
Marriage for All Japan弁護団

結婚の自由をすべての人に保障するための訴訟、立法その他法的活動を支援し、もっ
て、すべての人が、そのセクシュアリティ（性のあり方）にかかわらず、個人として尊重さ
れ、自分らしく生きることができる社会の実現へ向けて、広く一般市民や企業に対して、セ
クシュアル・マイノリティ（性的少数者）にかかる理解を促進するための社会教育事業及び
啓発活動を行う。

氏名かな なかがわ しげのり

氏名 中川 重徳

性別 男性

事務所名 諏訪の森法律事務所

郵便番号 〒1690075
事務所住所 東京都 新宿区高田馬場1-16-8 アライヒルズ2A
電話番号 03-5287-3750
FAX番号 03-5287-3780

※中川さんは府中青年の家裁判の弁護、Marriage For Allの弁護を担当。2019年
Pride Bridge寄付講座の講師としても来校

▼以下あいうえお順

氏名かな うえすぎ たかこ

氏名 上杉 崇子

性別 女性

事務所名 TOKYO大樹法律事務所

郵便番号 〒1600022
事務所住所 東京都 新宿区新宿1-26-1 長田屋ビル5階
電話番号 03-3354-9681
FAX番号 03-3354-3324

氏名かな えのもと かずひさ

氏名 榎本 一久

性別 男性

事務所名 弁護士法人東京表参道法律事務所

郵便番号 〒1500001
事務所住所 東京都 渋谷区神宮前5-51-6 テラアシオス青山5階
電話番号 03-6433-5202
FAX番号 03-6433-5203

氏名かな かとう けいじ

氏名 加藤 慶二

性別 男性

事務所名 日野市民法律事務所

郵便番号 〒1910011
事務所住所 東京都 日野市日野本町3-14-18 谷井ビル5階
電話番号 042-587-3533
FAX番号 042-587-3599

氏名かな くまざわ みほ

氏名 熊澤 美帆



性別 女性

事務所名 東京千代田法律事務所

郵便番号 〒1010041
事務所住所 東京都 千代田区神田須田町1-3 NAビル4階
電話番号 03-3255-8877
FAX番号 03-3255-8876

氏名かな さとう たつき

氏名 佐藤 樹
性別 男性

事務所名 弁護士法人梅田総合法律事務所東京事務所

郵便番号 〒1060032
事務所住所 東京都 港区六本木6-8-28 宮崎ビル3階
電話番号 03-6447-0979
FAX番号 03-5410-1591

氏名かな しみず ひろき

氏名 清水 皓貴

性別 男性

事務所名 日比谷シティ法律事務所

郵便番号 〒1000006
事務所住所 東京都 千代田区有楽町1-6-6 小谷ビル4階
電話番号 03-3580-5460
FAX番号 03-3580-5465

氏名かな てらはら まきこ

氏名 寺原 真希子

性別 女性

事務所名 弁護士法人東京表参道法律事務所

郵便番号 〒1500001
事務所住所 東京都 渋谷区神宮前5-51-6 テラアシオス青山5階
電話番号 03-6433-5202
FAX番号 03-6433-5203

氏名かな ながの やすし

氏名 永野 靖
性別 男性

事務所名 永野・山下法律事務所

郵便番号 〒1600008
事務所住所 東京都 新宿区四谷三栄町3-7 森山ビル東館3階
電話番号 03-5919-1194
FAX番号 03-5919-1196

氏名かな はっとり さき

氏名 服部 咲
性別 女性



事務所名 東京中央法律事務所

郵便番号 〒1600022
事務所住所 東京都 新宿区新宿1-9-5 新宿御苑さくらビル3階
電話番号 03-3353-1911
FAX番号 03-3353-3420

氏名かな はらしま ゆうじ

氏名 原島 有史

性別 男性

事務所名 早稲田リーガルコモンズ法律事務所

郵便番号 〒1020074
事務所住所 東京都 千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階
電話番号 03-6261-2880
FAX番号 03-6261-2881

氏名かな まつみや えいと

氏名 松宮 英人

性別 男性

事務所名 千歳烏山法律事務所

郵便番号 〒1570062
事務所住所 東京都 世田谷区南烏山6-38-10 ピュアエリート203
電話番号 03-6279-6931
FAX番号 03-6279-6932

氏名かな みずたに ようこ

氏名 水谷 陽子

性別 女性

事務所名 代々木総合法律事務所

郵便番号 〒1510053
事務所住所 東京都 渋谷区代々木1-42-4
電話番号 03-3379-5211
FAX番号 03-3379-2840

氏名かな やました としまさ

氏名 山下 敏雅

性別 男性

事務所名 永野・山下法律事務所

郵便番号 〒1600008
事務所住所 東京都 新宿区四谷三栄町3-7 森山ビル東館3階
電話番号 03-5919-1194
FAX番号 03-5919-1196

氏名かな よこやま よしえ

氏名 横山 佳枝

性別 女性

事務所名 原後綜合法律事務所



郵便番号 〒1600004
事務所住所 東京都 新宿区四谷3-1-3 第一富澤ビル2階・3階
電話番号 03-5366-5799
FAX番号 03-3226-5711


