
★印は扶助取扱弁護士
名簿は2021年4月1日現在

弁護士 電話番号 FAX 〒
住　　　　所
（事務所名）

あおの　ゆう

青野　悠 ★ 095-893-5301 095-893-5302 〒850-0055
長崎市中町5-23　大久保中町第二ビル3階
（青野・平山法律事務所）

あかし　ゆういちろう

明石　祐一郎 ★ 050-3383-0031 095-824-6684 〒850-0875
長崎市栄町１－２５　長崎MSビル3階
（法テラス長崎法律事務所）

あさひ　　としまさ

朝日　俊雅 ★ 095-816-3261 095-816-3262 〒850-0032
長崎市興善町2-31　太陽生命長崎ビル2階
（福田・木下総合法律事務所）

あべ　　としお

阿部　利雄 095-825-0526 095-826-5408 〒850-0032
長崎市興善町4-14
（阿部・清水法律事務所）

あべ　　　ひろき

安部　宏樹 ★ 095-801-2225 095-801-2226 〒852-8106
長崎市岩川町12-11　辻丸ビル2階
（大坪総合法律事務所）

あゆかわ　たいすけ

鮎川　泰輔 ★ 095-895-5333 095-895-5335 〒850-0057
長崎市大黒町11-8　長崎東京生命5階C室
(虎ノ門法律経済事務所　長崎支店）

あゆかわ　めぐみ

鮎川　愛 ★ 095-895-5333 095-895-5335 〒850-0057
長崎市大黒町11-8　長崎東京生命5階C室
(虎ノ門法律経済事務所　長崎支店）

あらき　ひろし

荒木　裕史 ★ 095-825-7993 095-825-4199 〒850-0055
長崎市中町1-22　MJMビル6階
（浅井・荒木法律事務所）

いいだ　なおき

飯田　直樹 ★ 095-895-7661 095-895-7662 〒850-0037
長崎市金屋町9-32　ケイ・ワイ中尾303
（飯田直樹法律事務所）

いかり　けんたろう

碇　　健太郎 ★ 095-816-3261 095-816-3262 〒850-0032
長崎市興善町2-31　太陽生命長崎ビル2階
（福田・木下総合法律事務所）

いけうち　あい

池内　愛 ★ 095-855-6400 095-855-6390 〒852-8052
長崎市岩屋町23-3　第３川尾ビル202
（池内愛法律事務所）

いしい　せいじ

石井　精二 ★ 095-827-3535 095-823-0616 〒850-0876
長崎市賑町5-21　パークサイドトラヤビル401
（崎陽合同法律事務所）

いしばし　りゅうたろう

石橋　龍太郎 ★ 095-824-2333 095-823-1403 〒850-0033
長崎市万才町6-34　第５森谷ビル6階
（塩飽志郎法律事務所）

いとう　がく

伊藤　　岳 ★ 095-827-3535 095-823-0616 〒850-0876
長崎市賑町5-21　パークサイドトラヤビル401
（崎陽合同法律事務所）

いとう　じょうじ

伊東　讓二 ★ 095-811-7474 095-811-7700 〒850-0033
長崎市万才町2-7　松本ビル201
（わかば法律事務所）

いとう　ひろこ

伊東　浩子 ★ 095-811-7474 095-811-7700 〒850-0033
長崎市万才町2-7　松本ビル201
（わかば法律事務所）

いとう　　みか

伊藤　美香 ★ 095-816-3261 095-816-3262 〒850-0032
長崎市興善町2-31　太陽生命長崎ビル2階
（福田・木下総合法律事務所）

いまい　かずなり

今井　一成 ★ 095-827-3535 095-823-0616 〒850-0876
長崎市賑町5-21　パークサイドトラヤビル401
（崎陽合同法律事務所）

いわなが　たかゆき

岩永　隆之 ★ 095-829-2120 095-829-2121 〒850-0055
長崎市中町5-23　大久保中町第二ビル2階
（弁護士法人岩永・新富法律事務所）

うえき　ひろみち

植木　博路 095-895-7532 095-895-7533 〒850-0033
長崎市万才町6－11　三井ビル3階
（弁護士法人ＡＬＡＷ&ＧＯＯＤＬＯＯＰ長崎オフィス）

うおずみ　しょうぞう

魚住　昭三 ★ 095-816-1332 095-816-1333 〒850-0033
長崎市万才町6-11　三井ビル4階
（ぴーすなう法律事務所）

うめもと　くにかず

梅本　國和 ★ 095-821-1070 095-829-0312 〒850-0876
長崎市賑町5-21　パークサイドトラヤビル3階
（長崎清和法律事務所）

うめもと　よしのぶ

梅本　義信 ★ 095-828-1705 095-828-1773 〒850-0033
長崎市万才町10-3　サンガーデン万才町302号
（弁護士法人松本・永野法律事務所長崎事務所）

おおた　　くみこ

太田　久美子 ★ 095-895-7070 095-895-7077 〒850-0875
長崎市栄町１－２５　長崎MSビル9階
（中西総合法律事務所）

おおつぼ　たかあき

大坪　孝聡 ★ 095-801-2225 095-801-2226 〒852-8106
長崎市岩川町12-11　辻丸ビル2階
（大坪総合法律事務所）

おおにし　ゆきこ

大西　由紀子 ★ 095-829-2377 095-829-0471 〒850-0874
長崎市魚の町2-6　魚の町ビル2階
（大西由紀子法律事務所）

おかだ　ゆういちろう

岡田　雄一郎 ★ 095-821-1070 095-829-0312 〒850-0876
長崎市賑町5-21　パークサイドトラヤビル3階
（長崎清和法律事務所）

かじむら りゅうた

梶村　龍太 095-801-0606 095-801-0607 〒850-0875
長崎市栄町1-25　長崎MSビル8階
(アサヒ法律事務所）

かねこ　ひろみち

金子　寛道 ★ 095-827-0356 095-827-8011 〒850-0033
長崎市万才町6-35　大樹生命長崎ビル5階
（大同門法律事務所）

長崎県弁護士会　会員名簿　　　



★印は扶助取扱弁護士
名簿は2021年4月1日現在

弁護士 電話番号 FAX 〒
住　　　　所
（事務所名）

長崎県弁護士会　会員名簿　　　

かわい　　まこと

河合　誠 095-811-6177 095-811-6178 〒850-084１
長崎市銅座町4-1　りそな長崎ビル
（弁護士法人アディーレ法律事務所　長崎支店）

かわしま　ようすけ

川島　陽介 ★ 095-824-8186 095-824-8286 〒850-0034
長崎市樺島町4-6　ソフィアビル2階
（弁護士法人ふくざき法律事務所）

かわぞえ　のぞむ
★ 095-825-1314 095-825-9099 〒850-0033

長崎市万才町3-13　第1森谷ビル8階

かわにし　りな

川西　里奈 ★ 095-861-5150 095-804-5493 〒852-8003
長崎市旭町11-1　川西ビル2階
（川西里奈法律事務所）

きた　　しげお

北　　穠郎 095-824-8009 095-821-6788 〒850-0017 
長崎市新大工町5番1号　サーパス新大工1201
（北法律事務所）

きたづめ　ひろあき

北爪　宏明 ★ 095-824-2333 095-823-1403 〒850-0033
長崎市万才町6-34　第５森谷ビル6階
（塩飽志郎法律事務所）

きよかわ　みつあき

清川　光秋 ★ 095-828-3123 095-828-3124 〒850-0033
長崎市万才町2-7 松本ビル401
（清川光秋法律事務所）

くにひろ　たつお

國弘　達夫 ★ 095-827-6607 095-827-6620 〒850-0875
長崎市栄町１－２５　長崎MSビル8階
（國弘法律事務所）

くろいわ　えいいち

黒岩　英一 ★ 095-895-7532 095-895-7533 〒850-0033
長崎市万才町6－11　三井ビル3階
（弁護士法人ＡＬＡＷ&ＧＯＯＤＬＯＯＰ長崎オフィス）

こいずみ　ともこ

小泉　朋子 ★ 095-825-2701 095-820-5397 〒850-0036
長崎市五島町5-48　船用品ビル5階
（もりなが協同法律事務所）

こばやし　まさひろ

小林　正博 ★ 095-827-3535 095-823-0616 〒850-0876
長崎市賑町5-21　パークサイドトラヤビル401
（崎陽合同法律事務所）

こむら　　よしゆき

小村　良之 095-895-9988 095-804-5489 〒850-0032
長崎市興善町4-6　田都ビル201号
（はしばみ法律事務所）

さた　　えいじ

佐田　英二 ★ 095-895-7070 095-895-7077 〒850-0875
長崎市栄町１－２５　長崎MSビル9階
（中西総合法律事務所）

さとう　たかひろ

佐藤　敬弘 ★ 095-825-1314 095-825-9099 〒850-0033
長崎市万才町3-13　第1森谷ビル8階

さの　　たつゆき

佐野　竜之 ★ 095-832-2381 095-832-2382 〒850-0031
長崎市桜町3-12　中尾ビル4階
（佐野総合法律事務所）

しおづか　せつお

塩塚　節夫 095-857-5885 095-857-5885 〒852-8064
長崎市北陽町6－8
（塩塚節夫法律事務所）

しみず　　やすひろ

清水　康寛 095-825-0526 095-826-5408 〒850-0032
長崎市興善町4-14
（阿部・清水法律事務所）

しろたに　きみたけ

城谷　公威 095-822-0909 095-822-0909 〒850-0853
長崎市浜町3-5　パトリエ浜町503
（城谷公威法律事務所）

しわく　　しろう

塩飽　志郎 ★ 095-824-2333 095-823-1403 〒850-0033
長崎市万才町6-34　第５森谷ビル6階
（塩飽志郎法律事務所）

しわく　　たかし

塩飽　昂志 ★ 095-824-2333 095-823-1403 〒850-0033
長崎市万才町6-34　第５森谷ビル6階
（塩飽志郎法律事務所）

たに　　なおき

谷　　直樹 ★ 050-5894-1587 095-804-5397 〒850-0031 
長崎市桜町3-12　中尾ビル2階
（長崎国際法律事務所）

たねだ　かずひこ

種田　和彦 ★ 095-816-3261 095-816-3262 〒850-0032
長崎市興善町2-31　太陽生命長崎ビル2階
（福田・木下総合法律事務所）

たら　　ひろあき

多良　博明 ★ 095-832-6055 095-832-6065 〒850-0033
長崎市万才町10番3号 サンガーデン万才町201号
（多良法律事務所）

とだ　　ひさつぐ

戸田　久嗣 ★ 095-820-8766 095-820-8771 〒850-0054
長崎市上町6番27号
（戸田久嗣法律事務所）

ながおか　あやこ

永岡　亜也子 ★ 095-824-8186 095-824-8286 〒850-0034
長崎市樺島町4-6　ソフィアビル2階
（弁護士法人ふくざき法律事務所）

なかだ　　まさお

中田　昌夫 ★ 095-829-1117 〒850-8685
長崎市桜町2-22　長崎市役所総務部

ながた 　　まさひで

永田　雅英 ★ 095-827-2117 095-827-8939 〒850-0876
長崎市賑町7-12　第6森谷ビル5階
（永田雅英法律事務所）

なかにし　よしゆき

中西　祥之 ★ 095-895-7070 095-895-7077 〒850-0875
長崎市栄町１－２５　長崎MSビル9階
（中西総合法律事務所）

なかはら　しげき

中原　重紀 095-848- 3319 095-848- 3319 〒852-8122 
長崎市西山台2丁目28番11号
（中原重紀法律事務所）



★印は扶助取扱弁護士
名簿は2021年4月1日現在

弁護士 電話番号 FAX 〒
住　　　　所
（事務所名）

長崎県弁護士会　会員名簿　　　

なかむら　なおし

中村　尚志 ★ 095-822-6266 095-822-0211 〒850-0033
長崎市万才町5-22　中村ビル3階
（なかむら総合法律事務所）

なかむら　なおたつ

中村　尚達 095-822-6266 095-822-0211 〒850-0033
長崎市万才町5-22　中村ビル3階
（なかむら総合法律事務所）

にしむら　こうへい

西村　広平 ★ 095-825-1314 095-825-9099 〒850-0033
長崎市万才町3-13　第1森谷ビル8階

はざま　みつお

迫　　光夫 ★ 095-832-4878 095-832-4879 〒850-0033
長崎市万才町6-11　三井ビル2階
（迫光夫法律事務所）

ばば　　まさひろ

馬場　正裕 ★ 095-821-1632 095-821-1685 〒850-0824
長崎市三景台町10-20
（馬場法律事務所）

はまぐち　じゅんご

濵口　純吾 ★ 095-827-0356 095-827-8011 〒850-0033
長崎市万才町6-35　大樹生命長崎ビル5階
（大同門法律事務所）

はら　　あきお

原　　章夫 ★ 095-820-2500 095-820-1485 〒850-0033
長崎市万才町8番22号長崎朝日ビル6階
（原総合法律事務所）

はら　　こうき

原　　幸生 ★ 095-820-2500 095-820-1485 〒850-0033
長崎市万才町8番22号長崎朝日ビル6階
（原総合法律事務所）

はるあけ　こうた

春明　航太 095-895-5344 095-895-5345 〒850-0852
長崎市万屋町3-11　ＢＭＣビル401
（春明航太法律事務所）

ひらやま　あい

平山　愛 ★ 095-893-5301 095-893-5302 〒850-0055
長崎市中町5-23　大久保中町第二ビル3階
（青野・平山法律事務所）

ふくざき　ひろたか

福﨑　博孝 ★ 095-824-8186 095-824-8286 〒850-0034
長崎市樺島町4-6　ソフィアビル2階
（弁護士法人ふくざき法律事務所）

ふくざき　りょうま

福﨑　龍馬 ★ 095-824-8186 095-824-8286 〒850-0034
長崎市樺島町4-6　ソフィアビル2階
（弁護士法人ふくざき法律事務所）

ふくしま　かずよ

福島　一代 ★ 095-827-3535 095-823-0616 〒850-0876
長崎市賑町5-21　パークサイドトラヤビル401
（崎陽合同法律事務所）

ふじもり　ひろゆき

藤森　弘行 ★ 095-820-8766 095-820-8771 〒850-0054
長崎市上町6番27号
（戸田久嗣法律事務所）

ほり　　だいすけ

堀　　大祐 ★ 095-828-1705 095-828-1773 〒850-0033
長崎市万才町10-3　サンガーデン万才町302号
（弁護士法人松本・永野法律事務所長崎事務所）

ほりえ　けんじ

堀江　憲二 ★ 095-824-1350 095-824-2444 〒850-0033
長崎市万才町7-1　TBM長崎ビル10階
（堀江法律事務所）

ますざき　ゆうた

増﨑　勇太 ★ 095-824-8186 095-824-8286 〒850-0034
長崎市樺島町4-6　ソフィアビル2階
（弁護士法人ふくざき法律事務所）

まつお　ちあき

松尾　千秋 ★ 095-822-5803 095-825-3853 〒850-0852
長崎市万屋町6-24
（松尾千秋法律事務所）

まつなが　やすひこ

松永　保彦 ★ 095-821-0910 095-821-0531 〒850-0011
長崎市鳴滝1丁目11番39号
（長崎中央法律事務所）

みさき 　たかのぶ

岬　孝暢 ★ 095-801-0606 095-801-0607 〒850-0875
長崎市栄町1-25　長崎MSビル8階
(アサヒ法律事務所）

みやがわ　　しんたろう

宮川　真太朗 ★ 095-816-3261 095-816-3262 〒850-0032
長崎市興善町2-31　太陽生命長崎ビル2階
（福田・木下総合法律事務所）

みずかみ　まさひろ

水上　正博 ★ 095-826-5776 095-826-6571 〒850-0033
長崎市万才町10-3-301　サンガーデン万才町3階
（水上法律事務所）

みやもと　あつし

宮本　篤 ★ 095-821-3218 095-824-2255 〒850-0055
長崎市中町2-2　興士会館9階
（山下肇法律事務所）

むとう　　ともひろ

武藤　智浩 ★ 095-826-4345 095-826-4346 〒850-0874
長崎市魚の町1-5
（横山法律事務所）

もりなが　まさゆき

森永　正之 ★ 095-825-2701 095-820-5397 〒850-0036
長崎市五島町5-48　船用品ビル5階
（もりなが協同法律事務所）

もりもと　せいいち

森本　精一 ★ 095-801-1040 095-801-1170 〒850-0033
長崎市万才町10-3　サンガーデン万才町702号
（森本綜合法律事務所長崎事務所）

やまぐち　ゆうすけ

山口　裕介 ★ 095-895-8001 095-895-8002 〒850-0877
長崎市築町1-17　第２岩元ビル6階
（山口裕介法律事務所）

やました　としお

山下　俊夫 ★ 095-825-1314 095-825-9099 〒850-0033
長崎市万才町3-13　第1森谷ビル8階

やました　はじめ

山下　肇 ★ 095-821-3218 095-824-2255 〒850-0055
長崎市中町2-2　興士会館9階
（山下肇法律事務所）
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弁護士 電話番号 FAX 〒
住　　　　所
（事務所名）

長崎県弁護士会　会員名簿　　　

やまもと　まさくに

山本　真邦 ★ 095-801-0450 095-801-0451 〒850-0028
長崎市勝山町37番地　長崎勝山37ビル4階
（真耀法律事務所）

よこやま　いわお

横山　巖 ★ 095-826-4345 095-826-4346 〒850-0874
長崎市魚の町1-5
（横山法律事務所）

よこやま　こういち

横山　公一 ★ 095-827-0356 095-827-8011 〒850-0033
長崎市万才町6-35　大樹生命長崎ビル5階
（大同門法律事務所）

よしだ　よしひさ

吉田　良尚 ★ 095-821-1070 095-829-0312 〒850-0876
長崎市賑町5-21　パークサイドトラヤビル3階
（長崎清和法律事務所）

りきたけ　しんいち

力武　伸一 ★ 095-816-2300 095-816-2301 〒850-0033
長崎市万才町7番1号　TBM長崎ビル4階
（力武法律事務所）

わしみ　けんいち

鷲見　賢一 ★ 095-895-7532 095-895-7533 〒850-0033
長崎市万才町6－11　三井ビル3階
（弁護士法人ＡＬＡＷ&ＧＯＯＤＬＯＯＰ長崎オフィス）

ありま　おさむ

有馬　理 ★ 095-865-7362 095-865-7364 〒851-2105
西彼杵郡時津町浦郷273番地2
（ありま法律事務所）

かとう　　たかひろ

加藤　貴大 ★ 095-894-5270 095-894-5271 〒851-2105
西彼杵郡時津町浦郷443番地10　平瀬ビル2階
（弁護士法人大村綜合法律事務所時津オフィス）

うえむら　もとき

上村　基貴 ★ 0957-56-8831 0957-56-8841 〒854-0024
諫早市上町3-14 　田渕ビル2階
（上村基貴法律事務所）

かわぐち　はるとし

川口　春利 0957-26-0406 0957-26-0406 〒854-0072
諫早市永昌町5番8号
（川口春利法律事務所）

たつた　こういちろう

龍田　紘一朗 ★ 0957-24-1187 0957-24-5257 〒854-0062
諫早市小船越町617-11
（弁護士法人諫早総合法律事務所）

なかがわ　　たく

中川　　拓 ★ 0957-24-1187 0957-24-5257 〒854-0062
諫早市小船越町617-11
（弁護士法人諫早総合法律事務所）

なかしき　　みか

中鋪　美香 ★ 0957-24-1187 0957-24-5257 〒854-0062
諫早市小船越町617-11
（弁護士法人諫早総合法律事務所）

ひぐち　　ゆきこ
★ 0957-22-8100 0957-22-9702 〒854-0016

諫早市高城町5-10　諫早商工会館404
（森本綜合法律事務所）

みやき　ひかる

宮木　　光 ★ 0957-22-8100 0957-22-9702 〒854-0016
諫早市高城町5-10　諫早商工会館404
（森本綜合法律事務所）

みやけ　としひで

三宅　敬英 ★ 0957-24-1187 0957-24-5257 〒854-0062
諫早市小船越町617-11
（弁護士法人諫早総合法律事務所）

むた　これひろ

牟田　伊宏 ★ 0957-47-8855 0957-47-8856 〒854-0022
諫早市幸町7-27　明日香ビル2階
（牟田法律事務所）

おおさき　たかひろ

大﨑　幸宏 ★ 050-3575-7076 050-3588-7443 〒856-0817
大村市古賀島町367－2　メゾンドール102
（大﨑法律事務所）

おおもり　いっぺい

大森　一平 ★ 0957-28-8111 0957-28-8222 〒856-0805
大村市竹松本町859番地1-2F
(弁護士法人山田正彦法律事務所）

そばお　まさひろ

曽場尾　雅宏 ★ 0957-47-9177 0957-47-9188 〒856-0831
大村市東本町274-3 　八幡ビル2階
（大村さくら法律事務所）

たかお　　とおる

髙尾　徹 ★ 0957-27-3535 0957-27-3536 〒856-0826
大村市東三城町12-4
（弁護士法人大村綜合法律事務所）

たにがわ　たかひろ

谷川　貴啓 ★ 0957-27-3535 0957-27-3536 〒856-0826
大村市東三城町12-4
（弁護士法人大村綜合法律事務所）

ふるたち　さとる
★ 0957-47-9177 0957-47-9188 〒856-0831

大村市東本町274-3 　八幡ビル2階
（大村さくら法律事務所）

やぎ　　よしあき

八木　義明 ★ 0957-47-9800 0957-47-9801 〒856-0831
大村市東本町290-2
（八木義明法律事務所）

ゆかわ　　ゆうこ

湯川　優子 ★ 0957-47-6478 0957-47-6476 〒856-0831
大村市東本町3番3 さくらハウス2階A号
（長崎きぼう法律事務所）

よしだ　　てつろう

吉田　哲朗 ★ 0957-54-3750 0957-54-3723 〒856-0826
大村市東三城町7番地7　寿々木ビル2階
（弁護士法人大村綜合法律事務所吉田事務所）

わたなべ　まさひろ

渡邉　雅大 ★ 0957-54-3750 0957-54-3723 〒856-0826
大村市東三城町7番地7　寿々木ビル2階
（弁護士法人大村綜合法律事務所吉田事務所）

あきやま　ひさのり

秋山　久典 ★ 0956-23-7737 0956-23-7738 〒857-0806
佐世保市島瀬町4-12　シティヒルズカズバ401・711・811
（春風税務法律事務所）

いのうえ　ひろふみ

井上　博史 ★ 0956-25-4020 0956-26-0780 〒857-0806
佐世保市島瀬町4-12　シティヒルズカズバ401・711・811
（春風税務法律事務所）



★印は扶助取扱弁護士
名簿は2021年4月1日現在

弁護士 電話番号 FAX 〒
住　　　　所
（事務所名）

長崎県弁護士会　会員名簿　　　

いまい　　　ひろし

今井　洋 ★ 0956-37-3850 0956-37-3851 〒857-0042
佐世保市高砂町1-4　グランビアビル3階A号室
（今井法律事務所）

いまい　　　ゆうと

今井　悠人 ★ 0956-59-7986 0956-59-6766 〒857-0862
佐世保市白南風町1-13　JR九州佐世保ビル3階
（佐世保フロンティア法律事務所）

いわた　　めぐる

岩田　　周 ★ 0956-59-7986 0956-59-6766 〒857-0862
佐世保市白南風町1-13　JR九州佐世保ビル3階
（佐世保フロンティア法律事務所）

きむら　　　ひかり

木村　　曜 ★ 0956-76-8570 0956-76-8571 〒859-3215
佐世保市早岐１丁目14-26　スペースアズビル2階
（弁護士法人大村綜合法律事務所早岐オフィス）

おはら　　　りょう

小原　　亮 ★ 0956-76-7130 0956-76-7135 〒857-0871
佐世保市本島町3－27　安東ビル301
（小原法律事務所）

こはら　　すすむ

古原　　進 ★ 0956-24-7980 0956-23-7980 〒857-0043
佐世保市天満町2-25　サンビル2階
（古原法律事務所）

さいとう　のぶたか

斎藤　信隆 ★ 0956-23-8310 0956-23-7385 〒857-0028
佐世保市八幡町4-3　八幡ビル203
（斎藤法律事務所）

さいとう　ようすけ

齋藤　洋輔 ★ 0956-46-5077 0956-46-5078 〒857-0862
佐世保市白南風町１－13　JR九州佐世保ビル
（弁護士法人アディーレ法律事務所佐世保支店）

しぶや　かずとし

澁谷　和利 ★ 0956-59-8640 0956-59-8641 〒857-0875
佐世保市下京町9－13　DKビルⅡ　7階
（竹口・堀法律事務所）

すえたけ　ひこしろう

末竹　彦司郎 ★ 0956-25-4020 0956-26-0780 〒857-0806
佐世保市島瀬町4-12　シティヒルズカズバ401・711・811
（春風税務法律事務所）

すずき　　ゆうこ

鈴木　裕子 ★ 0956-59-5333 0956-59-5332 〒857-0041
佐世保市木場田町3－34　土井総合ビル3階
（横田雄介法律事務所）

たかお　　みのる

髙尾　　實 ★ 0956-22-0436 0956-25-2690 〒857-0802
佐世保市高天町6-3
（佐世保総合法律事務所）

たけぐち　しょうた

竹口　将太 ★ 0956-59-8640 0956-59-8641 〒857-0875
佐世保市下京町9－13　DKビルⅡ　7階
（竹口・堀法律事務所）

たなか　りょう

田中　亮 ★ 0956-76-7125 0956-76-7126 〒857-0042
佐世保市高砂町4－2　古賀ビル2階
（田中亮法律事務所）

なかしま　ひでひろ

中嶋　英博 ★ 0956-24-0531 0956-24-0562 〒857-0053
佐世保市常盤町7-13　パークサイドパル702
(中嶋英博法律事務所）

ながもと　たもん

長本　多聞 ★ 0956-59-7986 0956-59-6766 〒857-0862
佐世保市白南風町1-13　JR九州佐世保ビル3階
（佐世保フロンティア法律事務所）

のま　しゅうへい

野間　修平 ★ 050-3383-5516 0956-25-5340 〒857-0806
佐世保市島瀬町4-19　バードハウジングビル402
（法テラス佐世保法律事務所）

ばば　あきひろ

馬場　章廣 ★ 0956-59-6422 0956-59-6423 〒857-0873
佐世保市宮崎町1番5号　ふきやビル201
（佐世保あおぞら法律事務所）

ひぐち　　さとこ
★ 0956-25-5250 0956-24-1619 〒857-0805

佐世保市光月町7-27　エスペランサ島瀬101

ひぐち　のぶひろ
★ 0956-25-5250 0956-24-1619 〒857-0805

佐世保市光月町7-27　エスペランサ島瀬101

ふるいち　　ひろし

古市　　寛 ★ 0956-76-8570 0956-76-8571 〒859-3215
佐世保市早岐１丁目14-26　スペースアズビル2階
（弁護士法人大村綜合法律事務所早岐オフィス）

ほり　　ゆうこ

堀　裕子 ★ 0956-59-8640 0956-59-8641 〒857-0875
佐世保市下京町9－13　DKビルⅡ　7階
（竹口・堀法律事務所）

まえだ　ひろし

前田　博 ★ 0956-56-3570 0956-56-3571 〒857-0052
佐世保市松浦町5-13 グリーンビル206号
（まえだ法律事務所）

まつお　　しげとし

松尾　茂利 0956-24-4081 0956-24-4084 〒857-0801
佐世保市祇園町12-3
（松尾茂利法律事務所）

まつもと　まさし

松本　匡志 ★ 0956-59-8640 0956-59-8641 〒857-0875
佐世保市下京町9－13　DKビルⅡ　7階
（竹口・堀法律事務所）

まるやま　ゆう

丸山　優 ★ 0956-76-7305 0956-76-7306 〒857-0873
佐世保市宮崎町1-5　石井ビル3階
（丸山法律事務所）

まわたり　けいいち

馬渡　圭一 ★ 0956-59-7986 0956-59-6766 〒857-0862
佐世保市白南風町1-13　JR九州佐世保ビル3階
（佐世保フロンティア法律事務所）

みやた　ひさのり

宮田　尚典 ★ 050-3383-5516 0956-25-5340 〒857-0806
佐世保市島瀬町4-19　バードハウジングビル402
（法テラス佐世保法律事務所）

やまもと　あきのり

山元　昭則 ★ 0956-22-0436 0956-25-2690 〒857-0802
佐世保市高天町6-3
（佐世保総合法律事務所）



★印は扶助取扱弁護士
名簿は2021年4月1日現在

弁護士 電話番号 FAX 〒
住　　　　所
（事務所名）

長崎県弁護士会　会員名簿　　　

よこた　　ゆうすけ

横田　雄介 ★ 0956-59-5333 0956-59-5332 〒857-0041
佐世保市木場田町3－34　土井総合ビル3階
（横田雄介法律事務所）

よしだ　　ひでき
★ 0956-76-7200 0956-76-7300 〒857-0027

佐世保市谷郷町3-1　グランドブルー谷郷Ⅰ　3階
（つくも総合法律事務所）

わたらい　ゆうじ

渡会　祐二 ★ 0956-59-7986 0956-59-6766 〒857-0862
佐世保市白南風町1-13　JR九州佐世保ビル3階
（佐世保フロンティア法律事務所）

こばやし　ひろゆき

小林　洋介 ★ 0950-22-7910 0950-22-7911 〒859-4825
平戸市田平町山内免378-2
（飛鸞ひまわり基金法律事務所）

さがら　　かつみ

相良　勝美 ★ 0950-23-3540 0950-21-0420 〒859-5115
平戸市新町72-1
（ひらど法律事務所）

どうめん　あきひこ

道免　明彦 ★ 050-3383-0468 0950-23-8286 〒859-5121
平戸市岩の上町1507番地1　NTT平戸ビル本館2階
（法テラス平戸法律事務所）

やまぐち　たけひこ

山口　毅彦 ★ 0950-57-0054 0950-57-0200 〒859-4825
平戸市田平町山内免477
（山口法律事務所）

おおた　まさかず

大田　真和 ★ 0957-61-0888 0957-62-3210 〒855-0046
島原市今川町1850-1　大手門ビル5階
（有明しまばら法律事務所）

こうの　てつし

河野　哲志 ★ 0957-62-5138 0957-62-5148 〒855-0044
島原市中町851　大手ビル3階
（島原中央ひまわり基金法律事務所）

やました　ゆういち

山下　雄一 ★ 0957-73-9980 0957-73-9981 〒855-0042
島原市片町616番地1　1階
（森本綜合法律事務所島原事務所）

やまだ　　こういちろう

山田　耕一郎 ★ 050-3383-5324 0957-74-3185 〒854-0514
雲仙市小浜町北本町14番地　雲仙市小浜総合支所3階
（法テラス雲仙法律事務所）

かわぐち　ともひろ

川口　智博 ★ 050-3383-0516 0959-72-5968 〒853-0018
五島市池田町2-20
（法テラス五島法律事務所）

こさか　　よしふみ

古坂　良文 ★ 0959-75-0825 0959-72-2411 〒853-0015
五島市東浜町1-6-10　白浜ビル1階
（五島ひだまり法律事務所）

たかだ　　みつひろ

高田　光宏 ★ 050-3383-5517 0920-47-3585 〒811-5135
壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦174吉田ビル3階
（法テラス壱岐法律事務所）

にしはら　そうすけ

西原　宗佑 ★ 0920-48-1822 0920-48-1833 〒811-5133
壱岐市郷ノ浦町本村触523　㈱ＮＴＴ西日本壱岐営業所ビル3Ｆ

（壱岐ひまわり基金法律事務所）

かなざわ　まりこ

金澤　万里子 ★ 050-3383-0517 0920-52-5032 〒817-0013
対馬市厳原町中村606番地3 おおたビル3階
（法テラス対馬法律事務所）

わかばやし　たけし

若林　毅 ★ 0920-52-9229 0920-52-9230 〒817-0021
対馬市厳原町今屋敷778　NTT厳原ビル1F
（対馬ひまわり基金法律事務所）

やすこうち　りょうすけ

安河内　涼介 ★ 0920-52-9229 0920-52-9230 〒817-0021
対馬市厳原町今屋敷778　NTT厳原ビル1F
（対馬ひまわり基金法律事務所）


