
法テラス小田原　契約弁護士名簿 更新日

2023年4月10日

相模原市中央区

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

大谷豊 大谷豊法律事務所 252-0239

オオタニユタカ 042-750-0858 神奈川県相模原市中央区中央2-12-15　相模中央ビル302

相模原駅から徒歩20分 http://www.nayamikaishou.jp

桐生貴央 広尾総合法律事務所相模原事務所 252-0239

キリュウタカオ 050-5577-4179 神奈川県相模原市中央区中央3-8-8　桐生ビル1階

JR相模原駅から徒歩15分 hirooo110.com

坪井廣行 県相模法律事務所 252-0237

ツボイヒロユキ 042-776-5300 神奈川県相模原市中央区千代田1-6-9　共立千代田ビル2Ｆ

JR相模原駅から徒歩25分

水谷里枝子 齋藤・水谷法律事務所 252-0236

ミズタニリエコ 042-754-8672 神奈川県相模原市中央区富士見5-2-12　サンロードビル2階A号室

相模原駅からバス15分 http://saitou-mizutani-law.blogdehp.ne.jp/

齋藤守 齋藤・水谷法律事務所 252-0236

サイトウマモル 042-754-8672 神奈川県相模原市中央区富士見5-2-12　サンロードビル2階A

中山峻介 弁護士法人相模原法律事務所裁判所前主事務所 252-0236

ナカヤマシュンスケ 042-756-0971 神奈川県相模原市中央区富士見6-6-1　大賀ビル2階

櫻井良一 櫻井法律事務所 252-0206

サクライリョウイチ 042-759-7277 神奈川県相模原市中央区淵野辺4-15-21　オオタニビル403

淵野辺駅から徒歩2分

橋本愼一 橋本総合法律事務所 252-0231

ハシモトシンイチ 042-768-8351 神奈川県相模原市中央区相模原1-2-17　クリスタルサガミハラ7階

JR横浜線相模原駅から徒歩1分 hashimoto-sougou@river.ocn.ne.jp

相模原市緑区

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

片倉亮介 弁護士法人相模原法律事務所橋本駅前弁護士事務所 252-0143

カタクラリョウスケ 042-703-6333 神奈川県相模原市緑区橋本3-19-17　プリムローズハウス702

JR橋本駅から徒歩5分

山本寛 あじさい法律事務所 252-0143

ヤマモトヒロシ 042-703-0117 神奈川県相模原市緑区橋本7-11-19　アビタシオンⅧ 1階

JR横浜線・京王相模原線橋本駅から徒歩15分 http://ajisailaw.life.coocan.jp/　　携帯等https://www.ajisailaw.net/

相模原市南区

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

大久保博通 大久保博通法律事務所 252-0314

オオクボヒロミチ 042-741-8788 神奈川県相模原市南区南台5-11-19　ペアナードオダサガ301-1

小田急相模原駅から徒歩1分 https://www.odasagalawoffice.org

池田達彦 法律事務所ろはす 252-0303

イケダタツヒコ 042-705-2265 神奈川県相模原市南区相模大野2-22-13　スペースファイブ503

小田急線相模大野駅から徒歩6分 https://www.lo-lohas.com



安永佳代 相模原南法律事務所 252-0303

ヤスナガカヨ 042-745-2051 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-16　第1足立ビル3Ｆ

相模大野駅から徒歩2分

徳久京子 相模原南法律事務所 252-0303

トクヒサキョウコ 042-745-2051 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-16　第1足立ビル3階

相模大野駅から徒歩2分

細貝惟大 細貝総合法律事務所 252-0303

ホソガイユキヒロ 042-705-4370 神奈川県相模原市南区相模大野3-25-6　野村ビル5階

相模大野駅から徒歩2分 http://hosogai-law.com/

宮﨑英征 弁護士法人港国際法律事務所相模原事務所 252-0303

ミヤザキヒデユキ 042-701-8651 神奈川県相模原市南区相模大野5丁目29-11　安藤ビル3FB

相模大野駅から徒歩7分

眞木康州 ひばり法律事務所 252-0303

マキヤスクニ 042-767-2311 神奈川県相模原市南区相模大野6-7-9　サーティーフォー相模大野ビル5階5B

小田急線相模大野駅から徒歩8分 http://hibari-law.jp

谷口優子 弁護士法人谷口綜合法律事務所 252-0303

タニグチユウコ 042-747-0006 神奈川県相模原市南区相模大野7-8-10　大塚ビル4階

小田急相模大野駅から徒歩1分 www.tlo-sagami.jp

伊藤信吾 弁護士法人相模原法律事務所相模大野駅前弁護士事務 2520303

イトウシンゴ 042-705-2877 神奈川県相模原市南区相模大野8-10-4　　101セントラルビル201

小田急相模大野駅から徒歩3分 http://sagami-law.jp

白澤章子 相模大野法律事務所 252-0303

シラサワアキコ 042-767-7104 神奈川県相模原市南区相模大野8-10-6　ユタカビル6F

小田急線相模大野駅から徒歩3分 http://www.sagamionolaw.com

小谷馨 相模大野法律事務所 252-0303

コタニカオル 042-767-7104 神奈川県相模原市南区相模大野8-10-6　ユタカビル6Ｆ

小田急線相模大野駅から徒歩3分 https://www.sagamionolaw.com

石橋忠文 石橋法律事務所 252-0344

イシバシタダフミ 042-769-1414 神奈川県相模原市南区古淵2-16-1　セントラル喜和502

古淵駅から徒歩1分

小田原市

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

山本栄紀 弁財天法律事務所 250-0011

ヤマモトマサキ 0465-43-9191 神奈川県小田原市栄町1-6-11　寺内ビル3階

小田原駅から徒歩3分 lawoffice.flips.jp

山﨑　夏彦 山﨑夏彦法律事務所 250-0011

ヤマザキナツヒコ 0465-21-3370 神奈川県小田原市栄町1-14-10　ＨＭ-小田原ビル2階

小田原駅から徒歩5分

八木下美帆 八木下法律事務所 250-0011

ヤギシタミホ 0465-25-2995 神奈川県小田原市栄町1-16-24バーン栄202

小田原駅から徒歩8分

赤沼洋 早雲法律事務所 250-0011

アカヌマヒロシ 0465-44-4777 神奈川県小田原市栄町2丁目1番27号山正ビル4階

小田原駅から徒歩1分 http://souun-law.com/



望月孝礼 望月法律事務所 250-0012

モチヅキタカノリ 0465-20-3637 神奈川県小田原市本町1-5-33　大聖ビル4階

小田原駅から徒歩9分

阪之上克巳 阪之上法律事務所 250-0012

サカノウエカツミ 0465-21-0068 神奈川県小田原市本町2-1-3　ＨＳビル401

小田原駅から徒歩10分

加藤勝 おだわら総合法律事務所 250-0012

カトウマサル 0465-21-3121 神奈川県小田原市本町1-4-7　朝日生命小田原ビル402

小田原駅から徒歩10分

坂本結 お城通り法律事務所 250-0011

サカモトユウ 0465-24-1644 神奈川県小田原市栄町1-6-12　白バラビル3階

小田原駅から徒歩5分

白川秀信 白川法律事務所 2500011

シラカワヒデノブ 0465-22-4466 神奈川県小田原市栄町1-8-1　Y&Yビル5-B号室

JR小田原駅から徒歩3分

足柄上郡開成町

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

笠間圭一郎 足柄上法律事務所 258-0022

カサマケイイチロウ 0465-44-4895 神奈川県足柄上郡開成町牛島50-4　TYS504ビル202号

開成駅から徒歩15分 ashigarakami-law.jp

足柄下郡湯河原町

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

林服子 湯河原法律事務所 259-0303

ハヤシフクコ 0465-64-0033 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥1-10-2　ダイアパレスST1階

JR湯河原駅から徒歩3分

厚木市

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

進藤亮 進藤・田村法律事務所 243-0018

シンドウリョウ 046-204-8872 神奈川県厚木市中町3-1-2　YDビル3階

本厚木駅から徒歩2分 http://shindo-law.jp/

田村圭 進藤・田村法律事務所 243-0018

タムラケイ 046-204-8872 神奈川県厚木市中町3-1-2　YDビル3階

本厚木駅から徒歩2分 http://shindo-law.jp/

香﨑弘文 みさき法律事務所 243-0018

コウザキヒロフミ 046-297-3266 神奈川県厚木市中町4-5-14　国際厚木ビル5階

小田急線本厚木駅から徒歩6分

石井琢磨 ジン法律事務所弁護士法人 243-0018

イシイタクマ 046-297-4055 神奈川県厚木市中町4-14-3　雅光園ビル702

本厚木駅から徒歩2分 https://www.zin-law.com/

前島憲司 弁護士法人前島綜合法律事務所 243-0014

マエジマケンジ 046-229-0905 神奈川県厚木市旭町1-27-1　後藤ビル2Ｆ

本厚木駅から徒歩1分



伊勢原市

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

鈴木英彦 伊勢原法律事務所 259-1132

スズキヒデヒコ 0463-71-6589 神奈川県伊勢原市桜台1-5-31　チェリーヒルズ金田2A

伊勢原駅から徒歩3分

仙波史生 伊勢原総合法律事務所 259-1131

センバフミオ 0463-79-9426 神奈川県伊勢原市伊勢原1-16-8　KOIZUMI BLDⅡ201

小田急線伊勢原駅から徒歩2分 https://www.isehara-sl.jp/

中郡二宮町

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

松下純 なないろ法律事務所 259-0123

マツシタアヤ 0463-70-3551 神奈川県中郡二宮町二宮200-3　エヴィム二宮201

JR二宮駅から徒歩2分 amhappy0816.flips.jp

鈴木滋 鈴木滋法律事務所 259-0133

スズキシゲル 0463-71-1598 神奈川県中郡二宮町百合が丘1-15-3

JR二宮駅から車7分

秦野市

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

古谷泰宏 丹沢法律事務所 257-0051

フルヤヤスヒロ 0463-74-4130 神奈川県秦野市今川町2-15　リバーサイド小泉203

谷岡親秀 谷岡法律事務所 257-0011

タニオカシンシュウ 0463-73-6616 神奈川県秦野市尾尻939-8-201　

秦野駅南口から徒歩5分 https://www.bengo4.com/kanagawa/a_14211/l_1496083/

平塚市

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

井田翔太 平塚総合法律事務所 254-0043

イダショウタ 0463-25-5881 神奈川県平塚市紅谷町2-14　一剣浜大門ビル3階

平塚駅から徒歩3分

稲垣孝宣 稲垣総合法律事務所 254-0807

イナガキタカノリ 0463-23-6321 神奈川県平塚市代官町4-15　辻ビル3階

平塚駅南口から徒歩2分 https://inagaki-law.com/

朝倉隆 朝倉法律事務所 254-0034

アサクラタカシ 0463-72-7067 神奈川県平塚市宝町11-2　フォーラムビル6Ｆ

平塚駅から徒歩5分


