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埼玉弁護士会熊谷支部 法律相談センター
お問合せ電話番号

048-521-0844
詳細はホームページにてご確認ください！

いいえ

受付　月曜～金曜　10：00～17：00

※詳細は裏面をご覧ください

電話で

相談したい

START!

相談内容は

クレジットや

サラ金関係だ

相談内容は

クレジットや

サラ金関係だ

多重債務

電話相談

【無料】

面談での相談に

なります

相談内容は

交通事故に

関するものだ

相談内容は

家族間の

トラブルだ

クレサラ相談

【無料】

交通事故相談

【無料】
条件あります

家事当番弁護士

【無料】
条件あります

弁護士に相談をしたいけれど

どうすればいいの？

２

１

４

３

流れでわかる！最適相談！

一般法律相談

【有料】

５



住所
所属弁護士名

熊谷市宮町2-122　第一宮町ビル3階
浅見雅士
熊谷市本町2-136　ワンチビル2階
石井智章
熊谷市宮町2-174-3　島山ビル2階
井野和幸
熊谷市筑波2-50-1　センターフィールド熊谷ビル6階
猪原英和
熊谷市宮町1-79
岩佐憲一
熊谷市筑波1-136　エンドービル5階501号
梅村進
熊谷市筑波1-136　エンドービル2階202号
大和田敦広
熊谷市石原3-97-6
尾高忠雄
熊谷市宮町2-42　熊谷ビル5階
落合昭男　髙野洋明
熊谷市宮町2-118　末広不動産宮町ビル2階・3階
岡田晃知　村上貴一　吉田尚弘　森田智博
熊谷市宮町2-122　第一宮町ビル6階
菊地陽一
熊谷市宮前町2-117　ＴＩＭＥⅢ1階 
永嶋淳
熊谷市宮町2-42　熊谷ビル4階401号
栗木淳　栗木祥子
熊谷市桜木町1-1-1　秩父鉄道熊谷ビル4階
南雲芳夫　白石加代子
熊谷市筑波2-56-3　渡辺総合ビル3階
小林誠　生井澤葵　齋藤宏樹
熊谷市宮町1-63
小鮒成忠
熊谷市本町2-76-1　ＬＢビル2階Ａ号室
開山憲一
熊谷市仲町35
加藤純二　加藤道子
熊谷市宮町2-95　間庭ビル7階
清水利夫
熊谷市筑波1-56-1　ワンチスクエアビル1階
竹中宏明
熊谷市仲町10
野口英明
熊谷市宮町1-134
萩原清光
熊谷市筑波2-13　加賀崎ビル2階1号
波多野孝彦
熊谷市宮町1-32
林武一　林和芳　野村恵子　加藤潔　髙橋和久
熊谷市石原1290-11
福島清一
熊谷市宮町2-140-1　櫻井ビル2階
小林祐太郎
熊谷市筑波3-195　熊谷駅前ビル7階
馬場真由子　道本華代　程川真澄
熊谷市筑波2-20　木村ビル3階
自在暁　吉田裕樹　吉田俊輔
熊谷市筑波1-56-1　ワンチスクエアビル2階
白石悟史　丸田健太郎　萩原正裕

事務所名 電話番号

浅見雅士法律事務所 048-599-2040

竹中法律事務所

048-577-5213

048-501-8648

048-577-3300

048-528-2010

048-524-6565

尾高忠雄法律事務所

落合・髙野法律事務所

弁護士法人
蔭山法律事務所

石井法律事務所

井野和幸法律事務所

猪原法律事務所

岩佐法律事務所

梅村法律事務所

大和田法律事務所

048-521-2869

048-501-7665

048-599-0817

048-599-3335

048-521-8885

048-598-7819

菊地陽一法律事務所

北埼玉法律事務所

栗木法律事務所

野口英明法律事務所

萩原清光法律事務所

弁護士法人
けやき総合法律事務所

こばと法律事務所

小鮒法律事務所

埼玉イージス法律事務所

048-521-4171

048-526-3034

048-594-8448

048-527-6200

048-501-1777

048-525-1572

048-599-1300

048-501-1008

048-525-2367

048-522-8161

熊谷支部所属弁護士・弁護士事務所一覧
熊谷市（1）

法テラス熊谷法律事務所

波多野法律事務所

林法律事務所

埼玉ひまわり法律事務所

清水利夫法律事務所

星川法律事務所

丸田・白石法律事務所 048-528-4168

福島法律事務所

弁護士法人ポート
熊谷市役所前法律事務所

050-3383-5380

048-522-6641

048-522-3087

048-599-0517

048-580-7540

048-522-2532



住所
所属弁護士名

熊谷市本町1-62　Ｍ＆Ａビル本町4階
丸山博久
熊谷市本町2-76-1　ＬＢビル6階
保岡哲也　
熊谷市筑波3-193　熊谷通運ビル5階
安田孝一
熊谷市宮町2-174-3　島山ビル3階
矢部喜明

深谷市
深谷市深谷町10-21　コーポＫＡＮＥＫＯ2階
国吉真弘
深谷市西島町3-1-7　杉山ビル5階
内田徹

東松山市
東松山市白山台6-12
南雲良夫
東松山市松葉町2-1-13
笠原徳之　瀬戸一哉　五十川剛俊
東松山市箭弓町1-17-4
真下良子（事件の受任相談は行っていません）
東松山市箭弓町2-13-6　榎本ビル2階
山下茂　 山下三佐子　 鈴木紀久　 菊地恵美　大谷賢市

行田市
行田市行田12-12
蔭山好信

本庄市
本庄市駅南1-10-6　本庄駅南ビル3号室
金井英幸
本庄市けや木1-2-1　五十嵐ビル2-Ａ
新井崇司
本庄市早稲田の杜4-1-8
脇島正
本庄市早稲田の杜4-9-6
金子直樹

秩父市道生町3-6
新井兄三郎
秩父市上町2-12-4　クレール上町1階　101号室 
島田浩幸
秩父市番場町11-1　サンウッド東和2階
峯松梨江子　福井拓也　髙橋洋徳

山下法律事務所 0493-22-5957

048-554-0003

0494-23-8375

真下良子法律事務所 0493-22-2813

048-501-8274

048-524-0486

早稲田の杜法律事務所 0495-71-8937

まるやま法律事務所

保岡法律事務所

※法テラス熊谷法律事務所の弁護士は，国選事件及び民事法律扶助事件以外の事件は受任できません。

048-525-5110

安田法律事務所

矢部喜明法律事務所

048-521-8500

弁護士法人
蔭山法律事務所　行田事務所

新井法律事務所

島田法律事務所

脇島正法律事務所

平成30年4月1日現在

秩父市

0494-26-5784

050-3383-0023

金井法律事務所 0495-71-9000

本庄法律事務所 0495-71-8255

熊谷市（２）

南雲法律事務所 0493-35-4116

東松山総合法律事務所 0493-81-3744

事務所名 電話番号

048-577-5725一輪草法律事務所

048-572-6333内田徹法律事務所

0495-71-6520

【法律相談センターの相談場所】
　埼玉弁護士会熊谷支部
　埼玉県熊谷市宮町1-41　宮町ビル　048-521-0844

　　お車で来所される場合は，下記駐車場（２箇所）をご利用下さい。
　　１　弁護士会館の１階半分が駐車場になっています。北大通りからお入り下さい。
　　２　弁護士会館東隣にある白いフェンスで囲まれた駐車場の入り口から３台目の
　　　　駐車スペース（「弁護士会」と標記有り。）をご利用下さい。
　　　※弁護士会館東の道路は，一方通行の出口になっておりますので，ご注意下さい。

法テラス秩父法律事務所



◆電話でのご相談

埼玉弁護士会熊谷支部 法律相談センター
お問合せ電話番号

048-521-0844
受付　月曜～金曜　10：00～17：00

詳細はホームページにてご確認ください！

家事当番 家事当番

一般 一般

クレサラ

④家事当番弁護士

⑤一般法律相談

木月

①多重債務電話相談【無料】　専用電話番号　048-521-1017

　受付時間
　平日　13:00～16:00

◆面談でのご相談【相談場所：埼玉弁護士会　熊谷支部会館】

・家庭裁判所（日本国内に限る）での調停・訴訟などの当事者となられた方，
　または，家庭裁判所から紹介された方について，初回無料で法律相談を受けら
　れます。代理人が既に就いている方はご利用できません。
・相続関係図や戸籍謄本といった関係資料をお持ちください。

・上記①～④に該当しないその他一般的な内容についてご相談をお受けし，
　アドバイスや解決方法等をご提案します。
・相談30分につき5400円（税込）の相談料を頂戴します。

◆相談実施日一覧（土日祝日はご相談をお受けしておりません）

クレサラ相談（無料），一般法律相談（相談30分につき5400円（税込）の相談料を頂戴します）
　日時　第１木曜日／第３木曜日　13：00～16：00　※木曜日が休日の場合は実施いたしません。

◆面談でのご相談【相談場所：本庄商工会議所　本庄市朝日町3-1-35】

一般 一般

クレサラ

家事当番

10：00～12：00

金

一般

・上記専用電話番号にお電話していただきますと，相談担当弁護士の事務所に
　電話が転送されますので，ご相談ください。
・お手元に，請求書や督促状といった関係資料をご用意いただいたうえでお電話
　いただくと，お話がスムーズに進みます。

・弁護士と面談でのご相談を希望される方におすすめします。
・請求書や督促状といった関係資料をお持ちください。

・交通事故における過失割合や賠償額のご相談を希望される方におすすめします。
　交通事故による行政処分や刑事処分については，⑤でご相談ください。
・請求書や事故証明といった関係資料をお持ちください。

②クレサラ相談
（多重債務法律相談）

③交通事故相談

--
13：30～15：00

15：00～16：30
（火曜のみ16：00まで）

火 水

クレサラ
交通事故


