
第７６期司法修習生　採用情報提供申込事務所一覧

２０２２年１１月１５日現在

１．所属
部会

２．事務所名 ３．採用担当者名
４．所属弁護士
人数（人）

５．採用予定人
数（人）

６．主な取扱事件
７．採用条件①給
与・報酬（年額・万
円）

７．採用条件②－１個人事件受任可否

７．採用条件②－２
（②－１で個人事件
受任可と答えた方）
個人事件受任可の場
合の経費分担の有無
（有の場合は負担割
合も）

７．採用条件③弁護
士会費別途支給

７．採用条件④事務
所スペースの提供の
み（いわゆる軒弁形
態）

７．採用条件⑤－１
採用（雇用）契約期
間の取決

７．採用条件⑤－２
（⑤－１で取決有と
答えた方）【期間：
年】

７．採用条件⑥その他 ８．事務所ＰＲ ９．事務所訪問/事務所説明会の情報（告知）について １０．問い合わせ先（方法）

１１．応募について（事務所訪問/説明会の際に明示する場合はその旨をお書き
ください。）
①応募方法
②必要書類
③応募の期限

1 福岡 栗脇法律事務所 栗脇康秀 ２ １～２
一般民事, 企業法務,

労働, 建築
600 受任可 有。３０％ 無 不可 無

損害保険会社や代理店の紹介による、交通事故などの損害賠償請求事件を比較的多く取り扱っています。
取扱件数が多いため、処理能力と速度がある方を希望します。

事務所の枠を広げて多様性を持つために、事務所と利益相反とならず、事務所事件に支障がない限り、個人事件は自由です。
「自分は事務所でこのような仕事がやりたい」、「このような弁護士になりたい」というビジョンを持った方に来ていただければと思います。

随時受付をしています。電話、メール、ファックスでご連絡
ください。

担当者：栗脇康秀
電話、メール、ファックス等でご連絡くださ
い。
ＴＥＬ　０９２－７９１－６５４１
ＦＡＸ　０９２－７９１－６５４２
kuriwaki@e-mail.jp

１　まずは電話、メール、ファックス等でご連絡ください。
２　履歴書
　＊書式は自由ですが、写真とメールアドレスを必ずご記載ください。
　＊履歴書には修習予定地、興味のある分野を記載してください。
３　特に応募期限は設けませんが、１～２名の採用で、採用者が決まりました
ら募集を打ち切りますので、お早めにご連絡ください。

2 福岡 天神総合法律事務所 小田　雅章 １ １ 一般民事, 企業法務 600 受任不可 無 不可 有 １年
個人事件受任について：勤務開始から１年間は、基
本的には、事務所の事件に専念して戴きたいと考え
ています。

・取扱事件：主な業務は、顧問先（中小企業）の企業法務全般です。紹介のない飛び込みのお客様は、基本的には全てお断りしていますが（外部
相談は除く）、これとは反対に、顧問先に関連する事件や、紹介を受けた事件は、全て受任しています。そのため、企業法務以外であっても、当
該従業員の一般民事・家事事件（債務整理、離婚・相続、交通事故等）や、他士業等の取引先から紹介された事件も多くあります。また、知的財
産に関する事件も、福岡では比較的多い方です。
・事務所の特徴：小規模事務所（弁護士１名、事務員１名）ですが、来る仕事の幅は広く、仕事上の裁量の幅も広いです。また、これらの業務に
対応することのできる人材に成長して頂くための教育を重視しています。
・求める人物像：継続的な信頼関係に基づく会社関係の仕事が多いことから、社会人として通用する常識があることと、人との関係を大切にして
頂ける素直で柔軟な方を求めています。
・弁護団事件：個々の事件による

随時（必要書類は事前提出）
電話：０９２－７２５－５０１１
メールアドレス：oda@tenjin-lawoffice.jp

①応募方法：電話、メール
②必要書類：履歴書、司法試験の成績通知書、法科大学院の成績証明書、自己
紹介書
③応募の期限：特にもうけていない

3 福岡 弁護士法人　桑原法律事務所
桑原貴洋・山下（人事
部）

7 1～3

一般民事, 企業法務,

倒産（個人）, 倒産
（法人）, 労働, 行政,

医療, 建築, 刑事, 少年

月給50万円 受任不可 有 不可 有 1年

【雇用形態】雇用
【勤務曜日】月曜日～金曜日（1～2か月に1度、土
曜日の出勤あり）
【勤務時間】裁量労働制（コアタイム9:00～18:00）
【休日】土日祝日、夏季休暇、年末年始休暇、有給
休暇、育児休暇・産前産後休暇、慶弔休暇、特別休
暇等
【賞与】実績・貢献度に応じて、年1回支給（過去
実績 年150万円以上あり）
【各種手当】通勤手当、時間外手当、職責手当、資
格手当　他
【福利厚生】社会保険一式完備、弁護士賠償保険、
接待交際費、慶弔費、確定拠出年金、定期健康診断
実施
【弁護士会会費】1年目は自己負担、2年目以降は法
人負担

弊所は，法律を駆使して最大限あるべき解決策を導き出した上で，クライアントにとって最適な落としどころを，クライアントと共に見つけてい
くことのできる人材を求めています。
事務所内は，弁護士，事務員共に，活発な意見交換ができる雰囲気があり，職歴・年齢・職種にかかわらず，よい案は積極的に採用しています。
弁護士だけではなく，事務員も，各種資格取得に積極的に取り組むなど，向上心の高い職場です。高い志を持ち，努力を惜しまず，よい影響を与
え合える仲間を求めています。

お問合せください。
弊所人事部（admin@kuwahara-law.com）ま
で、お問い合わせください。

①専用フォームへのエントリー（https://kuwahara-

law.com/recruit/entry_lawyer）
②履歴書（書式自由）、成績表（大学・大学院）、成績表（司法試験）、職務
経歴書（職歴ある方）
③特に無し

4 福岡
弁護士法人あさかぜ基金法律事務
所

高田　誠 ５ ２
一般民事, 倒産（個
人）, 労働, 刑事, 少年

５００万円 受任不可 有 不可 無 厚生年金、被用者健康保険に加入

弊所は，九弁連が，司法過疎地域に弁護士を派遣する目的で設立した養成事務所です。所員弁護士は，2年程度の養成期間を経てから，九州内のひ
まわり基金法律事務所に所長として赴任するか，九州内の司法過疎地域で独立開業することが予定されています。赴任した先輩弁護士は，任期の
後，その地に残ったり，他の弁護士事務所に入所したり，他の土地で独立開業したり，企業内弁護士になったりと，様々な場所で活躍していま
す。
弊所は既に設立から11年が経っており，その間，数多くの弁護士を輩出してきました。弊所出身の先輩弁護士との交流の機会も多くあるので，将
来，特に司法過疎地域での独立開業を考えている方には，非常に良い環境ではないかと思います。
司法過疎地域での開業を考えている方に限らず，司法過疎問題に少しでも関心のある方ならば弊所はどなたでも歓迎いたします。皆様のご応募を
お待ちしております。

おって、ホームページ等で告知いたします。 電話、ｅメール

①応募方法：ｅメール 電話 FAX 必要書類の郵送 (事務所住所と同じ )

②必要書類：履歴書（書式自由） 成績表（大学・大学院） 成績表（司法試
験）
③応募の期限：特にもうけない

5 福岡 弁護士法人　大本総合法律事務所
大本　康志（第二東京弁
護士会）

１ １～２
一般民事, 企業法務,

倒産（個人）, 倒産
（法人）, 刑事

４６０～６６０ 受任可
３０％（当面２
０％）

無 不可 無 福岡事務所は、土肥一志弁護士（一橋大学名誉教授）が在籍する事務所となります。 メールにてお問い合わせください。 メールにてお問い合わせください。
①mailでの問い合わせ　omoto@omoto.top

②新司法試験成績表、履歴書
③特になし

6 福岡 弁護士法人いかり法律事務所 伊藤裕貴 ５ １～２
一般民事, 企業法務,

倒産（法人）, 労働,

行政
年俸６００万円 受任可 有　３０％ 無 不可 有

３～５年（更新あ
り）

長く一緒に働ける方を希望しています。

ただこなすだけの仕事ではなく、職人的な意味での弁護士として、依頼者のためにいい仕事をしていくことを目標の１つにしています。そのため
に、担当案件や相談事例で悩ましいときは、先輩後輩問わず、お互い相談し合っています。また、事務所内での相互に事例を共有したり、研修を
実施したりしています。仕事の内容は、地場大手企業や中小零細企業からの日常的な相談や依頼、交通事故・離婚・相続など一般民事など多種多
様です。弁護士として成長できる機会・環境は整っていると思います。

①１０月５日１７：００～（リアル開催）、②１０月１９日
１７：００～（オンライン開催）、③１１月１５日１７：０
０～（リアル開催）

こちらのサイトから、https://ikari-

law.com/recruit-bengoshi/　　又は、直接お電
話にてお問い合わせください。

①応募方法：メールまたは郵送　②必要書類：履歴書（自己アピール含む）、
大学の成績表、法科大学院の成績表、司法試験の成績表、③応募期限：一応の
期限は１１月末日としますが、随時、選考を実施しますので早期〆切の可能性
もあります。

7 福岡 弁護士法人中村国際法律事務所 中村　亮介 3 1

一般民事, 企業法務,

倒産（個人）, 倒産
（法人）, 労働

年俸600万円 受任可 1年目は無し 無 不可 無

仲間として事務所発展の為に貢献してくださる方。
担当案件について責任感を持って取り組み、自分の
頭で考え、調べ、判断することのできる方。報告・
連絡・相談など基本的なコミュニケーションが取れ
る方。

一般民事、家事事件、企業法務、国際法務など幅広い分野に対応しています。依頼者に寄り添い、正確かつスピーディに取り組んでいます。 メール（nakamura@nkmlaw.jp）
①書類をご郵送ください。②必要書類は履歴書（書式事由）、成績表（司法試
験）

8 福岡 弁護士法人本江法律事務所
代表社員弁護士　本江嘉
将（担当事務：鮫島）

2 2

一般民事, 企業法務,

倒産（個人）, 倒産
（法人）, 労働, 建築,

刑事

600万円以上 受任可 有り（3割負担） 有 不可 無

★利便性抜群の事務所です！
本江法律事務所は、２０１０年に福岡市の中心部である天神に開設し、２０１３年３月に法人化しました。西鉄福岡（天神）駅・地下鉄空港線の
天神駅から徒歩２分圏内に事務所を構え、ビル内に自走の駐車場があります。電車やバスでお越しの方はもちろん、自動車でお越しの方にとって
も、アクセスし易さ、利便性は抜群です。

★少数精鋭ながらパワフル！既存の弁護士の在り方を変えていく意気込みをもって弁護士のサービスをご提供しています！
当事務所は現在、弁護士2名、パラリーガル2名、経理1名の計5名の職員で運営しています。少数精鋭の事務所ながら顧問企業様は50社を超え、県
内外を問わず、多くの成長意欲あふれる企業様からご愛顧頂いております。
また、当事務所では、LINEやChatworkなどのメッセージアプリを使うなど、サービス提供にも利便性を求め、身近な弁護士像を実践しています。
更に皆様のお役に立てるように、とにかく「相談しやすい」「頼みやすい」「分かりやすい」というテーマで、既存の弁護士の在り方を変えてい
く意気込みをもって弁護士サービスの提供をさせていただいております。地域経済の下支えをモットーに、企業が陥りやすい労務問題や法務トラ
ブル予防のためのサービスに取り組んでいます。

★相続、遺産分割分野を筆頭に個人のお客様からも多数ご愛顧頂いております！
特定の分野（相続、交通事故など）について、経験に裏打ちされた専門性を発揮することで、お困りの個人様にもご愛顧いただいています。
特に相続分野については、令和4年7月に別途一般社団法人を設立し、高齢者様に向けた各種サービス（見守り・財産管理・任意後見・死後事務委
任等）をご提供しています。

★職員がメンタル心理カウンセラーの資格を取得しています。
弁護士やパラリーガルが、メンタル心理カウンセラー資格を取得し、依頼者様・ご相談者様の精神的な苦境に寄り添っていくことを宣言してお客
様対応を行っています。
来所された方から「雰囲気が良いね」「元気になった」と笑顔をいただくことが大変多いです。

★職員が皆明るく、大変働きやすい事務所です！
お客様に優れたリーガルサービスを提供する前提として、まずは働く職員が明るく、楽しく仕事をすることが大切だと考えています。
弁護士も事務員も大変仲が良く、暇さえあれば皆で事件以外の話もしながらコミュニケーションを取っています。
事件はチームで解決！一人で抱え込む仕事はありません。困ったことは何でも相談しながら成長していける事務所です。

【事務所訪問・事務所説明会】
随時受付。随時対応。
お気軽にご連絡下さい。

メール・お電話

【お問合せ先】
〒810-0001

　　福岡県福岡市中央区天神2-8-41

　　福岡朝日会館7階
　　弁護士法人本江法律事務所
　　TEL：092-713-0307

Eメール：motoe.law.fukuoka@motoelaw.com

【応募方法】
以下の問い合わせEメールもしくは郵送にて履歴書をお送り下さい。

※写真貼付の履歴書（形式は自由です）
※参加希望日程（複数回答可）をご記入ください。
※連絡先電話番号・メールアドレスをご記入ください。

【お問合せ先】
〒810-0001

　　福岡県福岡市中央区天神2-8-41

　　福岡朝日会館7階
　　弁護士法人本江法律事務所
　　TEL：092-713-0307

Eメール：motoe.law.fukuoka@motoelaw.com

【応募の期限】
第１次〆切　令和５年１月末
第２次〆切　令和５年３月末

ご質問、お問合せはお気軽に担当：鮫島までご連絡下さい。

9 筑豊 直方駅前法律事務所 森　勇馬 ２ １

一般民事, 企業法務,

倒産（個人）, 倒産
（法人）, 労働, 刑事,

少年, 交通事故、家事
事件（後見、相続、
離婚）

360 受任可 有・2割程度 有 可 無
地域に根差した事務所です。ワーク・ライフバランス重視で、残業はありません。職場はアットホームで家族ぐるみの付き合いがあり。事件は幅
広いですが、経営者の依頼者が多いです。筑豊が好きになれそうな人求めます。

随時事務所訪問受け付けております。
メールアドレスmori@nogata-ekimaelaw.jpまで
事務所訪問希望の旨・希望日時候補３つ程度
を添えてメールをしてください。

事務所訪問の際に明示いたします。
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１１．応募について（事務所訪問/説明会の際に明示する場合はその旨をお書き
ください。）
①応募方法
②必要書類
③応募の期限

10 福岡 岡本綜合法律事務所 岡本 2 1
一般民事, 企業法務,

労働, 建築
年額600万円 受任可 有 有 可 事務所訪問はお問い合わせいただければ随時実施

電話（092-718-1580）　または　メール
（info@okamoto-law.com）

①応募方法　メールまたは郵送で②を提出
②必要書類　履歴書、成績表（大学・大学院）、成績表（司法試験）

11 福岡 NTS総合弁護士法人福岡事務所 藤本洵矢 5 1
企業法務, 債権回収、
建物明渡等

540万円～ 受任可 応相談 有 不可 無

通常の勤務弁護士に加え、短時間のパートタイム勤
務を希望する弁護士の方も応募可能です（例えば週
3回、1日3時間程度の勤務も可。その場合の条件は
別途相談）。多様な経験を積んでいただくための、
提携事務所での研修制度もあります。

当法人は、監査法人、税理士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人などで構成するNTS総合コンサルティンググループのメンバーです。当法
人は、現時点では企業法務と債権回収をメインとして取り扱っていますが、今後はグループのメリットを利用して様々な形で社会に貢献できる事
務所を目指しています。

個別に連絡をいただければ、検討いたします。 Eメール：　Fujimoto_J@nts-hd.co.jp

①まずは、Eメールでご連絡ください。
②履歴書・職務経歴書・成績通知書（司法試験）
③未定

12 福岡 弁護士法人 船越法律事務所 村岡 2人 1人
一般民事, 倒産（個
人）, 倒産（法人）

年額5,700,000円 受任可 有　３割 無 可 無 業績功績に応じて特別報酬有。
損害保険会社から依頼を受けて、交通事故案件を多く取り扱っています。
「強みとなる分野をいち早く固めたい方」「専門性を磨きたい方」「法廷で活躍したい方」弁護士としてのスキルをいち早く磨き、成長できる環
境です。

事務所訪問は、随時受け付けています。
（事前にお電話又はメールでお問い合わせください。）

お電話：092-791-1228

メール：funakoshi3140@gmail.com

①電話又はメール
②履歴書（書式自由） 成績表（司法試験） 自己PR（書式自由）
③定めなし

13 福岡 弁護士法人たくみ法律事務所 田中 11 1～2

一般民事, 企業法務,

倒産（個人）, 倒産
（法人）, 労働, 刑事

年俸600万円以上（1

年目実績）
受任可 経費分担あり。 無 不可 無

※能力・経験を考慮して決定します。
※2年目以降は上記に加え、業績連動報酬等を加算
します。

たくみ法律事務所は、福岡市と北九州市に2か所の拠点を有し、男性7名、女性4名の合計11名（2022年10月現在）の弁護士が所属する法律事務所で
す。
幅広い分野のご依頼をいただいていますが、業務の柱は企業法務と交通事故です。

マーケティングにも注力し、業務の拡大を進めると同時に、依頼者に提供できるサービスの質や評判、そして満足度も含めた「日本トップクラス
の事務所づくり」を目指しています。

■応募資格
・2022年度司法試験　合格者
 

■内容
・業務体験
・所長面談
・所員との質問会

■場所
福岡市中央区渡辺通3丁目6番15号　NMF天神南ビル10階

郵送の場合
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通3丁目6-15

NMF天神南ビル10階
弁護士法人たくみ法律事務所 76期司法修習生
採用係 宛

E-mailの場合
送付先：recruit＠takumi-law.jp

弁護士法人たくみ法律事務所 76期司法修習生
採用係 宛
　※コピーする際は、＠を小文字に変換して
ください。
　※件名は「76期司法修習生採用係 宛」と入
力してください。
　※E-mailの場合は必要書類をPDF形式にてお
送りください。

①
選考をご希望の方は以下の書類を郵送またはメールにて送付してください。
応募書類到着後、書類選考を行ないます。

②
・履歴書（書式自由）
・志望理由書（「福岡で就職を希望する理由」及び「弊所を志望する理由」を
記載してください）
・司法試験の成績証明書（写し）
※履歴書には修習希望地、興味のある分野を記載してください。
※全て写しで結構です。
※成績証明書はお手元にある限りで構いません。

③
未定

14 福岡 弁護士法人大野慶樹法律事務所 弁護士　馬場安紀子 ８名 １～２名

一般民事, 企業法務,

倒産（個人）, 倒産
（法人）, 労働, 行政,

医療, 建築

４８０万円／年 受任可 分担有 無 可 無

平成１９年に創業した１５年目の事務所です。
弊社の特徴の一つは、事案をチームとして取り組んでいる点です。弊社では、日頃から所属弁護士全員が参加する勉強会や事案を報告するカン
ファレンス等、新しい知識の共有や事案の相談ないしフィードバックをする機会が設けられており、行き詰まった事案でも社員一丸となって解決
しております。風通しのよい執務環境において、他弁護士と活発に意見交換する中で互いにブラッシュアップしながら組織としての力を高めてい
ます。
また、弊社では、先輩弁護士制度を導入しており、新人弁護士１名に対し、先輩弁護士１名がつき、業務中に困ったことがあればいつでも相談で
きるようになっております。比較的若手の弁護士が多く、現場調査等フットワークが軽い点も特徴です。
社員個人の生活環境を尊重しており、出産休暇、育児休暇の他、社会保険を完備しており、環境の変化に合わせた働き方が可能です。

１０月３日に第１回を予定しており、その後随時ホームペー
ジにて告知します。

電話またはメール（saiyou@ohnolaw.jp）まで
お願いします。

①履歴書、②司法試験の成績証明書、③法科大学院の成績証明書をメールまた
は郵送にてお送りください。

15 福岡 弁護士法人岡野法律事務所 國本・村田
56名（うち福岡
支店６名）

若干名

一般民事, 企業法務,

倒産（個人）, 倒産
（法人）, 労働, 医療,

刑事, 少年

最低保障500万円＋歩
合（社会保険料およ
び弁護士会費事務所
負担）

受任可
弁護士法人で受任す
るが、歩合給として
本人の待遇に反映。

有 不可 有
１年毎の更新（原則
更新）

当事務所は、「互いに教え合い共に成長する」ことを大切にしており、これが社風となっています。
このような社風にご理解ある方を求めています。
その他、支店長候補を希望される方の採用にも積極的に力を入れています。

オンライン就職説明会や面接においては、代表弁護士の岡野浩巳や各本支店の本支店長・リーダー弁護士が参加します。質疑応答の時間もありま
すので気になることがどんどん質問できます。岡野法律事務所の事務所概要、取扱事件、新人弁護士の教育体制、待遇面、今後の展望等、採用情
報に記載のできなかった詳細な内容についてもお話をさせていただきますので、是非ご参加ください！

事務所専用HPサイトにて掲載
エントリーページ
https://www.okano-

recruit.com/recruit/apprentice/

①応募方法　エントリーページから
②必要書類　エントリー後に説明あり
③応募の期限　随時

16 福岡
ベリーベスト法律事務所　福岡オ
フィス

徳永　慎一
343人（2022.9.1

現在）
全国の各オフィ
スで50人程度

一般民事, 企業法務,

倒産（個人）, 倒産
（法人）, 労働, 行政,

医療, 建築, 刑事, 少年

約600万円 受任可 30％ 無 不可 無

＜勤務地＞福岡オフィス以外にも、北九州オフィ
ス、久留米オフィスも採用をしています
＜手当等＞
・弁護士会入会補助金制度（6万円 / 入所時のみ）※
入所日より1年間在籍した場合には、全額返金不要
です
・貸付金制度（100万円）※入所日より3年間在籍し
た場合には、全額返金不要です
＜福利厚生＞
・弁護士賠償責任保険事務所負担（個人案件含む）
・法人向け福利厚生サービス
・個人PC、携帯電話の貸与（リモート環境でも使用
可）
・書籍閲覧・リサーチサービス（弁護士ドットコム
ライブラリー）など

ベリーベスト法律事務所は、「お客様の最高のパートナーでありたい」という理念のもと、質の高いリーガルサービスを、全ての人に提供するこ
とを使命としています。

事務所名のベリーベスト（Very best）は、「最高の」という意味と、「一生懸命」、「精一杯」という意味を持ちあわせます。
お客様が抱える問題に、「Very best ＝ 一生懸命」に向き合い、「Very best ＝ 精一杯」のサービスを提供し、お客様の「Very best ＝ 最高の」パー
トナーになることを目指します。

取扱分野は多岐にわたり、民事・商事・家事・刑事／紛争法務・予防法務／個人法務・企業法務／国内法務・渉外法務／国際法務と、あらゆる分
野を取り扱う総合法律事務所です。

10月14日（金）11月16日（水）18：00～20：15

※月1回程度、説明会を予定しております。開催日については
ホームページでご確認ください

ベリーベスト法律事務所　採用担当宛
メール：recruit-lawyer@vbest.jp　電話番号：
03-6441-0252

①応募方法　ホームページの採用サイト（https://www.vbest.jp/recruit/）より申
込み
②必要書類　・履歴書（書式自由・写真貼付・メールアドレスを必ず記載）
　　　　　　・成績証明書（大学・大学院）
　　　　　　・成績通知書（司法試験）
　　　　　　・成績通知書（予備試験 ※予備試験合格済みの方のみ）
　　　　　　・職務経歴書（社会人経験のある方）
③応募の期限　特になし

17 福岡 弁護士法人奔流 坂口 ８人 若干名

一般民事, 企業法務,

倒産（個人）, 倒産
（法人）, 労働, 行政,

医療, 建築, 刑事, 少年

５００万円 受任不可 無 不可 有

原則２年（３年目以
降社員弁護士登用制
度あり。社員弁護士
の報酬は出来高制）

△待遇　年俸５００万円。契約期間なし（３年目以
降社員弁護士登用制度あり。社員弁護士の報酬は出
来高制。）。

社会保険（健康保険、厚生年金保険）あり。通勤交
通費、弁護士会への入会金、登録免許税、委員会活
動（自由選択制）に係る費用、法律家団体の参加費
及びその他交通宿泊費は法人負担。
弁護士会費、各種保険料（弁護士賠償責任保険、自
家用車使用時の賠償責任保険等）は自己負担。

△勤務地　法人が運営する福岡県下の法律事務所
（ただし、入所後一定期間は福岡市内の本部オフィ
スに執務して研修を行う。他オフィスへの異動は本
人の希望等を勘案して協議のうえ決める。）。

　当法人は、一般事件はもとより医療過誤・建築紛争・行政事件などの専門領域の事件を取り扱っています。一般事件についても、家事事件・交
通事故・相続・企業間の紛争等、多岐にわたる事件類型を取り扱っています。
　新人弁護士には、法人内の弁護士１名が指導担当として配置され、各種事件を共同で担当していただきます。また、指導担当以外の弁護士とも
適宜共同受任し、専門領域の事件も含めて多様な事件類型を経験できるように配慮しています。また、法人内での研修制度を設けており、相談・
受任事件に関する月１回の集団討議や外部講師を招いた学習会、年間２回程度の法人全体研修等を実施しています。
　また、当法人では各種委員会や弁護団、法律家団体での活動は原則として制限せず、通常の事件処理以外でも研鑽を積むことができるよう配慮
しています。

事務所訪問は随時受付 メール（honnbu@bengoshi-honryu.com）

①応募方法：上記メール又は必要書類の郵送（当法人本部オフィス宛（福岡市
東区馬出２丁目１番２２号　福岡五十蔵ビル２階））
②必要書類：履歴書（書式自由）、成績表（司法試験）
③応募の期限：特に設けない

18 福岡
弁護士法人平松剛法律事務所　福
岡事務所

谷岡（たにおか） 20 若干名

一般民事, 倒産（個
人）, 労働, B型肝炎
訴訟、石綿被害給付
金・賠償金請求、被
害者側の交通事故、
税務訴訟・国税不服
審判、遺産分割など
の相続問題

月給40万円〜   ※最
低保証額560万円（年
俸）

受任可 応相談 無 不可 無

執務日　完全週休２日制（土日祝）
　　　　※但し、クライアントの都合により、休日
にご対応頂く可能性有
勤務時間　おおよそ１日８時間（９時頃から１８時
頃まで　※休憩６０分）
休暇制度　年次有給休暇（１年目年　10日）（２年
目年　12日）
　　　　　※入所してから６ヶ月以上継続して勤務
した場合に法定通り付与

■ご入所後1〜2年は先輩弁護士の指導、その後は1人で裁量を持って進めていただく事となります。
 

■弁護士同士また弁護士と事務員間の風通しもよく、修習期や事務所の分け隔てなく交流をしていただく事ができます。
社内独自システムにて、事件管理のデジタル化を行い業務の効率を図っています。また、情報共有や質問も社内チャットを利用し気軽に先輩や事
務員に相談できる環境を用意しているおり「業務のキャッチアップがしやすい」と弁護士からも好評です。
 

■平松剛法律事務所では長時間労働を善しとしておらず、趣味や自己研鑽、プライベートの時間も大切にしていただきたいという方針です。
弁護士、事務員のワークライフバランスを重視しており、弁護士の週平均労働時間は43.2時間。
また事務所内で意見を募集しながら福利厚生制度の導入もしております。

ご希望に応じて個別にご対応いたします。
採用担当へメールにてお問合せください。
メールアドレス：recruit@hiramatsu-go-

law.com

①応募方法

■PDFデータの場合

　

⇒

下記宛先にメールにてご送信ください。

　　recruit@hiramatsu-go-law.com

■原本郵送の場合

　

⇒

下記宛先にご郵送ください。

　　〒104-0061　東京都中央区銀座6-2-1　Daiwa銀座ビル7階
　　弁護士法人　平松剛法律事務所 　採用担当　宛

②必要書類

・履歴書（顔写真付き）
・職務経歴書（勤務歴がある方のみ）
・司法試験成績表

③応募の期限
　特になし



第７６期司法修習生　採用情報提供申込事務所一覧

２０２２年１１月１５日現在

１．所属
部会

２．事務所名 ３．採用担当者名
４．所属弁護士
人数（人）

５．採用予定人
数（人）

６．主な取扱事件
７．採用条件①給
与・報酬（年額・万
円）

７．採用条件②－１個人事件受任可否

７．採用条件②－２
（②－１で個人事件
受任可と答えた方）
個人事件受任可の場
合の経費分担の有無
（有の場合は負担割
合も）

７．採用条件③弁護
士会費別途支給

７．採用条件④事務
所スペースの提供の
み（いわゆる軒弁形
態）

７．採用条件⑤－１
採用（雇用）契約期
間の取決

７．採用条件⑤－２
（⑤－１で取決有と
答えた方）【期間：
年】

７．採用条件⑥その他 ８．事務所ＰＲ ９．事務所訪問/事務所説明会の情報（告知）について １０．問い合わせ先（方法）

１１．応募について（事務所訪問/説明会の際に明示する場合はその旨をお書き
ください。）
①応募方法
②必要書類
③応募の期限

19 福岡
弁護士法人山本・坪井綜合法律事
務所

牟田　功一 2 1～2 一般民事, 刑事 400 受任可 3割 無 不可 無 若手によって構成された風通しの良い法律事務所です。
事務所訪問は随時受け付けておりますので、メールにてお問
い合わせください。

info@y-t-fukuoka.lawyer 履歴書を福岡オフィスまでお送りください。

20 福岡
弁護士法人あいち刑事事件総合法
律事務所福岡支部

細川　真貴 22 全体で3人
刑事,少年,犯罪被害者,

入管
600 受任可 有 無 可 無

弁護士登録料,弁護士賠償責任保険料,事件処理費用,

書籍購入費,判例検索システム,データベース等の経
費は全額事務所負担

日本では珍しい刑事・少年事件専門の全国的刑事総合法律事務所です。全国１２都市に事務所を構え,経験豊富な弁護士に加え,元裁判官・元検察官・元官僚等の
エキスパートが集まる専門性の高い職場となっています。
刑事・少年事件のリーディングファームとして,プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え,全国に高レベルの弁護サービス普及を目指してい
ます。
入所後は,否認・裁判員裁判・特捜事件などのマスコミ報道されるような重大事件から市民生活に密接した事件まで数多くの刑事・少年事件を幅広く経験できます。２
０２２年からは犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいます。

随時受付（問合せ先から事前申込）

［メール］noritakesaiyou@keiji-bengosi.com

［電話］03-5989-0393

［エントリーフォーム］
recruit.keiji-bengosi.com/inquiry

①応募方法　メール,電話又はエントリーフォーム

②必要書類　履歴書（書式自由）,司法試験の成績表

③応募の期限　特になし。但し,採用者決定次第打ち切り

21 北九州 古野法律事務所 古野　浩一郎 2 1～2人
一般民事,企業法務,倒
産（個人）,倒産（法
人）,労働,刑事

600 受任可 3割 無 不可 無 保険会社からの紹介による交通事故案件を多く取り扱っていますが、その他、民事一般・倒産事件等幅広く取り扱っています。
随時受付しております。
電話又はメールにてお問い合わせ下さい。

電話　093-383-7711
メール　furunooffice@yahoo.co.jp

①応募方法　メール又は郵送にて②（必要書類）をお送りください。

②必要書類　履歴書（書式自由）,成績表（司法試験）

③応募の期限　未定


