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経営状況インタビューで
成功している弁護士の事務所経営ノウハウを知る！ 

多様化する経営手法のリアルが
分かり、自身の事務所経営に生
かせる一冊！

様々な視点のインタビュー項目
を掲載。事務所経営に関するマ
ネジメント・マーケティング両面
の悩みが解消できる！

経営に成功している50期代、60
期代弁護士の法律事務所のイン
タビュー21本と、その結果分析
を掲載！
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経営状況インタビュー結果　法律事務所①

開業に至る経緯1

⑴ 開業までの大まかな経歴
最初は民事・刑事・家事・商事なんでもやる中規模事務所で勤務弁護士として１年４か月程度
働いた。その後すぐに独立した。見通しはなかったが、その当時はクレサラ事件が多くあったの
で、事務所の維持くらいはできるのではないかと思った。

⑵ 開業・独立しようと決意した経緯、きっかけ
自分の名前を前面に出して、弁護士としてやっていきたいと思った。

⑶ 勤務弁護士時代に開業に向けて準備したこと
・ 物件を探したりして３か月くらいは準備した。
・ 尋問の経験がなかったので、国選を月５件やって法廷慣れした。

⑴ 弁護士数（パートナー、アソシエイト、男女、期）
９名（パートナー６名、アソシエイト３名。男性７名、女性２名。期：54、60、61、63・２名、
64、65、66、70）
⑵ 事務職員数
８名

⑶ 事務長がいるかどうか
なし。

⑷ 隣接士業との連携
今はなし。

⑸ 事務所スペースの広さ
40坪+40坪＝80坪程度

⑹ 売上げ、勤務弁護士への報酬給与など
パートナーで２億強くらい。
パートナーになったばかりの弁護士には一部払っている。

基本情報 （2018年４月現在）

インタビュー日時：2018年４月10日 質問と回答
法律事務所①　　 開業資金2

⑴ 資金調達の方法
東京都弁護士協同組合経由で銀行から1000万円くらいを借りた。

事務所の立地3

⑴ 事務所の場所を選んだ理由
・ 訴訟が多くなるという予想で裁判所に近い方がよいと考えていたが、適当な物件が麹町にあっ
た。弁護士１名、事務員１名でスタート。その後、同期と３名でやろうという話になり虎ノ門
に移転した。同期とは専門分野が異なることもあり、最終的にその事務所は解散した。

・ 麹町で１～２年。虎ノ門も１～２年。
・ 当時借りていた場所から家賃の値上げの話があり移転を考えていたところ、ある公共の建物を
みて、かっこいいなぁと思った。家賃もまあまあ安く、公共施設でもあって問題はないだろう
と思った。２部屋を借りることができた。

事務所の設備4

⑴ 開業当初の段階での設備はどのようなものか。
コピー２台、電話、プリンター、コーヒーメーカー等

⑵ コストダウンのための工夫はあるか。
録音機能つき電話機等を考えたりもしたが、そんなに使うわけでもないので、中古品を買った。

パートナー5

⑴ パートナーはどのような属性か。
新人として入所して５年程度でパートナーとなる。中途については３～４年。

⑵ 経費共同型か、収入共同型か。いずれの場合もその割合
・ どちらでもない。
・ 純粋なパートナーではなく、大きな費用は全て所長弁護士が負担しており、パートナーからは
収入の一定割合を入れてもらっている。事務所の経営自体は所長弁護士が行っている。事務所
全体で決める必要があるときはパートナーの話を優先している。
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事務所を経営する弁護士のノウハウと本音がわかる！

～4事務所が語る新時代の事務所経営のあり方～

経営状況インタビュー結果

　・ 伊倉総合法律事務所／伊倉吉宣弁護士 
　・ 髙橋修平法律事務所／髙橋修平弁護士
　・ 多摩の森綜合法律事務所／加畑貴義弁護士、髙野太一朗弁護士
　・ 弁護士法人アイシア法律事務所／坂尾陽弁護士
　・ 弁護士法人GVA法律事務所／山本俊弁護士
　・ 弁護士法人匠総合法律事務所／秋野卓生弁護士
　・ 弁護士法人戸田総合法律事務所／中澤佑一弁護士
　・ 弁護士法人フラクタル法律事務所／田村勇人弁護士
　・ 弁護士法人ほくと総合法律事務所／中原健夫弁護士
　・ 法律事務所アルシエン／
　　清水陽平弁護士、武内優宏弁護士、木村俊将弁護士、竹花元弁護士
　・ レイ法律事務所／佐藤大和弁護士
　・ 早稲田リーガルコモンズ法律事務所／
　　河﨑健一郎弁護士、渥美優子弁護士
　・ 匿名法律事務所2件
　・ 匿名弁護士法人7件
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経営系座談会

参加者：中原健夫弁護士、大澤一郎弁護士、大西洋一弁護士、山本俊弁護士

～4事務所が語る新時代の専門系事務所の経営～

「経営状況インタビュー結果」から分析する、法律事務所の経営のあり方

専門系座談会

参加者：秋野卓生弁護士、荒井哲朗弁護士、清水陽平弁護士、
　　　  佐藤大和弁護士

多様化する経営手法の
リアルがわかる！

規模や経営手法の異なる
法律事務所の経営状況を
インタビュー形式で紹介
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ご氏名

■宛先

第一法規株式会社

書店印

取 扱 い
この申込書は、ハガキに貼るか、
このままFAXで下記宛お送りく
ださい。

＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービスといたします。
また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料450円（税込）にてお届けいたします。
＊消費税は申込日時の適用税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
　＊現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。
　（いずれかを で選択ください。）　　□代金引換により支払います。　　□現品到着後請求書により支払います。

＊代金引換手数料について
　一回あたりのご購入金額
　（商品の税込価格+送料）の合計が

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送業者
に現金でお支払いください。その際、クレジットカードはご利用い
ただけません。

1万円以下の場合、300円+税
3万円以下の場合、400円+税
10万円以下の場合、600円+税

　　　　年　　　　月　　　　日
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お客様よりお預かりした個人情報は、納品や請求書等の発送・アフターサービス、弊社製品・サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。また、お客様の個人情報は、弊社
ホームページに掲載のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。なお、個人情報についての照会、修正・削除・利用停止を希望される場合、その他お問い合わせにつきましては、お問
合せフォーム（https://www.daiichihoki.co.jp/support/contact/contact.php）かフリーダイヤルにてご連絡ください。
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