
【法テラス多摩】　事務所相談対応可能弁護士一覧
お客様から直接、下記の法律事務所へお電話し、「法テラスHPを見て民事法律扶助相談を受けたい」と仰って頂き、ご予約を取る事が可能です。

アイリス法律事務所

東京都武蔵野市吉祥寺南町3-1-1　Kビル201

10：00～18：00

10：00～19：00

夜間（１８時以降）は女性のみ対象。

平日 土曜 日祝

0422247422

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号：

こだまや法律事務所

東京都国分寺市南町3-23-12　三幸ビル3階

9：00～17：30

9：00～17：30

具体的な相談日時は申込者と協議で決定します。事務所ＵＲＬ　http://kodamaya.info/

平日 土曜 日祝

0423002355

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号：

みたか総合法律事務所

東京都三鷹市上連雀2-5-15　5階

9：00～20：00

10：00～20：00

事前の予約が必要です。

平日 土曜 日祝

0422265905

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号：

町田シビック綜合法律事務所

東京都町田市中町1-1-14　武友ビル5階

9：00～19：00 10：00～（不在の場合、留守電対応） 10：00～（不在の場合、留守電対応）

9：00～17：00 10：00～19：00（応相談）

事前の予約制になります。　平日夜間・土日祝の相談希望の場合、事務局が対応しております平日9：00～17：00の間にご連絡をいただき、具体的な日時は申込者と協議のうえ決定いたし
ます。

平日 土曜 日祝

0427278726

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号：

10：00～19：00（応相談）



【法テラス多摩】　事務所相談対応可能弁護士一覧
お客様から直接、下記の法律事務所へお電話し、「法テラスHPを見て民事法律扶助相談を受けたい」と仰って頂き、ご予約を取る事が可能です。

調和法律事務所

東京都調布市小島町1-35-4　クレール小島ビル3階

9：00～21：00

10：00～21：00

事前の予約（申込）が必要です。具体的な相談日時は申込者と協議で決定します。

平日 土曜 日祝

0424403755

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号：

日野市民法律事務所

東京都日野市日野本町3-14-18　谷井ビル5階

9：00～17：30

10：00～19：00（応相談） 10：00～19：00（応相談）

具体的な相談日時は申込者と協議で決定します。　事前の予約をお願いします。

平日 土曜 日祝

0425873533

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号：

10：00～19：00（応相談）

弁護士法人多摩パブリック法律事務所

東京都立川市曙町2-34-7　ファーレイーストビル2階

10：00～17：00

月・水・金　12：00～19：00

上記の日時で相談枠を設けています。空き時間を事前に電話で確認し、予約してからお越しください。上記日時でご都合がつかずお急ぎの場合は、個別の対応が可能かお問い合わせ下
さい。

平日 土曜 日祝

0425482422

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号：

原則第1.3.5週　12：00～14：00

伊藤法律事務所 イトウ トシカツ

伊藤 俊克東京都調布市布田4丁目19番地1　ライオンズプラザ調布205号

10：00～18：00

10：00～18：00 11：00～15：00

平日中に事前の予約（申込）が必要です。具体的な相談日時は申込者と協議で決定します。

平日 土曜 日祝

0424442255

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 21090

11：00～15：00



【法テラス多摩】　事務所相談対応可能弁護士一覧
お客様から直接、下記の法律事務所へお電話し、「法テラスHPを見て民事法律扶助相談を受けたい」と仰って頂き、ご予約を取る事が可能です。

日野中央法律事務所 ウサミ ワタル

宇佐見 渉東京都日野市多摩平1-4-5　藤和ビル203

9：00～18：00

9：00～21：00 9：00～18：00

事前の予約（申込）が必要です。具体的な相談日時は申込者と協議で決定します。

平日 土曜 日祝

0425062070

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 34401

9：00～18：00

たちかわ市民法律事務所 カケガワ アキ

掛川 亜季東京都立川市曙町2-32-3　立川三和ビル501

9：30～17：30

10：00～16：30（17：30までに相

相談をご希望の際は事前にご連絡をお願いします。具体的な相談日時は申込者と協議の上、決定します。

平日 土曜 日祝

0425246640

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 28855

吉祥寺本町法律事務所 カヤシマ ヒロフミ

萱島 博文東京都武蔵野市吉祥寺本町2-20-12　MU KICHIJOJI 3階

10：00～ 10時頃～（不在の場合留守電対応） 10時頃～（不在の場合留守電対応）

応相談 応相談

事前の予約が必要です。ホームページ上のお問い合わせフォームも是非ご活用ください。土日祝は殆ど執務しておりますので、お気軽にご予約ください。

平日 土曜 日祝

0422276485

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 36648

応相談

関戸法律事務所 セキト ツトム

関戸 勉東京都武蔵野市中町1-29-4　末広ビル3階

9：00～19：00

9：00～19：00

平日 土曜 日祝

0422604705

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 15831

9：00～19：00



【法テラス多摩】　事務所相談対応可能弁護士一覧
お客様から直接、下記の法律事務所へお電話し、「法テラスHPを見て民事法律扶助相談を受けたい」と仰って頂き、ご予約を取る事が可能です。

関戸法律事務所 キタ ノゾミ

喜夛 希美東京都武蔵野市中町1-29-4　末広ビル3階

9：00～18：00

9：30～18：00

事前予約が必要です。

平日 土曜 日祝

0422604705

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 47129

三多摩法律事務所 ヨシダ ケンイチ

吉田 健一東京都立川市緑町4-4　立川北口薬局ビル4階

9：00～18：00 9：00～16：00

9：00～19：00

事前の予約が必要です。　具体的な相談日時は申込者と協議で決定します。

平日 土曜 日祝

0425244321

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 16987

9：00～18：00

西東京共同法律事務所 ヨシダ エリ

吉田 衣里東京都立川市曙町2-31-15　日住金立川ビル4F

9：00～17：00

9：00～17：00

申込（予約）方法：電話、HPオンラインフォーム予約、ＬＩＮＥ予約　　事務所ＵＲＬ：https://nt-law.info/　要事前申込。具体的相談日時は申込者と協議して決定します。

平日 土曜 日祝

0425193120

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 41190

明日の風法律事務所 クボタ マチコ

久保田 まち子東京都武蔵野市吉祥寺東町1-11-18　Ｍビル403

9：00～18：00

10：00～16：00

平日 土曜 日祝

0422298836

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 37710



【法テラス多摩】　事務所相談対応可能弁護士一覧
お客様から直接、下記の法律事務所へお電話し、「法テラスHPを見て民事法律扶助相談を受けたい」と仰って頂き、ご予約を取る事が可能です。

明日の風法律事務所 クボタ サトシ

久保田 聡東京都武蔵野市吉祥寺東町1-11-18　Ｍビル403

9：00～18：00

9：00～19：00 9：00～17：00

事前の予約（申込）が必要です。　具体的な相談日時は申込者と協議で決定します。

平日 土曜 日祝

0422298836

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 42587

9：00～17：00

ひめしゃら法律事務所 ミヤモト ヤスアキ

宮本 康昭東京都立川市緑町7-1　アーバス立川高松駅前ビル１階

9：00～17：30

9：00～17：30

平日 土曜 日祝

0425488675

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 13895

三多摩法律事務所 ハシヅメ ミノル

橋詰 穣東京都立川市緑町4-4　立川北口薬局ビル4階

9：30～18：30 10：00～16：00（第４は休み）

10：00～18：00

平日 土曜 日祝

0425244321

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 32978

こだまや法律事務所 コショウ ノビ

古庄 野火東京都国分寺市南町3-23-12　三幸ビル3階

9：30～17：30

10：00～18：00 10：00～16：00

事前の予約（申込）が必要です。土・日・祝は不定期なため要相談。

平日 土曜 日祝

0423002355

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 50234

10：00～16：00



【法テラス多摩】　事務所相談対応可能弁護士一覧
お客様から直接、下記の法律事務所へお電話し、「法テラスHPを見て民事法律扶助相談を受けたい」と仰って頂き、ご予約を取る事が可能です。

戸塚法律事務所 トツカ アキラ

戸塚 晃東京都国分寺市本町3-13-14

9：30～17：00

9：30～17：00

事前の予約（申込）が必要です。具体的な相談日時は、申込者と協議して決定します。

平日 土曜 日祝

0423254678

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 23655

西東京共同法律事務所 タカヤナギ テルオ

高柳 輝雄東京都立川市曙町2-31-15　日住金立川ビル4階

9：00～17：00

9：00～17：00

要事前申込。　具体的な相談日時は申込者と協議して決定します。

平日 土曜 日祝

0425193120

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 58537

東京さくら法律事務所 サカモト ハロム

坂本 はろむ東京都三鷹市下連雀3-26-9　サンシロービル6階C号室

10：00～20：00

10：00～20：00 10：00～17：00

事前の予約（申込）が必要です。　具体的な相談日時は申込者と協議で決定します。

平日 土曜 日祝

0422268951

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 37087

10：00～17：00

ｔ．ｈ．ｅ 法律事務所 ヤマザキ タカシ

山﨑 天東京都福生市熊川468-1　ＫＭＡ 8号室

10：00～19：00 10：00～15：30

10：00～19：00

1.前日までに相談予約が必要となります。　2.土曜日は休業日とさせて頂く場合もございます。　3.駐車場完備、拝島駅南口より徒歩で約5分。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平日 土曜 日祝

0425130234

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 42421

10：00～15：30



【法テラス多摩】　事務所相談対応可能弁護士一覧
お客様から直接、下記の法律事務所へお電話し、「法テラスHPを見て民事法律扶助相談を受けたい」と仰って頂き、ご予約を取る事が可能です。

さかい法律事務所 サカイ ハルユキ

酒井 治幸東京都東村山市本町2-24-4　第二武田ビル2階

10：00～16：00

10：00～16：00

事前の予約（申込）が必要です。具体的な相談日時は申込者と協議で決定します。

平日 土曜 日祝

0422071423

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 53723

町田第一法律事務所 スケガワ ダイジュ

助川 大樹東京都町田市原町田6-29-3　ヴィラフェリーチェ401

10：00～19：00 10：00～19：00 10：00～19：00

10：00～19：00 10：00～19：00

事前にご予約のご連絡をお願いいたします。

平日 土曜 日祝

0428509946

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 49399

10：00～19：00

弁護士法人こむろ法律事務所 コムロ ミツコ

小室 光子東京都青梅市仲町319　MAC青梅コートⅡ201

9：00～18：00

10：30～19：00

平日の業務時間内にご予約頂くことが必要です。　具体的な相談日時は弁護士と調整させて頂きます。

平日 土曜 日祝

0428842006

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 44166

弁護士法人TNLAW支所立川ニアレスト法律事務所 コマツ レイコ

小松 玲子東京都立川市曙町2-13-3　立川三菱ビルディング8階

9：00～18：00

10：00～15：00

事前の予約（申込）が必要です。具体的な相談日時は申込者と協議で決定します。

平日 土曜 日祝

0425129871

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 48938



【法テラス多摩】　事務所相談対応可能弁護士一覧
お客様から直接、下記の法律事務所へお電話し、「法テラスHPを見て民事法律扶助相談を受けたい」と仰って頂き、ご予約を取る事が可能です。

未来市民法律事務所 オガワ ケンジ

小川 謙司東京都町田市中町1-3-17　カタリーナホームズ2階

10：00～18：00

9：00～20：00 9：00～20：00

事前の申込をいただいてから相談日時を決定します。

平日 土曜 日祝

0427245321

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 26159

9：00～20：00

日野みなみ法律事務所 マツウラ シンペイ

松浦 信平東京都日野市三沢4-3-11　プチコート高幡1階

10：00～17：00

9：30～17：30

事前の予約（申込）が必要です。事務所ＵＲＬ： https://hinominami-law.jp

平日 土曜 日祝

0425997651

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 24180

井の頭法律事務所 マツバラ タクロウ

松原 拓郎東京都三鷹市井の頭3-12-11　KS-5ビル306

9：30～17：30

9：30～17：30

夜間・土日等のご相談については、事前のご予約（電話）が必要です。具体的な相談日時は、ご予約時に申込者と協議の上で決定させていただきます。

平日 土曜 日祝

0422298175

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 30041

武蔵村山法律事務所 マツクラ タケシ

松倉 武史東京都武蔵村山市大南5-57-2　ジュンモードビル1階

10：00～18：00

10：00～20：00 10：00～20：00

事前の予約（申込）が必要です。　具体的な相談日時は申込者と協議で決定します。

平日 土曜 日祝

0425169091

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 37675

10：00～20：00



【法テラス多摩】　事務所相談対応可能弁護士一覧
お客様から直接、下記の法律事務所へお電話し、「法テラスHPを見て民事法律扶助相談を受けたい」と仰って頂き、ご予約を取る事が可能です。

南多摩桑都法律事務所 カミジョウ コウジ

上條 弘次東京都八王子市明神町4-1-9　シャンボール八王子603

9：30～17：30

9：30～17：30

要予約。南多摩桑都法律事務所ホームページURL： http://www.minamitama-law.com/

平日 土曜 日祝

0426493128

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 30913

弁護士法人泉総合法律事務所立川支店 モリカワ エイイチ

森川 栄一東京都立川市柴崎町2-1-9　中島ビル3階

10：00～21：00 10：00～18：00 10：00～18：00

10：00～21：00 10：00～18：00

事前の予約（申込）が必要です。　具体的な相談日時は申込者と協議で決定します。　メールでのご予約も承っております。ご相談内容をお書きの上、お申込みください。　宛先は
morikawa@yurikamome.comです。よろしくお願いいたします。

平日 土曜 日祝

0425282655

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 56063

10：00～18：00

たちかわ市民法律事務所 スヤマ カイホ

須山 改保東京都立川市曙町2-32-3　立川三和ビル501

9：30～17：30

10：00～16：30（17：30迄に相談

相談をご希望の際は、事前にご連絡をお願いします。具体的な相談日時は、申込者と協議の上、決定します。

平日 土曜 日祝

0425246640

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 23555

東京ウエスト法律事務所 ニシザワ キミヨシ

西澤 公良東京都国分寺市泉町3丁目33番2号　西晴ビル208

10：00～19：00

10：00～19：00

法律相談は事前の予約が必要です。

平日 土曜 日祝

0423120212

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 55915

14：00～19：00



【法テラス多摩】　事務所相談対応可能弁護士一覧
お客様から直接、下記の法律事務所へお電話し、「法テラスHPを見て民事法律扶助相談を受けたい」と仰って頂き、ご予約を取る事が可能です。

赤沼法律事務所 アカヌマ ヤスヒロ

赤沼 康弘東京都立川市曙町2-17-6　朝日生命立川ビル4階

9：30～17：30

9：30～17：00

事前の予約（申込）が必要です。具体的な相談日時は申込者と協議で決定します。

平日 土曜 日祝

0425220190

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 15872

高幡法律事務所 ムラハシ ユウ

村橋 悠東京都日野市高幡1-16　アネックス千寿201

9：00～18：00

9：00～21：00 応相談

事前の予約（申込）が必要です。具体的な相談日時は、申込者と相談のうえ決定させていただきます。

平日 土曜 日祝

0425949777

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 52492

応相談

大谷直法律事務所 オオタニ ナオ

大谷 直東京都武蔵野市吉祥寺東町1-4-28　内海ビル2階

9：30～17：30

9：30～19：00

事前予約が必要です。　具体的な相談日時は協議で決定します。

平日 土曜 日祝

0422203435

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 22187

9：30～17：00

高幡法律事務所 タニグチ トモコ

谷口 朋子東京都日野市高幡1-16　アネックス千寿201

8：30～17：00

8：30～17：00

平日 土曜 日祝

0425949777

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 35603



【法テラス多摩】　事務所相談対応可能弁護士一覧
お客様から直接、下記の法律事務所へお電話し、「法テラスHPを見て民事法律扶助相談を受けたい」と仰って頂き、ご予約を取る事が可能です。

オレンジライン法律事務所 タケムラ ジュン

竹村 淳東京都立川市柴崎町3丁目9番7号　多摩川実業ビル4階

9：30～18：30

10：00～22：00

事前の予約（申込）が必要です。具体的な相談日時は申込者と協議で決定します。

平日 土曜 日祝

0425958920

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 41045

調布南法律事務所 ナカヤマ タダオ

中山 忠男東京都調布市布田４－１８－１　ハラビル３階

10：00～17：00

9：00～20：00 応相談

相談は事前に連絡をいただき、相談日時を予約して行っています。予約は、上記業務時間内の電話か、次のメールアドレスに「法テラスでの相談であること、簡単な相談内容、希望日時を
いくつか」記載して送ってください。追ってこちらから連絡いたします。土日や平日の上記相談時間以外でも対応可能な場合には、対応させていただきます。メールアドレスは次の通りです。
nakayama@chohu-minami-law.com　なお、当事務所のホームページは次の通りです。Https://www.chofu-minami-law.com/

平日 土曜 日祝

0424992800

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 21150

応相談

中村法律事務所 ナカムラ ヒロシ

中村 広志東京都八王子市子安町4-3-1　NOIRビル2階

9：30～18：00

18：00～20：00

事前の予約が必要となります。

平日 土曜 日祝

0426860976

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 37904

立川アジール法律事務所 ナカタ マサヒサ

中田 雅久東京都立川市曙町1-28-10　ウエストウイングビル6階

9：00～18：00

9：00～23：00 9：00～23：00

事前予約が必要ですが、予約すれば、かなりの深夜でも対応可能です。　また、予約はメール（nakatamasahisa@gmail.com）であれば365日24時間受け付けています。

平日 土曜 日祝

0425127982

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 34231

9：00～23：00



【法テラス多摩】　事務所相談対応可能弁護士一覧
お客様から直接、下記の法律事務所へお電話し、「法テラスHPを見て民事法律扶助相談を受けたい」と仰って頂き、ご予約を取る事が可能です。

西東京きらり法律事務所 ハセガワ ケイスケ

長谷川 敬祐東京都府中市住吉町1-79-4　匠ビル2階

10：00～17：00

8：30～23：00

事前の予約が必要です。具体的な相談日時は協議で決定します。受付時間内でも留守番電話になることがあります。折り返し希望の場合は、その旨をご伝言ください。

平日 土曜 日祝

0423066211

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 36737

三多摩法律事務所 ナガオ ヨシユキ

長尾 宜行東京都立川市緑町4-4　立川北口薬局ビル4階

9：00～19：30 10：00～16：00（第２、３、５） 休業日

10：00～19：00（相談終了時間） 休業日

事前の予約（申込）が必要です。　第１土曜日は受付時間及び相談対応時間が13：00～16：00になります。　第４土曜日は休業日となります。

平日 土曜 日祝

0425244321

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 20217

10：00～16：00（相談終了時間）

田中勝法律事務所 タナカ マサル

田中 勝東京都町田市中町1-3-1　小田桐ビル201

9：00～18：00

9：00～20：00

事前の予約が必要で、具体的な日時は協議の上、指定することになります。

平日 土曜 日祝

0427291521

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 26014

9：00～18：00

秀和法律事務所 タナベ アキヒコ

田邊 昭彦東京都三鷹市大沢4-23-19

8：00～19：00 8：00～19：00 8：00～19：00

8：00～19：00 8：00～19：00

FAXと兼用している為、携帯（090-9317-8062）に電話をいただければ、直接、お話ができます。

平日 土曜 日祝

0422394067

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 22214

8：00～19：00



【法テラス多摩】　事務所相談対応可能弁護士一覧
お客様から直接、下記の法律事務所へお電話し、「法テラスHPを見て民事法律扶助相談を受けたい」と仰って頂き、ご予約を取る事が可能です。

多摩オリエンタル法律事務所 タザキ ヒロミ

田﨑 博実東京都多摩市鶴牧1-4-17　いずみビル4階C

10：00～17：00

10：00～17：00

平日 土曜 日祝

0423573561

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 36534

三多摩法律事務所 ワタナベ タカシ

渡辺 隆東京都立川市緑町4-4　立川北口薬局ビル4階

9：00～19：30 （第2・3・5）10：00～16：00 休業日

10：00～19：00（相談終了時間） 休業日

事前の予約（申込）が必要です。第１土曜日は受付時間および相談対応時間が13：00～16：00になります。第４土曜日は休業日となります。

平日 土曜 日祝

0425244321

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 30882

（第2・3・5）10：00～16：00（相談終了時間）

松本和英法律事務所 ワタナベ ユウタ

渡邉 祐太東京都町田市森野1-9-20　第2矢沢ビル5階

9：00～18：00 9：00～16：00

8：00～21：00

事前の予約（申込）が必要です。

平日 土曜 日祝

0427090048

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 47597

8：00～16：00

ひめしゃら法律事務所 フジワラ マユミ

藤原 真由美東京都立川市緑町7-1　アーバス立川高松駅前ビル1階

9：30～16：00

13：00～16：00

平日 土曜 日祝

0425488675

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 19013



【法テラス多摩】　事務所相談対応可能弁護士一覧
お客様から直接、下記の法律事務所へお電話し、「法テラスHPを見て民事法律扶助相談を受けたい」と仰って頂き、ご予約を取る事が可能です。

藤野法律事務所 フジノ ダイスケ

藤野 大介東京都多摩市愛宕4-22-20　センターヒルズＢＬＤ202

9：00～17：00

9：00～18：00 応相談

要予約

平日 土曜 日祝

0423578631

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 32195

応相談

高幡法律事務所 ヒダカ アヤコ

日高 絢子東京都日野市高幡1-16　アネックス千寿201

9：00～18：00

9：00～21：00 応相談

事前の予約（申込）が必要です。具体的な相談日時は、申込者と相談のうえ決定させていただきます。

平日 土曜 日祝

0425949777

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 40998

応相談

立川シティ法律事務所 シラノ ヒロノリ

白野 浩憲東京都立川市錦町1-5-24　コアライブビル2階

9：00～17：00

9：00～20：00 9：00～18：00

事前の予約（申込）が必要です。

平日 土曜 日祝

0425128864

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 38733

9：00～18：00

福武功蔵法律事務所 フクタケ コウゾウ

福武 功蔵東京都武蔵村山市大南1-111-22

10：00～17：00 10：00～17：00

10：00～19：00

具体的な相談日時は申込者と協議で決定します。

平日 土曜 日祝

0428435483

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 32980

10：00～19：00



【法テラス多摩】　事務所相談対応可能弁護士一覧
お客様から直接、下記の法律事務所へお電話し、「法テラスHPを見て民事法律扶助相談を受けたい」と仰って頂き、ご予約を取る事が可能です。

弁護士法人TNLAW支所立川ニアレスト法律事務所 ヨネムラ テツオ

米村 哲生東京都立川市曙町2-13-3　立川三菱ビルディング8階

9：00～18：00

10：00～20：00 10：00～20：00

事前の予約が必要です。具体的な日時は申込者と協議で決定します。

平日 土曜 日祝

0425129871

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 33045

10：00～20：00

返田法律事務所 ソリタ マサオ

返田 将生東京都稲城市矢野口2038

10：00～17：00

10：00～17：00

事前の予約が必要です。

平日 土曜 日祝

0424854070

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 39404

本間総合法律事務所 ホンマ サトル

本間 悟東京都多摩市鶴牧1-24-1　新都市センタービル2階

10：00～19：00

10：00～19：00

事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

平日 土曜 日祝

0424019061

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 39534

木村幸一法律事務所 キムラ コウイチ

木村 幸一東京都府中市宮西町3-8-1　セザールプラザ府中328

10：00～17：00

10：00～19：00 11：00～17：00

事前の予約が必要です。

平日 土曜 日祝

0423190548

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 42642

11：00～17：00



【法テラス多摩】　事務所相談対応可能弁護士一覧
お客様から直接、下記の法律事務所へお電話し、「法テラスHPを見て民事法律扶助相談を受けたい」と仰って頂き、ご予約を取る事が可能です。

櫻井法律事務所 サクライ カズナリ

櫻井 一成東京都府中市宮西町2-13-3　TNK第二ビル302

9：00～18：00 必要に応じ随時 必要に応じ随時

9：00～18：00 必要に応じ随時

予めお電話いただければ、アポイントの日時を必ず確保します。

平日 土曜 日祝

0423602216

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 21060

必要に応じ随時

希望法律事務所 サワダ ナオヒロ

澤田 直宏東京都立川市柴崎町3-6-19　勇和ビル3階

10：00～16：00

10：00～18：00

事前に電話連絡をしてもらい、具体的な相談日時を決めさせていただきます。緊急を要する場合には日曜・祝日の相談日時も対応を検討致します。

平日 土曜 日祝

0425288131

日祝土曜平日

備考

受 付 時 間

相談対応可能時間

電話番号
弁護士事務所名

住所 登録番号： 22169

10：00～18：00


