
【〔愛知県弁護士会〕　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）】
（2021年6月10日時点）

支援専門家登録番号（注１） 氏名（ふりがな）（注２） 事務所又は営業所の名称 事務所又は営業所の所在地 連絡先（注３）

愛知県弁護士会-2016-0001
（　さわ　けんじ　）
澤　健二

旭合同法律事務所
愛知県名古屋市中区丸の内1-
3-1ライオンズビル丸の内3階

電話番号：052-231-4311

愛知県弁護士会-2016-0002
（　はらだ　かずゆき　）
原田　和幸

桜橋法律事務所
愛知県名古屋市中区丸の内一
丁目14番24号ライオンズビル
第2丸の内703号

電話番号：052-201-1780

愛知県弁護士会-2017-0001
（　ましも　ひろゆき　）
眞下　寛之

弁護士法人佐藤・眞下法
律事務所

愛知県名古屋市中区丸の内3丁
目14番32号丸の内三丁目ビル3
階

電話番号：052-218-3721

愛知県弁護士会-2017-0002
（　おがわ　ようこ　）
小川　洋子

弁護士法人TRUTH＆TRUST
愛知県名古屋市中区丸の内1丁
目15番9号スガキコ第2ビル5階

電話番号：052-221-1313

愛知県弁護士会-2019-0001
（　あらお　ただし　）
荒尾　直志

荒尾法律事務所
愛知県名古屋市中村区名駅四
丁目2番7号丸森パークビル7階

電話番号：052-587-3900

愛知県弁護士会-2019-0002
（　あんどう　よしろう　）
安藤　芳朗

安藤法律事務所
愛知県西尾市城崎町三丁目1番
地1

電話番号：0563-65-6510

愛知県弁護士会-2019-0003
（　あさんぼう　あきたか　
）
阿讃坊　明孝

四季綜合法律事務所
愛知県岡崎市毛呂町田平1番地
6

愛知県弁護士会-2019-0004
（　いがみ　よしひろ　）
伊神　喜弘

東合同法律事務所
愛知県名古屋市中区丸の内3-
5-35弁護士ビル203・204号

電話番号：052-961-1851

愛知県弁護士会-2019-0005
（　いしづか　ひろまさ　）
石塚　広賢

髙岡・石塚法律事務所
愛知県名古屋市中区丸の内2丁
目10番19号市川ビル7階

電話番号：052-228-7243

愛知県弁護士会-2019-0006
（　いながき　れいこ　）
稲垣　礼子

弁護士法人碧総合法律事
務所

愛知県安城市御幸本町11-27第
2大嶽ビル3階

電話番号：0566-73-0770

愛知県弁護士会-2019-0007
（　いのうえ　すみと　）
井上　澄人

弁護士法人リブレ一宮事
務所

愛知県一宮市昭和1-2-15スエ
ヒロビル

電話番号：0586-47-7724
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支援専門家登録番号（注１） 氏名（ふりがな）（注２） 事務所又は営業所の名称 事務所又は営業所の所在地 連絡先（注３）

愛知県弁護士会-2019-0008
（　いわはし　たけひこ　）
岩橋　毅彦

弁護士法人心
愛知県名古屋市中村区椿町14-
13ウエストポイント7階

電話番号：052-485-6003

愛知県弁護士会-2019-0009
（　いしい　だいすけ　）
石井　大輔

オリンピア法律事務所
愛知県名古屋市中区丸の内一
丁目17番19号キリックス丸の
内ビル5階

電話番号：052-201-7728

愛知県弁護士会-2019-0010
（　おぎはら　のりこ　）
荻原　典子

名古屋第一法律事務所
愛知県名古屋市中区丸の内2-
18-22三博ビル5階

電話番号：052-211-2236

愛知県弁護士会-2019-0011
（　おおつき　たかし　）
大槻　隆

大槻経営法律事務所
愛知県名古屋市中区丸の内2-
20-2オアシス丸の内NORTH8階

電話番号：052-202-9976

愛知県弁護士会-2019-0012
（　おかの　ゆうすけ　）
岡野　雄介

山下法律事務所
愛知県名古屋市中区丸の内3-
9-16丸の内YSビル7階

電話番号：052-972-0530

愛知県弁護士会-2019-0013
（　おがわ　たかひろ　）
小川　貴弘

おがわ法律事務所
愛知県岡崎市柱曙三丁目10番
地1ユタカビルA号

電話番号：0564-73-0570

愛知県弁護士会-2019-0014
（　かわべ　のぶやす　）
河邊　伸泰

河邊・加藤法律事務所
愛知県豊橋市前田中町8番地の
24

電話番号：0532-55-2037

愛知県弁護士会-2019-0015
（　かみやま　たかのり　）
上山　孝紀

TMI総合法律事務所名古
屋オフィス

愛知県名古屋市中区錦一丁目
11番11号名古屋インターシ
ティ3階

電話番号：052-219-2626

愛知県弁護士会-2019-0016
（　かさい　かつのり　）
笠井　勝紀

笠井法律事務所
愛知県名古屋市中区丸の内三
丁目18番22号フェイマス丸の
内ビル4階

電話番号：052-684-8582

愛知県弁護士会-2019-0017
（　こばやし　ともや　）
小林　智哉

小林智哉法律事務所
愛知県名古屋市中区丸の内3丁
目5番33号名古屋有楽ビル404
号

電話番号：052-953-7060

愛知県弁護士会-2019-0018
（　こじま　ひろし　）
小島　寛司

弁護士法人名古屋E＆J法
律事務所

愛知県名古屋市中村区椿町15
番19号学校法人秋田学園名駅
ビル2階

電話番号：052-459-1750

愛知県弁護士会-2019-0019
（　さとう　まさみ　）
佐藤　昌巳

弁護士法人佐藤・眞下法
律事務所

愛知県名古屋市中区丸の内3丁
目14番32号丸の内三丁目ビル3
階

電話番号：052-218-3721
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支援専門家登録番号（注１） 氏名（ふりがな）（注２） 事務所又は営業所の名称 事務所又は営業所の所在地 連絡先（注３）

愛知県弁護士会-2019-0020
（　さいとう　きよたか　）
齋藤　清貴

齋藤清貴法律事務所
愛知県名古屋市中区栄二丁目
14番5号山本屋本店栄ビル5階

電話番号：052-212-5333

愛知県弁護士会-2019-0021
（　しばた　ゆきまさ　）
柴田　幸正

柴田幸正法律事務所
愛知県瀬戸市陶原町4丁目31番
地の8

電話番号：0561-89-7771

愛知県弁護士会-2019-0022
（　しみず　ひろとも　）
清水　広有

弁護士法人リブレ岡崎主
事務所

愛知県岡崎市竜美西二丁目1番
地12やすらぎビル

電話番号：0564-54-2273

愛知県弁護士会-2019-0023
（　すずき　まこと　）
鈴木　誠

鈴木誠法律事務所
愛知県名古屋市中区錦三丁目6
番34号太陽生命名古屋ビル9階

電話番号：052-253-6311

愛知県弁護士会-2019-0024
（　すずき　あいこ　）
鈴木　愛子

鈴木法律事務所
愛知県名古屋市中区錦2-10-22
シティハウス503

電話番号：052-204-0013

愛知県弁護士会-2019-0025
（　たかくわ　みな　）
高桒　美奈

椿総合法律事務所
愛知県岡崎市南明大寺町4番地
24TSビル3階

電話番号：0564-64-2314

愛知県弁護士会-2019-0026
（　つづき　まこと　）
都築　真琴

都築法律事務所
愛知県岡崎市康生通南二丁目
54番1号カーニープレイス岡崎
5階

電話番号：0564-65-2622

愛知県弁護士会-2019-0027
（　つじ　けんいちろう　）
　顕一朗

弁護士法人東海ローパー
トナーズ

愛知県名古屋市中区栄二丁目2
番31号ニュープラスビル2階

電話番号：052-212-5417

愛知県弁護士会-2019-0028
（　どい　ようすけ　）
土井　洋佑

守山法律事務所
愛知県名古屋市守山区中新10-
8シャンボール小幡2階B号

電話番号：052-792-8183

愛知県弁護士会-2019-0029
（　なかね　しほ　）
中根　志保

蜂須賀法律事務所
愛知県名古屋市中区錦二丁目2
番22号名古屋センタービル別
館5階

電話番号：052-211-9651

愛知県弁護士会-2019-0030
（　はっとり　いちろう　）
服部　一郎

服部一郎法律事務所
愛知県名古屋市中区丸の内三
丁目5番10号名古屋丸の内ビル
3階

電話番号：052-990-6333

愛知県弁護士会-2019-0031
（　はっとり　ちづる　）
服部　千鶴

弁護士法人後藤・太田・
立岡法律事務所

愛知県名古屋市中区丸の内3-
18-28KSビル6階

電話番号：052-962-9556
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支援専門家登録番号（注１） 氏名（ふりがな）（注２） 事務所又は営業所の名称 事務所又は営業所の所在地 連絡先（注３）

愛知県弁護士会-2019-0032
（　はっとり　ゆう　）
服部　郁

服部豊法律事務所
愛知県名古屋市東区東桜1-10-
35セントラル野田ビル8階

電話番号：052-953-1313

愛知県弁護士会-2019-0033
（　ふわ　けいすけ　）
不破　佳介

不破法律事務所
愛知県名古屋市中区松原3丁目
7番15号光葉ビル5階

電話番号：052-265-6784

愛知県弁護士会-2019-0034
（　やまだ　ひさたけ　）
山田　尚武

弁護士法人しょうぶ法律
事務所

愛知県名古屋市中村区名駅一
丁目1番1号JPタワー名古屋23
階

電話番号：052-561-5550

愛知県弁護士会-2019-0035
（　ゆはら　はじめ　）
柚原　肇

弁護士法人しょうぶ法律
事務所

愛知県名古屋市中村区名駅一
丁目1番1号JPタワー名古屋23
階

電話番号：052-561-5550

愛知県弁護士会-2019-0036
（　うえまつ　けんたろう　
）
上松　健太郎

弁護士法人オールスター
愛知県名古屋市中区丸の内一
丁目16番8号C-8ビル5階

電話番号：052-228-8416

愛知県弁護士会-2019-0038
（　しものや　じゅんこ　）
下野谷　順子

山下法律事務所
愛知県名古屋市中区丸の内三
丁目9番16号丸の内YSビル7階

電話番号：052-972-0530

愛知県弁護士会-2019-0039
（　すずき　たけひろ　）
鈴木　岳弘

弁護士法人丸浜法律事務
所

愛知県名古屋市東区葵一丁目
13番18号サッサセンタービル3
階

電話番号：052-935-1900

愛知県弁護士会-2019-0040
（　たなか　のりこ　）
田中　紀子

弁護士法人佐藤・眞下法
律事務所

愛知県名古屋市中区丸の内3丁
目14番32号丸の内三丁目ビル3
階

電話番号：052-218-3721

愛知県弁護士会-2019-0041
（　はっとり　ひかり　）
服部　ひかり

ひかりの法律事務所
愛知県名古屋市中区丸の内1丁
目6番8号ポレスターザ・レジ
デンス1507号

電話番号：052-218-5540

愛知県弁護士会-2019-0042
（　はやしかわ　まさお　）
林川　政雄

山下法律事務所
愛知県名古屋市中区丸の内三
丁目9番16号丸の内YSビル7階

電話番号：052-972-0530

愛知県弁護士会-2019-0043
（　まじ　みつえ　）
馬路　充江

赤池法律事務所
愛知県日進市赤池二丁目607番
地クロムビル2階C

電話番号：052-838-6471

愛知県弁護士会-2019-0044
（　よご　じゅんぺい　）
與吾　純平

山下法律事務所
愛知県名古屋市中区丸の内3-
9-16丸の内YSビル7階

電話番号：052-972-0530
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支援専門家登録番号（注１） 氏名（ふりがな）（注２） 事務所又は営業所の名称 事務所又は営業所の所在地 連絡先（注３）

愛知県弁護士会-2021-0001
（　こいで　さとか　）
小出　智加

みどりひまわり法律事務
所

愛知県名古屋市天白区野並三
丁目406番地プラウド野並803

電話番号：052-838-7863

愛知県弁護士会-2021-0002
（　たけうち　ちかこ　）
竹内　千賀子

オリンピア法律事務所
愛知県名古屋市中区丸の内一
丁目17番19号キリックス丸の
内ビル5階

電話番号：052-201-7728

愛知県弁護士会-2021-0003
（　かめい　ちえこ　）
亀井　千恵子

緑オリーブ法律事務所
愛知県名古屋市緑区乗鞍二丁
目601-13ヴェルデ徳重1階

電話番号：052-838-8795

愛知県弁護士会-2021-0004
（　つるが　あきよ　）
敦賀　昭代

エソラ法律事務所
愛知県名古屋市中区丸の内二
丁目2番5号丸の内ヒビノ・オ
フィスラインズ8A

電話番号：052-684-7335

愛知県弁護士会-2021-0005
（　しばた　まさと　）
柴田　将人

弁護士法人リブレ半田事
務所

愛知県半田市広小路町151番地
の14知多半田ステーションビ
ル4階

電話番号：0569-84-3489

愛知県弁護士会-2021-0006
（　ほった　ちづこ　）
堀田　千津子

堀田法律事務所
愛知県名古屋市中区丸の内3丁
目5番35号弁護士ビル101号

電話番号：052-211-7812

愛知県弁護士会-2021-0007
（　まつやま　ゆう　）
松山　悠

弁護士法人心
愛知県名古屋市中村区椿町14-
13ウエストポイント7階

電話番号：052-485-6003

愛知県弁護士会-2021-0008
（　いしかわ　しんじ　）
石川　真司

弁護士法人中京法律事務
所

愛知県名古屋市中区丸の内三
丁目19番5号FLEZIO LA9階

電話番号：052-950-5355

愛知県弁護士会-2021-0009
（　いまいずみ　まいこ　）
今泉　麻衣子

弁護士法人中京法律事務
所

愛知県名古屋市中区丸の内三
丁目19番5号FLEZIO LA9階

電話番号：052-950-5355

愛知県弁護士会-2021-0010
（　いわき　よしゆき　）
岩城　善之

あかり総合法律事務所
愛知県名古屋市中区錦3-4-
12SUZU1O2ビル5階

電話番号：052-959-5536

愛知県弁護士会-2021-0011
（　とおやま　えみ　）
遠山　江美

那須・岩﨑法律事務所
愛知県名古屋市東区主税町4丁
目52番地

電話番号：052-932-3702

愛知県弁護士会-2021-0012
（　かとう　ちふゆ　）
加藤　千冬

弁護士法人リブレ一宮事
務所

愛知県一宮市昭和一丁目2番15
号スエヒロビル

電話番号：0586-47-7724
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支援専門家登録番号（注１） 氏名（ふりがな）（注２） 事務所又は営業所の名称 事務所又は営業所の所在地 連絡先（注３）

愛知県弁護士会-2021-0013
（　いとう　たかほ　）
伊藤　隆穂

伊藤隆穂法律事務所
愛知県豊橋市前田南町1-1-1タ
ワーレジデンスHADA205号室

電話番号：0532-57-3552

愛知県弁護士会-2021-0014
（　もりた　きよのり　）
森田　清則

弁護士法人心
愛知県名古屋市中村区椿町14-
13ウエストポイント7F

電話番号：052-485-5059

愛知県弁護士会-2021-0015
（　いしばし　ゆうぞう　）
石橋　侑三

三輪総合法律事務所
愛知県名古屋市中村区名駅2丁
目37番21号東海ソフトビル5階

電話番号：052-533-2666

愛知県弁護士会-2021-0016
（　くりた　ゆき　）
栗田　友紀

栗田法律事務所
愛知県大府市江端町3丁目143
番地MAPビルJ201号室

電話番号：0562-85-6146

愛知県弁護士会-2021-0017
（　さかい　じゅんこ　）
坂井　淳子

法律事務所ヴォイス
愛知県名古屋市北区敷島町38
番地黒川フロントビル401号

電話番号：052-325-6505

愛知県弁護士会-2021-0018
（　さとう　ゆみ　）
佐藤　有美

西脇法律事務所
愛知県名古屋市中区錦一丁目
20番8号カーニープレイス名古
屋伏見ビル7階

電話番号：052-232-3760

愛知県弁護士会-2021-0019
（　なかがわ　ひでとし　）
中川　英俊

弁護士法人柴田・中川法
律特許事務所

愛知県豊橋市前田町一丁目2番
地の11

電話番号：0532-53-7087

愛知県弁護士会-2021-0020
（　くろかわ　あやこ　）
黒川　綾子

弁護士法人花楓いわくら
法律事務所

愛知県岩倉市下本町下市場
125-3YAOHATUビル3階

電話番号：0587-38-1482

愛知県弁護士会-2021-0021
（　あまの　たろう　）
天野　太郎

天野太郎法律事務所
愛知県岡崎市明大寺町字奈良
井35番地1

電話番号：0564-59-3217

愛知県弁護士会-2021-0022
（　なかね　ゆうし　）
中根　雄志

花の木法律事務所
愛知県西尾市花ノ木町1丁目18
番地エイトビル4F

電話番号：0563-65-0700

愛知県弁護士会-2021-0023
（　くらうち　みつお　）
倉内　充雄

弁護士法人倉内・岩田法
律事務所

愛知県岡崎市竜美北1丁目3番
地33

電話番号：0564-57-8385

愛知県弁護士会-2021-0024
（　いわた　ひろふみ　）
岩田　裕文

弁護士法人倉内・岩田法
律事務所

愛知県岡崎市竜美北1丁目3番
地33

電話番号：0564-57-8385
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支援専門家登録番号（注１） 氏名（ふりがな）（注２） 事務所又は営業所の名称 事務所又は営業所の所在地 連絡先（注３）

愛知県弁護士会-2021-0025
（　おおはら　まなぶ　）
大原　学

弁護士法人きぬうら法律
事務所碧南事務所

愛知県碧南市栄町一丁目10番
地

電話番号：0566-41-8080

愛知県弁護士会-2021-0026
（　なかね　ゆうすけ　）
中根　祐介

ささゆり法律事務所
愛知県岡崎市吹矢町89番地鶴
田ビル3階303号室

電話番号：0564-73-5020

愛知県弁護士会-2021-0027
（　くろせ　ゆうじ　）
黒瀬　裕司

弁護士法人坂口・黒瀬・
三宅法律事務所

愛知県岡崎市明大寺町字道
城ヶ入34番地18

電話番号：0564-54-5466

愛知県弁護士会-2021-0028
（　ほしの　しんじ　）
星野　真二

弁護士法人大樹法律事務
所

愛知県名古屋市中村区名駅四
丁目2番28号名古屋第二埼玉ビ
ル5階

電話番号：052-582-7373

愛知県弁護士会-2021-0029
（　ひだ　よしと　）
樋田　嘉人

照国法律事務所
愛知県名古屋市中区丸の内二
丁目1番37号エスパシオ丸の内
ビル5A

電話番号：052-223-7830

 （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
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