弁護士知財ネット

◎２０２１年１２月１日現在

近畿地域会

会員名簿（５０音順）

（大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県）

【大阪府】
氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

事務所名

事務所住所

建物名

電話

ＦＡＸ

ア 阿部

隆徳

ｱﾍﾞﾀｶﾉﾘ

阿部国際総合法律事務所

大阪府大阪市中央区城見1-3-7

松下IMPﾋﾞﾙ

06-6949-1496

06-6949-1487

飯村

佳夫

ｲｲﾑﾗ ﾖｼｵ

はばたき綜合法律事務所

大阪府大阪市北区西天満4-8-17

宇治電ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ11F

06-6363-7800

06-6363-8200

池下

利男

ｲｹｼﾀ ﾄｼｵ

池下法律特許事務所

大阪府大阪市北区西天満5-9-7

西天満ﾕｰﾄﾋﾞﾙ601

06-6367-6390

06-6361-6391

池田

聡

ｲｹﾀﾞ ｻﾄｼ

中之島シティ法律事務所

大阪府大阪市北区中之島2-2-2

大阪中之島ﾋﾞﾙ9階

06-6203-2355

06-6203-2356

井坂

和香子

ｲｻｶ ﾜｶｺ

TMI総合法律事務所

大阪府大阪市北区角田町8-1

梅田阪急ﾋﾞﾙｵﾌｨｽﾀﾜｰ36階

06-6311-0577

06-6311-3978

伊豆

浩幸

ｲｽﾞ ﾋﾛﾕｷ

弁護士法人ブレインハート法律事務所大阪オフィス

大阪府大阪市北区西天満4-11-6

ｳｪﾘｽ西天満304

06-6585-0678

06-6585-0214

市川

聡毅

ｲﾁｶﾜ ｱｷﾀｶ

―

大阪府

井上

敬

ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ

―

大阪府

今田

早紀

ｲﾏﾀﾞ ｻｷ

エートス法律事務所

大阪府大阪市北区西天満3-14-16

西天満ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ3号館7階

06-6365-1728

06-6365-1724

岩井

泉

ｲﾜｲ ｲｽﾞﾐ

協和綜合法律事務所

大阪府大阪市北区角田町8-1

梅田阪急ﾋﾞﾙｵﾌｨｽﾀﾜｰ34F

06-6311-8800

06-6311-8806

岩坪

哲

ｲﾜﾂﾎﾞ ﾃﾂ

岩坪総合法律事務所

大阪府大阪市中央区今橋2-2-2

南都銀行大阪北浜ﾋﾞﾙ8F

06-6222-8055

06-6222-8056

上田

裕康

ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾔｽ

アンダーソン･毛利･友常法律事務所

大阪府大阪市北区大深町3-1

ｸﾞﾗﾝﾌﾛﾝﾄ大阪ﾀﾜｰB24F

06-6485-5702

06-6485-5701

内田

誠

ｳﾁﾀﾞ ﾏｺﾄ

iCraft法律事務所

大阪府大阪市北区東天満2-9-1

若杉ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ本館8F

06-4800-2432

06-4800-2433

大川

治

ｵｵｶﾜ ｵｻﾑ

堂島法律事務所

大阪府大阪市中央区北浜2-3-9

入商八木ﾋﾞﾙ2F

06-6201-4456

06-6201-0362

大砂

裕幸

ｵｵｽﾅ ﾋﾛﾕｷ

船場中央法律事務所

大阪府大阪市中央区伏見町2-5-7

岡田伏見町ﾋﾞﾙ5F

06-6228-0088

06-6228-0258

大住

洋

ｵｵｽﾐ ﾋﾛｼ

小松法律特許事務所

大阪府大阪市北区中之島2-2-2

大阪中之島ﾋﾞﾙ8F

06-6221-3355

06-6221-3344

大水

勇

ｵｵﾐｽﾞ ｲｻﾑ

ＴＭＩ総合法律事務所大阪オフィス

大阪府大阪市北区角田町8-1

梅田阪急ﾋﾞﾙｵﾌｨｽﾀﾜｰ36階

06-6311-0577

06-6311-3978

尾崎

雅俊

ｵｻﾞｷ ﾏｻﾄｼ

辰野・尾崎・藤井法律事務所

大阪府大阪市中央区今橋4-3-18

HK今橋ﾋﾞﾙ9F

06-6209-8880

06-6209-8881

一真

ｶｲ ｶｽﾞﾏ

弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所

大阪府大阪市北区西天満4-3-25

梅田ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ4F

06-6364-2764

06-6311-1074

片岡

利雄

ｶﾀｵｶ ﾄｼｵ

片岡利雄法律事務所

大阪府大阪市北区西天満5-6-10

富田町ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ503号

06-6360-1811

06-6360-1822

加藤

幸江

ｶﾄｳ ｻﾁｴ

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

幸田ﾋﾞﾙ11F

06-6365-8111

06-6365-8289

加藤

卓

ｶﾄｳ ｽｸﾞﾙ

金子・中・橋本法律特許事務所

大阪府大阪市北区西天満4-3-25

梅田ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ別館9階

06-6364-6411

06-6364-6410

加藤

真朗

ｶﾄｳ ﾏｻﾛｳ

加藤＆パートナーズ法律事務所

大阪府大阪市北区西天満4-8-17

宇治電ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1106

06-6312-6001

06-6312-6010

釜田

佳孝

ｶﾏﾀﾞ ﾖｼﾀｶ

大和法律事務所

大阪府大阪市北区西天満6-7-4

大阪弁護士ﾋﾞﾙ5F511号

06-6361-7113

06-6361-7114

川口

伸也

ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾝﾔ

エース法律事務所

大阪府大阪市北区西天満6-7-2

新日本梅新ﾋﾞﾙ4F

06-6311-0527

06-6311-0528

川端

さとみ

ｶﾜﾊﾞﾀ ｻﾄﾐ

小松法律特許事務所

大阪府大阪市北区中之島2-2-2

大阪中之島ﾋﾞﾙ8F

06-6221-3355

06-6221-3344

北浦

誠一

ｷﾀｳﾗ ﾏｻｶｽﾞ

弁護士法人大阪船場法律事務所

大阪府大阪市中央区高麗橋3-2-7

ORIX高麗橋ﾋﾞﾙ3階

06-6223-22396

06-6223-2235

北岡

弘章

ｷﾀｵｶ ﾋﾛｱｷ

きたおか法律事務所

大阪府大阪市北区西天満5-9-7

西天満ﾕｰﾄﾋﾞﾙ401

06-6364-1180

06-6364-1181

木村

圭二郎

ｷﾑﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ

共栄法律事務所

大阪府大阪市中央区北浜3-7-12

東京建物大阪ﾋﾞﾙ8F

06-6222-5755

06-6222-5788

木村

修大

ｷﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ

船場法律事務所

大阪府大阪市中央区淡路町2-6-5

井上ﾋﾞﾙ2階

06-6210-1306

06-6210-1307

ｷﾝ ﾖｼﾋｺ

ステラ法律事務所

大阪府大阪市北区西天満2-2-3

ﾕﾆｼｵ西天満二丁目6F B06

06-6361-1777

06-6361-1778

カ 甲斐

金

啓彦

大阪オフィス

久世

勝之

ｸｾ ｶﾂﾕｷ

久田原・久世法律事務所

大阪府大阪市北区芝田2-1-18

西阪急ﾋﾞﾙ8F

06-6371-6023

06-6373-0154

栗原

良扶

ｸﾘﾊﾗ ﾖｼｵ

はばたき綜合法律事務所

大阪府大阪市北区西天満4-8-17

宇治電ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ11F

06-6363-7800

06-6363-8200

黒根

祥行

ｸﾛﾈ ﾖｼﾕｷ

ふくおか洋一法律事務所

大阪府茨木市永代町5

阪急駅前茨木ﾋﾞﾙ(ｿｼｵ1)3F311

072-631-5088

072-631-5087

小池

眞一

ｺｲｹ ｼﾝｲﾁ

小池綜合法律事務所

大阪府大阪市中央区平野町1-8-7

小池ﾋﾞﾙ11F

06-4708-7431

06-4708-7432

ｺｷﾞﾘﾏ ｼｭﾝｼﾞ

小切間法律事務所

大阪府大阪市北区西天満5-10-17

西天満ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ3F

06-6364-0206

06-6364-0207

小切間

俊司

小林

和弘

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ

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

中之島ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾀﾜｰ27F

06-6208-1500

06-6226-3055

小松

一雄

ｺﾏﾂ ｶｽﾞｵ

北浜法律事務所・外国法共同事業

大阪府大阪市中央区北浜1-8-16

大阪証券取引所ﾋﾞﾙ

06-6202-9536

06-6202-1080

小松

陽一郎

ｺﾏﾂ ﾖｳｲﾁﾛｳ

小松法律特許事務所

大阪府大阪市北区中之島2-2-2

大阪中之島ﾋﾞﾙ8F

06-6221-3355

06-6221-3344

近藤

剛史

ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ

近藤総合法律事務所

大阪府大阪市北区西天満5-1-3

南森町ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ6F

06-6314-1630

06-6314-1409

大亮

ｻｶﾈ ﾀﾞｲｽｹ

弁護士法人第一法律事務所

大阪府大阪市北区中之島2-2-7

中之島ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ24階

06-6227-1951

06-6227-1950

ｻﾄ ﾀｶﾕｷ

北浜法律事務所・外国法共同事業

大阪府大阪市中央区北浜1-8-16

大阪証券取引所ﾋﾞﾙ

06-6202-9549

06-6202-1080

サ 坂根
里

貴之

佐野

みず紀

ｻﾉ ﾐｽﾞｷ

弁護士法人勝浦総合法律事務所大阪オフィス

大阪府大阪市西区靱本町1-4-2

ﾌﾟﾗｲﾑ本町ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1階

06-6131-6375

06-6131-6376

塩田

千恵子

ｼｵﾀ ﾁｴｺ

プログレ法律特許事務所

大阪府大阪市中央区伏見町3-2-4

淀屋橋戸田ﾋﾞﾙ6F

06-6231-7330

06-6231-7575

重冨

貴光

ｼｹﾞﾄﾐ ﾀｶﾐﾂ

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

中之島ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾀﾜｰ27F

06-6208-1500

06-6226-3055

須知

赳

ｼｭｳﾁ ﾀｹｼ

須知法律事務所

大阪府大阪市北区西天満1-10-1

秋田ﾋﾞﾙ2F26号室

06-6362-7715

06-6362-6027

庄司

寛

ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛﾑ

庄司法律事務所

大阪府大阪市中央区南船場1-11-9

長堀八千代ﾋﾞﾙ8F A号室

06-6267-8917

06-6267-8918

ｼﾗﾊｾ ﾕﾐｺ

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

大阪府大阪市北区大深町3-1

ｸﾞﾗﾝﾌﾛﾝﾄ大阪ﾀﾜｰB 24F

06-6485-5706

06-6485-5701

白波瀬

悠美子

白木

裕一

ｼﾗｷ ﾕｳｲﾁ

協和綜合法律事務所

大阪府大阪市北区角田町8-1

梅田阪急ﾋﾞﾙｵﾌｨｽﾀﾜｰ34F

06-6311-8800

06-6311-880

新宅

正人

ｼﾝﾀｸ ﾏｻﾄ

新宅法律事務所

大阪府大阪市中央区北浜2-1-3

北浜清友会館9F

06-6233-7474

06-6233-7475

鈴木

興治

ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ

鈴木総合法律事務所

大阪府大阪市北区西天満6-7-4

大阪弁護士ﾋﾞﾙ201

06-6360-7310

06-6360-7320

角谷

洋一郎

ｽﾐﾀﾆ ﾖｳｲﾁﾛｳ

角谷法律事務所

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1

あべのﾍﾞﾙﾀ2階206

06-6684-9744

06-6684-9755

弁護士知財ネット

◎２０２１年１２月１日現在

芹田

近畿地域会

会員名簿（５０音順）

（大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県）

幸子

ｾﾘﾀ ｻﾁｺ

芹田法律事務所

大阪府大阪市北区南森町2-3-29

1202

06-6365-7306

06-6365-7279

俊司

ﾀｶﾉ ｼｭﾝｼﾞ

中本総合法律事務所

大阪府大阪市北区西天満5-9-3

ｱｰﾙﾋﾞﾙ本館5F

06-6364-6241

06-6364-6243

髙畑

豪太郎

ﾀｶﾊﾀ ｺﾞｳﾀﾛｳ

弁護士法人御堂筋法律事務所

大阪府大阪市中央区南船場4-3-11

大阪豊田ﾋﾞﾙ2F

06-6251-7266

06-6245-5520

滝井

朋子

ﾀｷｲ ﾄﾓｺ

滝井法律事務所

大阪府大阪市北区西天満4-7-1

北ﾋﾞﾙ1号館5F502号室

06-6362-9122

06-6362-9123

田中

敦

ﾀﾅｶ ｱﾂｼ

弁護士法人苗村法律事務所

大阪府大阪市北区西天満2-6-8

堂島ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ7階

06-4709-1170

06-4709-0130

田中

崇公

ﾀﾅｶ ﾀｶﾋﾛ

中之島中央法律事務所

大阪府大阪市北区中之島3-3-23

中之島ﾀﾞｲﾋﾞﾙ703

06-6441-3601

06-6444-1217

田中

千博

ﾀﾅｶ ﾁﾋﾛ

桜橋法律事務所

大阪府大阪市北区堂島2-2-2

近鉄堂島ﾋﾞﾙ19F

06-6344-5198

06-6344-5197

谷中

克行

ﾀﾆﾅｶ ｶﾂﾕｷ

谷中総合法律事務所

大阪府大阪市中央区本町4-4-10

本町ｾﾝﾄﾗﾙｵﾌｨｽ3F

06-6243-0788

06-6243-0789

田上

洋平

ﾀﾉｳｴ ﾖｳﾍｲ

弁護士法人関西法律特許事務所

大阪府大阪市中央区北浜2-5-23

小寺ﾌﾟﾗｻﾞ12F

06-6231-3210

06-6231-3377

千葉

あすか

ﾁﾊﾞ ｱｽｶ

小松法律特許事務所

大阪府大阪市北区中之島2-2-2

大阪中之島ﾋﾞﾙ8階

06-6221-3355

06-6221-3344

ﾂｼﾞ ｼﾞｭﾝｺ

辻法律特許事務所

大阪府大阪市北区西天満4-3-18

MF西天満ﾋﾞﾙ10F

06-6361-2880

06-6361-2881

ﾂｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ

辻村法律特許事務所

大阪府大阪市北区西天満2-5-2

H2O TOWER9F

06-6360-9831

06-6360-9832

ﾂﾂﾐ ｹｲｾｲ

ステラ法律事務所

大阪府大阪市北区西天満2-2-3

ﾕﾆｼｵ西天満二丁目B06

06-6361-1777

06-6361-1778

タ 鷹野

辻

淳子

辻村
堤

和彦
馨正

壷井

健一

ﾂﾎﾞｲ ｹﾝｲﾁ

にしてんま法律特許事務所

大阪府大阪市北区西天満5-15-18

実業ﾋﾞﾙ2階

06-6360-4350

06-6360-4351

常谷

麻子

ﾂﾈﾔ ｱｻｺ

土佐堀通り法律事務所

大阪府大阪市西区江戸堀1-15-27

ｱﾙﾃﾋﾞﾙ肥後橋5階

06-6479-1223

06-6479-1224

寺田

明日香

ﾃﾗﾀﾞ ｱｽｶ

Ｎ＆Ｔ法律事務所

大阪府大阪市中央区北浜3-1-21

松崎ﾋﾞﾙ8F

06-4707-7717

06-4707-7718

冨田

信雄

ﾄﾐﾀ ﾉﾌﾞｵ

弁護士法人関西法律特許事務所

大阪府大阪市中央区北浜2-5-23

小寺ﾌﾟﾗｻﾞ12F

06-6231-3210

06-6231-3377

豊島

ひろ江

ﾄﾖｼﾏ ﾋﾛｴ

中本総合法律事務所

大阪府大阪市北区西天満5-9-3

ｱｰﾙﾋﾞﾙ本館5F

06-6364-6241

06-6364-6243

豊田

崇裕

ﾄﾖﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

蒼生法律事務所

大阪府大阪市北区西天満4-1-20-301

06-6809-3033

06-6809-3034

俊太郎

ﾅｶｼﾏ ｼｭﾝﾀﾛｳ

弁護士法人淀屋橋法律事務所

大阪府大阪市中央区北浜2-2-22

北浜中央ﾋﾞﾙ6階

06-6203-7104

06-6229-0936

中島

清治

ﾅｶｼﾞﾏ ｾｲｼﾞ

瑞木総合法律事務所

大阪府大阪市中央区今橋2-3-16

MID今橋ﾋﾞﾙ4F

06-6231-6041

06-6231-6043

永田

貴久

ﾅｶﾞﾀ ﾀｶﾋｻ

プログレ法律特許事務所

大阪府大阪市中央区伏見町3-2-4

淀屋橋戸田ﾋﾞﾙ6F

06-6231-7330

06-6231-7575

中務

尚子

ﾅｶﾂｶｻ ﾅｵｺ

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

幸田ﾋﾞﾙ11F

06-6365-8111

06-6365-8289

中原

明子

ﾅｶﾊﾗ ｱｷｺ

小松法律特許事務所

大阪府大阪市北区中之島2-2-2

大阪中之島ﾋﾞﾙ8F

06-6221-3355

06-6221-3344

苗村

博子

ﾅﾑﾗ ﾋﾛｺ

弁護士法人苗村法律事務所

大阪府大阪市北区西天満2-6-8

堂島ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ7F

06-4709-1170

06-4709-0131

ﾆｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ

法律事務所かなめ

大阪府大阪市北区西天満4-1-15

西天満内藤ﾋﾞﾙ6F602

06-6361-2200

06-6361-2201

ﾆｼｾｺ ﾌﾐｵ

いちょう並木法律事務所

大阪府大阪市中央区北浜3-1-21

松崎ﾋﾞﾙ8F

06-4707-7717

06-4707-7718

ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

長谷川綜合法律事務所

大阪府大阪市中央区北浜1-1-20

三ﾂ星ﾋﾞﾙ7F

06-6227-0333

06-4256-2800

ナ 中嶋

仁戸田
西迫

康平
文夫

ハ 長谷川

裕

服部

廣志

ﾊｯﾄﾘ ﾋﾛｼ

服部法律事務所

大阪府大阪市北区西天満5-16-3

西天満ﾌｧｲﾌﾞﾋﾞﾙ8F805

06-6361-7711

06-6361-7712

浜口

廣久

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾋｻ

浜口総合法律事務所

大阪府大阪市中央区北浜3-1-12

萬成ﾋﾞﾙ2F

06-6232-2117

06-6232-2118

速見

禎祥

ﾊﾔﾐ ﾖｼﾔｽ

岩坪総合法律事務所

大阪府大阪市中央区今橋2-2-2

南都銀行大阪北浜ﾋﾞﾙ8F

06-6222-8055

06-6222-8056

ﾊﾗ ﾕｳｽｹ

小松法律特許事務所

大阪府大阪市北区中之島2-2-2

大阪中之島ﾋﾞﾙ8F

06-6221-3355

06-6221-3344

原

悠介

平野

和宏

ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾋﾛ

平野和宏法律特許事務所

大阪府大阪市北区中之島2-2-2

大阪中之島ﾋﾞﾙ2F

06-6233-1487

06-6233-1488

平野

惠稔

ﾋﾗﾉ ｼｹﾞﾄｼ

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

中之島ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾀﾜｰ27F

06-6208-1500

06-6226-3055

深坂

俊司

ﾌｶｻｶ ｼｭﾝｼﾞ

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

大阪府大阪市北区大深町3-1

ｸﾞﾗﾝﾌﾛﾝﾄ大阪ﾀﾜｰB 24F

06-6485-5700

06-6485-5701

深田

大介

ﾌｶﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

アンダーソン・毛利・友常法律事務所大阪オフィス

大阪府大阪市北区大深町3-1

ｸﾞﾗﾝﾌﾛﾝﾄ大阪ﾀﾜｰB24階

06-6485-5700

06-6485-5701

福本

洋一

ﾌｸﾓﾄ ﾖｳｲﾁ

弁護士法人第一法律事務所

大阪府大阪市北区中之島2-2-7

中之島ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ24F

06-6227-1951

06-6227-1950

藤川

義人

ﾌｼﾞｶﾜ ﾖｼﾄ

弁護士法人淀屋橋・山上合同

大阪府大阪市中央区平野町4-2-3

ｵｰﾋﾞｯｸ御堂筋ﾋﾞﾙ9階

06-6202-3355

06-6202-3375

藤田

圭介

ﾌｼﾞﾀ ｹｲｽｹ

弁護士法人響

大阪府大阪市中央区淡路町2-4-3

ISOﾋﾞﾙ6階

06-6208-2341

06-6208-2342

藤田

知美

ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾐ

弁護士法人イノベンティア

大阪府大阪市北区梅田2-4-9

ﾌﾞﾘｰｾﾞﾀﾜｰ12F

06-6346-7580

06-6346-7582

藤野

睦子

ﾌｼﾞﾉ ﾑﾂｺ

小松法律特許事務所

大阪府大阪市北区中之島2-2-2

大阪中之島ﾋﾞﾙ8F

06-6221-3355

06-6221-3344

藤村

慎也

ﾌｼﾞﾑﾗ ｼﾝﾔ

親和法律事務所

大阪府大阪市北区西天満1-7-20

JIN ORIXﾋﾞﾙ3F

06-6363-6377

06-6363-6397

藤本

一郎

ﾌｼﾞﾓﾄ ｲﾁﾛｳ

弁護士法人創知法律事務所

大阪府大阪市中央区北浜1-9-15

EM北浜ﾋﾞﾙ5F

06-4708-3260

06-4708-3280

藤本

英二

ﾌｼﾞﾓﾄ ｴｲｼﾞ

藤本法律特許事務所

大阪府大阪市都島区片町2-8-14

大阪城北詰藤本ﾋﾞﾙ

06-6352-5169

06-6352-7629

古川

智祥

ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾖｼ

小原法律特許事務所

大阪府大阪市北区南森町2-2-7

ｼﾃｨ･ｺｰﾎﾟ南森町902

06-6313-1208

06-6313-1209

古庄

俊哉

ﾌﾙｼｮｳ ﾄｼﾔ

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

中之島ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾀﾜｰ27F

06-6208-1500

06-6226-3055

細井

大輔

ﾎｿｲ ﾀﾞｲｽｹ

かける法律事務所

大阪府大阪市中央区北浜2-5-23

小寺ﾌﾟﾗｻﾞ6F

06-6484-6071

06-6484-6072

大阪オフィス

弁護士知財ネット
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堀田
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（大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県）

健

ﾎｯﾀ ｹﾝ

上原合同法律事務所

大阪府大阪市北区太融寺町5-15

梅田ｲｰｽﾄﾋﾞﾙ9F

06-6362-6463

06-6365-6463

直輝

ﾏｴｶﾜ ﾅｵｷ

Maekawa国際法律事務所

大阪府大阪市中央区平野町3-1-10

ｵｰｾﾝﾃｨｯｸ淀屋橋102

06-6123-7716

06-6224-0238

前嶋

幸子

ﾏｴｼﾞﾏ ﾕｷｺ

法律事務所リアン肥後橋

大阪府大阪市西区江戸堀1-8-17

ｲｰｴﾑ肥後橋701

06-6448-0715

06-6448-0716

待場

豊

ﾏﾁﾊﾞ ﾕﾀｶ

アイマン総合法律事務所

大阪府大阪市中央区備後町2-4-6

森田ﾋﾞﾙ6F

06-6201-0500

06-6227-0098

松井

保仁

ﾏﾂｲ ﾔｽﾋﾄ

弁護士法人錦橋法律事務所

大阪府大阪市西区江戸堀1-15-20

丸大肥後橋ﾋﾞﾙ5階

06-6444-3535

06-6444-3536

松井

良雄

ﾏﾂｲ ﾖｼｵ

永楽法律事務所

大阪府大阪市北区曽根崎新地1-9-8-4階

050-3579-5942

050-3606-2627

松岡

伸晃

ﾏﾂｵｶ ﾉﾌﾞｱｷ

大阪国際綜合法律事務所

大阪府大阪市西区靱本町1-6-10

本町西井ﾋﾞﾙ7F

06-6446-1123

06-6446-1121

松村

信夫

ﾏﾂﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ

プログレ法律特許事務所

大阪府大阪市中央区伏見町3-2-4

淀屋橋戸田ﾋﾞﾙ6F

06-6231-7330

06-6231-7575

松本

響子

ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳｺ

レクシア特許法律事務所

大阪府大阪市北区中之島6-2-40

中之島ｲﾝﾃｽ21F

06-4256-8135

06-4256-8136

松本

司

ﾏﾂﾓﾄ ﾂｶｻ

弁護士法人関西法律特許事務所

大阪府大阪市中央区北浜2-5-23

小寺ﾌﾟﾗｻﾞ12F

06-6231-3210

06-6231-3377

松本

好史

ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ

弁護士法人三宅法律事務所

大阪府大阪市中央区今橋3-3-13

ﾆｯｾｲ淀屋橋ｲｰｽﾄ16F

06-6202-7873

06-6202-5089

溝上

哲也

ﾐｿﾞｶﾞﾐ ﾃﾂﾔ

弁護士法人バリュープラス

大阪府大阪市西区靱本町1-10-4

本町井出ﾋﾞﾙ2F

06-6441-0391

06-6443-0386

村本

武志

ﾑﾗﾓﾄ ﾀｹｼ

太平洋法律事務所

大阪府大阪市中央区高麗橋2-3-9

星和高麗橋ﾋﾞﾙ3F

06-6222-9180

06-6222-9280

室谷

和彦

ﾑﾛﾀﾆ ｶｽﾞﾋｺ

室谷法律事務所

大阪府大阪市中央区北浜3-2-12

北浜永和ﾋﾞﾙ3F

06-6233-6612

06-6233-6602

目方

研次

ﾒｶﾀ ｹﾝｼﾞ

エヴィス法律会計事務所

大阪府大阪市中央区高麗橋4-3-7

北ﾋﾞﾙ4F

06-4707-8004

06-4707-8006

森本

純

ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾝ

金子・中・橋本法律特許事務所

大阪府大阪市北区西天満4-3-25

梅田ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ別館9F

06-6364-6411

06-6364-6410

雄太

ﾔｸﾞﾗ ﾕｳﾀ

中之島シティ法律事務所

大阪府大阪市北区中之島2-2-2

大阪中之島ﾋﾞﾙ9階

06-6203-2355

06-6203-2356

安田

健一

ﾔｽﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

堂島法律事務所

大阪府大阪市中央区北浜2-3-9

入商八木ﾋﾞﾙ2F

06-6201-0444

06-6201-0404

山上

和則

ﾔﾏｶﾞﾐ ｶｽﾞﾉﾘ

弁護士法人淀屋橋・山上合同

大阪府大阪市中央区平野町4-2-3

ｵｰﾋﾞｯｸ御堂筋ﾋﾞﾙ9F

06-6202-1667

06-6202-1668

山上

誠

ﾔﾏｶﾞﾐ ﾏｺﾄ

やまがみ法律特許事務所

大阪府大阪市中央区平野町3-3-7

ﾆｭｰﾗｲﾌ平野町1004

050-6865-3354

06-7632-432

山崎

道雄

ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾁｵ

立進法律特許事務所

大阪府西区京町堀1-4-16

ｾﾝﾁｭﾘｰﾋﾞﾙ2F

06-7507-1816

06-7507-1833

山下

英久

ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞﾋｻ

山下綜合法律事務所

大阪府大阪市北区西天満4-6-19

北ﾋﾞﾙ2号館504号室

06-6360-6380

06-6360-6382

山田

威一郎

ﾔﾏﾀﾞ ｲｲﾁﾛｳ

レクシア特許法律事務所

大阪府大阪市北区中之島6-2-40

中之島ｲﾝﾃｽ21階

06-425-8135

06-4256-8136

山本

忠雄

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞｵ

山本総合法律事務所

大阪府大阪市中央区今橋3-2-20

洪庵日生ﾋﾞﾙ8F

06-6229-2441

06-6229-2442

横尾

和也

ﾖｺｵ ｶｽﾞﾔ

弁護士法人ＳＯＬＡ法律事務所

大阪府大阪市北区西天満4-6-19

北ﾋﾞﾙ2号館301

06-6361-0808

06-6361-0809

マ 前川

ヤ 矢倉

【京都府】
氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

事務所名

事務所住所

建物名

電話

ＦＡＸ

粟野

浩之

ｱﾜﾉ ﾋﾛﾕｷ

弁護士法人みやこ法律事務所

京都府京都市中京区堺町通御池下る

吉岡御池ﾋﾞﾙ8階

075-211-4433

075-221-2004

伊原

友己

ｲﾊﾗ ﾄﾓｷ

三木・伊原法律特許事務所

京都府京都市中京区御池通間之町東入

御池ﾋﾞﾙ3F

075-256-3068

075-255-1683

享

ｵｵｸﾎﾞ ｱｷﾗ

夷川通り法律事務所

京都府京都市中京区夷川通富小路西入俵屋町300

ﾑﾛﾋﾞﾙ2階

075-231-0026

075-212-3339

大倉

英士

ｵｵｸﾗ ﾋﾃﾞｼ

中京法律事務所

京都府京都市中京区蒔絵屋町267

烏丸二条ﾋﾞﾙ4F

075-708-2020

075-708-2021

加古

尊温

ｶｺ ﾀｶﾊﾙ

加古総合法律特許事務所

京都府長岡京市開田4-9-6

ﾍﾟｶﾞｻｽﾋﾞﾙ3階

075-959-1010

075-959-1015

金子

恭介

ｶﾈｺ ｷｮｳｽｹ

アクシス法律事務所

京都府京都市中京区竹屋町通烏丸西入ﾙ

ｼﾞｭﾝｱｰﾄﾋﾞﾙ2F

075-252-2255

075-252-2256

草地

邦晴

ｸｻﾁ ｸﾆﾊﾙ

御池総合法律事務所

京都府京都市中京区烏丸御池東入

ｱｰﾊﾞﾈｯｸｽ御池ﾋﾞﾙ東館6F

075-222-0011

075-222-0012

小原

路絵

ｺﾊﾗ ﾐﾁｴ

御池総合法律事務所

京都府京都市中京区烏丸御池東入

ｱｰﾊﾞﾈｯｸｽ御池ﾋﾞﾙ東館6F

075-222-0011

075-222-0012

竹中

芳晴

ﾀｹﾅｶ ﾖｼﾊﾙ

京都シティ法律事務所

京都府京都市中京区間之町通御池西南角

京ﾋﾞﾙ2号館5F

075-256-4650

075-256-4651

富田

詩織

ﾄﾐﾀﾞ ｼｵﾘ

―

京都府

豊田

幸宏

ﾄﾖﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ

洛友法律事務所

京都府京都市中京区烏丸通押小路上ﾙ秋野々町535

日土地京都ﾋﾞﾙ3F

075-222-7007

075-211-7722

ﾅｶｾｺ ﾋﾛﾕｷ

弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所京都事務所

京都府京都市下京区室町通綾小路上る鶏鉾町480

ｵﾌｨｽﾜﾝ四条烏丸1002

075-353-5375

075-353-5374

ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾀ

三木・伊原法律特許事務所

京都府京都市中京区御池通間之町東入

御池ﾋﾞﾙ3階

075-256-3068

075-255-1683

ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｹﾊﾙ

関西生祥法律事務所

京都府京都市中京区六角通烏丸西入骨屋町143

G&Gﾋﾞﾙ401

075-256-8131

075-256-8133

大久保

中世古
橋本

裕之
祐太

長谷川

武治

幡地

央次

ﾊﾀｼﾞ ﾁｶﾂｸﾞ

紫葵法律事務所

京都府京都市下京区中堂寺粟田町93

KRP4号館3階KRP BIZ NEXT

075-315-9386

050-3606-3203

東岡

由希子

ﾋｶﾞｼｵｶ ﾕｷｺ

夷川通り法律事務所

京都府京都市中京区夷川通富小路西入俵屋町300

ﾑﾛﾋﾞﾙ2階

075-231-0026

075-212-3339

拾井

美香

ﾋﾛｲ ﾐｶ

京都総合法律事務所

京都府京都市中京区河原町二条南西角

河原町二条ﾋﾞﾙ5F

075-256-2560

075-256-2561

松﨑

和彦

ﾏﾂｻﾞｷ ｶｽﾞﾋｺ

京都あかつき法律事務所

京都府京都市中京区御幸町通竹屋町上ﾙ毘沙門町537

新井ﾋﾞﾙ3-1

075-256-1500

075-256-1501

若竹

宏諭

ﾜｶﾀｹ ﾋﾛﾂｸﾞ

御池総合法律事務所

京都府京都市中京区烏丸御池東入

ｱｰﾊﾞﾈｯｸｽ御池ﾋﾞﾙ東館6階

075-222-0011

075-222-0012

弁護士知財ネット

◎２０２１年１２月１日現在

近畿地域会

会員名簿（５０音順）

（大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県）

【兵庫県】
氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

事務所名

事務所住所

建物名

電話

ＦＡＸ

石橋

伸子

ｲｼﾊﾞｼ ﾉﾌﾞｺ

弁護士法人神戸シティ法律事務所

兵庫県神戸市中央区江戸町98-1

東町･江戸町ﾋﾞﾙ5F

078-393-1350

078-393-2250

上原

隆志

ｳｴﾊﾗ ﾀｶｼ

シノディア法律事務所

兵庫県神戸市中央区明石町32

明海ﾋﾞﾙ7階

078-335-0651

078-335-0650

榎本

祐規

ｴﾉﾓﾄ ﾕｳｷ

榎本・中西法律事務所

兵庫県西宮市産所町14-5

ﾆｭｰﾄﾝﾋﾞﾙ西宮301

0798-37-3655

0798-37-3656

柿沼

太一

ｶｷﾇﾏ ﾀｲﾁ

STORIA法律事務所

兵庫県神戸市中央区東町123-1

貿易ﾋﾞﾙ8F

078-391-0232

078-391-0233

金山

耕平

ｶﾅﾔﾏ ｺｳﾍｲ

かなやま総合法律事務所

兵庫県神戸市中央区相生町1-1-16

ｸﾛｴﾋﾞﾙ501号

078-381-9350

078-381-9450

小松

栄二郎

ｺﾏﾂ ｴｲｼﾞﾛｳ

小松栄二郎法律事務所

兵庫県伊丹市昆陽2-26

中島ﾋﾞﾙ3階

072-775-5868

072-775-5878

坂田

晃祐

ｻｶﾀ ｺｳｽｹ

STORIA法律事務所

兵庫県神戸市中央区東町123-1

貿易ﾋﾞﾙ8階

078-391-0232

078-391-0233

佐藤

祥徳

ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ

神戸中央法律事務所

兵庫県神戸市中央区三宮町2-11-1

ｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｻﾞ西館501

078-331-6525

078-332-1549

柴田

眞里

ｼﾊﾞﾀ ﾏﾘ

フローラ法律事務所

兵庫県神戸市中央区中町通2-3-2

三共神戸ﾂｲﾝﾋﾞﾙ8F

078-367-6777

078-367-6888

新熊

聡

ｼﾝｸﾏ ｻﾄｼ

―

兵庫県

杉浦

健二

ｽｷﾞｳﾗ ｹﾝｼﾞ

STORIA法律事務所

兵庫県神戸市中央区東町123-1

貿易ﾋﾞﾙ8F

078-391-0232

078-391-0233

杉原

努

ｽｷﾞﾊﾗ ﾂﾄﾑ

神戸海都法律事務所

兵庫県神戸市中央区海岸通8

神港ﾋﾞﾙ7F

078-321-6688

078-321-6690

高木

佐和子

ﾀｶｷﾞ ｻﾜｺ

シノディア法律事務所

兵庫県神戸市中央区明石町32

明海ﾋﾞﾙ7階

078-335-0651

078-335-0650

中島

賢二郎

ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞﾛｳ

栄町法律事務所

兵庫県神戸市中央区元町通6-1-1

栄ﾋﾞﾙ4F403

078-367-3611

078-367-3614

中田

篤志

ﾅｶﾀ ｱﾂｼ

篤志法律事務所

兵庫県神戸市中央区栄町通2-4-7

NRﾋﾞﾙ3階

078-224-5359

078-224-5360

中山

稔規

ﾅｶﾔﾏ ﾄｼﾉﾘ

みなと法律事務所

兵庫県神戸市中央区中町通2-3-2

三共神戸ﾂｲﾝﾋﾞﾙ6F

078-361-2329

078-361-2676

中山

泰誠

ﾅｶﾔﾏ ﾔｽﾉﾌﾞ

甲子園法律事務所

兵庫県西宮市甲子園口4-22-22

中田ﾋﾞﾙ303

0798-68-1555

0798-68-1557

西口

竜司

ﾆｼｸﾞﾁ ﾘｭｳｼﾞ

神戸マリン綜合法律事務所

兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21

ﾌｪﾆｯｸｽKⅡ902

078-708-1919

078-708-1939

春名

一典

ﾊﾙﾅ ｶｽﾞﾉﾘ

春名・田中・細川法律事務所

兵庫県伊丹市西台1-2-11

C-3ﾋﾞﾙ5F

072-781-7327

072-781-7329

藤原

唯人

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾀﾞﾄ

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

建隆ﾋﾞﾙ2 3F

078-331-5627

078-331-5114

堀田

善之

ﾎｯﾀ ﾖｼﾕｷ

弁護士法人みお綜合法律事務所三宮支店

兵庫県神戸市中央区磯上通8-3-10

井門三宮ﾋﾞﾙ10F

078-242-3041

078-242-3042

森川

拓

ﾓﾘｶﾜ ﾀｸ

ひょうご法律事務所

兵庫県神戸市中央区中町通2-1-18

JR神戸駅NKﾋﾞﾙ6F

078-371-0780

078-371-0760

安井

健馬

ﾔｽｲ ｹﾝﾏ

ウィンクルム法律事務所

兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-15

御幸ﾋﾞﾙ4階

078-855-3090

078-855-3091

山口

智康

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔｽ

いざなぎ法律事務所

兵庫県神戸市中央区琴ﾉ緒町4-3-2

GH三宮駅前ﾋﾞﾙ402

078-251-0477

078-251-0478

山城

尚嵩

ﾔﾏｼﾛ ﾅｵﾀｶ

STORIA法律事務所

兵庫県神戸市中央区東町123-1

貿易ﾋﾞﾙ8F

078-391-0232

078-391-0233

吉田

裕樹

ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｷ

京町法律事務所

兵庫県神戸市中央区京町75-1

京町栄光ﾋﾞﾙ5F

078-331-0561

078-331-3288

若本

修一

ﾜｶﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ

若本法律特許事務所

兵庫県神戸市中央区京町79

日本ﾋﾞﾙ5F

078-325-1612

078-325-1613

【奈良県】
氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

事務所名

事務所住所

建物名

電話

ＦＡＸ

栗須

直樹

ｸﾘｽ ﾅｵｷ

ＡＬＥＸ綜合法律事務所

奈良県奈良市学園南3-1-5

奈良市西部会館7F

0742-52-7330

0742-52-7331

坂手

亜矢子

ｻｶﾃ ｱﾔｺ

きずな西大寺法律事務所

奈良県奈良市西大寺栄町3-27

泉谷ﾋﾞﾙ6F

0742-81-3121

0742-32-1221

【滋賀県】
氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

事務所名

事務所住所

稲田

智昭

ｲﾅﾀﾞ ﾄﾓｱｷ

京町法律事務所

滋賀県大津市京町3-3-28

北谷

裕惠

ｷﾀﾀﾆ ﾋﾛｴ

大津みらい法律事務所

滋賀県大津市京町3-2-3

中村

正哉

ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ

さざなみ法律事務所

野嶋

直

ﾉｼﾞﾏ ｽﾅｵ

大俊

朴
樋口

真也

建物名

電話

ＦＡＸ

077-525-3333

077-525-3334

英貴ﾋﾞﾙ3F

077-510-7205

077-510-7125

滋賀県草津市大路1-11-8

ｼﾞｭﾝﾋﾞﾙ5F

077-562-5737

077-562-5738

あおば弁護士法人

滋賀県大津市梅林1-3-10

滋賀ﾋﾞﾙ8F

077-511-3575

077-511-3576

ﾊﾟｸ ﾃｼﾞｭﾝ

アクア法律事務所

滋賀県大津市京町4-4-23

ｱｿﾙﾃｨ大津京町6F601

077-523-6600

077-523-6601

ﾋｸﾞﾁ ｼﾝﾔ

浜大津法律事務所

滋賀県大津市中央1-6-15

垣見ﾋﾞﾙ2F

077-510-0715

077-510-0716

【和歌山県】
氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

事務所名

事務所住所

石津

剛彦

ｲｼﾂﾞ ﾀｹﾋｺ

アウラ法律事務所

和歌山県和歌山市土佐町1-53-3

田中

祥博

ﾀﾅｶ ﾖｼﾋﾛ

田中祥博法律事務所

和歌山県和歌山市板屋町22

玉置

健

ﾀﾏｷ ﾀｹｼ

玉置・石倉法律特許事務所

和歌山県和歌山市南細工町12

中山

良平

ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ

和歌山平和総合法律事務所

和歌山県和歌山市五番丁8-1

堀江

佳史

ﾎﾘｴ ﾖｼｼﾞ

紀北はしもと法律事務所

和歌山県橋本市東家1-1-15

建物名

電話

ＦＡＸ

073-425-7800

073-425-7880

073-433-5510

073-433-5592

073-436-1520

073-436-3087

ﾘｰｶﾞﾙｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2F

073-427-1750

073-427-1760

ﾌｧｰｻｰﾄﾞﾋﾞﾙ2F

0736-39-7110

0736-39-7112

和歌山中央通りﾋﾞﾙ403

