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1 相澤　光江 東京都 ＴＭＩ総合法律事務所 03-6438-5511 106-6123 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー23階 maizawa@tmi.gr.jp http://www.tmi.gr.jp/

2 赤川　公男 東京都 東京富士法律事務所 03-3265-0691 102-0083 東京都千代田区麹町3-3KDX麹町ビル4階 yq4k-akgw@asahi-net.or.jp

3 縣　俊介 東京都 桜川協和法律事務所 03-6550-8164 105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目21-19　東急虎ノ門ビル7階 jimukyoku@sg-kyowa.jp http://www.sg-kyowa.jp/

4 足立　学 東京都 東京富士法律事務所 03-3265-0691 102-0083 東京都千代田区麹町3-3KDX麹町ビル4階 manabuad310@ceres.ocn.ne.jp https://www.asahi-net.or.jp/~wj2h-sdu/index.html

5 阿部　信一郎 東京都 霞ヶ関国際法律事務所 03-5157-1218 100-6023 東京都千代田区霞が関3-2-5霞が関ビル23階 secretary@kiaal.com http://www.kiaal.com/

6 綾　克己 東京都 ときわ法律事務所 03-3271-5140 100-0004 東京都千代田区大手町1-8-1KDDI大手町ビル19階 aya@tokiwa-law.jp http://www.tokiwa-law.jp

7 伊藤　尚 東京都 阿部・井窪・片山法律事務所 03-3273-2600 104-0028 東京都中央区八重洲2-8-7福岡ビル9階 hisashi.ito@aiklaw.co.jp http://www.aiklaw.co.jp

8 井上　隆司 東京都 共栄会計事務所 090-2934-7170 101-0047 東京都千代田区内神田2-16-8第五氏家ビル702号室 takashi.inoue@kyoei-acct.com http://kyoei-acct.com/index.html

9 上田　裕康 大阪府 弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所大阪オフィス 06-6485-5702 530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1グランフロント大阪タワーB 24階 hiroyasu.ueda@amt-law.com http://www.amt-law.com

10 上野　保 東京都 元木・上野法律会計事務所 03-3501-2356 105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-20虎ノ門実業会館8階 tamotsu.ueno@motoki-ueno.jp

11 衛藤　佳樹 東京都 TMI総合法律事務所 03-6438-4530 106-6123 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー23階 Yoshiki_Eto@tmi.gr.jp https://www.tmi.gr.jp/

12 大石　健太郎 東京都 大石法律事務所 03-6264-3135 104-0045 東京都中央区築地2-14-3NIT築地ビル401号室

13 大川　治 大阪府 堂島法律事務所 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-3-9入商八木ビル

14 大川　剛平 東京都 長島・大野・常松法律事務所 03-6889-7196 100-7036 東京都千代田区丸の内2-7-2JPタワー kohei_okawa@noandt.com www.noandt.com

15 大川　友宏 東京都 長島・大野・常松法律事務所 03-6889-7565 100-7036 東京都千代田区丸の内2-7-2JPタワー tomohiro_okawa@noandt.com http://www.noandt.com/

16 大西　倫雄 東京都 大西公認会計士事務所 03-5200-0621 103-0028 東京都中央区八重洲1-1-8八重洲KTビル5階 t-onishi@onishi-cpa-office.com

17 大橋　修 東京都 税理士法人レクス会計事務所 03-3549-1900 104-0061 東京都中央区銀座2-16-11片帆ビル6階 ohashi@reex.jp http://www.reex.jp

18 大森　斉貴 東京都 税理士法人レクス会計事務所 03-3549-1900 104-0061 東京都中央区銀座2-16-11片帆ビル6階 yohmori@reex.jp http://www.reex.jp

19 荻野　聡之 東京都 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 03-6775-1197 100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1大手町パークビルディング satoshi.ogino@amt-law.com http://www.amt-law.com/

20 鏡　高志 東京都 髙野総合コンサルティング株式会社 03-4574-6690 103-0027 東京都中央区日本橋2-1-3アーバンネット日本橋二丁目ビル3階 kagami.tk@takanosogo.com https://www.takanosogo.com/

21 片岡　牧 大阪府 堂島法律事務所 06-6201-4457 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-3-9入商八木ビル2階 maki-kataoka@dojima.gr.jp http://www.dojima.gr.jp/

22 金山　伸宏 東京都 かなやま法律事務所 03-6273-3941 105-0003 東京都港区西新橋一丁目21番8号弁護士ビル707号室 n_kanayama@kanayama-law.jp

23 鐘ヶ江　洋祐 東京都 長島・大野・常松法律事務所 03-6889-7197 100-7036 東京都千代田区丸の内2-7-2JPタワー yosuke_kanegae@noandt.com www.noandt.com

24 川畑　和彦 東京都 川畑法律事務所 03-6438-9081 107-0052 東京都港区赤坂8-5-40ペガサス青山613 k.kawabata@kawabata-law.jp www.kawabata-law.jp

25 北野　知広 大阪府 弁護士法人大江橋法律事務所 06-6208-1500 530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18中之島フェスティバルタワー27階 kitano@ohebashi.com http://www.ohebashi.com

26 楠　政己 神奈川県 公認会計士楠会計事務所 090-9858-7964 kusunoki1962@ms02.jicpa.or.jp

27 小島　伸夫 東京都 東京まどか法律事務所 03-3254-6788 101-0041 東京都千代田区神田須田町1-13-8加納ビル4階 kojima-nobuo@wave.dti2.ne.jp

28 小林　信明 東京都 長島・大野・常松法律事務所 03-6889-7000 100-7036 東京都千代田区丸の内2-7-2ＪＰタワー nobuaki_kobayashi@noandt.com http://www.noandt.com/

29 小林　洋介 東京都 翔和総合法律事務所 03-6826-1125 160-0004 東京都新宿区四谷2-2-2四谷三和ビル5階 y.kobayashi@showa-law.com http://www.showa-law.com/

30 三枝　知央 東京都 さきくさ総合法律事務所 03-6260-6870 104-0045 東京都中央区築地2-3-4築地第一長岡ビル1005号

31 佐々木　英人 東京都 阿部・井窪・片山法律事務所 03-3273-2600 104-0028 東京都中央区八重洲2‐8‐7福岡ビル9階 http://www.aiklaw.co.jp/

32 佐藤　嵩一郎 東京都 阿部・井窪・片山法律事務所 03-3273-1860 104-0028 東京都中央区八重洲2‐8‐7福岡ビル9階 koichiro.sato@aiklaw.co.jp http://www.aiklaw.co.jp/

33 柴野　高之 東京都 弁護士法人堂島法律事務所東京事務所 03-6272-6847 101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2高橋ビル8階 t-shibano@dojima.gr.jp http://www.dojima.gr.jp/

34 柴原　多 東京都 西村あさひ法律事務所 03-6250-6464 100-8124 東京都千代田区大手町1-1-2大手門タワー m.shibahara@nishimura.com http://www.nishimura.com

35 清水　祐介 東京都 ひいらぎ総合法律事務所 03-6205-7655 105-0003 東京都港区西新橋1-6-13柏屋ビル3階 yusuke@hollylaw.com http://www.hollylaw.com

36 新川　大祐 大阪府 北斗税理士法人 06-4705-8181 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町3-2-14 info@hokuto.or.jp http://www.hokuto.or.jp

37 進士　肇 東京都 篠崎・進士法律事務所 03-3580-8551 105-0003 東京都港区西新橋1‐7‐2虎の門高木ビル6階 shinji@s-l.gr.jp http://www.shinozaki-law.gr.jp/

38 新宅　正人 大阪府 新宅法律事務所 06-6233-7474 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-1-3北浜清友会館9階 shintaku@leaf.ocn.ne.jp

39 須賀　一也 東京都 須賀公認会計士事務所 03-6225-4691 103-0027 東京都中央区日本橋2-2-3リッシュビル302号 kzysuga@sgacc.jp

40 関端　広輝 東京都 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 03-6775-1059 100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1大手町パークビルディング hiroki.sekibata@amt-law.com http://www.amt-law.com/

41 髙木　裕康 東京都 東京丸の内法律事務所 03-3213-1081 100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル225区 h-takagi@tmlo.jp http://www.tmlo.jp/

42 髙田　千早 東京都 ＬＭ法律事務所 03-6281-5505 104-0061 東京都中央区銀座3-13-19　313ビル2階 takada@lmlo.jp http://www.lmlo.jp/

43 髙橋　優 東京都 ゆたか法律事務所 03-6278-8451 104-0045 東京都中央区築地4-4-12OS築地ビル3階B

44 竹俣　耕一 東京都 税理士法人レクス会計事務所 03-3549-1900 104-0061 東京都中央区銀座2-16-11片帆ビル6階

45 多比羅　誠 東京都 ひいらぎ総合法律事務所 03-6205-7655 105-0003 東京都港区西新橋1-6-13柏屋ビル3階 tahira@hollylaw.com http://www.hollylaw.com

46 玉井　豊文 東京都 株式会社ＴＧコンサルティング 03-6228-7941 104-0031 東京都中央区京橋2‐6‐11MY京橋ビル4階 tamai.tgc@diary.ocn.ne.jp

47 鄭　龍権 東京都 公認会計士鄭龍権事務所 RYUCPA1208@ms01.jicpa.or.jp http://ryucpa.com/

48 出水　順 大阪府 北総合法律事務所 06-6365-7770 530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-7-1北ビル1号館204号

49 富岡　武彦 東京都 富岡総合法律事務所 03-5357-1351 102-0083 東京都千代田区麹町3-4麹町ｋ-118ビル5階

50 富永　浩明 東京都 富永浩明法律事務所 03-3544-0381 104-0061 東京都中央区銀座7‐12‐14大栄会館5階 tominaga@ksf.biglobe.ne.jp

51 内藤　滋 東京都 内藤滋法律事務所 03-6228-4375 104-0045 東京都中央区築地2-3-4築地第一長岡ビル1002号 http://www.naitolaw.jp

52 中井　康之 大阪府 堂島法律事務所 06-6201-4456 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-3-9入商八木ビル2階 nakai@dojima.gr.jp http://www.dojima.gr.jp

53 長沢　美智子 東京都 東京丸の内法律事務所 03-3213-1081 100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル225区 http://www.tmlo.jp

54 中森　亘 大阪府 北浜法律事務所 06-6202-1088 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-8-16大阪証券取引所ビル wnakamori@kitahama.or.jp http://www.kitahama.or.jp

55 長屋　憲一 東京都 ＮｅＯパートナーズ法律事務所 03-5226-1116 102-0093 東京都千代田区平河町2-4-13ノーブルコート平河町502 ken-nagaya@jasmine.ocn.ne.jp

56 南部　恵一 東京都 あさひ法律事務所 03-5219-0002 100-8385 東京都千代田区丸の内2-1-1丸の内マイプラザ13階 http://www.alo.jp

57 仁瓶　善太郎 大阪府 弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所大阪オフィス 06-6485-5704 530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1グランフロント大阪タワーB 24階 zentaro.nihei@amt-law.com http://www.amt-law.com/

58 野中　英匡 東京都 東京富士法律事務所 03-3265-0691 102-0083 東京都千代田区麹町3-3KDX麴町ビル4階 h-nonaka@fuji.email.ne.jp https://www.asahi-net.or.jp/~wj2h-sdu/index.html

59 野村　完 東京都 センチュリー法律事務所 03-5204-1084 100-0004 東京都千代田区大手町1-7-2東京サンケイビル25階 nomura@century-law.com

60 樋口　收 東京都 敬和綜合法律事務所 03-3560-5051 107-0052 東京都港区赤坂2-11-7ＡＴＴ新館11階 higuchi@tyhomu.com http://www.keiwalaw.com

61 廣瀬　正剛 東京都 東京富士法律事務所 03-3265-0691 102-0083 東京都千代田区麹町3‐3KDX麹町ビル4階 https://www.asahi-net.or.jp/~wj2h-sdu/

62 藤田　浩司 東京都 奥野総合法律事務所・外国法共同事業 03-3274-3805 104-0031 東京都中央区京橋1‐2‐5京橋ＴＤビル8階 fujita@okunolaw.com http://www.okunolaw.com/

63 藤森　博之 千葉県 税理士法人シーズ会計事務所 047-335-5670 273-0035 千葉県船橋市本中山3-21-12八千代ビル2階 fujimori@sam.hi-ho.ne.jp

64 藤原　敬三 千葉県

65 藤原　総一郎 東京都 森・濱田松本法律事務所 03-5223-7729 100-8222 東京都千代田区丸の内2-6-1丸の内パークビルディング17階 soichiro.fujiwara@mhm-global.com https://www.mhmjapan.com/ja/

66 増田　智彦 東京都 東京丸の内法律事務所 03-3213-1081 100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル225区 t-masuda@tmlo.jp http://www.tmlo.jp

67 松本　順 東京都 株式会社経営共創基盤 03-4562-1111 100-6608 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー8階 j.matsumoto@igpi.co.jp https://www.igpi.co.jp/

⑤事務所所在地
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68 溝端　浩人 大阪府 溝端公認会計士事務所 06-6773-8163 543-0072 大阪府大阪市天王寺区生玉前町1‐18クリスタルタワーＳＡＮＫＹＯ　402号 mizobata@hi-ho.ne.jp http://www.team-tani9.com/mizobata/

69 三森　仁 東京都

70 蓑毛　良和 東京都 三宅・今井・池田法律事務所 03-3356-5251 160-0022 東京都新宿区新宿1-8-5新宿御苑室町ビル5階 y-minomo@m-i-i-law.com http://www.m-i-i-law.com

71 三村　藤明 東京都 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 03-6775-1022 100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1大手町パークビルディング fujiaki.mimura@amt-law.com www.amt-law.com

72 村山　由香里 東京都 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 03-6775-1066 100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1大手町パークビルディング yukari.murayama@amt-law.com www.amt-law.com

73 森　直樹 東京都 ＬＭ法律事務所 03-6281-5505 104-0061 東京都中央区銀座3-13-19東銀座313ビル2階 mori@lmlo.jp http://www.lmlo.jp

74 森田　康裕 東京都 森田康裕公認会計士事務所 050-5433-7995 100-0011 東京都千代田区内幸町1-3-1幸ビルディング9階 yasuhiro.morita@ms02.jicpa.or.jp

75 山形　康郎 大阪府 弁護士法人関西法律特許事務所 06-6231-3210 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2‐5‐23小寺プラザ12階 yamagata@kansai-lp.com http://www.kansai-lp.com

76 山崎　良太 東京都 森・濱田松本法律事務所 03-5223-7790 100-8222 東京都千代田区丸の内2-6-1丸の内パークビルディング ryota.yamasaki@mhm-global.com www.mhmjapan.com

77 山田　祥恵 東京都 東京富士法律事務所 03-3265-0691 102-0083 東京都千代田区麹町3-3KDX麴町ビル4階 sachie.ymd@fuji.email.ne.jp https://www.asahi-net.or.jp/~wj2h-sdu/index.html

78 山宮　慎一郎 東京都 ＴＭＩ総合法律事務所 03-6438-4483 106-6123 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー23階 shinichiro_yamamiya@tmi.gr.jp http://www.tmi.gr.jp

79 横山　兼太郎 東京都 西村あさひ法律事務所 03-6250-6492 100-8124 東京都千代田区大手町1-1-2大手門タワー ke.yokoyama@nishimura.com http://www.nishimura.com

80 吉田　和雅 東京都 TMI総合法律事務所 106-6123 東京都港区六本木6‐10‐1六本木ヒルズ森タワー23階 https://www.tmi.gr.jp/people/k-yoshida.html

81 渡邊　一誠 大阪府 弁護士法人大江橋法律事務所 06-6208-1432 530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18中之島フェスティバルタワー27階 i-watanabe@ohebashi.com http://ohebashi.com

82 渡部　香菜子 東京都 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 03-6775-1196 100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1大手町パークビルディング kanako.watanabe@amt-law.com www.amt-law.com

83 渡邊　賢作 東京都 東啓綜合法律事務所 03-5296-7676 101-0041 東京都千代田区神田須田町1-2淡路町サニービル4F watanabe@tokeilaw.com https://www.tokeilaw.com
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