
法テラス神奈川　契約弁護士名簿 更新日

2023年5月23日

横浜市中区

事務所名 郵便番号

弁護士名 電話番号 住所

アクセス方法 ホームページ

岩田恭子 シティ横浜法律事務所 231-0014

イワタキョウコ 045-651-9635 神奈川県横浜市中区常盤町1-1　宮下ビル６F

関内駅から徒歩3分 http://www.city-yokohama.jp

松岡泰樹 横浜あゆみ法律事務所 231-0014

マツオカヤスキ 045-641-2700 神奈川県横浜市中区常盤町1-1　宮下ビル6階

関内駅から徒歩4分

山本晃三 横浜あゆみ法律事務所 231-0014

ヤマモトコウゾウ 045-641-2700 神奈川県横浜市中区常盤町1-1　宮下ビル6階

関内駅から徒歩4分 http://www.ayumilaw.jp

竹中英信 竹中英信法律事務所 231-0014

タケナカヒデノブ 045-681-5282 神奈川県横浜市中区常盤町1-2　関内電子ビル10階

関内駅から徒歩2分 https://takenaka-law.wixsite.com/law-office

根本高宗 根本法律事務所 231-0014

ネモトタカヒロ 045-681-0063 神奈川県横浜市中区常盤町3-25　サンビル8階

関内駅から徒歩3分 https://nemoto-law.com/

田島宏峰 田島総合法律事務所 231-0014

タジマヒロミネ 080-6479-0855 神奈川県横浜市中区常盤町3-30-1　SOLACUBE横濱関内3階3-4

稲村育雄 横浜綜合法律事務所 231-0021

イナムライクオ 045-671-9656 神奈川県横浜市中区日本大通11　横浜情報文化センター11階

日本大通り駅から徒歩1分 http://www.breeze.gr.jp/

新関拓也 横浜綜合法律事務所 231-0021

ニイゼキタクヤ 045-671-9536 神奈川県横浜市中区日本大通11　横浜情報文化センター11階

日本大通り駅から徒歩1分 http://www.breeze.gr.jp/lawyer/niizeki.php

鈴木軌士 弁護士法人タウン＆シティ法律事務所 231-0021

スズキノリシ 045-650-2270 神奈川県横浜市中区日本大通14　KN日本大通ビル2階

日本大通り駅から徒歩1分 http://www.townandcitylawoffice.com/

佐山亮介 井澤・黒井・阿部法律事務所 231-0021

サヤマリョウスケ 045-225-9023 神奈川県横浜市中区日本大通15　横浜朝日会館7階

日本大通り駅から徒歩3分

関守麻紀子 横浜合同法律事務所 231-0021

セキモリマキコ 045-651-2431 神奈川県横浜市中区日本大通17　JPR横浜日本大通ビル8階

日本大通り駅から徒歩3分 https://www.yokogo.com/

伊藤武洋 横浜さつき法律事務所 231-0021

イトウタケヒロ 045-680-5101 神奈川県横浜市中区日本大通17　JPR横浜日本大通ビル2階

日本大通り駅から徒歩3分 http://www.yokohama-satsuki.com/

細村賢太 山本安志法律事務所 231-0021

ホソムラケンタ 045-662-6302 神奈川県横浜市中区日本大通18　KRCビルディング9階

工藤昇 横浜ユーリス法律事務所 231-0021

クドウノボル 045-651-6635 神奈川県横浜市中区日本大通18　KRCビル403B

日本大通り駅から徒歩1分 https://www.jurislaw.jp

佐藤久 いちょう総合法律事務所 231-0021

サトウヒサシ 045-662-7111 神奈川県横浜市中区日本大通52　ロイヤーズビル7階

日本大通り駅から徒歩2分

山岸敦志 弁護士法人おおどおり総合法律事務所 231-0021

ヤマギシアツシ 045-680-0660 神奈川県横浜市中区日本大通60　朝日生命横浜ビル4階

石山晃成 みなとまち法律事務所 231-0032

イシヤマテルシゲ 045-226-3775 神奈川県横浜市中区不老町1-1-5　横浜東芝ビル6階

関内駅から徒歩2分 http://port-law.com



佐藤昌樹 まさき法律事務所 231-0032

サトウマサキ 045-651-2667 神奈川県横浜市中区不老町1-6-9　横浜エクセレントⅤ4階Ｄ

関内駅から徒歩5分

植田薫 植田法律事務所 231-0032

ウエダカオル 045-651-3317 神奈川県横浜市中区不老町1-6-9　第１HBビル7階

関内駅から徒歩3分 https://bengosi-yokohama.com/

海江田誠 扶桑第一法律事務所 231-0007

カイエダマコト 045-201-7508 神奈川県横浜市中区弁天通2-21　アトム関内ビル2階

関内駅から徒歩5分 http://www.hanamura-law.com/

小比賀正義 扶桑第一法律事務所 231-0007

オビカマサヨシ 045-201-7508 神奈川県横浜市中区弁天通2-21　アトム関内ビル2階

日本大通り駅から徒歩5分 https://www.hanamura-law.com

村松聡一郎 扶桑第一法律事務所 231-0007

ムラマツソウイチロウ 045-201-7508 神奈川県横浜市中区弁天通2-21　アトム関内ビル2階

日本大通り駅から徒歩3分

青木一愛 弁護士法人かながわパブリック法律事務所 231-0007

アオキカズチカ 045-640-0099 神奈川県横浜市中区弁天通2-21　アトム関内ビル7階

関内駅から徒歩7分、日本大通り駅から徒歩3分 https://kanapub-law.com/ 

重野裕子 弁護士法人かながわパブリック法律事務所 231-0007

シゲノユウコ 045-640-0099 神奈川県横浜市中区弁天通2-21　アトム関内ビル7階

関内駅から徒歩7分、日本大通り駅から徒歩3分 https://kanapub-law.com/ 

中山雅博 弁護士法人かながわパブリック法律事務所 231-0007

ナカヤママサヒロ 045-640-0099 神奈川県横浜市中区弁天通2-21　アトム関内ビル7階

関内駅から徒歩7分、日本大通り駅から徒歩3分 https://kanapub-law.com/ 

渡邊泰孝 弁護士法人かながわパブリック法律事務所 231-0007

ワタナベヤスタカ 045-640-0099 神奈川県横浜市中区弁天通2-21　アトム関内ビル7階

関内駅から徒歩7分、日本大通り駅から徒歩3分 https://kanapub-law.com/ 

髙井直子 横浜弁天通法律事務所 231-0007

タカイナオコ 045-681-3837 神奈川県横浜市中区弁天通2丁目25番地　関内キャピタルビル504

日本大通り駅から徒歩5分

徳田暁 法律事務所インテグリティ 231-0005

トクダサトル 045-263-6165 神奈川県横浜市中区本町1-4　プライムメゾン横濱日本大通3階

日本大通り駅から徒歩2分 http://lawoffice-integrity.com

佐藤修身 SOS法律事務所 231-0005

サトウオサミ 045-201-6431 神奈川県横浜市中区本町1-5-2　ロワレール横浜本町405号室

日本大通り駅から徒歩2分 http://www.sos-law.jp/

柴野眞也 柴野眞也法律事務所 231-0005

シバノシンヤ 045-640-6630 神奈川県横浜市中区本町3-24-1　本町中央ビル401号室

関内駅から徒歩7分、馬車道駅から徒歩3分

三澤太雅 三澤太雅法律事務所 231-0016

ミサワタイガ 045-228-9569 神奈川県横浜市中区真砂町2-12　関内駅前第一ビル2階

関内駅から徒歩1分

渡邉大介 ふくち法律事務所 231-0016

ワタナベダイスケ 045-227-1066 神奈川県横浜市中区真砂町4-43　木下商事ビル6階

庄司道弘 横浜関内法律事務所 231-0006

ショウジミチヒロ 045-212-1233 神奈川県横浜市中区南仲通1-6　関内NSビル2階

日本大通り駅から徒歩3分 https://sn-law.gr.jp/

平賀孝治 横浜関内法律事務所 231-0006

ヒラガタカハル 045-212-1233 神奈川県横浜市中区南仲通1-6　関内NSビル2階

太宰順一 ポートサイド太宰法律事務所 231-0006

ダザイジュンイチ 045-350-3150 神奈川県横浜市中区南仲通3-30　スギヤマビル6階

馬車道駅から徒歩3分 http://portside-dazai.sakura.ne.jp/

榎本克巳 榎本法律事務所 231-0006

エノモトカツミ 045-226-5001 神奈川県横浜市中区南仲通3-35　横浜エクセレントⅢ3階B1

関内駅から徒歩5分 https://www.enomoto-law.jp



庄司宗弘 横浜山手法律事務所 231-0861

ショウジムネヒロ 045-226-3364 神奈川県横浜市中区元町5-196-13　ウィーズ元町ビル7階

石川町駅から徒歩5分、元町・中華街駅から徒歩8分 https://www.yokohamayamate-law.com/

福下博詞 横浜パーク法律事務所 231-0023

フクシタヒロシ 045-226-2531 神奈川県横浜市中区山下町207　関内JSビル8階

関内駅から徒歩6分、日本大通り駅から徒歩7分 https://yokohama-park-law.com/

阿部泰典 横浜パーク法律事務所 231-0023

アベヤスノリ 045-226-2531 神奈川県横浜市中区山下町207番地　関内JSビル8階

関内駅から徒歩6分、日本大通り駅から徒歩7分 https://yokohama-park-law.com/

浦田修志 横浜パーク法律事務所 231-0023

ウラタシュウジ 045-226-2531 神奈川県横浜市中区山下町207番地　関内JSビル8階

関内駅から徒歩6分、日本大通り駅から徒歩7分 https://yokohama-park-law.com/

栗山博史 大さん橋通り法律事務所 231-0023

クリヤマヒロシ 045-651-2061 神奈川県横浜市中区山下町252　グランベル横浜ビル10階

橋場一敏 アレイナ横浜法律事務所 231-0023

ハシバカズトシ 045-222-3830 神奈川県横浜市中区山下町252　グランベル横浜ビル１階4号室

関内駅から徒歩5分 https://arenayokohama-law.com/

佐藤元 横浜マリン法律事務所 231-0023

サトウゲン 045-211-0644 神奈川県横浜市中区山下町51-1　読売横浜ビル703区

日本大通り駅から徒歩3分 https://yokohamamarin.com/

青木冬萌 横浜マリン法律事務所 231-0023

アオキトモエ 045-211-0644 神奈川県横浜市中区山下町51-1　読売横浜ビル703区

日本大通り駅から徒歩3分 https://yokohamamarin.com/

安富真人 安富総合法律事務所 231-0023

ヤストミマサト 045-222-2773 神奈川県横浜市中区山下町70-3　Yokohama Bayside Building7階

日本大通り駅から徒歩1分 https://www.yasutomi-law.com/

佐藤睦巳 クロノス総合法律事務所 231-0023

サトウムツミ 045-264-8701 神奈川県横浜市中区山下町74-1　大和地所ビル1108

日本大通り駅から徒歩3分

赤松由章 赤松由章法律事務所 231-0012

アカマツヨシアキ 045-212-1710 神奈川県横浜市中区相生町1-1-5　TAISANEN関内ビル3階

館内駅から徒歩5分

山﨑健一 横浜いぶき法律事務所 231-0012

ヤマサキケンイチ 045-680-1858 神奈川県横浜市中区相生町1-18　ティーエスケービル4階

関内駅から徒歩5分

佐藤直 横浜いぶき法律事務所 231-0012

サトウナオ 045-222-8680 神奈川県横浜市中区相生町1-18　ティーエスケービル4階

関内駅から徒歩10分

丹羽明子 丹羽明子法律事務所 231-0032

ニワアキコ 045-228-8715 神奈川県横浜市中区相生町5-80　相生ビル203号室

落合博之 山下法律事務所 231-0011

オチアイヒロユキ 045-641-8687 神奈川県横浜市中区太田町1-9　神奈川県興業ビル4階

日本大通駅から徒歩5分 http://web.yamashita-law.gr.jp/

髙橋瑞穗 山下法律事務所 231-0011

タカハシミズホ 045-641-8687 神奈川県横浜市中区太田町1-9　神奈川県興業ビル4階

遠藤政尚 M＆Fパートナーズ法律事務所 231-0011

エンドウマサナオ 045-227-2127 神奈川県横浜市中区太田町2-23　横浜メディア・ビジネスセンター6階

関内駅から徒歩5分

橋本陽子 横浜ベイサイド法律事務所 231-0011

ハシモトヨウコ 045-226-5454 神奈川県横浜市中区太田町4-55　横浜馬車道ビル7階

馬車道駅から徒歩3分

池田哲也 横浜ベイサイド法律事務所 231-0011

イケダテツヤ 045-226-5454 神奈川県横浜市中区太田町4-55　横浜馬車道ビル7階

馬車道駅から徒歩7分



内嶋順一 みなと横浜法律事務所 231-0015

ウチジマジュンイチ 045-640-3710 神奈川県横浜市中区尾上町1-4-1　関内STビル5階

関内駅から徒歩3分

大滝和幸 大滝法律事務所 231-0015

オオタキカズユキ 045-285-1535 神奈川県横浜市中区尾上町4-57　横浜尾上町ビルディング8階

横浜市営地下鉄関内駅から徒歩1分 https://bengosiotaki.jimdofree.com/

田中宗一郎 田中総合法律事務所 231-0015

タナカソウイチロウ 045-640-5663 神奈川県横浜市中区尾上町5-69　KIT関内ビル4階

関内駅3分

松井宏之 松井法律事務所 231-0002

マツイヒロユキ 045-664-7918 神奈川県横浜市中区海岸通3-13-1　

馬車道駅から徒歩2分

保科綾 河野法律事務所 231-0002

ホシナアヤ 045-306-9270 神奈川県横浜市中区海岸通4-23　マリンビル307

森弘吏 古西法律事務所 231-0003

モリヒロシ 045-264-8439 神奈川県横浜市中区北仲通3-33　中小企業共済ビル2階

田口幸子 田口法律事務所 231-0062

タグチサチコ 045-640-0720 神奈川県横浜市中区桜木町1-1　ぴおシティ5階

JR桜木町駅から徒歩2分、市営地下鉄桜木町駅真上

奥山壽 ことぶき法律事務所 231-0013

オクヤマヒサシ 045-663-1360 神奈川県横浜市中区住吉町1-12-5　横浜エクセレントⅩⅥ 3F

関内駅から徒歩3分 https://kotobuki-law.net/

織田慎二 市民総合法律事務所 231-0013

オダシンジ 045-663-6933 神奈川県横浜市中区住吉町1-2　スカーフ会館9階

関内駅から徒歩5分 https://www.shiminsogo-lo.gr.jp

松浦光明 港都綜合法律事務所 231-0013

マツウラミツアキ 045-671-9233 神奈川県横浜市中区住吉町1-6　MPS関内401

関内駅から徒歩4分 https://www.court-law-office.gr.jp

勝山勝弘 勝山法律事務所 231-0013

カツヤマカツヒロ 045-671-0603 神奈川県横浜市中区住吉町2-21-1　フレックスタワー横浜関内703

関内駅から徒歩5分

手塚誠 手塚・伊藤・平井法律事務所 231-0013

テヅカマコト 045-651-4768 神奈川県横浜市中区住吉町3-37　村山ビル2階

JR関内駅から徒歩5分、地下鉄関内駅から徒歩3分

横浜市青葉区

事務所名 郵便番号

弁護士名 電話番号 住所

アクセス方法 ホームページ

木村俊樹 たまプラーザBizCivic法律事務所 225-0002

キムラトシキ 045-508-9095 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-14-3　マンションメモワール305

たまプラーザ駅から徒歩2分 https://bizciviclaw.com/

長谷川康 あざみ野法律事務所 225-0011

ハセガワヤスシ 045-532-3793 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-2-8　プロスパあざみ野ビル401

あざみ野駅から徒歩1分 http://www.azamino-law.com/

石原智 あざみ野南法律事務所 225-0012

イシハラサトシ 045-532-3644 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南2-1-21　ベオラプレイス3-B

あざみ野駅から徒歩8分



横浜市神奈川区

事務所名 郵便番号

弁護士名 電話番号 住所

アクセス方法 ホームページ

菊田雅裕 横浜よつば法律税務事務所 221-0052

キクタマサヒロ 045-548-6248 神奈川県横浜市神奈川区栄町8-1　ヨコハマポートサイドビル3階

横浜駅から徒歩10分、神奈川駅から徒歩6分 https://y-yotsuba.com/

若井公志 横浜よつば法律税務事務所 221-0052

ワカイサトシ 045-548-6248 神奈川県横浜市神奈川区栄町8-1　ヨコハマポートサイドビル3階

横浜駅から徒歩10分、神奈川駅から徒歩6分 https://y-yotsuba.com/

金子祐子 横浜よつば法律税務事務所 221-0052

カネコユウコ 045-548-6248 神奈川県横浜市神奈川区栄町8-1　ヨコハマポートサイドビル3階

横浜駅から徒歩10分、神奈川駅から徒歩6分 https://y-yotsuba.com/

前川恭志 ディライト法律事務所 221-0834

マエカワヤスシ 045-328-3180 神奈川県横浜市神奈川区台町8-14　ベイシティ滝川507

横浜駅から徒歩7分 http://delight-lawoffice.com/

太田香清 リンデン法律事務所 221-0835

オオタカスミ 045-328-3500 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11　ストーク横浜二番館705

立木勇介 法律事務所横濱アカデミア 221-0056

タチキユウスケ 045-620-8962 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-36　東興ビル7階

横浜駅から徒歩1分 https://yokohama-academia.jp/

横浜市金沢区

事務所名 郵便番号

弁護士名 電話番号 住所

アクセス方法 ホームページ

田中恒司 能見台法律事務所 236-0053

タナカコオシ 045-370-9975 神奈川県横浜市金沢区能見台通22-11　タハタビル201

能見台駅から徒歩10分

横浜市港南区

事務所名 郵便番号

弁護士名 電話番号 住所

アクセス方法 ホームページ

森洋介 港南法律事務所 233-0004

モリヨウスケ 045-374-5156 神奈川県横浜市港南区港南中央通8-41　杉本ビル301

港南中央駅から徒歩2分 http://www.konan-law.com

横浜市港北区

事務所名 郵便番号

弁護士名 電話番号 住所

アクセス方法 ホームページ

嶋村哲 綱島法律事務所 223-0053

シマムラサトシ 045-532-9340 神奈川県横浜市港北区綱島西1丁目9番13号　アクワレル102

綱島駅から徒歩2分 http://www.tsunashima-law.com/

高藤杏花 アヴニール法律事務所 222-0033

タカフジキョウカ 045-620-3933 神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-1　中村ビル8階

新横浜駅から徒歩3分

髙橋温 新横浜法律事務所 222-0033

タカハシアツシ 045-477-5821 神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-3　新横浜KSビル4階

安藤一章 タングラム法律事務所 222-0033

アンドウカズアキ 045-299-8733 神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-18　日総第18ビル7階

新横浜駅から徒歩2分 https://www.tangram.gr.jp/



横浜市鶴見区

事務所名 郵便番号

弁護士名 電話番号 住所

アクセス方法 ホームページ

北川靖之 キタガワ法律事務所 230-0062

キタガワヤスユキ 045-633-8833 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町3-25　木島ビル5階

https://kitalaw.net/

沢井功雄 つるみ法律事務所 230-0051

サワイイサオ 045-717-9681 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-26-5　

鶴見駅から徒歩3分

熊澤美香 横浜サルビア法律事務所 230-0051

クマザワミカ 045-521-1888 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-14-6　ヴィラフォルテⅡ401

京急鶴見駅から徒歩3分 https://sarubia-law.jp

横浜市戸塚区

事務所名 郵便番号

弁護士名 電話番号 住所

アクセス方法 ホームページ

石川路子 横浜みなみ法律事務所 244-0003

イシカワミチコ 045-861-7411 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4808　トヨダビル2階

戸塚駅から徒歩6分 http://yokohama-minami-houritu.com/

浦西洋行 横浜みなみ法律事務所 244-0003

ウラニシヒロユキ 045-861-7411 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4808　トヨダビル2F

戸塚駅から徒歩6分 http://yokohama-minami-houritu.com/

横浜市西区

事務所名 郵便番号

弁護士名 電話番号 住所

アクセス方法 ホームページ

中澤智憲 横浜ロード法律事務所 220-0005

ナカザワトモノリ 045-620-7891 神奈川県横浜市西区南幸2-19-4　南幸折目ビル8階

横浜駅から徒歩5分 https://www.yokohama-roadlaw.com/

鈴木　真 横浜横須賀法律事務所 220-0011

スズキマコト 045-620-4195 神奈川県横浜市西区高島2-10-13　横浜東口ビル302B

横浜駅から徒歩5分 https://yokoyoko-law.com/

坂本智哉 法律事務所横浜みなとみらい 220-0011

サカモトトモヤ 045-565-9277 神奈川県横浜市西区高島2-6-38　岩井ビル308

横浜駅から徒歩6分、高島町駅から6分

横浜市保土ケ谷区

事務所名 郵便番号

弁護士名 電話番号 住所

アクセス方法 ホームページ

廣瀬紳 星川綜合法律事務所 240-0001

ヒロセシン 045-332-1081 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町6-3　西方ビル新館32号室

星川駅から徒歩2分 http://www.hoshikawasogo.com



横浜市緑区

事務所名 郵便番号

弁護士名 電話番号 住所

アクセス方法 ホームページ

長谷川篤司 中山総合法律事務所 226-0019

ハセガワアツシ 045-938-4501 神奈川県横浜市緑区中山4-31-23　ル・チードビル402

中山駅から徒歩1分 http://www.nakayama-law.com/

海老名市

事務所名 郵便番号

弁護士名 電話番号 住所

アクセス方法 ホームページ

朝倉規雄 さくら並木法律事務所 243-0401

アサクラノリオ 046-240-1337 神奈川県海老名市東柏ケ谷2-12-38-203　

さがみ野駅から徒歩5分

中道徹 AE海老名・綾瀬法律事務所 243-0432

ナカミチトオル 046-205-3780 神奈川県海老名市中央1-8-3　えびすビル松本4階

海老名駅から徒歩5分 http://www.ebiaya.com/

櫛笥正晴 海老名総合法律事務所 243-0432

クシゲマサハル 046-205-7731 神奈川県海老名市中央2-5-28　宝来ビル4Ｆ

海老名駅から徒歩7分 https://www.ebina-law.com/

鎌倉市

事務所名 郵便番号

弁護士名 電話番号 住所

アクセス方法 ホームページ

大久保均 大久保均法律事務所 248-0003

オオクボヒトシ 0467-23-2255 神奈川県鎌倉市浄明寺6-11-9　

福島史恵 鎌倉りんどう法律事務所 247-0056

フクシマフミエ 0467-73-7426 神奈川県鎌倉市大船2-18-14　アルカディア201

石川裕一 大船いしかわ法律事務所 247-0056

イシカワユウイチ 0467-40-5190 神奈川県鎌倉市大船3-1-3　セイショウナン2階

大船駅から徒歩5分 http://ofuna-iklaw.com/index.html

茅ケ崎市

事務所名 郵便番号

弁護士名 電話番号 住所

アクセス方法 ホームページ

程島利通 程島利通法律事務所 253-0043

ホドシマトシミチ 0467-86-5217 神奈川県茅ヶ崎市元町4番9-1　林本ビル3階

茅ヶ崎駅から徒歩5分



藤沢市

事務所名 郵便番号

弁護士名 電話番号 住所

アクセス方法 ホームページ

山本大地 湘南合同法律事務所 251-0052

ヤマモトダイチ 0466-25-3125 神奈川県藤沢市藤沢551-1　日進ビル7階

藤沢駅から徒歩2分

山森良一 湘南合同法律事務所 251-0052

ヤマモリリョウイチ 0466-25-3125 神奈川県藤沢市藤沢551-1　日進ビル7階

藤沢駅から徒歩2分

笹田典宏 湘南合同法律事務所 251-0052

ササダノリヒロ 0466-25-3125 神奈川県藤沢市藤沢551-1　日進ビル7階

藤沢駅から徒歩2分 https://shonan-godo.net/

川本美保 湘南合同法律事務所 251-0052

カワモトミホ 0466-25-3125 神奈川県藤沢市藤沢551-1　日進ビル7階

藤沢駅から徒歩2分 https://shonan-godo.net/

服部功志 清和総合法律事務所 251-0052

ハットリコウジ 0466-47-2255 神奈川県藤沢市藤沢575-10　湘南朝日ビル3階1号室

藤沢駅から徒歩5分 https://www.seiwalaw.jp

小原多江子 小原法律事務所 251-0052

オハラタエコ 0466-26-9122 神奈川県藤沢市藤沢660　

藤沢駅から徒歩10分

影山秀人 影山法律事務所 251-0052

カゲヤマヒデヒト 0466-52-5251 神奈川県藤沢市藤沢966-3　毛利ビル401

藤沢駅から徒歩5分

久保田直明 はるのひ法律事務所 251-0055

クボタナオアキ 0466-47-7434 神奈川県藤沢市南藤沢17-1　ウェリナ湘南1A

藤沢駅から徒歩4分 https://harunohi-law.com/

香川志野 弁護士法人北空湘南藤沢オフィス 251-0055

カガワシノ 0466-51-1217 神奈川県藤沢市南藤沢21-9　とのおかビル3階

佐藤剛 湘南台法律事務所 252-0804

サトウツヨシ 0466-41-1281 神奈川県藤沢市湘南台2-17-9　スカイパレス湘南203号

湘南台駅から徒歩3分 https://shonandai-lawoffice.com

大和市

事務所名 郵便番号

弁護士名 電話番号 住所

アクセス方法 ホームページ

須田和則 大和ポラリス総合法律事務所 242-0021

スダカズノリ 046-200-7363 神奈川県大和市中央1-3-20　大和苑ビル2階

大和駅から徒歩1分 https://polarislo.com/


