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事務所概要

I2練⾺⻫藤法律事務所リーガルグラフ
ィック東京は、コンテンツを利⽤した
ビジネスに関連する法務を中⼼に個⼈
事業主法⼈などの事業者の⽅の商事・
企業法務を取扱っています。

ご案内

I2練⾺⻫藤法律事務所リーガルグラフィック東京

https://i2law.con10ts.com/
https://i2law.con10ts.com/%ef%bd%88%ef%bd%8f%ef%bd%8d%ef%bd%85/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0/
https://i2law.con10ts.com/category/info/%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/
https://i2law.con10ts.com/category/info/topics/
http://twitter.com/share?text=%E7%B7%B4%E9%A6%AC%E9%A7%85%E5%BE%92%E6%AD%A91%E5%88%86%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%81%A7%E3%81%99&url=https%3A%2F%2Fi2law.con10ts.com%2F2018%2F09%2F19%2F%25e7%25b7%25b4%25e9%25a6%25ac%25e9%25a7%2585%25e5%25be%2592%25e6%25ad%25a91%25e5%2588%2586%25e3%2581%25ae%25e6%25b3%2595%25e5%25be%258b%25e4%25ba%258b%25e5%258b%2599%25e6%2589%2580%25e3%2581%25a7%25e3%2581%2599%2F&via=&tw_p=tweetbutton&related=
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://i2law.con10ts.com/2018/09/19/%e7%b7%b4%e9%a6%ac%e9%a7%85%e5%be%92%e6%ad%a91%e5%88%86%e3%81%ae%e6%b3%95%e5%be%8b%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%a7%e3%81%99/&t=%E7%B7%B4%E9%A6%AC%E9%A7%85%E5%BE%92%E6%AD%A91%E5%88%86%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%81%A7%E3%81%99
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fi2law.con10ts.com%2F2018%2F09%2F19%2F%25e7%25b7%25b4%25e9%25a6%25ac%25e9%25a7%2585%25e5%25be%2592%25e6%25ad%25a91%25e5%2588%2586%25e3%2581%25ae%25e6%25b3%2595%25e5%25be%258b%25e4%25ba%258b%25e5%258b%2599%25e6%2589%2580%25e3%2581%25a7%25e3%2581%2599%2F
http://b.hatena.ne.jp/add?mode=confirm&url=https%3A%2F%2Fi2law.con10ts.com%2F2018%2F09%2F19%2F%25e7%25b7%25b4%25e9%25a6%25ac%25e9%25a7%2585%25e5%25be%2592%25e6%25ad%25a91%25e5%2588%2586%25e3%2581%25ae%25e6%25b3%2595%25e5%25be%258b%25e4%25ba%258b%25e5%258b%2599%25e6%2589%2580%25e3%2581%25a7%25e3%2581%2599%2F
http://getpocket.com/edit?url=https%3A%2F%2Fi2law.con10ts.com%2F2018%2F09%2F19%2F%25e7%25b7%25b4%25e9%25a6%25ac%25e9%25a7%2585%25e5%25be%2592%25e6%25ad%25a91%25e5%2588%2586%25e3%2581%25ae%25e6%25b3%2595%25e5%25be%258b%25e4%25ba%258b%25e5%258b%2599%25e6%2589%2580%25e3%2581%25a7%25e3%2581%2599%2F&title=%E7%B7%B4%E9%A6%AC%E9%A7%85%E5%BE%92%E6%AD%A91%E5%88%86%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%81%A7%E3%81%99
https://i2law.con10ts.com/feed/
http://feedly.com/index.html#subscription%2Ffeed%2Fhttps://i2law.con10ts.com/feed/
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fi2law.con10ts.com%2F2018%2F09%2F19%2F%25e7%25b7%25b4%25e9%25a6%25ac%25e9%25a7%2585%25e5%25be%2592%25e6%25ad%25a91%25e5%2588%2586%25e3%2581%25ae%25e6%25b3%2595%25e5%25be%258b%25e4%25ba%258b%25e5%258b%2599%25e6%2589%2580%25e3%2581%25a7%25e3%2581%2599%2F&media=https://i2law.con10ts.com/wp-content/uploads/2019/10/topslide6-1.jpg&description=%E7%B7%B4%E9%A6%AC%E9%A7%85%E5%BE%92%E6%AD%A91%E5%88%86%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%81%A7%E3%81%99
https://i2law.con10ts.com/ic%e6%b3%95%e5%8b%99/
https://i2law.con10ts.com/ic%e6%b3%95%e5%8b%99/
https://i2law.con10ts.com/category/info/%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/
https://i2law.con10ts.com/


2020/5/9 練⾺駅徒歩1分の法律事務所です – I2練⾺⻫藤法律事務所リーガルグラフィック東京

https://i2law.con10ts.com/2018/09/19/練⾺駅徒歩1分の法律事務所です/ 2/10

緑の⾵が吹く街練⾺の法律事務
所として

I2練⾺⻫藤法律事務所リーガルグラフィック

東京は、⻄武線・都営⼤江⼾線練⾺駅南⼝徒

歩1分の法律事務所です。

⻄武線練⾺駅南⼝あるいは都営⼤江⼾線A1出

⼝から千川通りに出ていただき、千川通り沿

いの書店（精美堂）が⼊ったビルの5階に所

在します。駅前からのアクセスは良好なが

ら、隠れ家的な法律事務所で落ち着いて法律

相談を実施することができます。

このように、弊所は練⾺駅前であることから

練⾺区や⻄武線沿線、近隣の中野区、杉並

区、板橋区、和光市、朝霞市、新座市などか

らアクセスが良く、地域住⺠・近隣市⺠から

のご相談・ご依頼を頂いています。

ご相談ご依頼は交通事故をはじめとする損害

賠償案件が多く交通事故は無料相談を⾏なっ

ています。その他有料で、⼀般⺠事家事刑事

⾏政と幅広く取り扱いがございますのでお気

軽にお問い合わせください。

平⽇⽇中は勤務されている⽅のために、予め

ご予約を頂いた場合に限り、⼟⽇や夜間の法

律相談も実施しています。⼟⽇や夜間の法律

相談を希望される際は、予めお問い合わせく

ださい。

現在⻄武池袋線練⾺駅の近隣地図に弊所の案

内を掲載しております。弊所のロゴマークを

練⾺及び隣接区市⺠の⽅

⽂化の発信地「練⾺」の法律事務所として

I2練⾺⻫藤法律事務所リーガルグラフ
ィック東京は、I2法務（知財・IT）特
にデジタル著作権分野で個⼈事業主や
法⼈など企業を対象に先端法領域を取
り扱い、コンテンツや著作権など知的
財産権、情報法をはじめとするコンテ
ンツ法分野に特徴と取扱実績がありま
す。

練⾺区及び、板橋区、杉並区、中野
区、豊島区、東久留⽶市、⻄東京市な
ど隣接区市の区市⺠の⽅はこちらをご
参照ください。

練⾺区は⽂化発信の街としても知られ
ます。I2練⾺⻫藤法律事務所リーガル
グラフィック東京はそんな「練⾺区」
の法律事務所としてオリジナルデジタ
ルコンテンツ登場キャラクターを応援
キャラクターに採⽤する等、弊所の特
徴を活かし、地域に根差した広報活動
も⾏っています。

著作権・コンテンツローなどを中⼼と
した知財IT法分野で弁護⼠をお探しの
⽅はわたしがご案内します。
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タップしていただけますと駅から弊所までの

道順を⽰した動画も表⽰されますので、弊所

へご来所いただく際にはご参照ください。

平成30年東京⼤雪の様⼦＠練⾺

平成30年１⽉２２⽇は東京に4年ぶりの⼤雪
警報が出される数年ぶりの⼤雪となりました
が、予報は数⽇前から出されていました。⼤
雪になる気象条件が重なるであろうことは予
測されていたようです。 #関東甲信 22⽇
(⽉) #⼤雪のおそれ  #23区 でも #積雪 の #
可能性 （ウェザーマップ） – Ya...

練⾺の野⽣動物と法律

#ハクビシン #練⾺ で #ハクビシンに遭遇 。
後で聞いたら、#練⾺駅前 でもたまにいるそ
うです。 #東京動物シリーズ
https://t.co/oJrJRBMWQs
pic.twitter.com/0bpNlzXvo8 — 弁護⼠齋藤理
央 (@b_saitorio) August 19, 2018 ht...

練⾺⾣の市

#東京 #練⾺ #⾣の市 でした。 #練⾺駅 の #
練⾺⼤⿃神社 には、たくさんの #参拝客 が訪
れ、 神社周辺には #出店 が⽴ち並びました。
齋藤理央さん(@rio3110_photo)がシェアした
投稿 – 2017 11⽉ 18 4:27午前 PST #東京 #練
⾺ #⾣の市 でした。 #...

練⾺のグルメ情報

練⾺に居を構えるI2練⾺⻫藤法律事務所リー
ガルグラフィック東京のおすすめ練⾺グルメ
をご紹介します。法律相談の前後のお⾷事の
参考情報にしていただければ幸いです。 パス
タ ピタンゴ View this post on Instagram #練
⾺ #練⾺駅南⼝ #パスタ処 #pitango ( #ピタン
ゴ ） の...

リーガルグラフィック

リーガル・グラフィック
⽬次1 弁護⼠がつくる法律情報のイン
フォグラフィック2 クリエイト活動の
法務へのフィードバックの⼀環として3
法律と視覚表現4 リーガルグラフィッ
クと相性の良い法律事務業務領域4.1 訴
訟業務4.2 講演・セミナー・勉強会講師
ど 制作 ガ グ

事務所はどこにありますか？

投稿: 2018年1⽉25⽇

投稿: 2018年8⽉20⽇

投稿: 2018年11⽉23⽇

投稿: 2019年4⽉30⽇

練⾺あいしー

ハクビくん

お問合せ・アクセス

練⾺区で交通事故・損害賠償・刑事弁
護・離婚相続・不動産・債権回収など
の業務で法律事務所をお探しの⽅はボ
クがご案内します！

事務所名にリーガルグラフィックを冠
するなど、法律情報の視覚的伝達を志
向する点が弊所の特徴です。
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練⾺区の主な条例規則

練⾺区の主な条例・規則はこちらにまとめら
れています。

I2キャラクターズ＠練
⾺

豊島園の閉園 としまえん閉
園は「半世紀以上前」からの運命だった？ 
ハリポタ計画への⻑い伏線
https://t.co/z8GJy9GLZ9 @jcast_newsより 個
⼈的にはとしまえん跡地が⼤きな公園になる
ならその⽅がいいな・・・ あくまで個⼈の
感想です。 そして、豊島園にかつて練⾺城が
あったというのも...

事務所住所

連絡するにはどうすればよいですか？(コンタク
ト)

投稿: 2020年1⽉21⽇

投稿: 2020年2⽉10⽇

   

   

ご案内, トピックス

東京都練⾺区練⾺に所在します。⻄武
池袋線、都営⼤江⼾線「練⾺駅」徒歩
１分の⽴地です。事務所の⽴地から、
練⾺区や隣接区市、⻄武池袋線沿線な
ど区市⺠、企業のご相談をお受けして
います。所在地はこちらです。

地図データ ©2020

拡⼤地図を表⽰

176-0001 東京都練⾺区練⾺１−２−
９精美堂書店ビル５０３ I2練⾺⻫藤
法律事務所リーガルグラフィック東京
電話０３−６９１５−８６８２

メールフォームからご連絡頂けます。
平⽇午前１０時から午後６時までは０
３−６９１５−８６８２に電話でもご
連絡いただけます。
コンタクト

アクセス

メールフォーム

☏03(6915)8682

〒176-0001 東京都練⾺区練⾺1-2-9精
美堂書店ビル503 Ｉ２練⾺⻫藤法律事
務所リーガルグラフィック東京 ０３
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弁護⼠について(広告責任者)
東京弁護⼠会所属弁護⼠齋藤理央です。IC法務
分野をはじめ、企業法務、交通事故や刑事弁護
など⼀般的な法律問題全般に広く対応経験があ
ります。

事務所からのお知らせ

弁護⼠齋藤理央

−６９１５−８６８２ （平⽇９：０
０〜１８：００）

東京弁護⼠会所属弁護⼠齋藤理央で
す。ご相談の際はお気軽にお問い合わ
せください。

２０２０年度ゴールデンウィー
ク中の営業について

弊所は、２０２０年ゴールデンウィー
クについて、暦通り、２０２０年５⽉
７⽇より営業を開始します。５⽉２⽇
より５⽉６⽇までの休業期間中は何か
とご不便をおかけしますが、ご容赦く
ださい。

⺠事家事刑事など⼀般的な法律
事務の提供について

I2練⾺⻫藤法律事務所リーガルグラフ
ィック東京は、練⾺駅徒歩１分という
⽴地から、練⾺区内にお住いの⽅や、
隣接区市である板橋区・豊島区・中野
区・杉並区・武蔵野市・⻄東京市・和

投稿: 2020年5⽉2⽇

投稿: 2019年5⽉28⽇

https://con10ts.com/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB/
https://i2law.con10ts.com/information/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%90%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%82%b4%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%87%e3%83%b3%e3%82%a6%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%82%af%e4%b8%ad%e3%81%ae%e5%96%b6%e6%a5%ad%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84/
https://i2law.con10ts.com/2019/05/28/%e4%b8%80%e8%88%ac%e6%b3%95%e5%be%8b%e4%ba%8b%e5%8b%99/
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光市・新座市・朝霞市等にお住いの近
隣区⺠、市⺠、個⼈事業主、中⼩企業
の⽅の依頼、相談を受けています。
練⾺区及び隣接区市での⼀般法務案
件...

広告コンテンツとコンテンツロ
ー

弊所は、クリエイト関連法務、すなわ
ち、クリエイト成果物の伝達の際、あ
るいは広告をはじめとする商業利⽤の
際に問題となる法律問題を重点業務の
基底に据えていることから、コンテン
ツ・フォー・クライアントの旗印のも
と、ウェブサイトに代表される広告媒
体を制作しています。 広告⾃体、コ
ンテンツの商業利⽤のひとつの重要局
⾯...

著作権を初めとする知的財産権
法務に重点を置いている法律事
務所です

弊所弁護⼠齋藤理央は，現代的な創作
環境に関する基本的な知識も有してい
ることから，著作権を初めとするクリ
エイト関連の紛争解決，紛争予防につ
いて，周辺知識及び法律知識を活かし
たアプローチができるものと考えてお
ります。 たとえば，当ウェブサイト
は，ｈｔｍｌ，ｃｓｓ，ｐｈｐ，ｍｙ
ｓｑｌでつくられています。とくに，
ｐ...

ウェブサイトをリニューアルし
ました

I2練⾺⻫藤法律事務所リーガルグラフ
ィック東京では、この度、事務所ウェ
ブサイトをリニューアルしました。
コンテンツは従来のサイトの内容を引
き継いでおり、コンテンツ内の画像な
どは⼀部リンク切れなどの状態になっ

投稿: 2018年8⽉8⽇

投稿: 2018年7⽉29⽇

投稿: 2018年7⽉30⽇

https://i2law.con10ts.com/2018/08/08/%e5%ba%83%e5%91%8a%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%84%e3%81%a8%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%84%e3%83%ad%e3%83%bc/
https://i2law.con10ts.com/2018/07/29/%e8%91%97%e4%bd%9c%e6%a8%a9%e3%82%92%e5%88%9d%e3%82%81%e3%81%a8%e3%81%99%e3%82%8b%e7%9f%a5%e7%9a%84%e8%b2%a1%e7%94%a3%e6%a8%a9%e6%b3%95%e5%8b%99%e3%81%ab%e9%87%8d%e7%82%b9%e3%82%92%e7%bd%ae%e3%81%84/
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カテゴリーを選択

NS2L/O

カテゴリー

I2キャラクターズパーク

IPモンスターズ：モンスターズとあいし
ーの出会い

コンテンツ&ロー

コンテンツ&ロー クリエイト&ロー

種苗法
2020.05.04 知的財産権法

ているものがあるため今後順次調整予
定です。 しばらくお⾒苦しい状態が
続くかと思いますがご容赦くださ
い。...
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https://i2law.con10ts.com/2020/01/29/%e5%8f%8c%e5%b0%be%e5%a4%aa%e5%a4%ab%e3%81%ae%e6%ad%a3%e4%bd%93/
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NoFI
I2練⾺⻫藤法律事務所リーガルグラフィック東
京が提供するエンターテイメントコンテンツで
す。随時更新中

YOUTUBEの動画制作
と知的財産権
2020.05.02

ウェブデジタル法

Twitter/ツイッターに
対する発信者情報開⽰
2020.04.22

ウェブデジタル法

（インターネット上
の）名誉毀損における
賠償費⽬
2020.04.20

ウェブデジタル法

インターネット上の名
誉毀損と対抗⾔論の法
理
2020.04.20

ウェブデジタル法

LINKS
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