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地域との共生地域との共生  

地域への貢献地域への貢献  

  

  

【電話番号】 052-961-3911  
【受付時間】  平日 9：00~18：00         【休日】土・日・祝 

【夜間相談】 毎週水曜日 17：00~21：00(最終受付20：00) 

【土曜相談】 第四土曜日  9：30~17：00(最終受付16：00)  

 当事務所は、2010年3月に法人化により設立された法律事務所です。現在、弁

護士5名、司法書士2名、事務スタッフ11名の人員体制となっております。 

 当事務所の願いは「相談して良かった」と皆さんに思われる法律事務所として

大きく成長し、愛知、名古屋の地域社会に貢献していくことです。この目標にむ

けて「相続・離婚・債務整理・企業法務（不動産法務を含む）」に専門特化し、

この4分野に新たに司法書士を主力メンバーとして加えました。高度な登記相談

や登記手続、様々な企業法務、税務上の問題、税務訴訟にも対応できる高度専門

法律事務所を目指し、企業法務研究会・税法研究会などに参加する等の取り組み

を行っていきます。また、多国籍社会の到来のなかで、英語・中国語を母国語と

される外国人の方々への法律相談・法的手続に対処できる体制も整えていく予定

です。 

 本年度の当事務所は、組織としての一体化、チームプレーの推進、さらに専門

性の向上を全スタッフが一丸となって実現するよう努めていきます。引き続き何

卒よろしくお願い致します。 

We all work together to provide We all work together to provide We all work together to provide    

the best professional service.the best professional service.the best professional service.   

 

弁護士法人 

名古屋総合法律事務所 
 
ポータル（玄関）サイト   
http://www.sakaesogo.com/ 
 

離婚専門サイト 
http://www.nagoyasogo-rikon.com/  

 

相続専門サイト 
http://www.nagoyasogo-souzoku.com/  

 

債務整理専門サイト 

http://www.nagoyasogo-saimuseiri.com/ 
 

企業法務専門サイト 

http://www.nagoyasogo-kigyo.com/ 

 

弁護士法人 

名古屋総合法律事務所 

広告 

代表弁護士より、ご挨拶 

 2012年の秋10月より、所属弁護士の「対話力」「問題解決能力」の強化のため、各種教育研修を実施しています。期

間は2012年10月から2013年11月の、1年2カ月間を予定しています。最初の6カ月間は、面談コミュニケーション力に重

点を置き、その後は、離婚・債務整理・相続・中堅中小企業法務など専門分野の相談力に重点を置き展開していく予定

です。これは、代表弁護士の浅野が、2、3年目の新人弁護士の相談の光景や展開力を見て、やや危機感を抱いたことに

端を発しています。日々の法律業務で多忙を極めるなか、このような研修を月に2回 (1回1時間) も導入することに対

しては、とうぜん若手弁護士たちからの反発がありました。しかし私は、欧米クラスとまではいかなくても、相続や離

婚といった人生の大きな問題に正面から向き合い、自信をもって解決策を講じることのできる弁護士を育成するため

に、より根本的なコミュニケーション教育と研修が必要不可欠であると考えております。 

 現在の若手たちの対話力、問題解決能力の低さ、これは日本の裁判中心の司法修習にも原因があるのかもしれませ

ん。方向性が人々の方向に向いておらず、権威主義的な、そして裁判書類作成に片寄った司法修習が行われているよう

に思えてならないのです。私たちのお客様は、国家権力ではありません。毎日を全力で生きる、生身の人間たちなので

す。悩み、苦しみ、そして法律事務所を訪れる人びとに、より良い法的サービスを適正な価格で提供することが、弁護

士としての、私たちの使命だと思っています。 

     1953年 愛知県名古屋市生まれ 

      名古屋大学法学部卒業 

         専門分野 企業法務・相続 

代表弁護士  浅野  了一 
     Ryoichi   Asano 
                                   E-mail:asano@nagoyasogo.jp 



発行元 

■地下鉄名城線市役所駅4番出口より南に徒歩6分 

■地下鉄桜通線・名城線久屋大通駅1番出口より北に徒歩8分 

地下鉄でお越しのお客様 

お車でお越しのお客様 

当事務所周辺駐車場は①～⑥のコインパーキングがあります。 

①「メナード化粧品エビス興産丸の内100パーク駐車場（40分/200円）」 

②「名鉄協商パーキング丸の内第5（40分/200円）」 

③「リパーク名古屋丸の内第19駐車場（40分/200円）」 

④「リパーク名古屋丸の内第24駐車場（40分/200円）」 

⑤「名鉄協商パーキング丸の内第8（40分/200円）」 

⑥「名鉄協商パーキング丸の内（40分/200円）」 

上記のお停めのお客様に駐車券をお渡ししています。 

〒460-0002 

名古屋市中区丸の内三丁目4番30号       

クエスト丸の内ビル9階        

相続 

債務整理 

企業法務 

離婚 

専門４分野 
財産分与、慰謝料、親権、養育費、住宅ローン、熟年離婚、DV、モラハラ、婚約解消等 

遺言書作成、遺産分割協議書作成、遺産分割調停・審判、相続放棄、相続登記、成年後見申立等 

自己破産、法人破産、住宅ローン、過払い金請求、任意整理、個人再生等 

労務問題、団体交渉、労働審判、債権回収、契約書の草案・精査、不動産賃貸借、契約締結交渉 

取締役会・株主総会・譲渡制限株式の問題、顧問弁護士、会社破産、商業・法人登記等 

事務員紹介 
■小柳津 祐 【担当】人事採用・離婚 

最近、学生以来すっかり離れていたテニスをするよ

うになりました。久しぶりのテニスはいい気分転換

になります。 

■田川 史絵 【担当】総務・債務整理・離婚 

最近育休から復帰しました。仕事育児の両立に早く慣

れて、仕事は正確に、育児は楽しくできたらいいなと

思っています。 

■小笠原 民恵 【担当】債務整理・破産 

最近は時間の経過をとても早く、いえ、速く感じま

す。年齢のせい？充実しているから？後者と思いた

いです。  

■林 順子 【担当】経理・人材育成 

2012年10月に長男の留学先パリへ行き、Velibでパリ

を満喫！ボンジュールと言えば皆さんとっても親切で

した。  

■佐藤 和子 【担当】受付・IT 

受付担当ですが現在、育休を取らせて頂いておりま

す。よりご希望に沿ったご案内ができるよう努めま

す。 

■林 咲樹  【担当】相続・離婚 

社会人1年目の目標は、「元気に」でしたが、慣れない

環境に体調を崩すことも多く…。今年はジムに行き、

体力UPを目指します！ 

■土志田 佳枝 【担当】企業法務・離婚 

「法は時とともにつくられる(ポルタリス)」、「法

はおのずから生じるものである(サヴィニー)」。ど

ちらも好きなことばです。本年もよろしくお願いい

たします。 

TEL:052-961-3911 

FAX:052-961-3913 

Photography by Tatsuo Nambu 

Design by Saki Hayashi 

弁護士紹介・司法書士紹介 

1981年 岐阜県加茂郡生まれ 

2004年 同志社大学法学部卒業 

2007年 名古屋大学法科大学院修了 

2009年 弁護士登録 

弁護士  馬場 陽 

        Yo Baba 

E-mail    baba@nagoyasogo.jp 

1985年  大阪府堺市生まれ 

2008年 京都大学法学部卒業 

2010年 京都大学法科大学院修了 

2011年 弁護士登録 

弁護士  中嶋 佑介 

       Yusuke    Nakajima 

E-mail    nakajima@nagoyasogo.jp 

1981年 香川県観音寺市生まれ 

2004年 北海道大学法学部卒業 

2005年 司法書士登録 

司法書士  鵜篭 瞳 

     Hitomi   Ugomori 

E-mail    ugomori@nagoyasogo.jp 

【担当分野】企業法務・離婚 

【担当分野】債務整理・企業法務 

【担当分野】商業登記・不動産登記 

【担当分野】債務整理・離婚 

昨年の12月に弁護士登録をしました。これから多くの

ことを学び、依頼者の方が前を向いて歩いていけるよう

な解決ができるよう、精いっぱいお手伝いさせていただ

きたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

弁護士2年目を迎えました。昨年は、研修とは全く違っ

たリアルな経験を多くさせていただきました。早く１人

前になれるよう精進していきます。今年もよろしくお願

いします。 

まだまだ慣れないことだらけで、至らない部分も多々あ

ると思いますが、司法書士業務の経験を一つ一つ積ん

で、成長していければと思っています。宜しくお願いし

ます。  

昨年の7月に出産しました。初めてのことばかりで戸

惑う毎日ですが、我が子ができた喜びを日々感じ、幸

せな気持ちでいっぱいです。母親としての目線も加

え、今まで以上により良い対応を心がけています。 

司法書士  山口 由起子 

      Yukiko  Yamaguchi 

E-mail    yamaguchi@nagoyasogo.jp 

1982年 愛知県生まれ 

2005年 早稲田大学政治経済学部卒業 

2008年 東京大学法科大学院修了 

2012年 司法書士登録 

【担当分野】債務整理・不動産登記 

弁護士  堀口 佑美 

       Yumi Horiguchi 

E-mail    horiguchi@nagoyasogo.jp 

1987年 京都府京都市生まれ 

2010年 京都大学法学部卒業 

2011年 京都大学法科大学院中退 

2012年 弁護士登録 

昨年から、雨の日や休日など、月に何度か市バスを利用

するようになりました。バスの高い窓から眺めると季節

の移り変りもよくわかり、地下鉄や自転車とは違う趣を

感じています。  

1984年 愛知県高浜市生まれ 

2007年 東京大学法学部卒業 

2009年 東京大学法科大学院修了 

2010年 弁護士登録 

弁護士  杉浦 恵一 

      Keiichi    Sugiura 

E-mail    sugiura@nagoyasogo.jp 

【担当分野】相続・企業法務 

平成25年に入り、弁護士3年目を迎えました。今年は、

今までの経験を生かし、さらに職務に取り組むととも

に、趣味のほうも頑張りたいと思います。私の趣味は献

血なのですが、昨年までで89回に達しましたので、今年

中には100回を目指したいと考えております。 


