
静岡県弁護士会　支援専門家登録簿（自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン第4項(3)関係）

支援専門家登録番号 氏名 （ふりがな） 事務所名 電話番号 メールアドレス

静岡県弁護士会-2017-0001 永野　海 ながのかい 中央法律事務所 424-0806 静岡市清水区辻1-2-1 えじりあ203号 054-366-2203 nagano@chuohlaw.jp

静岡県弁護士会-2017-0002 植松真樹 うえまつまき 静岡法律事務所 420-0867 静岡市葵区馬場町43-1　 054-254-3205 uematsu@shizu-law.jp

静岡県弁護士会-2017-0003 吉川友朗 きっかわともあき 静岡法律事務所ふたば鷹匠事務所 420-0839 静岡市葵区鷹匠1-4-1 佐野ﾋﾞﾙ3階 054-205-2250 kikkawa@shizu-law.jp

静岡県弁護士会-2017-0004 北上紘生 きたがみひろお 弁護士法人鷹匠法律事務所 420-0839 静岡市葵区鷹匠1-5-1 NEUEZEIT（ﾉｲｴﾂｧｲﾄ）ﾋﾞﾙ4階 054-251-1348 ktym-3@io.ocn.ne.jp

静岡県弁護士会-2017-0005 片山栄範 かたやまひでのり 片山ひでのり法律事務所 422-8067 静岡市駿河区南町13-3 TKﾋﾞﾙ4階 054-202-4520 katayama@katayama-law.jp

静岡県弁護士会-2017-0006 青木皓平 あおきこうへい 弁護士法人　ましろ総合法律事務所 420-0853 静岡市葵区追手町2-12 安藤ﾊｻﾞﾏﾋﾞﾙ4F 050-5357-8594 aoki.kouhei.law@gmail.com

静岡県弁護士会-2017-0007 三津間秀人 みつまひでひと 佐藤・清水法律事務所 420-0029 静岡市葵区研屋町33-1 054-252-1120 mitsumahidehito@nifty.com

静岡県弁護士会-2017-0008 青島伸雄 あおしまのぶお まどか法律事務所 420-0031 静岡市葵区呉服町1-1-14 呉服町圭田ﾋﾞﾙ7階 054-255-2819 n.a.madoka-l@clock.ocn.ne.jp

静岡県弁護士会-2017-0009 高山　功 たかやまいさお 熱海法律事務所 413-0011 熱海市田原本町2番11号 熱海ﾏﾘｰﾝﾗｲﾌ301号室 0557-83-6301 takayama@atami-law.jp

静岡県弁護士会-2017-0010 石川雅大 いしかわまさひろ 弁護士法人石川雅大法律事務所磐田事務所 438-0086 磐田市見付3070-1 ｴﾐﾈﾝｽ加茂川201 0538-39-1616 m.ishikawa.law@gmail.com

静岡県弁護士会-2017-0011 渥美利之 あつみとしゆき 渥美利之法律事務所 430-0929 浜松市中区中央二丁目10番1号 浜松青色会館4階 053-453-1034 t-atsumi@viola.ocn.ne.jp

静岡県弁護士会-2020-0001 加茂大樹 かもだいき 加茂国際法律事務所 422-8053 静岡市駿河区西中原2-1-10　 西中原ﾋﾞﾙ2C 054-266-6303 info@mla-kamo.jp

静岡県弁護士会-2020-0002 鈴木史浩 すずきふみひろ あおば法律事務所 422-8067 静岡市駿河区南町14-25 S-Patio706号 054-202-6840 f-suzuki@aoba-law-office.gr.jp

静岡県弁護士会-2020-0003 北舘篤広 きただてあつひろ ふじ桜法律事務所 418-0026 富士宮市西小泉町13-2 エクセレンス1階 0544-29-6673 f1@fujizakura-law.jp

静岡県弁護士会-2020-0004 原島年央 はらしまとしお 原島法律事務所 411-0838 三島市中田町6-33 055-983-6550 harashima-law@live.jp

静岡県弁護士会-2020-0005 荻　大祐 おぎだいすけ おぎ法律事務所 411-0943 駿東郡長泉町下土狩1291-1 第2古谷ﾋﾞﾙ202号 055-943-5601 ogi@solid.ocn.ne.jp

静岡県弁護士会-2020-0006 山本洋祐 やまもとようすけ ひびき法律事務所 410-0832 沼津市御幸町20-2 御幸ﾋﾞﾙ5階 055-932-0085 ymt_y@pony.ocn.ne.jp

静岡県弁護士会-2020-0007 小池　賢 こいけさとし 小池法律事務所 420-0013 静岡市葵区八千代町24-9 佐藤園やちよびる4階 054-266-3680 info-k@koike-law.jp

静岡県弁護士会-2020-0008 近藤士起 こんどうしき 静岡四季法律事務所 420-0852 静岡市葵区紺屋町11-1 浮月ﾋﾞﾙ3階 054-266-5200 kondo@fourseasons-law.com

静岡県弁護士会-2020-0009 尾崎剛史 おざきたけし 法テラス浜松法律事務所 430-0929 浜松市中区中央1-2-1 ｲｰｽﾃｰｼﾞ浜松ｵﾌｨｽ4階 050-3383-5408 houterasu84tot20024@joy.ocn.ne.jp

静岡県弁護士会-2020-0010 渡邊萌香 わたなべもえか 渡辺　昭法律事務所 430-0929 浜松市中区中央1-9-17 ﾜｲﾋﾞﾙ4階 053-458-9640 moekawatanabe0320@gmail.com

静岡県弁護士会-2020-0011 丸山拓也 まるやまたくや 中央法律事務所 424-0806 静岡市清水区辻1-2-1 えじりあ203号 054-366-2203 maruyama@chuohlaw.jp

静岡県弁護士会-2020-0012 髙木　登 たかぎのぼる 髙木法律事務所 410-0836 沼津市吉田町30-7 055-931-1134 takagi-law-firm@dune.ocn.ne.jp

静岡県弁護士会-2020-0013 高貝　亮 たかがいりょう 浜松綜合法律事務所 430-0919 浜松市中区野口町217-4 ｵﾌｨｽ野口2B 053-401-5705 ryo.takagai@gmail.com

静岡県弁護士会-2020-0014 南條　潤 なんじょうじゅん あさひ総合法律事務所 410-0832 沼津市御幸町17-10 055-931-0505 nanjohoritsujimusho@yahoo.co.jp

静岡県弁護士会-2020-0015 佐藤治郎 さとうじろう 佐藤・清水法律事務所 420-0029 静岡市葵区研屋町33-1 054-252-1120 jiro-sato.law@bg.wakwak.com

静岡県弁護士会-2020-0016 柿崎博昭 かきざきひろあき 柿崎法律事務所 417-0052 富士市中央町1-10-11 富士ビル4階北 0545-30-7266 kakizaki.ylo@gmail.com

静岡県弁護士会-2020-0017 鈴木祐介 すずきゆうすけ 三井法律会計事務所 430-0918 浜松市中区八幡町90-2 053-401-6660 yusuke1s@mitsui.legal

静岡県弁護士会-2020-0018 劔持友浩 けんもちともひろ 黒木法律事務所 430-0929 浜松市中区中央3-7-10 ｾﾝﾄﾗﾙﾌﾟﾗｻﾞ21　3階 053-454-5869 ken75@juno.ocn.ne.jp

静岡県弁護士会-2020-0019 加藤萌樹 かとうともき 南町法律事務所 422-8067 静岡市駿河区南町3-25 SOZOSYA南町ﾋﾞﾙ4階 054-204-3252 alice.snow83@gmail.com
静岡県弁護士会-2020-0020 毛涯梨恵 けがいりえ 毛涯梨恵法律事務所 430-0917 浜松市中区常盤町134-21 053-482-8270 kegairie@xj9.so-net.ne.jp
静岡県弁護士会-2020-0021 浅井裕貴 あさいひろたか新清水法律事務所 424-0821 静岡市清水区相生町6-22 ｺﾗﾑﾋﾞﾙ4階 054-625-5757 asai@shin-shimizu.com
静岡県弁護士会-2020-0022 大瀧友輔 おおたきゆうすけ 中央法律事務所 424-0806 静岡市清水区辻1-2-1 えじりあ203号 054-366-2203 otaki@chuohlaw.jp
静岡県弁護士会-2020-0023 若狹秀和 わかさひでかず 浅野・若狹法律事務所 420-0858 静岡市葵区伝馬町9-11 原科ﾋﾞﾙ2A号室 054-251-0001 hwakasa@asanowakasa.com
静岡県弁護士会-2020-0024 渡邊洋二郎 わたなべようじろう 沼津総合法律事務所 410-0836 沼津市吉田町25-2 浜ﾋﾞﾙ2階 055-935-6789 yojiro24ebanataw@image.ocn.ne.jp

静岡県弁護士会-2020-0025 加藤麻実 かとうまみ 加藤法律事務所 430-0926 浜松市中区砂山町331-7 053-452-5005 m.kato@yamajs.jp
静岡県弁護士会-2021-0001 白山聖浩 しろやまたかひろ ﾊﾌｱﾝﾄﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ法律事務所 420-0034 静岡市葵区常磐町1-8-6 常磐町ｱｲﾜﾋﾞﾙ7階南 054-204-6688 shiroyama@huf-p.com
静岡県弁護士会-2021-0002 茨木祥人 いばらきよしと 中央法律事務所 424-0806 静岡市清水区辻1-2-1 えじりあ203号 054-366-2203 ibaraki@chuohlaw.jp
静岡県弁護士会-2021-0003 鈴木重治 すずきしげはる すずかぜ法律事務所 430-0929 浜松市中区中央一丁目6番22号 SLﾋﾞﾙ3階 053-452-3216 mie-kuu-kota-s-suzuki-momo@ac.auone-net.jp

静岡県弁護士会-2021-0004 中野江里香 なかのえりか 浜松エトワール法律事務所 430-0929 浜松市中区中央1丁目3-6 浜松ｲｰｽﾄｾﾌﾞﾝ207号室 053-401-2080 nakano.etoilelaw@gmail.com
静岡県弁護士会-2021-0005 杉下龍輔 すぎしたりゅうすけ オーキッド法律事務所 420-0858 静岡市葵区伝馬町16-1 TMCﾋﾞﾙ2階 054-266-6308 sugishita@theia.ocn.ne.jp
静岡県弁護士会-2021-0006 林　克樹 はやしかつき 林総合法律事務所 422-8037 静岡市駿河区下島345-1 054-293-9059 k.hayashi@h-law-office.com

（注１）登録団体毎に、「登録団体名称-西暦年号（４桁）-通番（0001、0002…）」として付番する。
（注２）法人所属であっても個人名により登録する。ふりがなも記載する。
（注３）電話番号及びe-mailアドレス
（注４）適宜、行を増やして利用する。
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