＜ 名簿ご利用上の注意事項 ＞
～ はじめにお読みください ～

① この名簿は、法テラスと民事法律扶助の契約をしている徳島県内の弁護
士および司法書士を掲載した名簿です。この名簿に掲載されている弁護
士および司法書士を、法テラスが推薦または紹介をしているものではあ
りません。
② 契約弁護士および司法書士に、民事法律扶助制度を利用して、無料法
律相談（法律相談援助）や事件依頼（代理援助・書類作成援助）を申込
みされる場合は、申込者等の収入・資産が一定額以下であるなどの条件
を満たしている必要があります。詳しくは本ホームページでご確認いた
だくか、法テラスまでお問い合わせください。
③ この名簿を利用して、契約弁護士および司法書士にお問い合わせされる
際は、「法テラスのホームページの契約弁護士・司法書士名簿を見て、
お問い合わせしている」ことを必ずお伝えください。民事法律扶助制度
を利用した無料法律相談をご希望の際は、「民事法律扶助制度を利用し
て相談したい」とお伝えください。
④ 契約弁護士および司法書士に相談や事件を依頼される場合、その依頼を
引き受けるか否かは、それぞれの契約弁護士・司法書士が判断いたしま
す。その判断につきまして、法テラスは関与いたしません。
⑤ この名簿は、本ホームページ上での掲載のほか、法テラス徳島の窓口に
て配布しています。
⑦ この名簿を無断で複写・転載・配布・配置することを禁止します。

松尾 泰三（まつお たいぞう）
【弁護士法人ひまわり法律事務所】
徳島市東新町2-9-1 ｺﾊﾞﾝﾔﾋﾞﾙ2階
Tel:088-655-0007
藤澤 和裕（ふじさわ かずひろ）
【弁護士法人藤澤法律事務所】
徳島市中徳島町2-19
Tel:088-624-0620
島内 保彦（しまうち やすひこ）
【島内法律事務所】
徳島市
徳島市新蔵町1丁目6-1
Tel:088-625-8344
林 伸豪（はやし のぶひで）
大西 聡（おおにし そう）
【弁護士法人徳島合同法律事務所】 【弁護士法人大西聡法律事務所】
徳島市徳島本町2丁目7 浜口ビル 徳島市両国本町1-36-1ゑびすやﾋﾞﾙ2階
Tel:088-622-7575
Tel:088-678-4678
早渕 正憲（はやぶち まさのり） 竹原 大輔（たけはら だいすけ）
【早渕法律事務所】
【さいわい法律事務所】
徳島市中洲町3丁目43-1
徳島市幸町3丁目15 伊藤ﾋﾞﾙ3階
Tel:088-625-1033
Tel:088-623-6860
津川 博昭（つがわ ひろあき） 野々木 靖人（ののぎ やすと）
【津川総合法律事務所】
【大道晋法律事務所】
徳島市中徳島町2丁目63
徳島市徳島本町2丁目35
Tel:088-626-4649
Tel:088-654-5630
浅田 隆幸（あさだ たかゆき）
島尾 大次（しまお だいじ）
【浅田法律事務所】
【弁護士法人中田・島尾法律事務所】
徳島市徳島本町3丁目13大西ビル3階
徳島市新蔵町1-29 新蔵町ﾋﾞﾙ4階
Tel:088-653-5676
Tel:088-622-3750
木村 清志（きむら きよし）
上地 大三郎（かみじ だいざぶろう）
【あわ共同法律事務所】
【上地法律事務所】
徳島市中洲町1丁目62-2
徳島市中洲町1丁目35-1
Tel:088-652-8030
Tel:088-626-9826
笹谷 正廣（ささたに まさひろ） 山本 啓司（やまもと けいじ）
【笹谷正廣法律事務所】
【城東法律事務所】

契約弁護士

徳島市徳島本町1丁目9NODAビル2階

Tel:088-626-1717
豊永 寛二（とよなが かんじ）
【小出・豊永法律事務所】
徳島市寺島本町東1丁目７
Tel:088-622-1688
元井 信介（もとい しんすけ）
【元井信介法律事務所】
徳島市八百屋町1丁目14 大樹生命徳島ﾋﾞﾙ2階

Tel:088-611-1200
朝田 啓祐（あさだ けいすけ）
【朝田啓祐法律事務所】
徳島市八百屋町2-11ﾆｯｾｲ徳島ﾋﾞﾙ11階

Tel:088-622-7323
田中 浩三（たなか こうぞう）
【田中法律事務所】
徳島市中通町1丁目8
Tel:088-623-3488
井内 秀典（いのうち ひでのり）
【いのうち法律事務所】
徳島市昭和町1-11 徳島ビル5階
Tel:088-624-1921
吉成 務（よしなり つとむ）
【吉成法律事務所】
徳島市徳島本町1-15 山下ﾋﾞﾙ2階
Tel:088-656-2051

徳島市南常三島町1-4-1ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ常三
島東館1F Tel:088-611-2338

堀井 秀知（ほりい ひでとも）
【浅田法律事務所】
徳島市徳島本町3丁目13大西ビル3階

Tel:088-653-5676
篠原 健（しのはら たけし）
【あわ共同法律事務所】
徳島市中洲町1丁目62-2
Tel:088-652-8030
本田 守（ほんだ まもる）
【本田守法律事務所】

端村 亮（はしむら りょう）

川城 政人（かわしろ まさと）

豊田 泰士（とよた たいし）

【端村法律事務所】
徳島市徳島本町2丁目42宮田ﾋﾞﾙ2
階 Tel:088-679-6091
森 晋介（もり しんすけ）
【森法律事務所】
徳島市新蔵町1-82ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ新蔵
207 Tel:088-602-4556
石川 量堂（いしかわ かずたか）
【石川法律事務所】
徳島市八百屋町3-15ｻﾝｺｰﾎﾟ徳島ﾋﾞ
ﾙ3階 Tel:088-677-6760

【川城・西村法律事務所】

【豊田泰士綜合法律事務所】

徳島市新蔵町1-79-1
Tel:088-624-4115
木村 正（きむら ただし）
【津川総合法律事務所】
徳島市中徳島町2丁目63
Tel:088-626-4649
谷 風雲（たに しうん）
【谷法律事務所】
徳島市幸町3-97 尾賀第二ビル2F
Tel:088-624-8581
高木 誠一郎（たかぎ せいいちろう） 矢田 茂明（やだ しげあき）
【弁護士法人中田・島尾法律事務所】
【田中法律事務所】
徳島市新蔵町1-29 新蔵町ﾋﾞﾙ4階 徳島市中通町1丁目8
Tel:088-622-3750
Tel:088-623-3488
西村 智子（にしむら ともこ）
白川 剛（しらかわ ごう）
【川城・西村法律事務所】
【白川剛法律事務所】
徳島市徳島本町1-9 ＮＯＤＡビル202
徳島市新蔵町1-79-1
Tel:088-679-7705
Tel:088-624-4115
安田 稔男（やすだ としお）
生島 一郎（いくしま いちろう）
【朝田啓祐法律事務所】
【小出・豊永法律事務所】
徳島市八百屋町2-11ﾆｯｾｲ徳島ﾋﾞﾙ11階 徳島市寺島本町東1丁目７
Tel:088-622-7323
Tel:088-622-1688
坂田 知範（さかた とものり）
松本 隆彦（まつもと たかひこ）
【田中法律事務所】
【法テラス徳島法律事務所】
徳島市中通町1丁目8
徳島市元町1-24 アミコビル3階
Tel:088-623-3488
Tel:050-3383-5574
生長 拓也（おいさき たくや）
中川 まな美（なかがわ まなみ）
【おいさき法律事務所】
【オハナ法律事務所】
徳島市中通町1丁目19 島田ビル2階201号

徳島市徳島町3丁目63城山ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ203

Tel:088-678-9003
久米 一義（くめ かずよし）
【あわ共同法律事務所】
徳島市中洲町1丁目62-2
Tel:088-652-8030
綾野 隆文（あやの たかふみ）
【大道晋法律事務所】
徳島市徳島本町2丁目35
Tel:088-654-5630
森本 健夫（もりもと たけお）
【森本法律事務所】

Tel:088-676-2620
谷口 英一（たにぐち えいいち）
【田中・谷口法律事務所】

徳島市徳島本町2丁目32 松島ビル２階

徳島市新蔵町1-29 新蔵町ﾋﾞﾙ4階
Tel:088-622-3750
豊永 真史（とよなが まさひと）
【小出・豊永法律事務所】
徳島市寺島本町東1丁目７
Tel:088-622-1688
菊池 真喜男（きくち まきお）

Tel:088-676-2252
堀金 博（ほりかね ひろし）
【弁護士法人徳島合同法律事務所】

【朝田啓祐法律事務所】

徳島市徳島本町2丁目7 浜口ビル
Tel:088-622-7575
永本 能子（ながもと よしこ）
【オハナ法律事務所】

徳島市八百屋町2-11ﾆｯｾｲ徳島ﾋﾞﾙ11階

徳島市徳島町3丁目63城山ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ203

徳島市新蔵町1丁目19 坪井ﾋﾞﾙ3階
Tel:088-612-7771

志摩 恭臣（しま やすおみ）
Tel:088-622-7323
瀧 誠司（たき せいじ）
【うずしお法律事務所】
徳島市中洲町2丁目21-1
Tel:088-678-9222
鈴木 亜佐美（すずき あさみ）

Tel:088-676-2620
真鍋 直敬（まなべ なおたか）
【真鍋法律事務所】
徳島市新蔵町1-74
Tel:088-625-5011
尾上 一喜（おのえ かずき）
【弁護士法人ﾘｰｶﾞﾙｱｸｼｽ徳島事務所】
【島内法律事務所】
徳島市幸町3-101ﾘ-ｶﾞﾙｱｸｼｽﾋﾞﾙ2- 徳島市新蔵町1丁目6-1
A Tel:088-678-7516
Tel:088-625-8344

徳島県徳島市新町橋2-14-1 マーキュリービル
6A号室 Tel:088-678-2671

美馬 和仁（みま かずひと）

坂村 隆明（さかむら たかあき）

【弁護士法人中田・島尾法律事務所】

【坂村法律事務所】

徳島市新蔵町1-29 新蔵町ﾋﾞﾙ4階
Tel:088-622-3750
橋本 正成（はしもと まさしげ）
【弁護士法人ひまわり法律事務所】
徳島市東新町2-9-1 ｺﾊﾞﾝﾔﾋﾞﾙ2階
Tel:088-655-0007
山本 毅人（やまもと たけと）
【城東法律事務所】

鳴門市撫養町南浜字東浜34-30岩崎工
務店ビル2階 Tel:088-679-9966

徳島市南常三島町1-4-1ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ常三
島東館1F Tel:088-611-2338

【泉法律事務所】
鳴門市撫養町林崎字北殿町91-1
Tel:088-685-8120

板野郡

黒木 賢太郎（くろき けんたろう）
【津川総合法律事務所】
【黒木総合法律事務所】
板野郡藍住町東中富字龍池傍示52-6
徳島市中徳島町2丁目63
ＴＯＰ藍住ＩＣ-Ｅ号室 Tel:088-679-6009
Tel:088-626-4649
住吉 惠介（すみよし けいすけ）
【朝田啓祐法律事務所】
徳島市八百屋町2-11ﾆｯｾｲ徳島ﾋﾞﾙ11階

吉野川市

Tel:088-622-7323

西 拓也（にし たくや）
【徳島みらい法律事務所】
吉野川市鴨島町鴨島280昌栄ﾋﾞﾙ2階

Tel:0883-36-9666

美馬市
梶野 正寛（かじの まさひろ）
【美馬法律事務所】
美馬市脇町大字脇町337-8田辺ﾋﾞﾙ
2階 Tel:0883-53-7700
松本 大樹（まつもと ひろき）

Tel:088-611-3711
遠藤 理恵子（えんどう りえこ）
【津川総合法律事務所】
徳島市中徳島町2丁目63
Tel:088-626-4649
柴谷 亮（しばたに りょう）

【弁護士法人大西聡法律事務所 脇町事務所】

美馬市脇町字拝原1975-3 赤沢ビル2Ｆ

Tel:0883-53-2428

【弁護士法人中田・島尾法律事務所】

徳島市徳島本町2丁目7 浜口ビル
Tel:088-622-7575
大川 輝（おおかわ あきら）
【あわ共同法律事務所】
徳島市中洲町1丁目62-2
Tel:088-652-8030

泉 智之（いずみ さとし）

内田 真（うちだ まこと）

徳島市徳島町3-5 ウィズダム徳島町1階

【弁護士法人徳島合同法律事務所】

鳴門市

阿波市
廣田 修一（ひろた しゅういち）

阿南市

【あわ中央法律事務所】
阿波市土成町土成字寒方36-1
Tel:088-695-3601

立石 量彦（たていし かずひこ）
【弁護士法人ﾘｰｶﾞﾙｱｸｼｽあなん共同法律事務
所】阿南市富岡町西石塚1-6土佐野ﾋﾞﾙ202号室

三好市

Tel:0884-22-5800
住吉 昭二（すみよし しょうじ） 櫻井 彰（さくらい あきら）
【住吉法律事務所】
【弁護士法人藤澤法律事務所 池田事務
阿南市富岡町玉塚21里美ﾋﾞﾙ2階北 所】三好市池田町マチ2201-8
Tel:0883-87-8776
側 Tel:0884-22-7903

田中 達也（たなか たつや）

大森 千夏（おおもり ちなつ）

【田中・谷口法律事務所】

【弁護士法人ﾘｰｶﾞﾙｱｸｼｽあなん共同法律事務

徳島市徳島町3-5 ウィズダム徳島町1階 所】阿南市富岡町西石塚1-6土佐野ﾋﾞﾙ202号室

Tel:088-611-3711

Tel:0884-22-5800

令和4年7月12日 現在

