
大阪アスベスト弁護団名簿

弁護士
登録

住所 事務所ホームページアドレス

芝　原　明　夫 〒530-0047 大阪市北区西天満４－６－１８ TEL　０６－６３６１－３２０８

ＡＣＣＥＳＳビル６階 FAX　０６－６３６１－３１８９

谷　　　智恵子 〒542-0012 大阪市中央区谷町９－３－７ TEL　０６－４３０２－５１５３

中央谷町ビル２階 FAX　０６－４３０２－５１５９

村　松　昭　夫 〒530-0047 大阪市北区西天満４－３－２５ TEL　０６－６３６１－０３０９

梅田プラザビル９階 FAX　０６－６３６１－０５２０

鎌　田　幸　夫 〒530-0047 大阪市北区西天満５－１６－３ TEL　０６－６３６５－１１３２

西天満ファイブビル４階 FAX　０６－６３６５－１２５６

小　林　邦　子 〒590-0077 堺市堺区中瓦町１丁１－２１ TEL　０７２－２２１－１８０７

堺東八幸ビル５階 FAX　０７２－２２１－３８５６

八　木　倫　夫 〒530-0047 大阪市北区西天満４－２－２ TEL　０６－６１３０－７１７７

ＯＤＩ法律ビル７０２号 TEL　０６－６１３０－７１７８

伊　藤　明　子 〒650-0015 神戸市中央区多聞通２－４－４ TEL　０７８－３６１－９４９４

ブックローン神戸ビル東館７階 FAX　０７８－３６１－９４９３

半　田　みどり 〒596-0053 岸和田市沼町１３－２１ TEL　０７２４－３８－７７３４

双陽社ビル３階 FAX　０７２４－３８－３６４４

岡　　 　正　人 〒640-8145 和歌山市岡山丁５０番２ TEL　０７３－４３６－５５１７

FAX　０７３－４３６－０８３３

奥　田　愼　吾 〒540-0033 大阪市中央区石町２－３－９ TEL　０６－６９２０－０６３２

天満橋コードビル７階 FAX　０６－６９２０－０６３８

奥　村　昌　裕 〒530-0047 大阪市北区西天満３－１３－９ TEL　０６－６３６２－６５６７

西天満パークビル４号館６階 FAX　０６－６３６２－６５６８

谷　　　真　介 〒530-0047 大阪市北区西天満５－１６－３ TEL　０６－６３６５－１１３２

西天満ファイブビル４階 FAX　０６－６３６５－１２５６

西　本　哲　也 〒595-0021 泉大津市東豊中町1-4-6 TEL　０７２５－４６－０１８１

三和辻川ビル2号室 FAX　０７２５－４６－０１９１

松　尾　友　寛 〒530-0047 大阪市北区西天満４－３－２５ TEL　０６－６３６４－２７６４

梅田プラザビル４階 FAX　０６－６３１１－１０７４

山　上　修　平 〒651-0087 神戸市中央区御幸通６－１－１５ TEL　０７８－８５５－３０９０

御幸ビル４階 FAX　０７８－８５５－３０９１

岡　　　 千  尋 〒891-3112 鹿児島県西之表市栄町２ TEL　０９９７－２８－３９６９

産業会館２階 FAX　０９９７－２８－３９７０

芝　野　友　樹 〒640-8158 和歌山市十二番丁１０ TEL　０７３－４３３－２２４１

本山ビル３階 FAX　０７３－４３３－２７６７

遠　地　靖　志 〒543-0055 大阪市天王寺区悲田院町８－２６ TEL　０６－６７７３－６９２１

天王寺センターハイツ３階 FAX　０６－６７７３－８０３１

繁　松　祐　行 〒530-0047 大阪市北区西天満５－１－３ TEL　０６－６２３２－８１８６

南森町パークビル４階 FAX　０６－６２３２－８１８７

高　橋　早　苗 〒530-0047 大阪市北区西天満４－４－１３ TEL　０６－６３６５－８８９１

三共ビル梅新５階 FAX　０６－６３６５－５２２３

藤　原　智　絵 〒530-0047 大阪市北区西天満１－７－２０ TEL　０６－６３６１－３２３４

ＪＩＮ・ＯＲＩＸビル６階 FAX　０６－６３６１－００９６

村　上　彩　子 〒531-0072 大阪市北区豊崎５－６－７ TEL　０６－６３７５－０７５３

シムラビル７０２ FAX　０６－６３７５－１７５３

坂　東　大　士 〒530-0047 大阪市北区西天満５－１４－７ TEL　０６－６３６３－３５５２

和光ビル４階 FAX　０６－６３６３－３５５４

柳　本　千　恵 〒530-0047 大阪市北区西天満３－１４－１６ TEL　０６－６３６４－５０１０

西天満パークビル３号館４階 FAX　０６－６３６４－２３７２

吉　村　友　香 〒534-0024 大阪市都島区東野田町２－３－２４ TEL　０６－６３５６－１５９１

第５京橋ビル６階 FAX　０６－６３５１－５４２９
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澁谷・坂東法律事務所

京橋共同法律事務所

氏名／事務所名 ＴＥＬ／ＦＡＸ

天空法律事務所

北大阪総合法律事務所

大阪法律事務所

1982年

1978年

緑風法律事務所

和歌山合同法律事務所

北口・繁松法律事務所

ウィンクルム法律事務所

いまここ法律会計事務所

大川・村松・坂本法律事務所

かけはし法律事務所

五月法律事務所

西天満総合法律事務所

関西合同法律事務所

北大阪総合法律事務所

https://www.satsuki-law.gr.jp/

https://www.ryokufuu-law.com/

岡千尋法律事務所

岡本法律事務所

2007年

2007年

2007年

1992年

2005年

弁護士法人阪南合同法律事務所

岩谷・奥田法律事務所

奥村昌裕法律事務所

http://www.kitaosaka-law.gr.jp/

いずみおおつ法律事務所

山口法律会計事務所

南大阪法律事務所

弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所

２０２０．４．３現在

http://www.tenku-lawfirm.com/

https://www.kakehashilaw.jp/

https://hannan-law.jp/

http://www.okamoto-law.jp/

http://www.vinculum-law.jp/

http://chihiro-oka-law.com/

http://wakayamagodo.com/

http://www.motoioffice.com/

http://okumura-lawoffice.jp/

http://www.kitaosaka-law.gr.jp/

http://mt-law.jp/

http://www.kyobashikyodolo.com/

https://minamiosaka-law.com/

http://www.kangou.gr.jp/

http://www.yamaguchi-law.jp/
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井　上　めぐみ 〒550-0004 大阪市西区靱本町1-6-10 TEL　０６－６４４６－１１２３

本町西井ビル５階 FAX　０６－６４４６－１１２１

馬　越　俊　佑 〒560-0024 豊中市末広町２－１－４ TEL　０６－６８５７－３９００

豊中末広ビル２階２０３号 FAX　０６－６８５７－３９０２

安　原　邦　博 〒530-0047 大阪市北区西天満５－１６－３ TEL　０６－６３６５－１１３２

西天満ファイブビル４階 FAX　０６－６３６５－１２５６

柳  本  哲  亨 〒530-0047 大阪市北区西天満４－３－２５ TEL　０６－６３６１－０３０９

梅田プラザビル９階 FAX　０６－６３６１－０５２０

大久保　貴  則 〒590-0077 堺市堺区中瓦町１－４－２７ TEL　０７２－２３２－５１８８

小西ビル６階 FAX　０７２－２３２－５４５５

加　苅　　 　匠 〒542-0012 大阪市中央区谷町９－３－７ TEL　０６－４３０２－５１５３

中央谷町ビル２階 FAX　０６－４３０２－５１５９

足　立　敦　史 〒596-0053 岸和田市沼町１３－２１ TEL　０７２４－３８－７７３４

双陽社ビル３階 FAX　０７２４－３８－３６４４

西　川　翔　大 〒530-0047 大阪市北区西天満５－１６－３ TEL　０６－６３６５－１１３２

西天満ファイブビル４階 FAX　０６－６３６５－１２５６

西　口　加史仁 〒530-0047 大阪市北区西天満４－４－１３ TEL　０６－６３６５－８８９１

三共ビル梅新５階 FAX　０６－６３６５－５２２３
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2018年

2013年

2013年

2014年

2014年

堺法律事務所

弁護士法人阪南合同法律事務所

北大阪総合法律事務所

2018年
大阪法律事務所

豊中総合法律事務所

2016年

大阪国際綜合法律事務所

大川・村松・坂本法律事務所

北大阪総合法律事務所

2019年
関西合同法律事務所

https://hannan-law.jp/

http://www.kitaosaka-law.gr.jp/

http://www.kangou.gr.jp/
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