
全国の弁護士会の連絡先一覧 

名称 所在地 電話番号 

札幌弁護士会 〒060-0001 札幌市中央区北一条西 10 丁目 札幌弁護士会館 7F 011-281-2428 

函館弁護士会 〒040-0031 函館市上新川町 1-3 0138-41-0232 

旭川弁護士会 〒070-0901 旭川市花咲町４丁目 0166-51-9527 

釧路弁護士会 〒085-0824 釧路市柏木町 4 番 3 号 0154-41-0214 

仙台弁護士会 〒980-0811 仙台市青葉区一番町 2-9-18 022-223-1001 

福島県弁護士会 〒960-8115 福島市山下町 4-24 024-534-2334 

山形県弁護士会 〒990-0042 山形市七日町 2-7-10 NANA BEANS 8 階 023-622-2234 

岩手弁護士会 〒020-0022 盛岡市大通 1-2-1 岩手県産業会館本館（サンビル）2 階 019-651-5095 

秋田弁護士会 〒010-0951 秋田市山王 6-2-7 018-862-3770 

青森県弁護士会 〒030-0861 青森市長島１丁目３番１号 日赤ビル５階 017-777-7285 

東京弁護士会 〒100-0013 千代田区霞が関 1-1-3 弁護士会館 6 階 東京弁護士会

広報課内法教育総合センター 

03-3581-2251 

第一東京弁護士会 〒100-0013 千代田区霞が関 1-1-3 弁護士会館 11 階 03-3595-8582 

第二東京弁護士会 〒100-0013 千代田区霞が関 1-1-3 弁護士会館 9 階 法教育の普

及・推進に関する委員会 

03-3581-2869 

神奈川県弁護士会 〒231-0021 横浜市中区日本大通 9 番地 045-211-7711 

埼玉弁護士会 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂 4-7-20 048-863-5255 

千葉県弁護士会 〒260-0013 千葉市中央区中央 4-13-9 043-227-8431 

茨城県弁護士会 〒310-0062 水戸市大町 2-2-75 029-221-3501 

栃木県弁護士会 〒320-0845 宇都宮市明保野町 1 番 6 号 028-689-9000 

群馬弁護士会 〒371-0026 前橋市大手町 3-6-6 027-233-4804 

静岡県弁護士会 〒420-0853 静岡市葵区追手町 10-80 静岡地方裁判所構内 054-252-0008 

山梨県弁護士会 〒400-0032 甲府市中央 1-8-7 055-235-7202 

長野県弁護士会 〒380-0872 長野市妻科 432 026-232-2104 

新潟県弁護士会 〒951-8126 新潟市中央区学校町通一番町１ 新潟地方裁判所構内 025-222-5533 

愛知県弁護士会 〒460-0001 名古屋市中区三の丸 1-4-2 052-203-1651 

三重弁護士会 〒514-0032 津市中央 3-23 059-228-2232 

岐阜県弁護士会 〒500-8811 岐阜市端詰町 22 058-265-0020 

福井弁護士会 〒910-0004 福井市宝永４－３－１ 三井生命ビル７階 0776-23-5255 

金沢弁護士会 〒920-0937 金沢市丸の内 7 番 36 号 076-221-0242 

富山県弁護士会 〒930-0076 富山市長柄町 3-4-1 076-421-4811 



大阪弁護士会 〒530-0047 大阪市北区西天満 1-12-5 06-6364-1681 

京都弁護士会 〒604-0971 京都市中京区富小路通丸太町下ル 075-231-2378 

兵庫県弁護士会 〒650-0016 神戸市中央区橘通 1-4-3 078-341-7061 

奈良弁護士会 〒630-8237 奈良市中筋町２２番地の１ 0742-22-2035 

滋賀弁護士会 〒520-0051 大津市梅林 1-3-3 077-522-2013 

和歌山弁護士会 〒640-8144 和歌山市四番丁 5 番地 073-422-4580 

広島弁護士会 〒730-0012 広島市中区上八丁堀 2 番 73 号 082-228-0230 

山口県弁護士会 〒753-0045 山口市黄金町 2-15 083-922-0087 

岡山弁護士会 〒700-0807 岡山市北区南方 1 丁目 8 番 29 号 086-223-4401 

鳥取県弁護士会 〒680-0011 鳥取市東町 2 丁目 221 番地 0857-22-3912 

島根県弁護士会 〒690-0886 松江市母衣町 55 番地 4 松江商工会議所ビル 7 階 0852-21-3225 

香川県弁護士会 〒760-0033 高松市丸の内 2-22 087-822-3693 

徳島弁護士会 〒770-0855 徳島市新蔵町 1-31 088-652-5768 

高知弁護士会 〒780-0928 高知市越前町 1-5-7 088-872-0324 

愛媛弁護士会 〒790-0003 愛媛県松山市三番町 4-8-8 089-941-6279 

福岡県弁護士会 〒810-0043 福岡市中央区城内 1-1 裁判所合同庁舎構内 092-741-6416 

佐賀県弁護士会 〒840-0833 佐賀市中の小路 7-19 0952-24-3411 

長崎県弁護士会 〒850-0875 長崎市栄町 1-25 長崎 MS ビル 4 階 095-824-3903 

大分県弁護士会 〒870-0047 大分市中島西 1-3-14 097-536-1458 

熊本県弁護士会 〒860-0078 熊本市中央区京町 1-13-11 096-325-0913 

鹿児島県弁護士会 〒892-0815 鹿児島市易居町 2-3 099-226-3765 

宮崎県弁護士会 〒880-0803 宮崎市旭 1-8-45 0985-22-2466 

沖縄弁護士会 〒900-0014 沖縄県那覇市松尾 2-2-26-6 098-865-3737 

日本弁護士連合会 〒100-0013 千代田区霞が関 1-1-3 弁護士会館 15 階 03-3580-9841 

 


