
◎２０２１年１２月１日現在
弁護士知財ネット　東北地域会　会員名簿　（５０音順）
（宮城県・福島県・山形県・岩手県・秋田県・青森県）

【宮城県】

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事務所名 事務所住所 建物名 電話 ＦＡＸ

石井　慎也 ｲｼｲ ｼﾝﾔ 石井慎也法律事務所 宮城県仙台市青葉区一番町1-17-24 高裁前ﾋﾞﾙ8F 022-264-3016 022-264-3017

岩渕　健彦 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾀｹﾋｺ エール法律事務所 宮城県仙台市青葉区一番町2-10-26 205号 022-227-6167 022-213-5956

宇都　彰浩 ｳﾄ ｱｷﾋﾛ 宇都・山田法律事務所 宮城県仙台市青葉区大町1-2-1 ﾗｲｵﾝﾋﾞﾙ3F 022-397-7960 022-397-7961

大林　弘典 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ 渡邊大司・佐々木洋一共同法律事務所 宮城県仙台市青葉区一番町1-4-20 022-266-1231 022-266-1233

大張　慎吾 ｵｵﾊﾞﾘ ｼﾝｺﾞ 大張法律事務所 宮城県仙台市青葉区国分町1-8-10 大和ﾋﾞﾙ3階 022-397-7511 022-397-7512

加瀬谷　拓 ｶｾﾔ ﾀｸ 菅野淳一法律事務所 宮城県仙台市青葉区片平1-5-20 Ever-I片平丁ﾋﾞﾙ5-A 022-797-2981 022-797-2982

勝田　亮 ｶﾂﾀ ﾏｺﾄ アネスティ法律事務所 宮城県仙台市青葉区本町1-9-5 五城ﾋﾞﾙ5F502 022-714-6153 022-714-6154

上林　佑 ｶﾐﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 三島法律事務所 宮城県仙台市青葉区一番町2-3-22 仙台ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ5階 022-223-3857 022-265-5735

木坂　尚文 ｷｻｶ ﾅｵﾌﾐ ソレイユ総合法律事務所 宮城県仙台市青葉区一番町1-17-24 高裁前ﾋﾞﾙ5F 022-398-9026 022-398-9027

工藤　大樹 ｸﾄﾞｳ ｵｵｷ 石井慎也法律事務所 宮城県仙台市青葉区一番町1-17-24 高裁前ﾋﾞﾙ8F 022-264-3016 022-264-3017

佐々木　健次 ｻｻｷ ｹﾝｼﾞ ひまわり法律事務所 宮城県仙台市青葉区大町2-3-11 6F 022-222-3663 022-222-3665

佐々木　雅康 ｻｻｷ ﾏｻﾖｼ 佐々木法律事務所 宮城県仙台市青葉区一番町1-17-24 高裁前ﾋﾞﾙ8F 022-217-0885 022-217-0886

須田　晶子 ｽﾀﾞ ｱｷｺ アネスティ法律事務所 宮城県仙台市青葉区本町1-9-5 五城ﾋﾞﾙ5F 022-714-6153 022-714-6154

髙田　英典 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 弁護士法人リーガルプロフェッション 宮城県仙台市青葉区大町1-2-16 大町ｶｰﾌﾟﾋﾞﾙ5F 022-216-2260 022-225-8220

千葉　展浩 ﾁﾊﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 髙橋輝雄法律事務所 宮城県仙台市青葉区一番町2-11-12 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ一番町210 022-722-9551 022-722-9552

我妻　崇 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾀｶｼ 我妻法律事務所 宮城県仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ﾋﾞﾙ10F 022-227-7331 022-227-7424

渡邊　弘毅 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 官澤綜合法律事務所 宮城県仙台市青葉区二日町1-23 ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ勾当台ﾋﾞﾙ10F 022-214-2424 022-214-2425

【福島県】

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事務所名 事務所住所 建物名 電話 ＦＡＸ

安倍　孝祐 ｱﾝﾍﾞ ｺｳｽｹ 安倍川端法律事務所 福島県福島市浜田町3-17 加藤ﾋﾞﾙ2F202 024-572-4825 024-572-4826

小池　達哉 ｺｲｹ ﾀﾂﾔ 会津鶴城法律事務所 福島県会津若松市追手町3-16 一之丁ビル 0242-28-5640 0242-28-5641

新田　周作 ﾆｯﾀ ｼｭｳｻｸ 葵綜合法律事務所 福島県会津若松市山鹿町5-22 ﾀｳﾝﾎｰﾑ･ﾔﾏｶﾞ101号 0242-28-0804 0242-28-8104

二瓶　貴之 ﾆﾍｲ ﾀｶﾕｷ 天鏡法律事務所 福島県郡山市西ﾉ内2-17-7 今泉第2ﾋﾞﾙ203 024-983-6878 024-983-6879

藤井　和久 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾋｻ 藤井法律事務所 福島県福島市仲間町2-13 ｺｰﾎﾟｴｸｾﾙⅡ201 024-563-3983 024-563-3984

【山形県】

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事務所名 事務所住所 建物名 電話 ＦＡＸ

安孫子　英彦 ｱﾋﾞｺ ﾋﾃﾞﾋｺ 安孫子総合法律事務所 山形県山形市旅篭町3-3-2 023-622-3629 023-622-3638

古城　博道 ｺｷﾞ ﾋﾛﾐﾁ 古城博道法律事務所 山形県山形市旅篭町3-5-30 酒井ﾋﾞﾙ2F 023-664-3587 023-664-3588

高橋　健 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｼ 高橋健法律事務所 山形県山形市旅篭町2-1-36 第三井菱ﾋﾞﾙ2F 023-633-8865 023-633-8866

武田　正男 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｵ 弁護士法人武田法律事務所 山形県山形市旅篭町2-1-36 第三井菱ﾋﾞﾙ105号室 023-625-0022 023-625-0026

細江　大樹 ﾎｿｴ ﾀｲｷ 倉岡法律事務所 山形県山形市相生町6-42 023-623-7671 023-623-7671

向田　敏 ﾑｶｲﾀﾞ ｻﾄｼ むかいだ法律事務所 山形県山形市旅篭町3-3-42 山川ﾋﾞﾙ2F 023-666-6840 023-666-6841



◎２０２１年１２月１日現在
弁護士知財ネット　東北地域会　会員名簿　（５０音順）
（宮城県・福島県・山形県・岩手県・秋田県・青森県）

【岩手県】

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事務所名 事務所住所 建物名 電話 ＦＡＸ

遠藤　大介 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ パシフィック法律事務所 岩手県盛岡市菜園1-3-6 農林会館10階 019-681-7158 019-681-7159

川上　博基 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛｷ 川上・吉江法律事務所 岩手県盛岡市本町通1-10-7 ﾏﾙﾓﾋﾞﾙ2階 019-651-3560 019-651-3561

日高　拓郎 ﾋﾀﾞｶ ﾀｸﾛｳ 日高法律事務所 岩手県北上市本通り1-7-12 新町ﾋﾞﾙ2F 0197-65-6432 0197-65-6433

【秋田県】

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事務所名 事務所住所 建物名 電話 ＦＡＸ

笈川　正典 ｵｲｶﾜ ﾏｻﾉﾘ 松本総合法律事務所 秋田県秋田市山王3-1-13 FVP秋田山王ﾋﾞﾙ6階 018-874-9902 018-874-9903

柴田　隆志 ｼﾊﾞﾀ ﾀｶｼ 弁護士法人廣嶋法律事務所 秋田県秋田市山王7-7-1 018-863-7215 018-864-7395

田中　伸顕 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞｱｷ 田中法律事務所 秋田県秋田市山王3-1-13 FVP秋田山王ﾋﾞﾙ2階 018-865-4777 018-865-4280

松本　和人 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾄ 松本総合法律事務所 秋田県秋田市山王3-1-13 FVP秋田山王ﾋﾞﾙ6階 018-874-9902 018-874-9903

【青森県】

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事務所名 事務所住所 建物名 電話 ＦＡＸ

上野　大輔 ｳｴﾉ ﾀﾞｲｽｹ 弁護士法人たいよう総合法律経済事務所 青森県八戸市根城5-13-17 0178-46-1157 0178-46-1627

源新　明 ｹﾞﾝｼﾝ ｱｷﾗ 弁護士法人たいよう総合法律経済事務所 青森県八戸市根城5-13-17 0178-46-1157 0178-46-1627


	Sheet1



