
日本司法支援センター鳥取地方事務所　

更新令和5年3月1日

この名簿に掲載されている弁護士および司法書士を、法テラスが推薦や
紹介をしているものではありません。

契約弁護士・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、法テラスまでお問合せく
ださい。

①

②

③

⑥ この名簿を無断で複写・転載することを禁止します。

＜名簿ご利用上の注意事項（はじめにお読みください）＞

この名簿は、法テラスと契約している鳥取県内の弁護士および司法書士
を掲載した名簿です。
ただし、この名簿に掲載を希望されなかった契約弁護士・司法書士につ
きましては、未掲載となっておりますので、ご了承ください。

この名簿を利用して、契約弁護士・司法書士にお問合せをされる際は、
「法テラスホームページの契約弁護士・司法書士名簿を見て、
お問合せをしている」ことを必ずお伝えください。

④

⑤ 契約弁護士・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・司法書士が自由に判断いたし
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。
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日本司法支援センター鳥取地方事務所　

【東部】 更新

フリガナ 事務所所在

事務所電話番号

アサイ　コウジ  平日 9:00 ～ 18:00

 土曜 ～

0857-30-2000  日・祝 ～

オクモト　マサカズ  平日 9:00 ～ 17:00

 土曜 ～

0857-32-9800  日・祝 ～

カワモト　ミチヒロ  平日 9:00 ～ 17:30

 土曜 ～

0857-29-3923  日・祝 ～

キムラ　ジュン  平日 9:00 ～ 17:30

 土曜 ～

0857-29-3923  日・祝 ～

モリ　ショウヘイ  平日 9:00 ～ 17:30

 土曜 ～

0857-29-3923  日・祝 ～

モリナガ　ユキ  平日 9:00 ～ 17:30

 土曜 ～

0857-29-3923  日・祝 ～

キタノ　アキコ  平日 9:00 ～ 17:00

 土曜 ～

0857-30-5082  日・祝 ～

タムラ　ヤスアキ  平日 9:00 ～ 17:00

 土曜 ～

0857-24-9458  日・祝 ～

マツシタ　タカシ  平日 9:00 ～ 18:00

 土曜 ～

0857-50-1266  日・祝 ～

弁護士法人
河本・森法律事務所

鳥取市栄町205

奥本法律事務所

57152
森永　有紀

鳥取市富安二丁目159番地
久本ビル3階6号室

奥本 正和
※土日、夜間の相談をご希望のときは、事前にお問い合わせください。

法テラス鳥取　　契約弁護士名簿 令和5年3月1日

業務時間事務所名

※ ご予約いただければ、夜間または土日・祝日の相談も対応できる場合がございます。
事務所ホームページ：http://kawamoto-mori.net/ 地図・交通アクセスについてはホームページをご参照くだ
さい。

※ ご予約いただければ、夜間または土日・祝日の相談も対応できる場合がございます。
事務所ホームページ：http://kawamoto-mori.net/ 地図・交通アクセスについてはホームページをご参照くだ
さい。

弁護士法人
河本・森法律事務所

鳥取市栄町205

森　祥平 ※ 事前予約で業務時間外の相談も可能です。
事務所ホームページ：http://kawamoto-mori.net/ 地図・交通アクセスについてはホームページをご参照くだ
さい。

※ ご予約いただければ、夜間または土日・祝日の相談も対応できる場合がございます。
事務所ホームページ：http://kawamoto-mori.net/ 地図・交通アクセスについてはホームページをご参照くだ
さい。

鳥取市栄町205

登録
番号 弁護士名

※ 備　考

あさい総合法律事務所

鳥取市東品治町102
鳥取駅前ビル3階

浅井　浩二
※事前にご予約をいただければ、平日夜間・土日祝のご相談も対応できる場合がございます。

河本　充弘

42246

22343

40394

13911

58641

31415

53357

松下　敬志

弁護士法人ＴＮＬＡＷ支所
鳥取総合法律事務所

※

鳥取市西町1-210
東邦ビル4Ｆ

弁護士法人
河本・森法律事務所

木村　潤

田村康明法律事務所
鳥取市西町1-424

田村　康明
※

弁護士法人
河本・森法律事務所

鳥取市栄町205

40397

きたの法律事務所

鳥取市元魚町2-201
エステートビルⅤ　2-3

北野　彬子
※ ご予約をしていただければ、夜間相談の対応をさせていただく場合がございます。

※ 五十音順（事務所名・弁護士氏名） 2　／　3　
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日本司法支援センター鳥取地方事務所　

【東部】 更新

フリガナ 事務所所在

事務所電話番号

法テラス鳥取　　契約弁護士名簿 令和5年3月1日

業務時間事務所名登録
番号 弁護士名

※ 備　考

ヤマダ　ケイ  平日 9:00 ～ 18:00

 土曜 ～

0857-50-1266  日・祝 ～

フサヤス　ツヨシ  平日 9:00 ～ 17:30

 土曜 ～

0857-50-1085  日・祝 ～

イソベ　サキ  平日 9:00 ～ 17:30

 土曜 ～

0857-50-0512  日・祝 ～

ヤマサキ　ユウ  平日 9:00 ～ 17:30

 土曜 ～

0857-50-0512  日・祝 ～

イマダ　ケイタ  平日 9:00 ～ 17:30

 土曜 ～

0857-25-0150  日・祝 ～

コマイ　シゲタダ  平日 9:00 ～ 17:30

 土曜 ～

0857-25-0150  日・祝 ～

モリサダ　ナオユキ  平日 9:00 ～ 18:00

 土曜 ～

050-3820-8908  日・祝 ～

オオタワラ　シュンスケ  平日 9:00 ～ 17:00

 土曜 ～

0857-29-6990  日・祝 ～

マツモト　ミエコ  平日 9:00 ～ 17:30

 土曜 ～

0857-22-1001  日・祝 ～

51163

29951

51162

鳥取市民総合法律事務所

鳥取市西町1-101
西町バンクビル2Ｆ

鳥取すずらん総合法律事務所

山崎　　優
※事前にご予約をいただければ、平日夜間等のご相談も対応できる場合がございます。

鳥取市片原2-108
エステートビル2階

※事前にご予約をいただければ、平日夜間等のご相談も対応できる場合がございます。

今田　慶太

鳥取すずらん総合法律事務所

鳥取市本町四丁目211番地
いな田ビル2階1号

※

※土日相談、夜間相談は特別に事前予約を入れた場合にのみ対応。

41789

森定法律事務所

房安　　強
※ 土日相談・夜間相談も可能です。

大田原　俊輔

磯部　紗希

菜の花総合法律事務所

鳥取市片原2-108
エステートビル2階

30376

36471

46957

鳥取市本町四丁目211番地
いな田ビル2階1号

駒井　重忠
※

菜の花総合法律事務所

森定　直行
※

八頭郡八頭町見槻中154-2
隼Lab.２階

18399

ゆうわ総合法律事務所

鳥取市本町2-123 TKM第5ビル
4F

松本　美惠子
※

24686

弁護士法人やわらぎ

鳥取市東町2丁目222
福田ビル2階

弁護士法人ＴＮＬＡＷ支所
鳥取総合法律事務所

鳥取市西町1-210
東邦ビル4Ｆ

山田　啓
※土日相談、夜間（18：00～19：30まで）相談も可（要事前連絡）
事務所ホームページ：http://www.tn-law.jp/      弁護士宛メールアドレス：k.yamada@tn-law.jp

　　※ 五十音順（事務所名・弁護士氏名） 3　／　3　　　
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