弁護士知財ネット

◎２０２１年１２月１日現在

九州・沖縄地域会

会員名簿（５０音順）

（福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・鹿児島県・宮崎県・沖縄県）

【福岡県】
氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

事務所名

事務所住所

碇 啓太
ｲｶﾘ ｹｲﾀ
井口 夏貴
ｲｸﾞﾁ ﾅﾂｷ
石田 直也
ｲｼﾀﾞ ﾅｵﾔ
石本 恵
ｲｼﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ
伊藤 修一
ｲﾄｳ ｼｭｳｲﾁ
井上 道夫
ｲﾉｳｴ ﾐﾁｵ
上村 武
ｳｴﾑﾗ ﾀｹｼ
梅田 尚彦
ｳﾒﾀﾞ ﾅｵﾋｺ
大串 愛子
ｵｵｸﾞｼ ｱｲｺ
大庭 康裕
ｵｵﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ
岡本 成史
ｵｶﾓﾄ ｼｹﾞﾌﾐ
甲斐田 靖
ｶｲﾀﾞ ﾔｽｼ
鐘ケ江 啓司
ｶﾈｶﾞｴ ｹｲｼﾞ
金﨑 智久
ｶﾈｻﾞｷ ﾄﾓﾋｻ
木村 道也
ｷﾑﾗ ﾐﾁﾔ
キャロル・クリスチャン・ジェイコ
ブソン
兒島 聖司
ｺｼﾞﾏ ｾｲｼﾞ
小林 健彦
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋｺ
小松 宏吉
ｺﾏﾂ ﾋﾛﾖｼ
近藤 真
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ
柴尾 知宏
ｼﾊﾞｵ ﾄﾓﾋﾛ
ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ
柴田 耕太郎
紫牟田 洋志
ｼﾑﾀ ﾋﾛｼ
下村 訓弘
ｼﾓﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ
新里 浩樹
ｼﾝｻﾞﾄ ﾋﾛｷ
ｽﾐﾉ ﾀｹｼ
住野 武史
住本 綾
ｽﾐﾓﾄ ｱﾔ
竹永 光太郎
ﾀｹﾅｶﾞ ｺｳﾀﾛｳ
伊達 健太郎
ﾀﾞﾃ ｹﾝﾀﾛｳ
田中 雅敏
ﾀﾅｶ ﾏｻﾄｼ
田中 友一郎
ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ

弁護士法人いかり法律事務所
井口法律事務所
大明法律事務所
弁護士法人女性協同法律事務所

福岡県福岡市中央区高砂1-24-20

ちくご法律事務所
井上法律事務所
那の津法律事務所
藤井・梅田法律事務所
柴田法律事務所
大庭法律事務所
岡本綜合法律事務所
不二法律事務所
薬院法律事務所
金﨑・鬼塚法律事務所

福岡県筑後市山ﾉ井320-1

福岡リーガルクリニック法律事務所

田邊 俊
津崎 徹一
鶴 利絵
寺井
堂前
中島
中島
中藤

研一郎
遼司
研
みさき
寛

ﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ
ﾂｻﾞｷ ﾃﾂｲﾁ
ﾂﾙ ﾘｴ
ﾃﾗｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ
ﾄﾞｳﾏｴ ﾘｮｳｼﾞ
ﾅｶｼﾏ ｹﾝ
ﾅｶｼﾏ ﾐｻｷ
ﾅｶﾄｳ ﾋﾛｼ

建物名

電話

ＦＡＸ

ちくぎん福岡ﾋﾞﾙ8階
ｼｬﾝﾎﾞｰﾙ大名D棟301

092-707-1155
092-791-3681

092-707-1154
092-724-4871

薬院ﾌﾟﾗｲﾑﾋﾞﾙ204
六本松SKﾋﾞﾙ9階

092-791-4634
092-751-8222

092-791-4635
092-751-8220

弁護士ﾋﾞﾙ4F
赤坂弁護士ﾋﾞﾙ401

0942-42-3900
0948-22-6135
092-739-4200

0942-42-3910
0948-22-7403
092-739-4201

天神ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞﾙ7F
赤坂ｿﾌｨｱﾋﾞﾙ8F

092-761-1711
092-737-3666

092-761-2019
092-737-3667

ｼｬﾝﾎﾞｰﾙ大名D棟1102
天神大産ﾋﾞﾙ6F

092-738-8868
092-718-1580

092-738-8869
092-718-1588

福岡県福岡市中央区薬院1-5-11

薬院ﾋﾙｽﾞﾋﾞﾙ4階4-A号

092-712-2305
092-732-5823

092-752-1844
092-732-5289

福岡県福岡市中央区薬院4-3-5
福岡県福岡市城南区七隈8-19-1

ｾﾚｽ薬院ﾋﾞﾙ3階
福岡大学60周年記念館(ﾍﾘｵｽﾌﾟﾗｻﾞ)5F

092-406-9351
092-874-9292

092-406-9352
092-863-9555

福岡国際法律事務所

福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33

ﾀﾞｲｱﾋﾞﾙ福岡赤坂5階

092-781-7440

092-781-5504

鴻和法律事務所
三宅・小林総合法律事務所
ほとめき法律事務所
福岡国際法律事務所
赤坂門法律事務所
柴田法律事務所
紫牟田法律事務所
日の出総合法律事務所
新里法律事務所
西田共同法律事務所
弁護士法人はなみずき 千歳法律事務所
鴻和法律事務所
伊達法律事務所
明倫国際法律事務所
天神南法律事務所

福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33

ﾀﾞｲｱﾋﾞﾙ福岡赤坂401号
久留米中央町ﾋﾞﾙ(第28上野ﾋﾞﾙ)5階

092-726-2866
0942-27-5340

092-735-4818
0942-27-5341

明治通ﾋﾞﾙ2階
ﾀﾞｲｱﾋﾞﾙ福岡赤坂5F

0942-37-3210
092-781-7440

0942-37-3211
092-781-5504

富士ﾋﾞﾙ赤坂6F
赤坂ｿﾌｨｱﾋﾞﾙ8F
ｷｬﾅﾙｼﾃｨ･ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ9F
ｿﾋﾟｱ･ﾆｯｾｲﾋﾞﾙ3F
福岡ｾﾞﾈﾗﾙﾋﾞﾙ8F
読売福岡ﾋﾞﾙ8F
ｼｬﾝﾎﾞｰﾙ大名A棟1001
ﾀﾞｲｱﾋﾞﾙ福岡赤坂401
西鉄赤坂ﾋﾞﾙ10F
天神ﾂｲﾝﾋﾞﾙ7F
ｻﾝﾗｲﾄﾋﾞﾙ4F

092-717-8200
092-737-3666
092-263-8705
092-832-8388
092-534-2655
092-712-4055
092-725-1638
092-726-2866
092-714-2000
092-736-1550
092-720-1011

092-717-8210
092-737-3667
092-263-8706
092-832-8188
092-534-2656
092-712-4297
092-406-3738
092-726-3637
092-714-0540
092-736-1560
092-720-1012

田邊法律事務所
津崎徹一法律事務所
明倫国際法律事務所
弁護士法人大手町法律事務所
木上法律事務所
弁護士法人はなみずき 千歳法律事務所
早良法律事務所
開成法律事務所

福岡県福岡市中央区赤坂1-14-22

ｾﾝﾁｭﾘｰ赤坂門ﾋﾞﾙ5F
ﾋﾙﾄｯﾌﾟﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ6F
天神ﾂｲﾝﾋﾞﾙ7F
ﾍﾞﾙｳﾞｨ六本松802
親和ﾋﾞﾙ5F
ｼｬﾝﾎﾞｰﾙ大名A棟1001
TSﾋﾞﾙ2階
小倉NSﾋﾞﾙ5F

092-761-2221
092-713-3266
092-736-1550
092-712-4923
092-781-5558
092-725-1638
092-400-0313
093-513-5107

092-761-2222
092-713-3268
092-736-1560
092-714-2379
092-741-7922
092-406-3738
092-400-0239
093-513-5108

福岡県福岡市中央区大名2-10-4
福岡県福岡市中央区薬院4-1-7
福岡県福岡市中央区六本松2-3-6
福岡県飯塚市新立岩6-16
福岡県福岡市中央区赤坂1-7-23
福岡県福岡市中央区舞鶴1-2-22-703
福岡県福岡市中央区大名2-12-9
福岡県福岡市中央区大名2-10-4
福岡県福岡市中央区天神3-3-5
福岡県福岡市中央区薬院1-16-20

福岡県久留米市中央町37-20
福岡県久留米市日吉町26-36
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33
福岡県福岡市中央区舞鶴2-2-11
福岡県福岡市中央区大名2-12-9
福岡県福岡市博多区住吉1-2-25
福岡県福岡市早良区西新1-10-27
福岡県福岡市中央区高砂1-11-1
福岡県福岡市中央区赤坂1-12-15
福岡県福岡市中央区大名2-10-1
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33
福岡県福岡市中央区大名2-4-30
福岡県福岡市中央区天神1-6-8
福岡県福岡市中央区渡辺通5-23-8
福岡県福岡市中央区六本松2-6-6
福岡県福岡市中央区天神1-6-8
福岡県福岡市中央区六本松2-12-25
福岡県福岡市中央区大名2-2-26
福岡県福岡市中央区大名2-10-1
福岡県福岡市早良区干隈6-8-1
福岡県北九州市小倉北区米町1-2-22
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永原 豪
畑田 将大
浜田 宏
林 文敏
林 誠
林 洋輔
原 志津子
春田 康秀
福山 聖
松尾 佳子
松村 達紀
松本 幸太
三浦 邦俊
八尋 光良

ﾅｶﾞﾊﾗ ｺﾞｳ
ﾊﾀﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ
ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ

徳永・松﨑・斉藤法律事務所
弁護士法人ALAW＆GOODLOOP
浜田法律事務所

福岡県福岡市中央区大手門1-1-12

ﾊﾔｼ ﾌﾐﾄｼ
ﾊﾔｼ ﾏｺﾄ
ﾊﾔｼ ﾖｳｽｹ
ﾊﾗ ｼﾂﾞｺ
ﾊﾙﾀ ﾔｽﾋﾃﾞ
ﾌｸﾔﾏ ﾋｼﾞﾘ
ﾏﾂｵ ﾖｼｺ
ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾂｷ
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀ

山内
山田
山本
山本
吉井
吉田
米山

良輝
訓敬
智子
紀夫
和明
知弘
功兼

会員名簿（５０音順）

福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-6

大手門ﾊﾟｲﾝﾋﾞﾙ7F
福岡証券ﾋﾞﾙ7階
花村ﾋﾞﾙ5F

092-781-5881
092-791-4900
092-432-8868

092-781-5996
092-791-4901
092-432-8818

翼法律事務所
春山法律事務所

福岡県福岡市中央区六本松2-12-25

ﾍﾞﾙｳﾞｨ六本松3F

092-714-6330
092-712-2458

092-714-6331
092-712-3814

弁護士法人東京スタートアップ法律事務所福岡支店
萬年総合法律事務所
至誠法律事務所
弁護士法人金子法律事務所
田中・松尾法律事務所
ＴＭＩ総合法律事務所福岡オフィス
TMI総合法律事務所 福岡オフィス

福岡県福岡市博多区中洲5-3-8

福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-22

ｱｸｱ博多5階
ﾀﾞｲｱﾋﾞﾙ福岡赤坂3F
ｸﾙｰｽﾞ鍛冶町通3F
赤坂ｺｰﾄﾋﾞﾙ2階
第1秋葉ﾋﾞﾙ201号
九州ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ福岡ﾋﾞﾙ8階

092-287-9613
092-751-5006
093-383-9618
092-712-0070
0942-36-8366
092-402-1120

06-7657-9153
092-715-3493
093-383-9617
092-741-6065
0942-37-0607
092-402-1128

福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-22

九州ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ福岡ﾋﾞﾙ8階

092-402-1120

092-402-1128

ﾐｳﾗ ｸﾆﾄｼ
ﾔﾋﾛ ﾐﾂﾖｼ

三浦邦俊法律事務所
八尋光良法律事務所

福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33

ﾀﾞｲｱﾋﾞﾙ福岡赤坂3F
天神ｼﾙﾊﾞｰﾋﾞﾙ4F

092-737-5885
092-718-1232

092-737-5886
092-718-1245

ﾔﾏｳﾁ ﾖｼﾃﾙ
ﾔﾏﾀﾞ ｸﾆﾀｶ
ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｺ
ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｵ
ﾖｼｲ ｶｽﾞｱｷ
ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾘｶｽﾞ

あけぼの法律事務所
弁護士山田訓敬法律事務所
TMI総合法律事務所 福岡オフィス
TMI総合法律事務所 福岡オフィス

福岡県福岡市中央区六本松3-11-25

谷口ﾋﾞﾙ402
新栄ﾋﾞﾙ5F

092-738-0573
092-738-3377

092-738-0580
092-738-3301

九州ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ福岡ﾋﾞﾙ8階
九州ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ福岡ﾋﾞﾙ8階

092-402-1120
092-402-1120

092-402-1128
092-402-1128

光雲法律事務所
吉田知弘法律事務所
米山法律事務所

福岡県福岡市中央区赤坂1-12-15
福岡県福岡市中央区大名1-8-20

読売福岡ﾋﾞﾙ9階
大名ｸﾘｴｲﾄﾋﾞﾙ6F

092-712-9222
092-720-5677

050-3606-3892
092-714-1477

福岡県福岡市中央区天神1-15-5

天神明治通りﾋﾞﾙ8階

092-731-1288

092-510-1045

福岡県福岡市中央区天神2-14-2

福岡県福岡市中央区大名2-10-23
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33
福岡県北九州市小倉北区鍛冶町2-1-1
福岡県福岡市中央区赤坂1-6-11
福岡県久留米市櫛原町55-1

福岡県福岡市中央区舞鶴1-1-10
福岡県福岡市中央区大名2-11-25
福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-22
福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-22

【佐賀県】
氏名

青山 隆徳
圷 悠樹
園 真規
塚本 耕平
半田 望

ﾌﾘｶﾞﾅ

ｱｵﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ
ｱｸﾂ ﾕｳｷ
ｿﾉ ﾏｻｷ
ﾂｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ
ﾊﾝﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ

事務所名

事務所住所

青山法律事務所
弁護士法人いまり法律事務所

佐賀県佐賀市駅前中央1-9-38

隈・園法律事務所
弁護士法人桑原法律事務所
半田法律事務所

佐賀県鳥栖市秋葉町3-15

建物名

佐賀県佐賀市中央本町1-10

ＦＡＸ

SONIC佐賀駅前ﾋﾞﾙ7F

0952-97-8177
0955-24-9255

0952-97-8178
0955-23-9865

鳥栖建設業協会会館1F
SONIC佐賀駅前ﾋﾞﾙ
ﾆｭｰ寺元ﾋﾞﾙ4F

0942-85-8853
0952-41-9210
0952-97-9292

0942-85-8854
0952-41-9211
0952-28-9144

佐賀県伊万里市新天町615-1
佐賀県佐賀市駅前中央1-9-38

電話

【長崎県】
氏名

池内 愛
梅本 國和
梶村 龍太
小村 良之
谷 直樹
岬 孝暢

ﾌﾘｶﾞﾅ

ｲｹｳﾁ ｱｲ
ｳﾒﾓﾄ ｸﾆｶｽﾞ
ｶｼﾞﾑﾗ ﾘｭｳﾀ
ｺﾑﾗ ﾖｼﾕｷ
ﾀﾆ ﾅｵｷ
ﾐｻｷ ﾀｶﾉﾌﾞ

事務所名

池内愛法律事務所
長崎清和法律事務所
アサヒ法律事務所
はしばみ法律事務所
長崎国際法律事務所
アサヒ法律事務所

事務所住所

長崎県長崎市岩屋町23-3
長崎県長崎市賑町5-21
長崎県長崎市栄町1-25
長崎県長崎市興善町4-6
長崎県長崎市曙町33-24
長崎県長崎市栄町1-25

建物名

第3川尾ﾋﾞﾙ202
ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞﾄﾗﾔﾋﾞﾙ3F
長崎MSﾋﾞﾙ8階
田都ﾋﾞﾙ201
ﾌﾟﾗﾝﾀﾝ曙201
長崎MSﾋﾞﾙ8階

電話

095-855-6400
095-821-1070
095-801-0606
095-895-9988
050-6871-6596
095-801-0606

ＦＡＸ

095-855-6390
095-829-0312
095-801-0607
095-804-5489
095-804-5397
095-801-0607

弁護士知財ネット

◎２０２１年１２月１日現在

九州・沖縄地域会

会員名簿（５０音順）

（福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・鹿児島県・宮崎県・沖縄県）

【大分県】
氏名

安倍
井田
上野
千野
籾倉
和田
渡辺

佳雄
雅貴
貴士
博之
了胤
聖仁
耕太

ﾌﾘｶﾞﾅ

ｱﾍﾞ ﾖｼｵ
ｲﾀﾞ ﾏｻｷ
ｳｴﾉ ﾀｶｼ
ﾁﾉ ﾋﾛﾕｷ
ﾓﾐｸﾗ ﾉﾘｶｽﾞ
ﾜﾀﾞ ｷﾖﾋﾄ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ

事務所名

事務所住所

虎ノ門法律経済事務所大分支店
弁護士法人リブラ法律事務所
弁護士法人アゴラ
弁護士法人 河野・千野法律事務所

大分県大分市中央町2-9-24

太聞法律事務所
弁護士法人 おおいた市民総合法律事務所
弁護士法人渡辺法律事務所

大分県大分市中島西1-4-18

建物名

大樹生命大分ﾋﾞﾙ9階

大分県大分市中島中央2-2-2
大分県大分市千代町2-1-23
大分県大分市城崎町3-1-19
大分県大分市中島西1-4-14
大分県大分市中島西3-2-26

NCﾋﾞﾙ4F
市民の権利ﾋﾞﾙ3階
大分弁護士ﾋﾞﾙ2F

電話

ＦＡＸ

097-578-9300
097-538-7720

097-578-9311
097-538-7730

097-537-1200
097-536-7575

097-536-2000
097-536-7577

097-536-5809
097-533-6543
097-538-2126

097-536-5808
097-533-6547
097-538-2229

【熊本県】
氏名

秋吉 克洋
上田 祐輔
榎 崇文
岡井 将洋
佐藤 亮介
下山 和也
髙瀬 真哉
田中 裕司
吉田 孝充

ﾌﾘｶﾞﾅ

ｱｷﾖｼ ｶﾂﾋﾛ
ｳｴﾀﾞ ﾕｳｽｹ
ｴﾉｷ ﾀｶﾌﾐ
ｵｶｲ ﾏｻﾋﾛ
ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ
ｼﾓﾔﾏ ｶｽﾞﾔ
ﾀｶｾ ｼﾝﾔ
ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ
ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾐﾂ

事務所名

事務所住所

建物名

電話

ＦＡＸ

大樹生命熊本ﾋﾞﾙ7階

0968-57-9373
096-341-8550
096-324-3255
096-352-0001

0968-57-9383
096-341-8551
096-324-5160
096-352-0002

MCﾋﾞﾙ2F
大樹生命熊本ﾋﾞﾙ7F

096-245-6826
096-352-0001

096-245-6827
096-352-0002

熊本県熊本市西区春日5-6-5

菊乃井ﾋﾞﾙ3F
田中ｽｸｴｱﾋﾞﾙ2F

096-234-6416
096-312-8868

096-234-6417
096-312-8878

熊本県熊本市東区健軍3-50-19

菊乃井ﾋﾞﾙ3F

096-234-6416

096-234-6417

玉名法律事務所
上田法律事務所
京町法律事務所
アステル法律事務所

熊本県玉名市繁根木75-9

熊本県熊本市中央区花畑町1-1

森都総合法律事務所
アステル法律事務所

熊本県熊本市九品寺1‐2-23

弁護士法人ひのくに
弁護士法人田中ひろし法律事務所
弁護士法人ひのくに

熊本県熊本市東区健軍3-50-19

熊本県熊本市清水本町10-80

ef壱番館102

熊本県熊本市中央区京町2-14-25

熊本県熊本市中央区花畑町1-1

【鹿児島県】
氏名

上釜 明大
益山 直樹
松比良 剛
本木 順也

ﾌﾘｶﾞﾅ

ｳｴｶﾏ ｱｷﾋﾛ
ﾏｽﾔﾏ ﾅｵｷ
ﾏﾂﾋﾗ ｺﾞｳ
ﾓﾄｷ ｼﾞｭﾝﾔ

事務所名

福元法律事務所
益山法律事務所
法律事務所薩摩
窪田・本木法律事務所

事務所住所

建物名

鹿児島県鹿児島市名山町5-10
鹿児島県鹿児島市東千石町5-12
鹿児島県鹿児島市上之園町24-2
鹿児島県鹿児島市中町11-4

ｷｭｰﾌﾞﾋﾞﾙ606
第12川北ﾋﾞﾙBOIS鹿児島206号
熊谷ﾋﾞﾙ5階

電話

099-225-0100
099-298-9506
099-251-6331
099-225-6675

ＦＡＸ

099-225-6636
099-298-9516
099-251-6332
099-223-4743

【宮崎県】
氏名

磯野
崎田
田所
寺島
長友

健介
健二
伸吾
二三夫
慶徳

ﾌﾘｶﾞﾅ

ｲｿﾉ ｹﾝｽｹ
ｻｷﾀ ｹﾝｼﾞ
ﾀﾄﾞｺﾛ ｼﾝｺﾞ
ﾃﾗｼﾏ ﾌﾐｵ
ﾅｶﾞﾄﾓ ﾖｼﾉﾘ

事務所名

事務所住所

弁護士法人ニューポート法律事務所宮崎オフィス
衞藤法律特許事務所

宮崎県宮崎市広島1-4-6

アスノ法律事務所
弁護士法人みやざき
辰巳・増田法律特許事務所

宮崎県宮崎市橘通西3-10-32

宮崎県宮崎市旭1-1-23
宮崎県宮崎市別府町2-12
宮崎県宮崎市淀川1-1-6

建物名

電話

ＦＡＸ

Machiﾋﾞﾙ2階
向洋ﾋﾞﾙ2F

0985-89-3845
0985-22-2758

0985-89-3846
0985-22-2811

宮崎ﾅﾅｲﾛ東館8階 ATOMica内
建友会館4F
ｸﾚｺﾏﾝｼｮﾝ1F

0985-86-7680
0985-27-2229
0985-50-9333

0985-86-7681
0985-27-4165
0985-50-9334

【沖縄県】
氏名

大城 純市
照屋 一人
仲宗根 忠真
仲地 宗哲
保田盛 清士
本多 祐允
松島 恵美

ﾌﾘｶﾞﾅ

ｵｵｼﾛ ｼﾞｭﾝｲﾁ
ﾃﾙﾔ ｶｽﾞﾄ
ﾅｶｿﾈ ﾀﾀﾞﾏｻ
ﾅｶﾁ ｿｳﾃﾂ
ﾎﾀﾓﾘ ｷﾖｼﾞ
ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｽｹ
ﾏﾂｼﾏ ｴﾐ

事務所名

事務所住所

大城純市法律事務所
サルヴェイション法律事務所
うるま法律事務所
南風法律事務所

沖縄県那覇市泉崎1-3-7

保田盛法律事務所
保田盛法律事務所
弁護士法人開法律事務所

沖縄県那覇市壷川1-1-15

沖縄県那覇市上之屋1-18-15

建物名

泉崎ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ2F
ｱｲﾜﾃﾗｽ5F

沖縄県那覇市泉崎2-15-15
沖縄県那覇市松尾2-16-45
沖縄県那覇市壺川1-1-15
沖縄県那覇市久茂地3-22-1

又吉ﾋﾞﾙ202
ｱﾙﾌｧﾋﾞﾙ101
ｱﾙﾌｧﾋﾞﾙ101
日高ﾋﾞﾙ4階

電話

098-860-8404
098-917-2495
098-854-5566
098-951-3732
098-996-2002
098-996-2002
098-861-7071

ＦＡＸ

098-861-8369
098-917-2496
098-854-7700
098-951-3722
098-996-2003
098-996-2003
098-861-7178

