
【［仙台弁護士会］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4月20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）

仙台弁護士会-2019-0001
（あかいし　きよひろ）
赤石　圭裕

弁護士法人杜協同　阿部･
佐藤法律事務所

仙台市青葉区片平1-2-22
ロイヤーパーク6階

電話番号：（022）262-4265
e-mailアドレス：akaisi@wine.ocn.ne.jp

仙台弁護士会-2019-0002
（あべ　たけし）
安部　毅

仙南ラベンダー法律事務
所

柴田郡大河原町字新南34-5
船田ビル202

電話番号：（0224）87-7401
e-mailアドレス：t-abe@brain-heart.com

仙台弁護士会-2019-0003
（あべ　ひろき）
阿部　弘樹

ひろむ法律事務所
仙台市青葉区大町1-2-1　ラ
イオンビル8階

電話番号：（022）223-2905
e-mailアドレス：abe@hiromu-law.jp

仙台弁護士会-2019-0004
（あら　ただし）
荒　　中

荒総合法律事務所
仙台市青葉区大町1-2-16
大町カープビル5階

電話番号：（022）265-5077
e-mailアドレス：ara8aao@pastel.ocn.ne.jp

仙台弁護士会-2019-0005
（いとう　たかふみ）
伊藤　敬文

弁護士法人杜協同　阿部･
佐藤法律事務所

仙台市青葉区片平1-2-22
ロイヤーパーク6階

電話番号：（022）262-4265
e-mailアドレス：ti60@coda.ocn.ne.jp

仙台弁護士会-2019-0006
（いとう　みつひこ）
伊東　満彦

仙台そよかぜ法律事務所
仙台市青葉区大町1-2-1 ライオンビ
ル4階

電話番号：（022）399-8421
e-mailアドレス：mituitoh7036@nifty.com

仙台弁護士会-2019-0007
（いとう　ゆうき）
伊藤　佑紀

仙台あさひ法律事務所
仙台市青葉区一番町2-10-
17　仙台一番町ビル7階

電話番号：（022）399-6483
e-mailアドレス：

仙台弁護士会-2019-0008
（うえまつ　ともき）
植松　丈樹

蒼天法律事務所
仙台市青葉区一番町2-1-2
NOF仙台青葉通りビル8階

電話番号：（022）393-9087
e-mailアドレス：t.uematsu@aozora-lawoffice.jp

仙台弁護士会-2019-0009
（うちがさき　ひろゆき）
内ヶ崎　裕之

内ヶ崎法律事務所
仙台市青葉区一番町1-17-20
グランドメゾン片平503

電話番号：（022）397-7307
e-mailアドレス：treaty2566@gmail.com

仙台弁護士会-2019-0010
（うちだ　まさゆき）
内田　正之

内田・篠塚法律事務所
仙台市青葉区一番町1-17-
24　高裁前ビル504

電話番号：（022）215-0571
e-mailアドレス：uchida.lawyer@gmail.com

仙台弁護士会-2019-0011
（うと　あきひろ）
宇都　彰浩

宇都・山田法律事務所
仙台市青葉区大町1-2-1　ラ
イオンビル3階

電話番号：（022）397-7960
e-mailアドレス：akihiro-uto@uy-lawoffice.com

仙台弁護士会-2019-0012
（おいかわ　あつし）
及川　貴士

法律事務所　絆
仙台市青葉区片平１－１－１
１　カタヒラビル５階

電話番号：（022）217-7005
e-mailアドレス：atsushi-oikawa@nifty.com

仙台弁護士会-2019-0013
（おいかわ　ゆうすけ）
及川　雄介

仙台のぞみ法律事務所
仙台市青葉区一番町2-10-26
旭コーポラス一番町A404

電話番号：（022）225-8198
e-mailアドレス：oikawalaw@gol.com

仙台弁護士会-2019-0014
（おおた　しんじ）
太田　伸二

新里・鈴木法律事務所
仙台市青葉区大町2-3-11　仙台大
町レイトンビル4階

電話番号：（022）263-3191
e-mailアドレス：ota-shin2@cure.ocn.ne.jp

仙台弁護士会-2019-0015
（おおとも　けんじ）
大友　健治

ひろむ法律事務所
仙台市青葉区大町1-2-1　ラ
イオンビル8階

電話番号：（022）223-2905
e-mailアドレス：ohtomo@hiromu-law.jp

仙台弁護士会-2019-0016
（おおばり　しんご）
大張　慎悟

広瀬川総合法律事務所
仙台市青葉区大町1-2-1　ラ
イオンビル5階

電話番号：（022）395-7991
e-mailアドレス：oobari@hirose-river-law.jp

仙台弁護士会-2019-0017
（おかざき　ていえつ）
岡崎　貞悦

岡崎法律事務所
仙台市青葉区一番町2-11-
12　プレジデント一番町603

電話番号：（022）223-4861
e-mailアドレス：

仙台弁護士会-2019-0018
（おがわ　こうへい）
小川　航平

広瀬川総合法律事務所
仙台市青葉区大町1-2-1　ラ
イオンビル5階

電話番号：（022）395-7991
e-mailアドレス：ogawa@hirose-river-law.jp

仙台弁護士会-2019-0019
（おのでら　こういち）
小野寺　宏一

弁護士法人青葉法律事務
所

仙台市青葉区一番町1-6-22
-1202

電話番号：（022）223-5590
e-mailアドレス：onodera@aoba-law.gr.jp
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仙台弁護士会-2019-0020
（おのでら　ともひろ）
小野寺　友宏

小野寺友宏法律事務所
仙台市青葉区一番町1-17-
24　高裁前ビル2階

電話番号：（022）266-4664
e-mailアドレス：HQJ06036@nifty.com

仙台弁護士会-2019-0021
（かさはら　たろう）
笠原　太良

佐々木・笠原法律事務所 仙台市青葉区一番町1-4-20
電話番号：（022）266-1231
e-mailアドレス：kasataro1974@gmail.com

仙台弁護士会-2019-0022
（かなざわ　たかし）
金澤　孝司

金澤法律事務所
仙台市青葉区一番町1-16-23　一番
町スクエア3階

電話番号：（022）722-3910
e-mailアドレス：office-info@kanazawa-law.com

仙台弁護士会-2019-0023
（かめやま　あいこ）
亀山　愛子

弁護士法人植松法律事務
所

仙台市青葉区片平1-2-24
第１SACビル5階

電話番号：（022）223-3722
e-mailアドレス：kameyama@s-lawyers.jp

仙台弁護士会-2019-0024
（かわさき　まきこ）
川﨑　真樹子

さいわい法律事務所 気仙沼市神山6-4
電話番号：（0226）25-8606
e-mailアドレス：m-kawasaki@rouge.plala.or.jp

仙台弁護士会-2019-0025
（かんの　じゅんいち）
菅野　淳一

菅野淳一法律事務所
仙台市青葉区片平1-5-20
イマス片平丁ビル5-A号室

電話番号：（022）797-2981
e-mailアドレス：kanno-junichi@iaa.itkeeper.ne.jp

仙台弁護士会-2019-0026
（きさか　なおふみ）
木坂　尚文

ソレイユ総合法律事務所
仙台市青葉区一番町1-17-
24　高裁前ビル5階

電話番号：（022）797-2426
e-mailアドレス：nkisaka@kisaka-office.com

仙台弁護士会-2019-0027
（きのした　せいご）
木下　清午

花咲み法律事務所
仙台市青葉区片平1-2-38
チサンマンション青葉通り905

電話番号：（022）215-0303
e-mailアドレス：

仙台弁護士会-2019-0028
（くぼた　やすあき）
久保田　恭章

小野寺友宏法律事務所
仙台市青葉区一番町1-17-
24　高裁前ビル2階

電話番号：（022）266-4664
e-mailアドレス：zbtvblb81@gmail.com

仙台弁護士会-2019-0029
（くりはら　さやか）
栗原　さやか

仙台あさひ法律事務所
仙台市青葉区一番町2-10-
17　仙台一番町ビル7階

電話番号：（022）399-6483
e-mailアドレス：skurihara@mk-lawoffice.jp

仙台弁護士会-2019-0030
（ごとう　やすき）
後藤　泰己

エール法律事務所
仙台市青葉区一番町2-10-
26-205

電話番号：（022）227-6167
e-mailアドレス：goto@yell-law.com

仙台弁護士会-2019-0031
（こぼり　えりこ）
小堀　絵里子

花咲み法律事務所
仙台市青葉区片平1-2-38
チサンマンション青葉通り905

電話番号：（022）215-0303
e-mailアドレス：

仙台弁護士会-2019-0032
（こむかい　としかず）
小向　俊和

官澤綜合法律事務所
仙台市青葉区二日町1-23　アー
バンネット勾当台ビル10階

電話番号：（022）214-2424
e-mailアドレス：t-komu@nifty.ne.jp

仙台弁護士会-2019-0033
（さいとう　さとし）
齋藤　智

齋藤智法律事務所
東松島市矢本字大溜65-3 3
階

電話番号：（0225）25-6045
e-mailアドレス：saitou.satoshi.law@gmail.com

仙台弁護士会-2019-0034
（さいとう　しんいち）
齋藤　信一

齋藤信一法律事務所
仙台市青葉区大町1-3-2　仙
台ＭＩＤビル6階

電話番号：（022）224-8668
e-mailアドレス：sssaitou@jade.plala.or.jp

仙台弁護士会-2019-0035
（さいとう　たくお）
齋藤　拓生

つばさ法律事務所
仙台市青葉区片平1-1-11
カタヒラビル2階

電話番号：（022）213-8491
e-mailアドレス：takuo-s@fine.ocn.ne.jp

仙台弁護士会-2019-0036
（ささむら　けいじ）
笹村　恵司

齊藤・笹村法律事務所
仙台市青葉区片平1-5-17
ライオンズマンション片平301

電話番号：（022）225-3341
e-mailアドレス：keiji.sasamura@tuba.ocn.ne.jp

仙台弁護士会-2019-0037
（さとう　ゆま）
佐藤　由麻

南町通り法律事務所
仙台市青葉区一番町1-17-
24　高裁前ビル6階

電話番号：（022）797-2696
e-mailアドレス：yuma-sato55515@able.ocn.ne.jp

仙台弁護士会-2019-0038
（さとう　よしひろ）
佐藤　靖祥

さとう法律事務所
仙台市青葉区一番町1-17-
24　高裁前ビル3階

電話番号：（022）722-6435
e-mailアドレス：ysato@peach.ocn.ne.jp
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仙台弁護士会-2019-0039
（しもこし　まさる）
霜越　優

仙台さくら法律事務所
仙台市青葉区一番町1-4-30
さのやビル6階

電話番号：（022）227-7166
e-mailアドレス：shimokoshi@m.email.ne.jp

仙台弁護士会-2019-0040
（すずき　ひろみ）
鈴木　裕美

新里・鈴木法律事務所
仙台市青葉区大町2-3-11
仙台大町レイトンビル4階

電話番号：（022）263-3191
e-mailアドレス：hiromi_s@pj8.so-net.ne.jp

仙台弁護士会-2019-0041
（せきの　じゅん）
関野　純

アイリス仙台法律事務所
仙台市青葉区国分町1-7-18
白蜂広瀬通ﾋﾞﾙ 7階

電話番号：（022）398-8671
e-mailアドレス：sekino@js-law.jp

仙台弁護士会-2019-0042
（そが　よういち）
曽我　陽一

曽我法律事務所
仙台市青葉区一番町3-3-11
Ｈｕｍａｎ青葉通ビル4階

電話番号：（022）352-7340
e-mailアドレス：y-soga@soga-law.jp

仙台弁護士会-2019-0043
（たかぎ　あき）
髙城　晶紀

はづき法律事務所
仙台市青葉区五橋1-4-24
ライオンズビル五橋706

電話番号：（022）393-7667
e-mailアドレス：hazuki.lo@helen.ocn.ne.jp

仙台弁護士会-2019-0044
（たかしま　りか）
髙島　梨香

あすなろ法律事務所
仙台市青葉区一番町1-4-30
さのやビル5階

電話番号：（022）225-4929
e-mailアドレス：rika0111jp@gmail.com

仙台弁護士会-2019-0045
（たかだ　ひでのり）
髙田　英典

弁護士法人リーガルプロ
フェッション

仙台市青葉区大町1-2-16
大町カープビル5階

電話番号：（022）216-2260
e-mailアドレス：h.takada@le-pro.or.jp

仙台弁護士会-2019-0046
（たかはし　かずまさ）
髙橋　和聖

結の杜総合法律事務所
仙台市青葉区五橋1-1-17
仙台ビルディング駅前館9階

電話番号：（022）797-0741
e-mailアドレス：k-takahashi@yuinomori-law.com

仙台弁護士会-2019-0047
（たかはし　かよこ）
髙橋　芳代子

すみれ法律事務所
仙台市青葉区一番町2-10-
26旭コーポラス一番町102-2

電話番号：（022）216-3271
e-mailアドレス：kayoko-t2013@ae.auone-net.jp

仙台弁護士会-2019-0048
（たかはし　たく）
高橋　拓

うみかぜ法律事務所
石巻市鋳銭場4-16　コーポい
わき2階

電話番号：（0225）98-3065
e-mailアドレス：taku45398@gmail.com

仙台弁護士会-2019-0049
（たかはし　ひろあき）
高橋　博明

弁護士法人植松法律事務
所

仙台市青葉区片平1-2-24
第１ＳＡＣビル5階

電話番号：（022）223-3722
e-mailアドレス：hiroaki@s-lawyers.jp

仙台弁護士会-2019-0050
（たけうち　ゆたか）
竹内　　豊

菅野淳一法律事務所
仙台市青葉区片平1-5-20
イマス片平丁ビル5-A号室

電話番号：（022）797-2981
e-mailアドレス：y.takeuchi.law@gmail.com

仙台弁護士会-2019-0051
（ないとう　よしひと）
内藤　喜仁

内藤法律事務所
仙台市青葉区一番町2-5-22
ＧＣ青葉通りプラザ2階

電話番号：（022）796-3150
e-mailアドレス：

仙台弁護士会-2019-0052
（なかむら　しょうじ）
中村　彰二

中村彰二法律事務所
仙台市青葉区大町2-10-
14TAKAYUパークサイドビル6
階

電話番号：（022）268-4636
e-mailアドレス：n-show22@d4.dion.ne.jp

仙台弁護士会-2019-0053
（ながさわ　ひろし）
長澤　弘

長澤弘法律事務所
仙台市青葉区片平1-5-20
イマス仙台片平丁ビル2階

電話番号：（022）215-5211
e-mailアドレス：h.nagasawa@gamma.ocn.ne.jp

仙台弁護士会-2019-0054
（にいさと　こうじ）
新里　宏二

新里・鈴木法律事務所
仙台市青葉区大町2-3-11
仙台大町レイトンビル4階

電話番号：（022）263-3191
e-mailアドレス：niisato@pj8.so-net.ne.jp

仙台弁護士会-2019-0055
（にいつま　のりゆき）
新妻　範之

弁護士法人リーガルプロ
フェッション

仙台市青葉区大町1-2-16
大町カープビル5階

電話番号：（022）216-2260
e-mailアドレス：n.niitsuma@le-pro.or.jp

仙台弁護士会-2019-0056
（はしもと　はるこ）
橋本　治子

官澤綜合法律事務所
仙台市青葉区二日町1-23　アー
バンネット勾当台ビル10階

電話番号：（022）214-2424
e-mailアドレス：

仙台弁護士会-2019-0057
（ひがし　ただひろ）
東　忠宏

弁護士法人東法律事務所 気仙沼市赤岩老松41-2
電話番号：（0226）25-7234
e-mailアドレス：higashi@cap.ocn.ne.jp
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仙台弁護士会-2019-0058
（ひがしだ　しょうへい）
東田　正平

栗原ひまわり基金法律事
務所

宮城県栗原市築館薬師4-1-
1

電話番号：（0228）24-9122
e-mailアドレス：higashida.shohei@outlook.jp

仙台弁護士会-2019-0059
（ふかざわ　としひろ）
深澤　俊博

エール法律事務所
仙台市青葉区一番町2-10-
26　旭開発ビル205

電話番号：（022）227-6167
e-mailアドレス：fukazawa@yell-law.com

仙台弁護士会-2019-0060
（まえだ　たくま）
前田　拓馬

いしのまき法律事務所
石巻市穀町12-18　石巻駅前
ビル2階

電話番号：（0225）92-1620
e-mailアドレス：maeda@ishinomaki-lawoffice.com

仙台弁護士会-2019-0061
（まえだ　だいすけ）
前田　大輔

広瀬川総合法律事務所
仙台市青葉区大町1-2-1　ラ
イオンビル5階

電話番号：（022）395-7991
e-mailアドレス：maeda@hirose-river-law.jp

仙台弁護士会-2019-0062
（まつい　たくや）
松井　拓弥

金澤法律事務所
仙台市青葉区一番町1-16-
23　一番町スクエア3階

電話番号：（022）722-3910
e-mailアドレス：office-info@kanazawa-law.com

仙台弁護士会-2019-0063
（まるやま　みほ）
丸山　水穂

官澤綜合法律事務所
仙台市青葉区二日町1-23　アー
バンネット勾当台ビル10階

電話番号：（022）214-2424
e-mailアドレス：miho-lo@hkg.odn.ne.jp

仙台弁護士会-2019-0064
（みやもと　よういち）
宮本　洋一

ハイフィールド法律事務所
仙台市青葉区二日町13-22
カルコスビル305号

電話番号：（022）797-0924
e-mailアドレス：miyamoto@highfield.co.jp

仙台弁護士会-2019-0065
（やまや　すみお）
山谷　澄雄

山谷法律事務所
仙台市青葉区大町2-9-18
大友ビル3階

電話番号：（022）211-4211
e-mailアドレス：yamaya-lo@diamond.broba.cc

仙台弁護士会-2019-0066
（よねや　こう）
米谷　康

仙台さくら法律事務所
仙台市青葉区一番町1-4-30
さのやビル6階

電話番号：（022）227-7166
e-mailアドレス：ko-yone@kf6.so-net.ne.jp

仙台弁護士会-2019-0067
（みつやす　りえ）
光安 理絵

ソレイユ総合法律事務所
仙台市青葉区一番町1-17-
24　高裁前ビル5階

電話番号：（022）797-2426
e-mailアドレス：

仙台弁護士会-2019-0068
（ないとう　あずさ）
内藤　梓

弁護士法人A．I．ステップ
仙台市青葉区中央1-2-3　仙
台マークワン12階

電話番号：（022）352-8558
e-mailアドレス：naito@ais-lawyers.jp

仙台弁護士会-2019-0069
（おおたけ　なおし）
大竹  直嗣

大竹法律事務所
仙台市青葉区一番町2-6-16
シントウビル202

電話番号：（022）797-6621
e-mailアドレス：otake-law-office@seagreen.ocn.ne.jp

仙台弁護士会-2019-0070
（たけだ　あきこ）
武田  明子

鈴木覚法律事務所
仙台市青葉区一番町1-4-30
さのやビル4階

電話番号：（022）216-6770
e-mailアドレス：atakeda1026@gmail.com

仙台弁護士会-2019-0071
（みやこし　ひでひろ）
宮腰　英洋

千葉晃平法律事務所
仙台市青葉区片平1-2-38
チサンマンション青葉通り605

電話番号：（022）713-7791
e-mailアドレス：h.miyakoshi86@gmail.com

仙台弁護士会-2019-0072
（いとう　きょうへい）
伊藤　今日平

井野法律事務所
仙台市青葉区一番町2-11-
12-1001

電話番号：（022）714-6781
e-mailアドレス：kyohei.ito.ptwg@gmail.com

仙台弁護士会-2019-0073
（かめだ　しんいちろう）
亀田　紳一郎

ひかり法律事務所
仙台市青葉区一番町1-17-
24　高裁前ビル4階

電話番号：（022）262-6118
e-mailアドレス：YHY06271@nifty.ne.jp

仙台弁護士会-2019-0074
（すずき　さとる）
鈴木　覚

鈴木覚法律事務所
仙台市青葉区一番町1-4-30
さのやビル4階

電話番号：（022）719-7088
e-mailアドレス：CZｆ00476@nifty.com

仙台弁護士会-2019-0075
（さとう　ひでひろ）
佐藤　英拓

仙台ともしび法律事務所
仙台市青葉区一番町1-16-
23　一番町スクエア6F-G

電話番号：（022）281-9452
e-mailアドレス：hsato@tomosibi-lawoffice.com

仙台弁護士会-2019-0076
（こいけ  ちひろ）
小池　千尋

弁護士法人湊法律事務所
仙台事務所

仙台市宮城野区榴岡四丁目
6-30第6税経ビル2F-C号室

電話番号：（022）794-9251
e-mailアドレス：koike@minato-lawfirm.jp
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仙台弁護士会-2019-0077
（もりや　まさのり）
守谷　正則

稲船法律事務所
仙台宮城野区五輪1-14-22
ノーブルカーサ稲船105号室

電話番号：（022）385-7638
e-mailアドレス：

仙台弁護士会-2019-0078
（あさの　しゅんいち）
浅野　峻一

浅野協同法律事務所
仙台市青葉区一番町2-10-
26-301

電話番号：（022）266-8464
e-mailアドレス：asano-mathuo@gol.com

仙台弁護士会-2019-0079
（かいほつ　けんじ）
開発　健次

開発法律事務所
宮城県登米市迫町佐沼字中
江5-2-3

電話番号：（0220）23-2660
e-mailアドレス：kaihotsu-jimusiho_k@nifty.com

仙台弁護士会-2019-0080
（おのだ　こうじ）
小野田　耕司

弁護士法人小野田法律事
務所

宮城県柴田郡大河原町字西
桜町3-7

電話番号：（0224）51-3377
e-mailアドレス：k-onoda@comet.ocn.ne.jp

仙台弁護士会-2019-0081
（すどう　じゅん）
須藤　惇

須藤法律事務所
仙台市青葉区一番町2-10-
17

電話番号：（022）217-0633
e-mailアドレス：

仙台弁護士会-2019-0082
（ぬのき　りょう）
布木　綾

法律事務所ポラリス
仙台市青葉区一番町2-7-12グ
リーンウッド仙台一番町ビル3階

電話番号：（022）797-9010
e-mailアドレス：r_nunoki@law-polaris.com

仙台弁護士会-2019-0083
（たに　りょうじ）
谷　遼治

金澤法律事務所
仙台市青葉区一番町1-16-
23　一番町スクエア3階

電話番号：（022）722-3910
e-mailアドレス：ryoji-tani@kanazawa-law.com

仙台弁護士会-2019-0084
（やまもと　けいし）
山本　桂史

小笠原・山本法律事務所 宮城県気仙沼田中前1-2-9
電話番号：（0226）23-9700
e-mailアドレス：yamamoto_k4@yahoo.co.jp

仙台弁護士会-2019-0085
（しみず　けん）
清水　健

角田ひまわり基金法律事
務所

宮城県角田市角田字中島下
148-6オオトシビル1階

電話番号：（0224）87-6315
e-mailアドレス：kenshimizu17@gmail.com

仙台弁護士会-2019-0086
（たきざわ　けい）
滝沢　圭

多賀城法律事務所
宮城県多賀城市中央3-10-
5oggeビル5階1号

電話番号：（022）354-1431
e-mailアドレス：kei.taki@silk.ocn.ne.jp

仙台弁護士会-2020-0001
（いしがみ　じゅん）
石神　淳

石神法律事務所
仙台市青葉区大町2-3-11
仙台大町レイトンビル5階

電話番号：（022）225-2007
e-mailアドレス：jun-i@ishigami-lawoffice.jp

仙台弁護士会-2020-0002
（いしがみ　ゆうすけ）
石上　雄介

石上雄介総合法律事務所
仙台市青葉区一番町2-5-22
ＧＣ青葉通りプラザ6A

電話番号：（022）724-7863
e-mailアドレス：y.ishigami1210@gmail.com

仙台弁護士会-2020-0003
（かせや　たく）
加瀨谷　拓

菅野淳一法律事務所
仙台市青葉区片平1-5-20
イマス片平丁ビル5-A号室

電話番号：（022）797-2981
e-mailアドレス：k.taku910@gmail.com

仙台弁護士会-2020-0004
（さかもと　じん）
坂本　仁

我妻法律事務所
仙台市青葉区一番町2-10-
17-10階

電話番号：（022）227-7331
e-mailアドレス：sakamoto-jin@rb3.so-net.ne.jp

仙台弁護士会-2020-0005
（さくま　けいこ）
佐久間　敬子

佐久間敬子法律事務所
仙台市青葉区国分町1-8-10
大和ﾋﾞﾙ 2階

電話番号：（022）267-2288
e-mailアドレス：

仙台弁護士会-2020-0006
（さとう　やすひろ）
佐藤　康浩

三島法律事務所
仙台市青葉区一番町2-3-22
仙台ビルディング5階

電話番号：（022）223-3857
e-mailアドレス：yasuhiro-sato@eco.ocn.ne.jp

仙台弁護士会-2020-0007
（しのつか　よしてる）
篠塚　功照

内田・篠塚法律事務所
仙台市青葉区一番町1-17-
24　高裁前ビル504

電話番号：（022）215-0571
e-mailアドレス：shino.uchidalaw@gmail.com

仙台弁護士会-2020-0008
（しらとり　たかおみ）
白鳥剛臣

しらとり法律事務所 名取市増田3-1-1
電話番号：（022）796-5131
e-mailアドレス：t-shiratori@swan-law.jp

仙台弁護士会-2021-0001
（おくやま　こずえ）
奥山　梢

弁護士法人リーガルプロ
フェッション

仙台市青葉区大町1-2-16
大町カープビル5階

電話番号：（022）216-2260
e-mailアドレス：
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仙台弁護士会-2021-0002
（すがわら　みちたか）
菅原通孝

菅原通孝法律事務所
仙台市青葉区一番町２-11-
12　プレジデント一番町409

電話番号：（022）222-2244
e-mailアドレス：

仙台弁護士会-2021-0003
（させ　みつひろ）
佐瀬充洋

弁護士法人植松法律事務
所

仙台市青葉区片平1-2-24
第１ＳＡＣビル5階

電話番号：（022）223-3722
e-mailアドレス：sase@s-lawyers.jp

仙台弁護士会-2021-0004
（たかはし　だいすけ）
髙橋大輔

小野寺友宏法律事務所
仙台市青葉区一番町1-17-
24　高裁前ビル2階

電話番号：（022）266-4664
e-mailアドレス：dai.t.0518@gmail.com

仙台弁護士会-2021-0005
（まつうら　けんたろう）
松浦健太郎

庄司・松浦法律事務所 石巻市泉町４-１-２０
電話番号：（0225）96-5131
e-mailアドレス：ma_kentaro_1022@hb.tp1.jp

仙台弁護士会-2021-0006
（かまだ　けんじ）
鎌田健司

あすなろ法律事務所
仙台市青葉区一番町1-4-30
さのやビル5階

電話番号：（022）225-4929
e-mailアドレス：k-kenchan@msi.biglobe.ne.jp

仙台弁護士会-2021-0007
（くどう　きよし）
工藤清史

仙台東口法律事務所
仙台市宮城野区榴岡4-6-30
第６税経ビル4階A

電話番号：（022）353-7132
e-mailアドレス：k-kudo@sendai-eglaw.com

仙台弁護士会-2021-0008
（たてわき　さちこ）
舘脇幸子

エール法律事務所
仙台市青葉区一番町2-10-
26　A205号

電話番号：（022）227-6167
e-mailアドレス：tatewaki@yell-law.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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