
氏　名 フルガナ 事務所名 住所 電話番号

愛須　一史 アイス　カズフミ
弁護士法人
水原・愛須法律事務所

060-0061
北海道札幌市中央区南1条西4丁目13
日之出ビル

011-251-9696

藍原　貴子 アイハラ　タカコ 札幌総合法律事務所
060-0005
北海道札幌市中央区北五条西11丁目17-2 011-281-8448

青木　豪 アオキ　タケシ 青木法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西11丁目4
登記センタービル2階

011-271-5507

赤渕　由紀彦 アカフチ　ユキヒコ
弁護士法人
赤渕・秋山法律事務所

060-0061
北海道札幌市中央区南1条西11丁目
コンチネンタルビル5階

011-221-6868

浅水　正 アサミズ　タダシ 知事公館前法律事務所
060-0001
北海道札幌市中央区北1条西15丁目
大通ハイム205

011-613-3434

芦田　和真 アシダ　カズマ 原洋司法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西15丁目
ラスコム15ビル3F

011-615-7110

阿部　泰 アベ　アキラ はるかぜ法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西8丁目2-38
ストーク大通ビル２階

011-215-1276

阿部　迅生 アベ　トシオ 三木・佐々木法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南1条西14丁目
ワフスわたなべビル7階

011-261-6980

安部　真弥 アベ　マヤ 鳥井共同法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南1条西11丁目327
一条ビル6階

011-215-1777

阿部　洋介 アベ　ヨウスケ
弁護士法人
北海道みらい法律事務所
札幌オフィス

065-0011
北海道札幌市東区北11条東1丁目1-40
SAKURA-N11 2階A号室

011-214-1660

雨貝　義麿 アマガイ　ヨシマロ
弁護士法人
平松剛法律事務所
札幌事務所

060-0002
北海道札幌市中央区北2条西4丁目1
北海道ビル9階

011-281-7261

荒木　健介 アラキ　ケンスケ 藤田・荒木・村本法律事務所
060-0062
北海道札幌市中央区南2条西10丁目1-4
第2サントービル4階

011-271-6046

粟生　猛 アワオ　タケシ あわお法律事務所
001-0017
北海道札幌市北区北17条西2丁目2-24
粟生ビル4階

011-737-3077

猪狩　康代 イカリ　ヤスヨ さっぽろ法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目4
南大通ビル3階

011-272-1900

石井　俊春 イシイ　トシハル クレストンズ法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西11丁目4番27号
北海ケミカル札幌ビル7階

011-200-9097

石川　和弘 イシカワ　カズヒロ
弁護士法人
札幌・石川法律事務所

060-0001
北海道札幌市中央区北一条西9丁目3-1
南大通ビルN1 7階

011-209-7150

石田　明義 イシダ　アキヨシ 北海道合同法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西12丁目
北海道高等学校教職員センター

011-231-1888

磯田　丈弘 イソダ　タケヒロ 札幌つづみ星法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目4-16
ダンロップＳＫビル3Ｆ

011-280-1322

市川　大輔 イチカワ　ダイスケ 公園通り法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西13丁目4
北晴大通ビル2階

011-222-2922

伊藤　絢子 イトウ　アヤコ あお葉法律事務所
060-0002
北海道札幌市中央区北2条西9丁目1番地
ウォールアネックス2階

011-215-1881

伊藤　昌一 イトウ　ショウイチ ながた法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目
南大通ビル9階

011-271-9933

伊藤　誠一 イトウ　セイイチ 札幌協和法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南1条西10丁目
タイムスビル8階

011-281-0868

伊藤　信賢 イトウ　ノブカタ 伊藤・大出法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南1条西11丁目
コンチネンタルビル7階

011-251-1771

伊藤　めぐみ イトウ　メグミ めぐみ法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西14丁目1-9
ダイアパレス大通701号室

011-522-5117



氏　名 フルガナ 事務所名 住所 電話番号

猪野　亨 イノ　トオル いの法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南一条西9-5-1
札幌１９Ｌビル６F

011-272-9555

今井　明日香 イマイ　アスカ 弁護士法人白総合法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南1条西10丁目
大通ホワイトビル5階

011-252-7631

上木　健司 ウエキ　ケンジ 札幌つづみ星法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目4-16
ダンロップＳＫビル3階

011-280-1322

上村　真太朗 ウエムラ　シンタロウ 芝・髙橋・上村法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南1条西9丁目1-15
井門札幌S109ビル2階

011-209-0101

内田　信也 ウチダ　シンヤ 北海道合同法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西12丁目
北海道高等学校教職員センター5階

011-231-1888

越後　雅裕 エチゴ　マサヒロ 越後雅裕法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西12丁目
中田ビル3階

011-272-3737

江本　秀春 エモト　ヒデハル 道央法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西14丁目
ライオンズマンション第7大通201

011-251-7874

遠藤　正大 エンドウ　マサヒロ たかさき・渡部法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目4-133
南大通ビル新館7階

011-261-7738

大賀　浩一 オオガ　コウイチ さっぽろ法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目4
南大通ビル3階

011-272-1900

大鹿　祐太郎 オオシカ　ユウタロウ Aimパートナーズ法律事務所
064-0807
北海道札幌市中央区南七条西12丁目4番3号
Aim.BLDⅡ 2階

011-206-4500

大嶋　拓実 オオシマ　タクミ
弁護士法人プロテクトスタンス札幌事務
所

060-0002
北海道札幌市中央区北二条西3丁目1
敷島ビル4階

011-206-9307

大塚　智子 オオツカ　トモコ
弁護士法人
小寺・松田法律事務所

060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目
南大通ビル6階

011-281-5011

大沼　邦匡 オオヌマ　クニマサ
弁護士法人
シンシア大沼邦匡法律事務所

063-0005
北海道札幌市西区山の手5条1丁目1-24 011-615-1255

大町　英祐 オオマチ　エイスケ ながた法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目
南大通ビル9階

011-271-9933

小笠原　至 オガサワラ　イタル 小笠原法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西12丁目4
ユリスタビル2階

011-231-0050

沖田　尚 オキタ　タカシ 坂口法律事務所
060-0001
北海道札幌市中央区北1条西10丁目
札幌弁護士会館6階

011-251-6220

奥田　真与 オクダ　マサトモ 奥田まさとも法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西14丁目1-13
北日本南大通ビル6階

011-251-6770

奧野　舞 オクノ　マイ おくの法律事務所
064-0804
北海道札幌市中央区南四条西10-1004-5
スカイコーポラス407

011-212-1892

小倉　泰彦 オグラ　ヤスヒコ 中島・野口法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南一条西10丁目4-167
南一条法務税務センター9階

011-251-7484

尾崎　定幸 オザキ　サダユキ 尾崎定幸法律事務所
060-0062
北海道札幌市中央区南2条西7-8-2
南二条ビル1Ｆ

011-281-3901

小野　暁世史 オノ　アキヨシ 琴似あかつき法律事務所
063-0811
北海道札幌市西区琴似一条6丁目4-3
琴似第1ビルディング3階

011-624-0055

小野　博道 オノ　ヒロミチ 琴似あかつき法律事務所
063-0811
北海道札幌市西区琴似1条6丁目4-3
琴似第1ビルディング3階

011-624-0055

小野寺　信勝 オノデラ　ノブカツ 北海道合同法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西12丁目
北海道高等学校教職員センター

011-231-1888

加藤　丈晴 カトウ　タケハル 北海道合同法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西12丁目
北海道高等学校教職員センター

011-231-1888



氏　名 フルガナ 事務所名 住所 電話番号

釜井　裕介 カマイ　ユウスケ 釜井加藤法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西16-1
メディカルビルスリーエム3階

011-215-7143

亀田　成春 カメダ　シゲハル 亀田成春法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西14丁目3-14
ライオンズマンション第7大通505

011-261-2115

川上　大雅 カワカミ　タイガ 札幌北商標法律事務所
001-0023
北海道札幌市北区北二十三条西8丁目3-33
coneco bld．1階

011-700-0700

岸田　貴志 キシダ　タカシ 札幌四季法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西6-5-4
　58山京ビル4F

011-221-8800

北山　祐記 キタヤマ　ユウキ ホットライン法律事務所
060-0002
北海道札幌市中央区北2条西10丁目1-6
コンフォリア札幌植物園601

011-522-7906

鬼頭　知一 キトウ　トモカズ 弁護士法人誠信法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南1条西10丁目4
スペチアーレ・プリーモ207号室

011-281-6181

木下　尊氏 キノシタ　タカシ 朝倉・木下・増谷法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南一条西11丁目
一条ビル2階

011-223-4616

清平　温子 キヨヒラ　アツコ 札幌フロンティア法律事務所
060-0001
北海道札幌市中央区北1条西7丁目3
おおわだビル4階

011-251-5858

桐澤　祐佳里 キリサワ　ユカリ 札幌総合法律事務所
060-0005
北海道札幌市中央区北5条西11丁目17-2 011-281-8448

久野　崇史 クノ　タカシ 吉川正也法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目
南大通ビル4階

011-261-6677

久保　実穂子 クボ　ミホコ
弁護士法人
村上・久保法律事務所

060-0001
北海道札幌市中央区北一条西15丁目1-3
大通ハイム503

011-624-7970

熊谷　建吾 クマガイ　ケンゴ
弁護士法人
小寺・松田法律事務所

060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目
南大通ビル6Ｆ

011-281-5011

倉茂　尚寛 クラシゲ　ナオヒロ ユナイテッド・コモンズ法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南一条西10丁目4番地
南大通ビルアネックス4階

011-280-5522

見野　彰信 ケンノ　アキノブ 見野法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南一条西13丁目317-3
フナコシヤ南1条ビル7階

011-252-8686

小荒谷　勝 コアラヤ　マサル 砂子章彦法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西11丁目
第2大通藤井ビル3階

011-281-8090

小池　明子 コイケ　アキコ 小池明子法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南一条西10-4-167
南一条法務税務センター6階

011-211-0858

小竹　真喜 コタケ　マキ 黒木法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目
南大通ビル7階

011-251-5863

小谷　大介 コタニ　ダイスケ
弁護士法人
札幌・石川法律事務所

060-0001
北海道札幌市中央区北一条西9丁目3-1
南大通ビルN1 7階

011-209-7150

小寺　正史 コデラ　マサシ
弁護士法人
小寺・松田法律事務所

060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目
南大通ビル6Ｆ

011-281-5011

後藤田　環 ゴトウダ　タマキ 三木・佐々木法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南一条西14丁目
ワフスわたなべビル7階

011-261-6980

木場　知則 コバ　トモノリ こばと法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南一条西11丁目327-6
ワンズ南一条ビル6階

011-233-4040

小林　純也 コバヤシ　ジュンヤ 小林純也法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南1条西11丁目1-301
コンチネンタルWEST．Nビル7階

011-280-0055

小林　杜季子 コバヤシ　トキコ 札幌おおぞら法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南一条西10丁目6
タイムスビル3階

011-261-5715

小林　直毅 コバヤシ　ナオタカ 円山・参道前法律事務所
064-0801
北海道札幌市中央区南1条西24丁目1-8
エスターアベニュー301

011-613-8855
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小林　奈津美 コバヤシ　ナツミ 弁護士法人白総合法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南1条西10丁目
大通ホワイトビル5階

011-252-7631

小林　加弥 コバヤシ　マスミ クラーク法律事務所
060-0001
北海道札幌市中央区北一条西9丁目3-10
松崎大通ビル9階

011-271-5951

近藤　哲雄 コンドウ　テツオ 近藤法律事務所
005-0022
北海道札幌市南区真駒内柏丘1-6-7 011-584-0234

斎藤　大貴 サイトウ　ダイキ 札幌パシフィック法律事務所
060-0034
北海道札幌市中央区北四条東2-8-2
マルイト北4条ビル6階

011-211-6466

斉藤　宏信 サイトウ　ヒロノブ 斉藤宏信法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西14丁目1-13
北日本南大通ビル9階

011-232-2155

酒井　謙 サカイ　ケン みなみ大通法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西12丁目
ウエスト12ビル4Ｆ

011-281-3767

坂本　泰朗 サカモト　ヤスアキ 坂本・松田法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西13丁目4
レジディア大通公園3階

011-251-3116

迫田　宏治 サコダ　コウジ さこだ法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西14丁目1-9
ダイアパレス大通204号室

011-223-1112

佐々木　幸駿 ササキ　コウシュン 佐々木法律事務所
060-0004
北海道札幌市中央区北四条西4丁目1-7
MMS札幌駅前ビル3階

011-804-8518

佐々木　潤 ササキ　ジュン 三木・佐々木法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南1条西14丁目
ワフスわたなべビル7階

011-261-6980

佐々木　泰平 ササキ　タイヘイ たいへい法律事務所
060-0062
北海道札幌市中央区南二条西12丁目324-4
ネスト南2条2階

011-211-0057

笹森　学 ササモリ　マナブ 北海道合同法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西12丁目
北海道高等学校教職員センター

011-231-1888

佐藤　敬治 サトウ　ケイジ 札幌双葉法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南1条西13丁目317-3
フナコシヤ南1条ビル5階

011-222-8480

佐藤　博文 サトウ　ヒロフミ 北海道合同法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西12丁目
北海道高等学校教職員センター

011-231-1888

佐藤　眞紀世 サトウ　マキヨ
弁護士法人
パークフロント法律事務所

064-0823
北海道札幌市中央区北3条西30丁目4-10 011-641-6161

佐藤　允 サトウ　マコト 佐藤允法律事務所
060-0002
北海道札幌市中央区北二条西10丁目
植物園グランドハイツ東棟508号

011-213-0031

芝　雄亮 シバ　ユウスケ 芝・髙橋・上村法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南1条西9丁目1番地15
井門札幌S109ビル2階

011-209-0101

柴垣　結華 シバガキ　ユイカ 弁護士法人北空札幌ヘッドオフィス
060-0061
北海道札幌市中央区南１条西６丁目
札幌あおばビル７階

011-802-6341

柴田　良 シバタ　リョウ 弁護士法人カント
060-0061
北海道札幌市中央区南1条西4丁目5-1
大手町ビル8階

011-207-2830

嶋守　大河 シマモリ　タイガ みずなら法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南一条西6丁目
札幌北辰ビル2階

011-272-5655

清水　彰 シミズ　アキラ 清水彰法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南一条西３丁目
札石ビル５F

011-218-1011

下矢　洋貴 シモヤ　ヒロタカ
弁護士法人
佐々木総合法律事務所

060-0042
北海道札幌市中央区大通西11丁目
大通藤井ビル6F

011-261-8455

正畠　大生 ショウバタケ　ヒロオ
弁護士法人
アドバンス札幌事務所

060-0002
北海道札幌市中央区北二条西3丁目1
敷島ビル4階

011-206-9307



氏　名 フルガナ 事務所名 住所 電話番号

須田　布美子 スダ　フミコ 須田布美子法律事務所
060-0063
北海道札幌市中央区南３条西10丁目
南三条スクエアビル3Ｆ

011-596-6001

高崎　暢 タカサキ　トオル たかさき・渡部法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西10-4-133
南大通ビル新館7階

011-261-7738

田頭　理 タガシラ　オサム 知事公館前法律事務所
060-0001
北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3
大通ハイム205

011-613-3434

髙須　大樹 タカス　オオキ 弁護士法人髙須法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目4番地
NYビル2階

011-522-9950

髙杉　眞 タカスギ　マコト 髙杉眞法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西14丁目3-14
ライオンズマンション第7大通206

011-213-0252

高田　英明 タカダ　ヒデアキ 高田英明法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目4
南大通ビル2階

011-252-7017

高野　俊太郎 タカノ　シュンタロウ
弁護士法人
鴻聖高野俊太郎法律事務所

060-0061
北海道札幌市中央区南1条西10丁目4番地
第2タイムビル6階

011-231-3680

鷹野　正義 タカノ　マサヨシ 鷹野正義法律事務所
060-0001
北海道札幌市中央区北1条西16丁目1-27
北海道たばこ会館5階

011-612-8481

髙橋　司 タカハシ　ツカサ 公事宿法律事務所
060-0003
北海道札幌市中央区北3条西11丁目4-1
第5加森ビル5階

011-290-1066

髙橋　剛 タカハシ　ツヨシ 弁護士法人誠信法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南1条西10丁目4番地
スペチアーレ・プリーモ207号室

011-281-6181

高橋　友佑 タカハシ　ユウスケ さっぽろ法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目4
南大通ビル3階

011-272-1900

瀧川　由希子 タキカワ　ユキコ 高田英明法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目4
南大通ビル2階

011-252-7017

瀧澤　啓良 タキザワ　アキヨシ 弁護士法人札幌ポラリス法律事務所
060-0001
北海道札幌市中央区北1条西6丁目2
損保ジャパン札幌ビル7階

011-223-0707

瀧澤　隆之介 タキザワ　リュウノスケ 道都総合法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西13丁目4
北晴大通ビル6階

011-280-5550

武田　憲人 タケダ　ケント 札幌総合法律事務所
060-0005
北海道札幌市中央区北5条西11丁目17-2 011-281-8448

立花　志功 タチバナ　シコウ 立花志功法律事務所
060-0032
北海道札幌市中央区北２条東1丁目2-2
プラチナ札幌ビル４階

011-600-6195

辰野　真也 タツノ　シンヤ slc法律事務所
060-0002
北海道札幌市中央区北二条西3-1
太陽生命札幌ビル7階

011-206-4138

舘山　純士 タテヤマ　ジュンジ 札幌双葉法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南1条西13丁目317-3
フナコシヤ南1条ビル5階

011-222-8480

田中　健太郎 タナカ　ケンタロウ 八十島法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目
南大通ビル9階

011-204-8101

田中　敏滋 タナカ　トシジ
弁護士法人
札幌英和法律事務所

060-0042
北海道札幌市中央区大通西11丁目
半田ビル6階

011-281-1441

谷村　庄市 タニムラ　ショウイチ 谷村・星原法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西12丁目4番
あいおいニッセイ同和損保札幌大通ビル4階

011-261-6385

田端　綾子 タバタ　アヤコ ラベンダー法律事務所
060-0003
北海道札幌市中央区北3条西14丁目2-2
ダイアパレス北3条第2

011-281-0888

田村　暢健 タムラ　ノブタケ ながた法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目
南大通ビル9階

011-271-9933

段林　君子 ダンバヤシ　キミコ 桜花法律事務所
060-0001
北海道札幌市中央区北１条西７丁目１
廣井ビル５階Ｂ

011-596-8251



氏　名 フルガナ 事務所名 住所 電話番号

竹間　朗子 チクマ　アキコ ちくま法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西11丁目4番地
登記センタービル4階

011-375-7878

竹間　寛 チクマ　ヒロシ ちくま法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西１１丁目４番地
登記センタービル４階

011-375-7878

塚田　学 ツカダ　マナブ 知事公館前法律事務所
060-0001
札幌市中央区北1条西15丁目
大通ハイム205号

011-613-3434

塚谷　翔 ツカヤ　ショウ 弁護士法人カント
060-0061
北海道札幌市中央区南1条西4丁目5-1
大手町ビル8階

011-207-2830

佃　七映 ツクダ　ナナミ 札幌総合法律事務所
060-0005
北海道札幌市中央区北五条西11丁目17-2 011-281-8448

出崎　竜也 デザキ　タツヤ 札幌総合法律事務所
060-0005
北海道札幌市中央区北5条西11丁目17-2 011-281-8448

遠山　りえ トオヤマ　リエ 札幌国際法律事務所
060-0061
札幌市中央区南1条西11丁目327-20
アジャイル南1条ビル3階

011-211-0002

徳中　征之 トクナカ　マサユキ 弁護士徳中征之法律事務所
060-0001
北海道札幌市中央区北1条西15丁目
大通ハイム1010

011-643-0048

鳥井　敬介 トリイ　ケイスケ
弁護士法人
赤渕・秋山法律事務所

060-0061
北海道札幌市中央区南1条西11丁目
コンチネンタルビル5階

011-221-6868

鳥井　賢治 トリイ　ケンジ 鳥井共同法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南1条西11丁目327
一条ビル6階

011-215-1777

内藤　裕次 ナイトウ　ユウジ 円山・参道前法律事務所
064-0801
北海道札幌市中央区南一条西２４丁目１－８
エスターアベニュー３０１号

011-613-8855

中尾　天 ナカオ　タカシ 中尾天法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南1条西10丁目
南一条法務税務センター7階

011-261-1388

中川　和彦 ナカガワ　カズヒコ 円山・参道前法律事務所
064-0801
北海道札幌市中央区南一条西24丁目1-8
エスターアベニュー301号

011-613-8855

中島　哲 ナカジマ　サトシ 北海道合同法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西12丁目
北海道高等学校教職員センター

011-231-1888

中島　正博 ナカジマ　マサヒロ 中島綜合法律事務所
060-0062
北海道札幌市中央区南二条西9-1-2
サンケン札幌ビル4F

011-211-0090

中島　完 ナカジマ　ユタカ 札幌創成法律事務所
060-0001
北海道札幌市中央区北一条西9丁目3
フルーフビルディング4階

011-252-7207

仲世古　善樹 ナカセコ　ヨシキ 札幌総合法律事務所
060-0005
北海道札幌市中央区北5条西11丁目17-2 011-281-8448

長田　正寛 ナガタ　マサヒロ ながた法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目
南大通ビル9階

011-271-9933

長野　順一 ナガノ　ジュンイチ 北海道合同法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西12丁目
北海道高等学校教職員センター

011-231-1888

中村　純弥 ナカムラ　ジュンヤ 芝・髙橋・上村法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南一条西9丁目1番地15
井門札幌S109ビル2階

011-209-0101

名倉　一誠 ナクラ　カズノブ 名倉一誠法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西8丁目
レジディア大通西3階

011-272-1020

成田　悠葵 ナリタ　ユウキ 札幌協和法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南1条西10丁目
タイムスビル8階

011-281-0868

難波　徹基 ナンバ　テツキ のぞみ・ひかり法律事務所
060-0001
北海道札幌市中央区北1条西10丁目1-21
ユーネットビル3階

011-233-2323

新井田　芳治 ニイダ　ヨシハル 新井田法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西13丁目
北晴大通ビル7F

011-290-5020



氏　名 フルガナ 事務所名 住所 電話番号

西　博和 ニシ　ヒロカズ 西博和法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西14-1-13
北日本南大通ビル3階

011-206-0768

西村　武彦 ニシムラ　タケヒコ ルピナス法律事務所
060-0001
北海道札幌市中央区北1条西10丁目
原田ビル303

011-251-0377

沼上　剛人 ヌマガミ　タケト
弁護士法人
日出総合法律事務所

060-0042
北海道札幌市中央区大通西十四丁目1番13
北日本南大通ビル8階

011-596-9171

野﨑　正隆 ノザキ　マサタカ 札幌総合法律事務所
060-0005
北海道札幌市中央区北5条西11丁目17-2 011-281-8448

野田　晃弘 ノダ　アキヒロ 道都総合法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西13-4
北晴大通ビル6階

011-280-5550

野谷　聡子 ノタニ　サトコ 札幌総合法律事務所
060-0005
北海道札幌市中央区北5条西11丁目17-2 011-281-8448

芳賀　広健 ハガ　ヒロカヅ
弁護士法人
シティ総合法律事務所

060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目4番地
南大通ビル5階

011-222-9485

橋本　佐和子 ハシモト　サワコ みなみ大通法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西12丁目
ウエスト12ビル4階

011-281-3767

橋本　祐樹 ハシモト　ユウキ 北海道合同法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西12丁目
北海道高等学校教職員センター

011-231-1888

花形　満 ハナガタ　ミツル 花形法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西9丁目1-1
大通公園ビル4階

011-272-5011

馬場　幸樹 ババ　コウキ 琴似あかつき法律事務所
063-0811
北海道札幌市西区琴似1条6丁目4-3
琴似第1ビルディング3階

011-624-0055

濱本　光一 ハマモト　コウイチ 濱本光一法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南1条西11丁目327
　1条ビル5階

011-261-5437

林　順敬 ハヤシ　ノブタカ 札幌オアシス法律事務所
060-0807
北海道札幌市北区北7条西2丁目6
　37山京ビル410

011-738-5700

林　佑介 ハヤシ　ユウスケ 八幡・林法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目
南大通ビル3階

011-272-7776

原　洋司 ハラ　ヨウジ 原洋司法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西15丁目
ラスコム15ビル3階

011-615-7110

日笠　倫子 ヒカサ　ミチコ みなみ大通法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西12
ウエスト12ビル4Ｆ

011-281-3767

肘井　博行 ヒジイ　ヒロユキ 肘井博行法律事務所
060-0002
北海道札幌市中央区北二条西10丁目
植物園グランドハイツ5階 506号室

011-271-8839

秀嶋　ゆかり ヒデシマ　ユカリ 秀嶋法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南１条西5丁目19番地1
郵政福祉札幌第一ビル5階

011-271-8887

平野　美里 ヒラノ　ミサト みさと法律事務所
060-0001
北海道札幌市中央区北一条西10丁目1番地11
原田ビル308号室

011-211-5048

廣瀬　宗耕 ヒロセ　カズヤス 弁護士法人札幌ポラリス法律事務所
060-0001
北海道札幌市中央区北１条西６丁目２
損保ジャパン札幌ビル7階

011-223-0707

広田　拓郎 ヒロタ　タクロウ 青野・広田・おぎの法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西11-4-174
　53山京ビル４階

011-233-7001

日和　優人 ヒワ　ユウト
弁護士法人
小寺・松田法律事務所

060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目
南大通ビル6階

011-281-5011

福岡　宏保 フクオカ　ヒロヤス
弁護士法人
水原・愛須法律事務所

060-0061
北海道札幌市中央区南一条西4丁目13
日之出ビル

011-251-9696

福島　隆 フクシマ　タカシ
弁護士法人
新さっぽろ総合法律事務所

004-0051
北海道札幌市厚別区厚別中央1条6丁目3-1
ホクノー新札幌ビル605号室

011-398-7757



氏　名 フルガナ 事務所名 住所 電話番号

藤田　美津夫 フジタ　ミツオ 藤田・荒木・村本法律事務所
060-0062
北海道札幌市中央区南2条西10丁目1-4
第2サントービル4Ｆ

011-271-6046

船津　多香子 フナツ　タカコ 弁護士法人シンシア
060-0051
北海道札幌市中央区南一条東3丁目10-1
北海道日伊文化会館新館5階

011-596-7801

古木　麻衣 フルキ　マイ 弁護士法人シンシア
060-0051
北海道札幌市中央区南一条東3丁目10-1
北海道日伊文化会館新館5階

011-596-7801

古山　忠 フルヤマ　タダシ のぞみ・ひかり法律事務所
060-0001
北海道札幌市中央区北1条西10丁目1-21
ユーネットビル3階

011-209-3645

星加　美佳 ホシカ　ミカ 札幌創成法律事務所
060-0001
北海道札幌市中央区北一条西9丁目3
フルーフビルディング4階

011-252-7207

星原　直子 ホシハラ　ナオコ 谷村・星原法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西12丁目4番
あいおいニッセイ同和損保札幌大通ビル4階

011-261-6385

堀川　秀太郎 ホリカワ　ヒデタロウ 堀川秀太郎法律事務所
060-0062
北海道札幌市中央区南2条西12丁目323-6
　212ビル5階

011-596-9922

本多　良平 ホンダ　リョウヘイ 本多良平法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目
NYビル5階

011-252-9681

桝井　妙子 マスイ　タエコ 北海道合同法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西12丁目
北海道高等学校教職員センター

011-231-1888

増川　純人 マスカワ　スミト 創成川イースト法律事務所
060-0041
北海道札幌市中央区大通東2-3-1
第36桂和ビル9階

011-215-1048

増田　翔 マスダ　ショウ 岩本・佐藤法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西9丁目
キタコーセンタービルディング6階

011-281-3001

松倉　康仁 マツクラ　ヤスヒト 松倉康仁法律事務所
060-0002
北海道札幌市中央区北二条西10-1-6
コンフォリア札幌植物園701

011-788-2541

松田　大剛 マツダ　ダイゴウ 坂本・松田法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西13丁目4番地
レジディア大通公園３Ｆ

011-251-3116

三浦　一希 ミウラ　カヅキ 三浦法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目4-123
ＮＹビル4階

011-205-0244

三浦　桂子 ミウラ　ケイコ 北海道合同法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西12丁目
北海道高等学校教職員センター

011-231-1888

三上　直子 ミカミ　ナオコ 星六花法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南一条西10丁目
南一条法務税務センター6階

011-596-0807

水見　隆文 ミズミ　タカフミ ながた法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目
南大通ビル9階

011-271-9933

道尻　豊 ミチジリ　ユタカ はやみち法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西7丁目
井門札幌パークフロント9階

011-261-6691

皆川　洋美 ミナガワ　ヒロミ きたあかり法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南一条西9丁目1番地15
井門札幌S109ビル5階

011-215-1925

宮﨑　正直 ミヤザキ　マサナオ slc法律事務所
060-0002
北海道札幌市中央区北二条西3丁目1
太陽生命札幌ビル7階

011-206-4138

弁護士法人
すずらん基金法律事務所

060-0001
北海道札幌市中央区北1条西10丁目
札幌弁護士会館4階

011-280-3020

村上　英治 ムラカミ　エイジ
弁護士法人
村上・久保法律事務所

060-0001
北海道札幌市中央区北一条西15丁目1-3
大通ハイム503

011-624-7970

村田　英之 ムラタ　ヒデユキ ユナイテッド・コモンズ法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南一条西10丁目4番地
南大通ビルアネックス4階

011-280-5522

村本　耕大 ムラモト　コウタ 藤田・荒木・村本法律事務所
060-0062
北海道札幌市中央区南2条西10丁目1-4
第2サントービル4階

011-271-6046

弁護士法人すずらん基金法律事務所



氏　名 フルガナ 事務所名 住所 電話番号

目澤　大樹 メザワ　ヒロキ 弁護士法人髙須法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目4番地
ＮＹビル2階

011-522-9950

森越　壮史郎 モリコシ　ソウシロウ 森越壮史郎法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西17丁目1番49
HS Court医大前2階

011-215-8214

八代　眞由美 ヤシロ　マユミ 河谷・八代法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西5丁目
大五ビル5階

011-251-7722

八十島　保 ヤソジマ　タモツ 八十島法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目
南大通ビル9階

011-204-8101

矢吹　徹雄 ヤブキ　テツオ 弁護士法人矢吹法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南1条西12丁目322 011-231-5243

山口　千日 ヤマグチ　チカ みなみ大通法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西12丁目
ウエスト12ビル4階

011-281-3767

山崎　俊彦 ヤマザキ　トシヒコ クラーク法律事務所
060-0001
北海道札幌市中央区北一条西9丁目3-10
松崎大通ビル9階

011-271-5951

山田　暁子 ヤマダ　アキコ みなみ大通法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西12丁目
ウエスト12ビル4階

011-281-3767

山田　佳以 ヤマダ　カイ 北海道合同法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西12丁目
北海道高等学校教職員センター

011-231-1888

山田　幸司 ヤマダ　コウジ 札幌国際法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南一条西11丁目327-20
アジャイル南1条ビル3階

011-211-0002

山田　光洋 ヤマダ　ミツヒロ よつば法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南1条西10丁目4
南大通ビルアネックス5階

011-208-3393

山本　昭彦 ヤマモト　アキヒコ える座法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南一条西7丁目12番地6
パークアベニュービル5階

011-233-3700

山本　完自 ヤマモト　カンジ さっぽろ法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目4
南大通ビル3階

011-272-1900

山本　聡 ヤマモト　サトシ 札幌アカシヤ法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南一条西13丁目
第41ビッグプラザビルⅠ5階

011-210-0401

山本　晋 ヤマモト　シン 山本晋法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西14-1-13
北日本南大通ビル9階

011-204-6125

横田　亜季 ヨコタ　アキ ながた法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目
南大通ビル9階

011-271-9933

吉川　賀恵 ヨシカワ　カエ 吉川正也法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目
南大通ビル4階

011-261-6677

吉川　陽行 ヨシカワ　タカユキ 原洋司法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西15丁目
ラスコム15ビル3階

011-615-7110

吉川　英之 ヨシカワ　ヒデユキ 吉川英之法律事務所
060-0001
北海道札幌市中央区北一条西16丁目1番30号
旭堂第1マンション知事公館前201

011-557-2211

吉川　正也 ヨシカワ　マサヤ 吉川正也法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目
南大通ビル4階

011-261-6677

吉川　悠介 ヨシカワ　ユウスケ 吉川総合法律事務所
060-0061
北海道札幌市中央区南一条西8丁目6番地2
SITYビル5階

011-211-0883

吉田　玲英 ヨシダ　アキヒデ クラーク法律事務所
060-0001
北海道札幌市中央区北1条西9丁目3-10
松崎大通ビル9階

011-271-5951

吉田　友樹示 ヨシダ　ユキジ 札幌総合法律事務所
060-0005
北海道札幌市中央区北5条西11丁目17-2 011-281-8448

吉原　美智世 ヨシハラ　ミチヨ 吉原法律事務所
064-0820
北海道札幌市中央区大通西20丁目2-20
エクセルS1ビル8階

011-622-7963



氏　名 フルガナ 事務所名 住所 電話番号

渡邉　太郎 ワタナベ　タロウ ノルド法律事務所
060-0001
北海道札幌市中央区北1条西8丁目2-39
ＩＳＭ札幌大通4階

011-211-4622

渡部　敏広 ワタナベ　トシヒロ たかさき・渡部法律事務所
060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目4-133
南大通ビル新館7階

011-261-7738

佐藤　勉 サトウ　ツトム 石狩総合法律事務所
061-3201
北海道石狩市花川南1条4丁目250
オカムラビル2階

0133-76-6690

小西　友和 コニシ　トモカズ 千歳しらかば法律事務所
066-0061
北海道千歳市栄町3-5-1
ワイズクボタ101

0123-29-3512

髙田　周一郎 タカダ　シュウイチロウ 千歳法律事務所
066-0062
北海道千歳市千代田町6-7-2
駿河千代田ビル6階

0123-25-5312

藤山　満里奈 フジヤマ　マリナ 千歳法律事務所
066-0062
北海道千歳市千代田町6-7-2
駿河千代田ビル6階

0123-25-5312

深村　真人 フカムラ　マサト 北広島法律事務所
061-1121
北海道北広島市中央6-1-1
イキイキビル２階

011-375-0133

橘　功記 タチバナ　アツノリ たちばな法律事務所
061-1121
北海道北広島市中央3-8-4
三和ビル3階

011-373-7930

徳永　賢太郎 トクナガ　ケンタロウ 北広島水あさぎ法律事務所
061-1271
北海道北広島市大曲中央2-3-1
フロンティアプラザ大曲２階ＧＡ

011-378-6800

森田　祐一 モリタ　ヒロカズ 恵庭法律事務所
061-1448
北海道恵庭市相生町14
豊栄ビル4階

0123-32-0577

田村　秀樹 タムラ　ヒデキ 岩見沢ななほし法律事務所
068-0024
北海道岩見沢市四条西5-5-1
理光ビル2階

0126-35-4686



氏　名 フルガナ 事務所名 住所 電話番号

氏　名 フルガナ 事務所名 住所 電話番号

鹿角　健太 カヅノ　ケンタ 鹿角健太法律事務所
047-0032
北海道小樽市稲穂2-22-1
小樽経済センタービル5Ｆ

0134-24-8755

古宮　靖子 コミヤ　ヤスコ 柴田・古宮法律事務所
047-0003
北海道小樽市真栄2丁目3-5 0134-23-4632

菰田　尚正 コモダ　ナオマサ 菰田尚正法律事務所
047-0024
北海道小樽市花園4-2-16 0134-24-6511

柴田　誠一 シバタ　セイイチ 柴田・古宮法律事務所
047-0003
北海道小樽市真栄2-3-5 0134-23-4632

鷲見　悠 スミ　ユウ 関口・鷲見法律事務所
047-0032
北海道小樽市稲穂2-11-13
協和稲穂ビル4階

0134-24-4731

滝澤　雄次 タキザワ　ユウジ 恵新法律事務所
047-0151
北海道小樽市朝里3-5-28
恵新ビル1階

0134-26-6115

村越　仁 ムラコシ　ヒトシ 弁護士法人小樽法律事務所
047-0032
北海道小樽市稲穂2-22-1
小樽経済センタービル6階

0134-61-1440

氏　名 フルガナ 事務所名 住所 電話番号

角　大祐 カド　ダイスケ
弁護士法人
小寺・松田法律事務所
苫小牧事務所

053-0022
北海道苫小牧市表町2-1-14
王子不動産第3ビル5階

0144-36-7230

細谷　祐輔 ホソヤ　ユウスケ
弁護士法人
小寺・松田法律事務所
苫小牧事務所

053-0022
北海道苫小牧市表町2-1-14
王子不動産第3ビル5階

0144-36-7230

邨山　達哉 ムラヤマ　タツヤ むらやま法律事務所
053-0021
北海道苫小牧市若草町3-2-1
苫小牧共栄火災ビル3階

0144-31-4750

原　英士 ハラ　ヒデシ ひだか総合法律事務所
056-0017
北海道日高郡新ひだか町静内御幸町3-1-78　2階

0146-43-1206

原　万里子 ハラ　マリコ ひだか総合法律事務所
056-0017
北海道日高郡新ひだか町静内御幸町3-1-78 2階 0146-43-1206

氏　名 フルガナ 事務所名 住所 電話番号

高村　真人 タカムラ　マサト むろらん法律事務所
050-0074
北海道室蘭市中島町2-27-11
インプレス中島402

0143-41-3155

本間　寛菜 ホンマ　ヒロナ
弁護士法人
北海道みらい法律事務所

050-0083
北海道室蘭市東町2-27-4
セミナービル3階

0143-83-4131

増川　拓 マスカワ　タク
弁護士法人
北海道みらい法律事務所

050-0083
北海道室蘭市東町2-27-4
セミナービル3階

0143-83-4131


