
ご依頼者の皆様へ

令和４年１月吉日

謹啓

　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

１　新法人の設立について

　　　この度，弁護士法人アディーレ法律事務所（以下，「アディーレ」といいます。）は，前代
　　表社員である鈴木淳巳弁護士を中心に設立した弁護士法人ＡｄＩｒｅ法律事務所（以下，「Ａ
　　ｄＩｒｅ」といいます。） と共同して事業を遂行していくこととなりました。

２　復委任について

　　　現在ご依頼いただいている皆様に関しましては，既に依頼いただいているアディ―レは引き
　　続き，そして，アディーレが復委任（※）するＡｄＩｒｅは新たに，双方が皆様の代理人（復
　　代理人）として共同し，より適切に事件処理を遂行して参ります。なお，本件復委任によって，
　　お客様にご依頼いただいている事件のご契約内容に影響を及ぼすものではございませんのでご
　　安心ください。

　　（※）復委任とは，お客様から直接依頼を受けた代理人（アディーレ）が，他の適切な者
　　　　　（ＡｄＩｒｅ）にも事件処理を委任することをいいます。今回の復委任により，今後，
　　　　　アディーレとＡｄＩｒｅが共同してより適切な法的サービスを皆様に提供できるよう
　　　　　努めて参ります。復委任される弁護士も含め，引き続き又は新たに事件処理を遂行し
　　　　　ていく弁護士は下記のとおりとなります。

３　事務所名称の変更について

　　　今般，新法人設立に伴い，アディーレとＡｄＩｒｅはともに事務所名称を，本店について
　　は「アディーレ法律事務所」，各支店については下記のとおり名称を変更いたしましたので，
　　ご報告いたします。

　今後とも，どうぞよろしくお願いいたします。

謹白

東京都豊島区東池袋三丁目１番１号　サンシャイン６０
弁護士法人アディーレ法律事務所 代表社員　田島　寛明（法人受任）

東京都豊島区東池袋三丁目１番１号　サンシャイン６０
弁護士法人ＡｄＩｒｅ法律事務所 代表社員　鈴木　淳巳（法人受任）

ご　挨　拶
（新法人の設立，復委任，事務所名称の変更について）



所属弁護士
東京都豊島区東池袋三丁目１番１号　サンシャイン６０
アディーレ法律事務所
（東京弁護士会所属）

弁護士　青井　大樹 弁護士　飯島　尚紀 弁護士　池田　貴之 弁護士　池田　辰也 弁護士　石崎　庄介
弁護士　石田　周平 弁護士　石田　伸一 弁護士　石堂　喜久次 弁護士　稲生　裕介 弁護士　岩井　直也
弁護士　植田　浩行 弁護士　内田　洋平 弁護士　内野　真 弁護士　大島　一晃 弁護士　大瀧　治生
弁護士　大塚　仁 弁護士　大西　亜希子 弁護士　大山　馨子 弁護士　小川　貴裕 弁護士　尾上　功治
弁護士　小野寺　智範 弁護士　鎌田　遼 弁護士　河口　拓也 弁護士　北村　菜摘 弁護士　北村　英士
弁護士　木村　栄宏 弁護士　久保　麻衣子 弁護士　小嶋　泰仁 弁護士　小林　慶儀 弁護士　榊原　武
弁護士　佐藤　晃 弁護士　佐藤　潤 弁護士　鮫島　唯 弁護士　塩野　大輔 弁護士　島田　さくら
弁護士　杉田　浩之 弁護士　鈴木　美穂 弁護士　大伍　将史 弁護士　髙野　文幸 弁護士　高橋　佑斗
弁護士　武政　和浩 弁護士　田島　寛明 弁護士　田中　義一 弁護士　丹野　卓真 弁護士　土井　春美
弁護士　豊田　浩己 弁護士　中川　俊 弁護士　中川　種晴瑠 弁護士　中田　祥二郎 弁護士　中西　博亮
弁護士　中村　祐介 弁護士　永山　怜志 弁護士　二里木　弓子 弁護士　秦　和昌 弁護士　羽藤　裕太
弁護士　林　頼信 弁護士　福田　大輔 弁護士　藤林　裕一郎 弁護士　古川　昭仁 弁護士　古沢　隆之
弁護士　前村　純之介 弁護士　松日樂　健吾 弁護士　御堂地　雅人 弁護士　宮本　遼 弁護士　村林　翔
弁護士　保多　崇志 弁護士　山内　涼太 弁護士　山下　汐里 弁護士　吉田　壮一

（第一東京弁護士会所属）
弁護士　芦原　修一 弁護士　稲葉　大輔 弁護士　大内田　直樹 弁護士　落合　亮太 弁護士　佐藤　久美子
弁護士　中條　直之 弁護士　波光　巖 弁護士　春田　慶 弁護士　米原　亨一

（第二東京弁護士会所属）
弁護士　池田　佳己 弁護士　一宝　雄介 弁護士　大西　龍 弁護士　金子　昌晴 弁護士　廣神　達也

北海道札幌市中央区北五条西二丁目５番地 北海道釧路市末広町十三丁目１番４号
釧路サウスビル

アディーレ法律事務所札幌支店 アディーレ法律事務所釧路支店
（札幌弁護士会所属） （釧路弁護士会所属）

弁護士　愛甲　恵介 弁護士　大戸　一英 弁護士　植田　恭介
弁護士　平田　真一 弁護士　佐藤　信一郎

北海道旭川市宮下通七丁目３８９７番地１２ 北海道函館市若松町１４番１０号
旭川第一生命ビル 函館ツインタワー
アディーレ法律事務所旭川支店 アディーレ法律事務所函館支店
（旭川弁護士会所属） （函館弁護士会所属）

弁護士　北澤　良兼 弁護士　杉本　元熙

北海道苫小牧市王子町三丁目２番２３号 北海道帯広市西二条南十一丁目１６番地１
ステーションプラザ苫小牧 第３エーワンビル
アディーレ法律事務所苫小牧支店 アディーレ法律事務所帯広支店
（札幌弁護士会所属） （釧路弁護士会所属）

弁護士　奥住　恭央 弁護士　小宮　政史

青森県青森市新町二丁目１番１１号 青森県八戸市三日町２番
ＥＳＴビル 青銀明治安田ビル
アディーレ法律事務所青森支店 アディーレ法律事務所八戸支店
（青森県弁護士会所属） （青森県弁護士会所属）

弁護士　武田　信宏 弁護士　齋藤　直哉

岩手県盛岡市盛岡駅前通８番１７号 宮城県仙台市青葉区中央一丁目２番３号
明治安田生命盛岡駅前ビル 仙台マークワン１７階
アディーレ法律事務所盛岡支店 アディーレ法律事務所仙台支店
（岩手弁護士会所属） （仙台弁護士会所属）

弁護士　鈴木　寿教 弁護士　我妻　慧 弁護士　葛西　勝

福島県郡山市駅前一丁目６番５号 茨城県水戸市宮町一丁目３番３８号
ピースビル 中村ビル
アディーレ法律事務所郡山支店 アディーレ法律事務所水戸支店
（福島県弁護士会所属） （茨城県弁護士会所属）

弁護士　野口　五月 弁護士　藤澤　亮

栃木県宇都宮市駅前通り一丁目４番６号 群馬県高崎市八島町２０番地１
トナリエ宇都宮 武蔵屋ビル
アディーレ法律事務所宇都宮支店 アディーレ法律事務所高崎支店
（栃木県弁護士会所属） （群馬弁護士会所属）

弁護士　岡島　勇太 弁護士　小林　穂高

埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目１９４番地 埼玉県川越市脇田本町１１番地１
ＹＳビル 川越シティビル
アディーレ法律事務所大宮支店 アディーレ法律事務所川越支店
（埼玉弁護士会所属） （埼玉弁護士会所属）

弁護士　坂巻　佑馬 弁護士　川原　朋子 弁護士　室伏　剛



千葉県千葉市中央区新町１０００番地 千葉県船橋市本町二丁目１番３４号
センシティタワー２１階 船橋スカイビル
アディーレ法律事務所千葉支店 アディーレ法律事務所船橋支店
（千葉県弁護士会所属） （千葉県弁護士会所属）

弁護士　大倉　正史 弁護士　石橋　力

千葉県柏市旭町一丁目１番７号 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号
第５彰栄ビル 新宿センタービル３階
アディーレ法律事務所柏支店 アディーレ法律事務所新宿支店
（千葉県弁護士会所属） （東京弁護士会所属）

弁護士　中野　利大 弁護士　谷崎　翔 弁護士　岡﨑　淳
（第一東京弁護士会所属）

弁護士　田中　貴大

東京都足立区千住二丁目４番 東京都立川市曙町二丁目８番３号
オカバツインタワービルイースト
アディーレ法律事務所北千住支店 アディーレ法律事務所立川支店
（東京弁護士会所属） （東京弁護士会所属）

弁護士　南澤　毅吾 弁護士　片岡　健

東京都町田市原町田六丁目１３番２０号 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目２番１号
アズ・ハーツ３３ 横浜ランドマークタワー２９階
アディーレ法律事務所町田支店 アディーレ法律事務所横浜支店
（東京弁護士会所属） （神奈川県弁護士会所属）

弁護士　鈴木　佳文 弁護士　古屋　儒 弁護士　高　誠学

神奈川県川崎市川崎区駅前本町１１番地１ 神奈川県横須賀市若松町一丁目２１番１０号
パシフィックマークス川崎１３階 横須賀ＥＡＳＴＣＯＵＲＴ
アディーレ法律事務所川崎支店 アディーレ法律事務所横須賀支店
（神奈川県弁護士会所属） （神奈川県弁護士会所属）

弁護士　鈴木　渉 弁護士　片山　里美 弁護士　重光　勇次

新潟県新潟市中央区万代島５番１号 新潟県長岡市台町二丁目８番３５号
万代島ビル１８階 ホテルニューオータニ長岡
アディーレ法律事務所新潟支店 アディーレ法律事務所長岡支店
（新潟県弁護士会所属） （新潟県弁護士会所属）

弁護士　斎藤　勝也 弁護士　石垣　徹郎

富山県富山市牛島町１８番７号 石川県金沢市本町二丁目１５番１号
アーバンプレイス ポルテ金沢
アディーレ法律事務所富山支店 アディーレ法律事務所金沢支店
（富山県弁護士会所属） （金沢弁護士会所属）

弁護士　石原　孝弘 弁護士　佐々木　憲昭

長野県長野市大字南長野末広町１３６１番地 長野県松本市深志一丁目１番１５号
ナカジマ会館ビル 朝日生命松本深志ビル
アディーレ法律事務所長野支店 アディーレ法律事務所松本支店
（長野県弁護士会所属） （長野県弁護士会所属）

弁護士　酒井　健吾 弁護士　吉田　修一

岐阜県岐阜市吉野町六丁目３１番地 静岡県静岡市葵区紺屋町１７番地１
岐阜スカイウイング３７ 葵タワー１５階
アディーレ法律事務所岐阜支店 アディーレ法律事務所静岡支店
（岐阜県弁護士会所属） （静岡県弁護士会所属）

弁護士　髙見　裕一 弁護士　大田　晶

静岡県浜松市中区板屋町１１１番地２ 静岡県沼津市大手町一丁目１番３号
浜松アクトタワー 沼津産業ビル
アディーレ法律事務所浜松支店 アディーレ法律事務所沼津支店
（静岡県弁護士会所属） （静岡県弁護士会所属）

弁護士　前野　直也 弁護士　宮久保　洋佑

愛知県名古屋市西区牛島町６番１号 愛知県岡崎市明大寺町字川端１９番地１３
山七東岡崎ビル

アディーレ法律事務所名古屋支店 アディーレ法律事務所岡崎支店
（愛知県弁護士会所属） （愛知県弁護士会所属）

弁護士　髙林　裕一 弁護士　鈴木　淳巳 弁護士　藤田　誓史
弁護士　櫻井　公俊 弁護士　武林　寛朗
弁護士　田中　將太 弁護士　藤居　貞子
弁護士　水野　真吾 弁護士　村松　優子



三重県津市栄町三丁目２５７ 滋賀県草津市野路一丁目１５番５号
関権第５ビル フェリエ南草津４階
アディーレ法律事務所津支店 アディーレ法律事務所滋賀草津支店
（三重弁護士会所属） （滋賀弁護士会所属）

弁護士　長塚　明人 弁護士　伊藤　元祥 弁護士　佐藤　大輔

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町１０１ 大阪府大阪市北区梅田二丁目４番９号
アーバンネット四条烏丸ビル５階 ブリーゼタワー
アディーレ法律事務所京都支店 アディーレ法律事務所大阪支店
（京都弁護士会所属） （大阪弁護士会所属）

弁護士　田中　拓海 弁護士　大上　哲平 弁護士　板垣　敦士 弁護士　打越　裕二
弁護士　萱谷　敏 弁護士　菊池　雅俊 弁護士　鷲見　敦 弁護士　冨田　梨紗
弁護士　髙田　和加子 弁護士　中村　喜代治 弁護士　服部　全宏

弁護士　山野　正樹

大阪府堺市堺区南花田口町二丁３番２０号 大阪府大阪市浪速区難波中二丁目１０番７０号
三共堺東ビル７階 なんばパークスタワー
アディーレ法律事務所堺支店 アディーレ法律事務所なんば支店
（大阪弁護士会所属） （大阪弁護士会所属）

弁護士　上嶋　法雄 弁護士　長井　健一

大阪府枚方市新町一丁目１２番１号 兵庫県神戸市中央区御幸通八丁目１番６号
太陽生命枚方ビル 神戸国際会館１６階
アディーレ法律事務所枚方支店 アディーレ法律事務所神戸支店
（大阪弁護士会所属） （兵庫県弁護士会所属）

弁護士　中川　雅貴 弁護士　酒元　博之 弁護士　足立　直士
弁護士　神野　由貴

兵庫県姫路市南駅前町１００番地 奈良県奈良市西大寺東町二丁目１番６３号
姫路パラシオ第２ビル サンワシティ西大寺
アディーレ法律事務所姫路支店 アディーレ法律事務所奈良支店
（兵庫県弁護士会所属） （奈良弁護士会所属）

弁護士　清家　ひろみ 弁護士　木下　雄大 弁護士　池田　昇右

和歌山県和歌山市七番丁２６番１ 岡山県岡山市北区駅元町１５番１号
モンティグレダイワロイネットホテル和歌山 リットシティビル
アディーレ法律事務所和歌山支店 アディーレ法律事務所岡山支店
（和歌山弁護士会所属） （岡山弁護士会所属）

弁護士　池本　泰智 弁護士　中谷　真一郎

広島県広島市中区大手町二丁目１１番１０号 広島県福山市東桜町１番１号
ＮＨＫ広島放送センタービル アイネスフクヤマ
アディーレ法律事務所広島支店 アディーレ法律事務所福山支店
（広島弁護士会所属） （広島弁護士会所属）

弁護士　庭田　修平 弁護士　山下　隆司 弁護士　栗栖　隆志 弁護士　宮岡　洋一郎
弁護士　坂井　智典 弁護士　夏目　卓弥 弁護士　衛藤　祐樹

香川県高松市サンポート２番１号 愛媛県松山市花園町１番地３
高松シンボルタワー・サンポートビジネススクエア 日本生命松山市駅前ビル
アディーレ法律事務所高松支店 アディーレ法律事務所松山支店
（香川県弁護士会所属） （愛媛弁護士会所属）

弁護士　近石　誠弘 弁護士　増田　勇人

福岡県福岡市中央区天神一丁目４番２号 福岡県北九州市小倉北区京町三丁目１番１号
エルガーラ セントシティ北九州
アディーレ法律事務所福岡支店 アディーレ法律事務所小倉支店
（福岡県弁護士会所属） （福岡県弁護士会所属）

弁護士　川口　敦士 弁護士　秀﨑　康男 弁護士　緒方　秀一郎
弁護士　生島　有里 弁護士　横川　裕進

福岡県久留米市東町４２番２１ 長崎県長崎市銅座町４番１号
日本生命久留米駅前ビル りそな長崎ビル
アディーレ法律事務所久留米支店 アディーレ法律事務所長崎支店
（福岡県弁護士会所属） （長崎県弁護士会所属）

弁護士　小谷　俊之 弁護士　河合　誠

長崎県佐世保市白南風町１番１３号 熊本県熊本市中央区手取本町１１番１号
ＪＲ九州佐世保ビル 銀染コアビル
アディーレ法律事務所佐世保支店 アディーレ法律事務所熊本支店
（長崎県弁護士会所属） （熊本県弁護士会所属）

弁護士　齋藤　洋輔 弁護士　守山　直輝



大分県大分市末広町一丁目１番１８号 鹿児島県鹿児島市中央町１１番地
ニッセイ大分駅前ビル 鹿児島中央ターミナルビル
アディーレ法律事務所大分支店 アディーレ法律事務所鹿児島支店
（大分県弁護士会所属） （鹿児島県弁護士会所属）

弁護士　佐々倉　慧 弁護士　矢口　繁 弁護士　福永　臣吾 弁護士　竹之内　尚子

沖縄県那覇市久茂地一丁目１番１号
アディーレ法律事務所那覇支店
（沖縄弁護士会所属）

弁護士　中野　貴之

以上


