
No. 所在地 受入機関名

1 北海道 タ 田中・渡辺法律事務所

2 北海道 ハ 富良野・凛と　法律事務所

3 北海道 マ 村松法律事務所

4 岩　手 マ 宮古ひまわり基金法律事務所

5 埼　玉 カ 菊地総合法律事務所

6 千　葉 カ 県民合同法律事務所

7 千　葉 サ 法律事務所　シリウス

8 東　京 ア あさひ法律事務所

9 東　京 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業

10 東　京 アトム法律事務所弁護士法人

11 東　京 アンダーソン・毛利・友常法律事務所

12 東　京 法律事務所　イオタ

13 東　京 いずみ橋法律事務所

14 東　京 井上法律事務所

15 東　京 弁護士法人榎本・寺原法律事務所

16 東　京 弁護士法人大江橋法律事務所

17 東　京 大島総合法律事務所

18 東　京 法律事務所オーセンス

19 東　京 奧野総合法律事務所

20 東　京 外国法共同事業 オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所

21 東　京 カ 柏木総合法律事務所

22 東　京 かすが法律事務所

23 東　京 弁護士法人 北千住パブリック法律事務所

24 東　京 きのした法律事務所

25 東　京 栗林総合法律事務所

26 東　京 クリフォードチャンス法律事務所 外国法共同事業

27 東　京 小島国際法律事務所

28 東　京 骨董通り法律事務所

29 東　京 サ 幸橋（さいわいばし）法律事務所

30 東　京 さかきばら法律事務所

31 東　京 三多摩法律事務所

32 東　京 シティユーワ法律事務所

33 東　京 旬報法律事務所

34 東　京 外国法共同事業 ジョーンズ・デイ法律事務所

35 東　京 新堂・松村法律事務所

36 東　京 タ 弁護士法人　匠総合法律事務所

37 東　京 田中綜合法律事務所

38 東　京 TMI総合法律事務所

39 東　京
東京青山・青木・狛法律事務所
ベーカー&マッケンジー外国法事務弁護士事務所(外国法共同事業)

40 東　京 東京法律事務所

41 東　京 東京合同法律事務所

42 東　京 東京駿河台法律事務所

43 東　京 東京東部法律事務所

44 東　京 東京八丁堀法律事務所

45 東　京 東京グリーン法律事務所

46 東　京 弁護士法人 東京パブリック法律事務所
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47 東　京 ナ 名川・岡村法律事務所

48 東　京 二重橋法律事務所

49 東　京 弁護士法人 東桜（ひがしさくら）法律事務所

50 東　京 日比谷シティ法律事務所

51 東　京
ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所
坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)

52 東　京 マ みのり総合法律事務所

53 東　京 ミモザの森法律事務所

54 東　京 森・濱田松本法律事務所

55 東　京 ヤ 山田有宏法律事務所

56 東　京 吉峯総合法律事務所

57 東　京 ラ 外国法共同事業法律事務所 リンクレーターズ

58 神奈川 カ 川崎合同法律事務所

59 神奈川 川島法律事務所

60 神奈川 ヤ 横浜法律事務所

61 静　岡 サ 静岡合同法律事務所

62 静　岡 タ 弁護士法人 立石法律事務所

63 静　岡 マ みどり合同法律事務所

64 大　阪 カ 弁護士法人 川原総合法律事務所

65 大　阪 グローバル法律事務所

66 大　阪 サ 船場中央法律事務所

67 大　阪 タ 弁護士法人 中央総合法律事務所

68 奈　良 ナ 奈良総合法律事務所

69 徳　島 ア あわ共同法律事務所

70 長　崎 タ 対馬ひまわり基金法律事務所

71 熊　本 タ 弁護士法人 田中ひろし法律事務所

72 沖　縄 タ 当山法律事務所

73 沖　縄 ヤ ゆあ法律事務所

74 韓　国 ワ 法務法人 （有）和友

75 石　川 カ 喜成清重司法書士事務所

76 東　京 カ KDDI株式会社

77 東　京 サ 新日本製鐵株式会社

78 東　京 住友化学株式会社

79 東　京 双日株式会社

80 東　京 株式会社 東芝

81 東　京 日本GE株式会社

82 東　京 マ 三井物産株式会社

83 東　京 三菱商事株式会社

84 東　京 ラ 株式会社 りそな銀行

85 東　京 カ 経済産業省　経済産業政策局知的財産政策室

86 東　京 経済産業省 通商政策局

87 東　京 タ 東京法務局 

88 東　京 ハ 法務省 民事局

89 カンボジア カ 独立行政法人 国際協力機構(JICA)　・　カンボジア事務所

■官公庁・独立行政法人

■司法書士事務所

■企業



90 埼　玉 ア 医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院

91 東　京 カ 社団法人 家庭問題情報センター

92 東　京 サ 社団法人 自由人権協会(JCLU)

93 東　京 損害保険料率算出機構

94 東　京 ナ 社団法人 日本経済団体連合会

95 東　京 日本弁護士連合会

96 東　京 NPO法人　日本メディエーションセンター

97 東　京 日本労働組合総連合会 東京都連合会(連合東京)

98 東　京 ハ ヒューマンライツナウ

99 千　葉 カ 神定法律事務所

100 東　京 ア おかもと総合法律事務所

101 東　京 サ 新東京総合法律事務所

102 東　京 タ 高野隆法律事務所

103 東　京 東京フレックス法律事務所

104 東　京 都民総合法律事務所

105 東　京 ハ 法律事務所ヒロナカ

106 東　京 細田はづき法律事務所

107 東　京 ラ リソルテ総合法律事務所

108 東　京 ロデム総合法律事務所

109 東　京 ア 青山綜合法律事務所

110 東　京 カ 兼子・岩松法律事務所

111 東　京 紀尾井坂テーミス法律特許事務所

112 東　京 サ シティユーワ法律事務所、特許庁審判部

113 東　京 染井・前田・中川法律事務所

114 東　京 タ 特許庁審判部

115 東　京 ナ 中村合同特許法律事務所

116 東　京 ハ ビンガム･マカッチェン･ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井･三村･相澤法律事務所

117 東　京 マ 水谷法律特許事務所

118 東　京 森・濱田松本法律事務所

119 東　京 ヤ ユアサハラ法律特許事務所

以上、119の受入先に対し、140名の学生を派遣。

以上

■自己開拓

■知的財産権法

■団体・その他


