
02 交通事故を専門的に
取扱いはじめました

名古屋総合法律事務所
ニュースレター
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写真は堀川。堀川は名古屋市内を流れる運河。江
戸時代初期に徳川家康の命により福島正則が名古
屋城築城の資材運搬用の水路を引いたことが始ま
りとされています。毎年 6月に堀川まつりが開催
され、まきわら船の曳き廻しが行われています。
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撮影：代表弁護士 浅野了一
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事務所研修会のご報告
名古屋総合リーガルグループのご紹介
ご挨拶・士業紹介
お客様の声

名古屋総合法律事務所は、相続 ( 相続税を含む )・離婚・交通事故・債務整理・
中小企業法務 (使用者側の労働事件・不動産を含む )の 5分野に特化した法律事務所です。

弁護士法人

名 古 屋 総 合
リーガルグループ

地域との共生
　地域への貢献

あたたかいお声が届いています！

お客様の声

交通
事故 事故にあって、職場や家族にも心配をかけてしまい精神的にもま

いっていました。先生にはきめ細かく丁寧に説明していただき、
善処していただきました。大変に心強く思いました。
迅速に対応していただき感謝しております。早いタイミングで弁
護士の先生に相談して良かったです。ありがとうございました。

毎日不安でいっぱいでしたが、本日お話を聞いていただいて明確
に今後の方針を教えていただいたので、安心しました。
これを機に新たに人生を前向きに生きていきたいと思います。
ご面倒をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。

債務
整理

早期に相談いただき理
想的な形で解決できま
した。初めての手続きも
理解していただけるよう
しっかり説明いたします。

本当に有意義なお時間を頂きました。ありがとうございました。
堅苦しい話になるのかと不安もありましたが、自然な会話が出来
る雰囲気作りをして頂けたので、自分としても伝えたい事は伝え
きれた気がします。もっと早くご相談させて頂けていたら、一人
で考え込まずに済んだのかなあと思うくらい充実した内容でした。

離婚 前向きな解決のため、第
一歩を踏み出されました。
お客様の決断を全力でサ
ポートしてまいります。

負債を抱えたまま、父が急逝した為、途方に暮れ、悩んでおりま
したが、先生の的確なお話が聞けて、ありがたく思いました。
料金も定額を示していただきました。一日も早く解決してすっき
りしたいと思います。

相続 お心が晴れやかになりま
すよう、専門家として責
任を持って取り組みます。

お話にはしっかりと耳を
傾けるよう心がけており
ます。ご一緒に明るい未
来を目指しましょう。

〒460-0002　名古屋市中区丸の内二丁目20番 25号　丸の内STビル6階

地下鉄桜通線・鶴舞線　丸の内駅 4番出口より東に徒歩 2分

地下鉄桜通線・名城線　久屋大通駅1番出口より西に徒歩 6分
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名古屋総合リーガルグループ

弁護士法人　名古屋総合法律事務所

税理士法人　名古屋総合パートナーズ

名古屋総合司法書士事務所
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交通事故を専門的に取扱いはじめました。

特集 賠償金増額はお任せください。

名古屋総合法律事務所では 2015 年 4月より、交通事故被害者の救済に特化し

た交通事故専門チームを組織し、交通事故案件を専門に取扱いさせていただき

ます。愛知県の死亡事故件数は 12年連続で全国ワースト 1位という無視でき

ない現実があります。たとえご自身に過失がなくても、不慮の事故に巻き込ま

れる可能性は捨て切れません。そのような交通事故被害者の方々のお気持ちに

寄り添い、権利を守るために、私たちは全力を尽くします。
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リーズナブルな料金 賠償金を大幅に増額 強力なネットワーク

もし、突然の交通事故に見舞われたら・・・
　　慌てないで、すぐに弁護士までご相談ください。

相談料・着手金

0 円
(完全成功報酬制）

着手金は無料。初回、2回目の相
談料も無料。成功報酬制で、完全
後払い制となっております。

弁護士に依頼することで、賠償金
の大半が、大幅に増額できます。
約４倍も増額したケースも。

整形外科医・社会保険労務士など、
各分野の専門家と連携して問題に
対応することができます。
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地元愛知・名古屋に密着

後遺症認定もサポート

ご相談の流れ

事故のリスクが全国トップの愛知県。車両の保有台数が

全国1位、免許人口も全国４位。また、産業道路の整

備が進み、車線の幅が広く、「車主体の社会」となって

いることも要因です。そして「名古屋走り」と呼ばれる

運転マナーの悪さ・土地柄も否めません。

交通事故分野の中でも、特に「後遺障害」に対しては、

医学的な知識、等級認定の条件を熟知していることが必

要です。当事務所では、高い知識と多くの経験を持つ弁

護士が医療機関へ同行し、担当医と直接面談します。

迅速な解決のために、事故発生後できるだけ早い段階で

ご相談ください。加害者や警察、保険会社とのやり取り、

傷害の治療・検査、証拠の確保、関係機関へ各種手続

きを行う必要があります。

まずは、お電話でお問い合わせください

私たちは地域の問題に精通し、実績を積ん
で参りました。困った時は、地元の弁護士
にお任せください。

より上位の等級を獲得した場合には、より上位の等級を獲得した場合には、

数百万～数千万円の増額
になることもあります。

事故発生

通院・治療

症状固定診断書

等級認定

示談案提示

示談交渉・訴訟

解決

愛知・名古屋の地で 30年以上の経験があります。

早期の、そして最善の解決を目指しましょう。

［受付］平日・土日・祝  6:00 ~ 22:00

ナゴヤ ソウゴウにソウゴウに

: 0120-758-3520120-758-3520120-758-3520120-758-3520120-758-352
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全体会議
研修会のご報告

Conference report

名古屋総合法律事務所では、年に3回の全体会議と研修会を設けており

ます。短期・長期の事業計画の目標を共有し、事務所全体の発展と向上

に取り組んでいます。また、お客様によりご満足いただけるサービスを提

供するため、所員全員が共に研修に励み、切磋琢磨しています。

年初の会議は三河・岡崎にて。
裁判所の見学も行いました。

2015年最初の会議は愛知県・岡崎で開催されました。

各自が年次の目標を発表し、進捗を確認しています。各自が年次の目標を発表し、進捗を確認しています。

2015年第一回目の全体会議は、岡崎で始まりまし
た。なぜ岡崎の地を選んだかといいますと、当事務所
は第二の拠点として2016年中に「岡崎支店」の開設
を計画しているからです。

東海地方・濃尾平野でより多くのお客様の法律問題
を解決し、貢献して行きたい。皆さまに選ばれ、感謝
される法律家でありたい。それが私たちの願いです。

そのために、まずは岡崎の風土を深く理解し、歴史
を学び、法律機関の実際を自分たちの目で確かめる
ことが大切だと考えました。

愛知県弁護士会西三河支部会館ホールで会議を行
い、終了後はスタッフ一同で名古屋地方・家庭裁判
所岡崎支部を視察し、その後岡崎城を見学しました。

全員が参加する
ことで、情報共
有ができ、親睦
も深まります。

サービス向上のため、真剣に
研修に取り組んでいます。
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第二回会議は5月、接遇マナー
アップの研修を行いました。

皆さん学習意欲旺盛、積極的に知識を吸収しています。

学んだ知識を、ワークを通して実践。アウトプットすることで理解が深まります。

代表弁護士・浅野自ら、事業方針について熱く語ります。

全体会議・研修会議のご報告

参加者全員で集合写真をパチリ。気持ちも新たに引き締まりました。

当事務所は、常日頃「弁護士は依頼者があってはじめ
てビジネスとして成立する、サービス業である」とい
う認識を所員に徹底して伝えております。

研修ではまず「一瞬で決まる印象を意識しよう」を
テーマに、あいさつ、お辞儀、名刺交換等、最低限必
要なビジネスマナーの再確認をしました。

その後「時間をかけて印象を高めよう」ということ
で、お客様と初めてお会いして話を伺う新規相談時
における、聞き方、話し方、伝え方について学習しま
した。

「お客様に満足してもらえる相談」とはどのようなも
のか、こちらを徹底して学習しました。

名刺の同時交換
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
豆
知
識

右手で自分の名刺を差し出し、左手で相

手の名刺を受け取りましょう。

すぐに右手を添えるとスマートです。

お互い同時に名刺を出してしまった場合、

どのように交換したら良いのでしょうか？!

"
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名古屋総合リーガルグループは、弁護士・司法書士・税理士等、法律の専門家の集団で構成されています。
お客様お一人お一人に合わせて、それぞれが上下左右に連携しチームワークを発揮できる一つの組織です。

名古屋総合リーガルグループのご紹介

税理士法人
名古屋総合
パートナーズ

相続専門
アドバイザー

弁護士法人
名古屋総合
法律事務所

名古屋総合
司法書士
事務所

名古屋総合
リーガル
グループ

弁護士 税理士司法書士

不動産鑑定士相続アドバイザー離婚カウンセラー

相続、離婚、交通事故、債務整理、中小企業法務の5分野に特化し、
より一層の強化・集中に努めております。
また、さらなる接遇の改善、サービスの可視化、セキュリティの充実
をはかります。最良の法的サービスをより適正な価格で、満足してい
ただけるよう提供することに全力を尽くしております。

どうぞお気軽に当事務所へお越しください。
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相続 、離婚、交通事故、
債務整理、中小企業法務 

相続税申告、相続税対策、
税務相談

相続登記、不動産登記、
商業登記、会社設立登記

相続に関する問題点
整理のお手伝い

節税対策の土地売却、
買い替え、資産評価

離婚のお悩みに対する
カウンセリングとアドバイス

弁護士法人
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尊敬している人は、学生時代に習っていたピ
アノの先生です。
人間としての芯がしっかりあって厳しくも優し
いところを尊敬しています。

弊所が土地家屋調査士業務をお願いしている
鈴木章由先生です。鈴木先生は司法書士の大
先輩でもあります。お仕事をご一緒すると、私
のような若輩者にも丁寧に登記実務を教えて
くださり、仕事面だけでなくそのお人柄も尊敬
しています。

●  弁護士

橋本 友紀子
●  弁護士

松岡 俊一

●  弁護士

平野 秀繁
●  弁護士

堀口 佑美
●  弁護士

岬 宏美

●  社員弁護士・税理士・税理士

杉浦 恵一
●  弁護士

中嶋 佑介

●  司法書士

山口 由起子

私が尊敬している人は、作家の司馬遼太郎で
す。中学生の頃に、新撰組を描いた『燃えよ
剣』を読み、登場人物の躍動感あふれる文体
に魅了されて以来、ほとんどの司馬作品を何
度も繰り返し読みました。先日放送の大河ドラ
マで新撰組が出てきたので、『燃えよ剣』をま
た読みたくなってきました。

将棋関連ですが、故大山康晴十五世名人です。
実績はもちろん偉大なのですが、その人間的
な存在感や迫力は圧巻です。一部映像が残っ
ており、一見の価値があると思います。

第二次世界大戦中、外務省からの訓令に反し
てビザを発給し、約 6000 人の避難民を救った
外交官の杉原千畝です。外交官という地位を
犠牲にして弱者を救う姿に感動するとともに、
二度と戦争を起こしてはならないと誓う今日こ
の頃です。

私が、尊敬している人物はトーマス・エジソン
です。彼は、類まれなるひらめきと努力によっ
て、蓄音機や白熱電球等の様々な発明をし、
人々の生活を豊かにしました。分野は異なりま
すが、私も少しでも社会の役に立つことが出
来ればと思います。

夏が近づいてくると、毎年この時期は、エアコ
ンを発明した人を尊敬します。夏の暑さはどう
しても耐えられないので、この時期は重宝しま
す。なお、エアコン発明者は、ウィリス・キャ
リア（1876 年アメリカ生）のようです。

月並みですが、両親です。大人になってみて、
家庭を持ち、子どもを育て上げることの大変さ、
責任の重さを実感しています。特に，私は小
さい頃から気が強かったので、両親は様々な
場面で手を焼いたことと思いますが、ここまで
育ててくれた両親には感謝しています。

浅野 了一

● 代表弁護士・税理士

2010 年弁護士法人化して以来、地道

に事務所の組織的運営と人材の育成を

図ってきました。5年の準備期間がたち、

飛躍に向けての態勢が整ってきました。

これから当事務所は大きく羽ばたいてい

きます。

事務所メンバーです。
現在の事務所があるのは、弁護士・司法書士・
事務スタッフが同じ目的目標で頑張ってく
れたおかげです。
事務所の発展に協力してもらった弁護士・
司法書士・事務スタッフには感謝の気持ち
でいっぱいです。

代表弁護士あいさつ

interview
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士業紹介
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