
法テラス川崎　事務所相談契約弁護士名簿 更新日

2023年4月26日

川崎市川崎区

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

圓谷貴 弁護士法人エースパートナー法律事務所 210-0005

エンヤタカシ 044-201-6383 神奈川県川崎市川崎区東田町5-3　ホンマビル7階

JR川崎駅から徒歩8分 enya-law.com/contact

市川知明 弁護士法人エースパートナー法律事務所 210-0005

イチカワトモアキ 044-201-6383 神奈川県川崎市川崎区東田町5-3　ホンマビル7階

JR川崎駅から徒歩8分 http://ace-law.jp

津田卓椰 弁護士法人エースパートナー法律事務所 210-0005

ツダタクヤ 044-201-6383 神奈川県川崎市川崎区東田町5-3　ホンマビル7階

横山朗 SKY総合法律事務所 210-0005

ヨコヤマアキラ 044-221-5171 神奈川県川崎市川崎区東田町6-2　ミヤダイビル5F

JR川崎駅から徒歩8分、京急川崎駅から徒歩6分

川村宜禎 SKY総合法律事務所 210-0005

カワムラヨシサダ 044-221-5171 神奈川県川崎市川崎区東田町6-2　ミヤダイビル5F

JR川崎駅から徒歩8分、京急川崎駅から徒歩6分

新開崇弘 ＳＫＹ総合法律事務所 210-0005

シンカイタカヒロ 044-221-5171 神奈川県川崎市川崎区東田町6-2　ミヤダイビル5Ｆ

JR川崎駅から徒歩8分、京急川崎駅から徒歩6分

山本友也 やまもと総合法律事務所 210-0005

ヤマモトユウヤ 044-200-4506 神奈川県川崎市川崎区東田町6-2　ミヤダイビル8Ｆ

JR川崎駅・京急川崎駅から徒歩6分 https://kawasaki-law.com

栁町大介 川崎ひかり法律事務所 210-0005

ヤナギマチダイスケ 044-223-4402 神奈川県川崎市川崎区東田町8　パレール三井ビルディング11階1101

京急川崎駅から徒歩7分 http://kawasaki-hikari.com

惠崎和則 惠崎法律事務所 210-0015

エザキカズノリ 044-245-1147 神奈川県川崎市川崎区南町1-8　林ビル川崎406

JR川崎駅から徒歩10分 https://ezaki-law.com

小川光郎 新京浜協立法律事務所 210-0015

オガワミツオ 044-246-4581 神奈川県川崎市川崎区南町3-6　岡田ビル2階

JR川崎駅・京急川崎から徒歩10分以内

三嶋健 川崎合同法律事務所 210-8544

ミシマケン 044-211-0121 神奈川県川崎市川崎区砂子1-10-2　ソシオ砂子ビル７階

JR川崎駅から徒歩8分、京急川崎から徒歩5分

大橋賢也 川崎エスト法律事務所 210-0006

オオハシケンヤ 044-589-7855 神奈川県川崎市川崎区砂子1-10-2　ソシオ砂子302

JR川崎駅から徒歩7分、京急川崎駅から徒歩3分 http://kawasakiest.com

長谷川拓也 川崎合同法律事務所 210-8544

ハセガワタクヤ 044-211-0121 神奈川県川崎市川崎区砂子1-10-2　ソシオ砂子ビル7階

川崎駅から徒歩10分 https://www.kawagou.org

田中栄樹 田中・渡辺・中尾法律事務所 210-0006

タナカエイキ 044-589-5330 神奈川県川崎市川崎区砂子1-5-1　ケイ・ジェイ砂子ビル3階

JR川崎駅から徒歩5分 https://tw-law.jp/

中尾容子 田中・渡辺・中尾法律事務所 210-0006

ナカオヨウコ 044-589-5330 神奈川県川崎市川崎区砂子1-5-1　ケイ・ジェイ砂子ビル3B

京急川崎駅から徒歩3分 https://tw-law.jp



矢口統一 道しるべ法律事務所 210-0006

ヤグチモトカヅ 044-211-1115 神奈川県川崎市川崎区砂子1-5-1　KJ砂子ビル4階

JR川崎駅から徒歩6分・京急川崎駅から徒歩5分 https://itp.ne.jp/info/144374836154470770

江頭啓介 道しるべ法律事務所 210-0006

エトウケイスケ 044-211-1115 神奈川県川崎市川崎区砂子1-5-1　KJ砂子ビル4階

JR川崎駅から徒歩6分・京急川崎駅から徒歩5分 https://itp.ne.jp/info/144374836154470770

葛山直行 川崎つばさ法律事務所 210-0007

クズヤマナオユキ 044-221-0012 神奈川県川崎市川崎区駅前本町10-5　クリエ川崎11階

京急川崎駅から徒歩1分

常冨智紀 川崎つばさ法律事務所 210-0007

ツネトミトモノリ 044-221-0012 神奈川県川崎市川崎区駅前本町10-5　クリエ川崎11階

JR川崎駅から徒歩2分 https://k-tsubasalaw.com

古屋洸人 川崎つばさ法律事務所 210-0007

フルヤコウト 044-221-0012 神奈川県川崎市川崎区駅前本町10-5　クリエ川崎11階

京急川崎駅から徒歩1分

佐藤仁美 川崎シティ法律事務所 210-0007

サトウヒトミ 044-233-0885 神奈川県川崎市川崎区駅前本町15-5　十五番館ビル1105

JR川崎駅北口から徒歩1分、京急川崎駅中央口から徒歩1分 http://www.kawasaki-city.jp

田所美佳 川崎ふたば法律事務所 210-0007

タドコロミカ 044-201-7547 神奈川県川崎市川崎区駅前本町3-1　NMF川崎東口ビル11階

JR川崎駅から徒歩2分 http://kawasaki-futabalaw.jp

中澤陽子 川崎ふたば法律事務所 210-0007

ナカザワヨウコ 044-201-7547 神奈川県川崎市川崎区駅前本町3-1　NMF川崎東口ビル11階

JR川崎駅から徒歩2分 http://kawasaki-futabalaw.jp

加藤武夫 川崎ふたば法律事務所 210-0007

カトウタケオ 044-201-7547 神奈川県川崎市川崎区駅前本町3-1　NMF川崎東口ビル11階

JR川崎駅から徒歩2分 http://kawasaki-futabalaw.jp

青木大地 川崎ふたば法律事務所 210-0007

アオキダイチ 044-201-7547 神奈川県川崎市川崎区駅前本町3-1　NMF川崎東口ビル11階

JR川崎駅から徒歩2分 http://kawasaki-futabalaw.jp

高柳馨 川崎総合法律事務所 210-0002

タカヤナギカオル 044-211-7878 神奈川県川崎市川崎区榎町1-1　川崎センタービル6階

JR川崎駅から徒歩12分 https://kawasakisougou.com

松本素彦 川崎総合法律事務所 210-0002

マツモトモトヒコ 044-211-7878 神奈川県川崎市川崎区榎町1-1　川崎センタービル6階

JR川崎駅から徒歩10分 https://kawasakisougou.com

本田正男 川崎総合法律事務所 210-0002

ホンダマサオ 044-211-7878 神奈川県川崎市川崎区榎町1-1　川崎センタービル6階

JR川崎駅から徒歩12分、京急川崎から徒歩10分 https://kawasakisougou.com

菊池博愛 川崎総合法律事務所 210-0002

キクチヒロヨシ 044-211-7878 神奈川県川崎市川崎区榎町1-1　川崎センタービル6階

JR川崎駅から徒歩10分

小川健一 川崎総合法律事務所 210-0002

オガワケンイチ 044-211-7878 神奈川県川崎市川崎区榎町1-1　川崎センタービル6階

JR川崎駅から徒歩12分 https://kawasakisougou.com



小山治郎 小山法律事務所 210-0002

コヤマジロウ 044-244-5181 神奈川県川崎市川崎区榎町1-8　ニッコービル3階

JR川崎駅・京急川崎駅から徒歩10分 https://koyama-law.jp

狩野直哉 小山法律事務所 210-0002

カノウナオヤ 044-244-5181 神奈川県川崎市川崎区榎町1-8　ニッコービル3階

JR川崎駅から徒歩9分 https://koyama-law.jp

齋藤信子 小山法律事務所 210-0002

サイトウノブコ 044-244-5181 神奈川県川崎市川崎区榎町1-8　ニッコービル3階

JR川崎駅・京急川崎駅から徒歩10分 https://koyama-law.jp

石井彩 小山法律事務所 210-0002

イシイアヤ 044-244-5181 神奈川県川崎市川崎区榎町1-8　ニッコービル3階

京急川崎駅から徒歩7分 https://koyama-law.jp

川崎市幸区

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

橋本尚子 幸町法律事務所 212-0011

ハシモトナオコ 044-541-3383 神奈川県川崎市幸区幸町1-773　ウエストコート201

JR川崎駅・京急川崎駅から徒歩5分

渡利純也 川崎駅前法律事務所 212-0014

ワタリジュンヤ 044-223-6812 神奈川県川崎市幸区大宮町15-1　小森山ビル4階

JR川崎駅から徒歩4分 http://www.kawasaki.lawyers-office.jp

小川文子 恵富総合法律事務所 212-0014

オガワフミコ 044-522-7702 神奈川県川崎市幸区大宮町18-2　ナイスアーバンプラザ川崎2F-13

JR川崎駅から徒歩5分 http://www.f-law.biz

川崎市高津区

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

村上淳平 京浜法律事務所 213-0001

ムラカミジュンペイ 044-819-4176 神奈川県川崎市高津区溝口2-17-35　タチバナビル301

武蔵溝の口駅・溝の口駅から徒歩5分 http://www.keihin-law.jp

川崎市多摩区

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

湯山薫 川崎北合同法律事務所 214-0014

ユヤマカオル 044-931-5721 神奈川県川崎市多摩区登戸3398-1　大樹生命登戸ビル5階

登戸駅から徒歩1分 https://kawakitalo.org

藤井啓輔 川崎北合同法律事務所 214-0014

フジイケイスケ 044-931-5721 神奈川県川崎市多摩区登戸3398-1　大樹生命登戸ビル5階

登戸駅から徒歩2分

武田真智子 たま法律事務所 214-0001

タケダマチコ 044-819-6424 神奈川県川崎市多摩区菅2-3-2　サービエマンション302

JR稲田堤駅から徒歩2分、京王稲田堤駅から徒歩4分



川崎市中原区

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

外村亮介 川崎小杉法律事務所 211-0006

ホカムラリョウスケ 044-543-9802 神奈川県川崎市中原区丸子通2-682　エデフィスAN1階

新丸子駅から徒歩4分 http://kawasakikosugilaw.biz

栗原伸治 川崎武蔵小杉法律事務所 211-0004

クリハラシンジ 050-6871-1250 神奈川県川崎市中原区新丸子東2-925-17　新丸子東ビル1階

逗子市

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

川尻新 弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 249-0006

カワジリアラタ 046-874-6741 神奈川県逗子市逗子1-10-26　平山ビル4階

JR逗子駅から徒歩5分 http://sy-law.jp

横須賀市

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

手島俊彦 手島俊彦法律事務所 239-0831

テシマトシヒコ 046-884-9412 神奈川県横須賀市久里浜1-5-9　あずさわビル503

京急久里浜駅から徒歩2分

中川広夢 中川法律事務所 238-0006

ナカガワヒロム 046-884-9305 神奈川県横須賀市日の出町1-4-12　中央ハイツ101

京浜急行線横須賀中央駅から徒歩5分 https://nakagawa-law.biz

畑中優宏 湘南よこすか法律事務所 238-0006

ハタナカマサヒロ 046-876-7481 神奈川県横須賀市日の出町1-8　大和土地建物第3ビル401A

京急横須賀中央駅から徒歩5分 http://www.sy-law.jp

小林秀俊 横須賀市民法律事務所 238-0008

コバヤシヒデトシ 046-827-2713 神奈川県横須賀市大滝町1-26　清水ビル3階

横須賀中央駅から徒歩6分

望月由佳子 法律事務所レガート 238-0004

モチヅキユカコ 046-874-6801 神奈川県横須賀市小川町13-20　横須賀中央ビル5階B室

横須賀中央駅から徒歩7分 legato-law＠sowg.ocn.ne.jo


