｲｰｽﾄｾﾌﾞﾝ204 053-455-1766 053-455-8810

山本　正幸 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾕｷ まどか法律事務所 静岡県静岡市葵区呉服町1-1-14 呉服町圭田ﾋﾞﾙ7階 054-255-2819 054-251-6668

渡邊　裕太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀﾛｳ まどか法律事務所 静岡県静岡市葵区呉服町1-1-14 呉服町圭田ﾋﾞﾙ7階 054-255-2819 054-251-6668

【山梨県】

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事務所名 事務所住所 建物名 電話 ＦＡＸ

齋藤　祐次郎 ｻｲﾄｳ ﾕｳｼﾞﾛｳ 齋藤祐次郎法律事務所 山梨県甲府市丸の内2-12-1 ﾐｻﾄﾋﾞﾙ4F 055-226-0815 055-226-0816

土橋　順 ﾄﾞﾊﾞｼ ｼﾞｭﾝ 土橋法律特許事務所 山梨県甲府市池田3-3-24 055-225-5604 055-253-2519

吉澤　宏治 ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ 古屋法律会計事務所 山梨県甲府市北口1-1-8 甲府北口ﾋﾞﾙ4F 055-254-3915 055-251-5660
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【長野県】

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事務所名 事務所住所 建物名 電話 ＦＡＸ

愛川　直秀 ｱｲｶﾜ ﾅｵﾋﾃﾞ 愛川法律事務所 長野県松本市中央2-8-23 津村ﾋﾞﾙ5F 0263-36-7300 0263-36-7306

青木　寛文 ｱｵｷ ﾋﾛﾌﾐ 弁護士法人宮澤法律事務所 長野県長野市妻科422 026-232-2385 026-232-2386

倉﨑　哲矢 ｸﾗｻｷ ﾃﾂﾔ 倉﨑・小林法律事務所 長野県長野市岡田町166-1 森ﾋﾞﾙ新館8F3 026-213-7455 026-213-7456

栗林　正清 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷﾖ 栗林正清法律事務所 長野県長野市南県町1082 KOYO南県町ﾋﾞﾙ4F 026-235-4757 026-235-4758

五味　弘行 ｺﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ 五味法律事務所 長野県諏訪市諏訪1-5-12 026-653-6203 026-652-2031

竹内　喜宜 ﾀｹｳﾁ ｷﾖｼ 竹内喜宜法律事務所 長野県長野市桜枝町1177-5 026-235-0885 026-235-0301

田中　良平 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾍｲ 田中善助法律事務所 長野県長野市大字中御所166-8 026-227-8399 026-228-9402

中嶌　知文 ﾅｶｼﾏ ﾄﾓﾌﾐ 中嶌法律事務所 長野県長野市県町466-8 026-238-2646 026-235-4522

宮坂　大吾 ﾐﾔｻｶ ﾀﾞｲｺﾞ 宮坂大吾法律事務所 長野県岡谷市中央町2-15-13 0266-22-8011 0266-22-8012

山下　潤 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝ 上田シティ法律事務所 長野県上田市常磐城5-3-3 ﾄｷﾜﾋﾞﾙ2階 0268-71-5782 0268-71-5783

【新潟県】

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事務所名 事務所住所 建物名 電話 ＦＡＸ

阿部　理順 ｱﾍﾞ ﾖｼﾕｷ 片桐・坂西・阿部法律事務所 新潟県三条市東三条1-5-1 川商ﾋﾞﾙ2階 0256-34-7731 0256-35-6340

今井　慶貴 ｲﾏｲ ﾔｽﾀｶ 弁護士法人一新総合法律事務所 新潟県新潟市中央区新光町10-2 技術士ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙⅠ 7F 025-280-1111 025-280-1112

菊池　弘之 ｷｸﾁ ﾋﾛﾕｷ 柾谷小路法律特許税務事務所 新潟県新潟市中央区花町2069 新潟花町ﾋﾞﾙ2F 025-224-9866 025-224-9870

黒田　隆史 ｸﾛﾀﾞ ﾀｶｼ 黒田特許法律事務所 新潟県長岡市今朝白3-3-1 0258-30-0500 0258-30-0555

相馬　卓 ｿｳﾏ ﾀｶｼ にいがた国際法律事務所 新潟県新潟市中央区関屋松波町3-280-2 025-374-0785 025-333-0633

髙野　泰夫 ﾀｶﾉ ﾔｽｵ 高野泰夫法律事務所 新潟県新潟市中央区西堀通四番町259-58 西堀青藍館601 025-224-9504 025-228-3339

橘　里香 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾘｶ 弁護士法人一新総合法律事務所 新潟県新潟市中央区新光町10-2 技術士ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙⅠ 7F 025-280-1111 025-280-1112

中川　正一 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ 弁護士法人一新総合法律事務所新発田事務所 新潟県新発田市中央町4-2-6 0254-21-4300 0254-21-4343

若槻　良宏 ﾜｶﾂｷ ﾖｼﾋﾛ 弁護士法人青山法律事務所 新潟県新潟市中央区学校町通一番町12 市役所前ﾋﾞﾙ5F 025-222-7788 025-222-7786
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