










都道府県 事業者名等 取り扱う紛争の範囲 
（●印のある事業者は全国対応可能。詳しくは各事業者に御確認ください。） 電話番号

東京都 
（続き）

一般社団法人 日本不動産仲裁機構 不動産の取引，管理，施工，相続その他の承継に関する紛争（●） 03-3524-8013
公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会 不動産の価格に関する紛争（●） 03-3434-2304
東京都行政書士会 外国人の職場環境等，自転車事故，愛護動物，敷金返還等に関する紛争 03-5489-7441
一般社団法人 日本マンション管理士会連合会 マンションの管理に関する紛争（●） 03-5801-0843
一般財団法人 日本自転車普及協会 自転車事故に関する紛争 03-4334-7959
公益社団法人 家庭問題情報センター 夫婦関係等に関する紛争 03-3971-3741
小泉 道子（家族のためのＡＤＲセンター） 相続に関する紛争，夫婦関係等に関する紛争，親族に関する紛争（●） 03-6883-6177
公益財団法人 日本スポーツ仲裁機構 スポーツに関する紛争（●） 03-6812-9257
電力広域的運営推進機関 電力系統の利用に関する紛争 03-6632-0909

神奈川県

神奈川県弁護士会 民事に関する紛争（全般） 045-211-7716
神奈川県司法書士会 民事に関する紛争（紛争の目的の価額が 140 万以下） 045-641-1553
神奈川県社会保険労務士会 労働関係紛争 045-651-9380
神奈川県土地家屋調査士会 土地の境界に関する紛争 045-290-4505
神奈川県行政書士会 外国人の職場環境等，自転車事故，愛護動物，敷金返還等に関する紛争 045-577-6322

新潟県

新潟県司法書士会 民事に関する紛争（紛争の目的の価額が 140 万以下），相続に関する紛争 025-244-5121
新潟県社会保険労務士会 労働関係紛争 025-250-7759
新潟県土地家屋調査士会 土地の境界に関する紛争 025-378-5444
新潟県行政書士会 外国人の職場環境等，自転車事故，愛護動物，敷金返還等に関する紛争 025-248-1038

富山県 富山県社会保険労務士会 労働関係紛争 076-441-0432

石川県
石川県社会保険労務士会 労働関係紛争 076-291-5411
石川県土地家屋調査士会 土地の境界に関する紛争 076-291-1125

福井県 福井県社会保険労務士会 労働関係紛争 0776-21-8157

山梨県
山梨県司法書士会 民事に関する紛争（紛争の目的の価額が 140 万以下） 055-253-6900
山梨県社会保険労務士会 労働関係紛争 055-244-6064

長野県

長野県司法書士会 民事に関する紛争（紛争の目的の価額が 140 万以下） 026-232-7492
長野県社会保険労務士会 労働関係紛争 026-267-6200
長野県土地家屋調査士会 土地の境界に関する紛争 026-232-5501
長野県行政書士会 外国人の職場環境等，自転車事故，愛護動物，敷金返還等に関する紛争 026-224-1300

岐阜県
岐阜県司法書士会 民事に関する紛争（紛争の目的の価額が 140 万以下） 058-246-1568
岐阜県社会保険労務士会 労働関係紛争 058-272-2470
岐阜県土地家屋調査士会 土地の境界に関する紛争 058-245-0236

静岡県

静岡県司法書士会 民事に関する紛争（紛争の目的の価額が 140 万以下） 054-282-8741
静岡県社会保険労務士会 労働関係紛争 054-249-1101
静岡県土地家屋調査士会 土地の境界に関する紛争 054-282-0910
静岡県行政書士会 外国人の身分関係，職場環境，学校，日常生活に関する紛争 050-3784-8210

愛知県

愛知県弁護士会（紛争解決センター） 民事に関する紛争（全般） 052-203-1777
愛知県弁護士会西三河支部（紛争解決センター） 民事に関する紛争（全般） 0564-54-9449
愛知県司法書士会 民事に関する紛争（紛争の目的の価額が 140 万以下），不動産賃貸借，相続に関する紛争 052-683-6683
日本知的財産仲裁センター（名古屋支部） 知的財産に関する紛争 052-203-1651
愛知県社会保険労務士会 労働関係紛争 052-884-2221
一般社団法人 日本産業カウンセラー協会（中部支部 ADR センター）労働関係紛争，夫婦関係等に関する紛争 052-618-7830
愛知県土地家屋調査士会 土地の境界に関する紛争 052-586-1200
愛知県行政書士会 外国人の職場環境等，自転車事故，愛護動物，敷金返還等に関する紛争 052-908-3021
公益社団法人 家庭問題情報センター（名古屋ファミリー相談室）夫婦関係等に関する紛争 052-753-4340

三重県 三重県社会保険労務士会 労働関係紛争 059-228-4994

滋賀県
滋賀県司法書士会 民事に関する紛争（紛争の目的の価額が 140 万以下） 077-525-1093
滋賀県社会保険労務士会 労働関係紛争 077-526-3760
滋賀県土地家屋調査士会 土地の境界に関する紛争 077-525-0923

京都府

京都弁護士会 民事に関する紛争（全般） 075-231-2378
京都司法書士会 民事に関する紛争全般（ただし，登記手続関連の家事事件以外の家事事件を除く） 075-251-8741
京都府社会保険労務士会 労働関係紛争 075-417-1922
京都土地家屋調査士会 土地の境界に関する紛争 075-221-5258
京都府行政書士会 外国人を当事者とした夫婦と親子に関する紛争 075-692-3555

大阪府 
（続く）

公益社団法人 民間総合調停センター 民事に関する紛争（全般） 06-6364-7644
一般社団法人 日本商事仲裁協会（大阪事務所） 商事に関する紛争（●） 06-6944-6164
日本知的財産仲裁センター（関西支部） 知的財産に関する紛争 06-6364-0861
公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 特定商取引に関する紛争 06-4790-8110
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（大阪事務所）金融商品に関する紛争 0120-64-5005
大阪府社会保険労務士会 労働関係紛争 06-4800-8188
一般社団法人 日本産業カウンセラー協会（関西支部 ADR センター）労働関係紛争，夫婦関係等に関する紛争 06-6271-9495

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

都道府県 事業者名等 取り扱う紛争の範囲 
（●印のある事業者は全国対応可能。詳しくは各事業者に御確認ください。） 電話番号

大阪府 
（続き）

大阪土地家屋調査士会 土地の境界に関する紛争 06-6942-8750
大阪府行政書士会 外国人の職場環境等，自転車事故，愛護動物，敷金返還等に関する紛争 06-6943-7511
公益社団法人 家庭問題情報センター（大阪ファミリー相談室） 夫婦関係等に関する紛争 06-6493-6783

兵庫県

兵庫県弁護士会 民事に関する紛争（全般） 078-341-8227
兵庫県司法書士会 民事に関する紛争（紛争の目的の価額が 140 万以下） 078-341-6554
兵庫県社会保険労務士会 労働関係紛争 078-360-4864
兵庫県土地家屋調査士会 土地の境界に関する紛争 078-341-8280
兵庫県行政書士会 外国人の職場環境等，自転車事故，愛護動物，敷金返還等に関する紛争 078-371-8823

奈良県
奈良県社会保険労務士会 労働関係紛争 0742-23-6070
奈良県行政書士会 外国人の職場環境等に関する紛争，自転車事故に関する紛争 0742-95-5400

和歌山県

和歌山弁護士会 民事に関する紛争（全般） 073-422-4580
和歌山県社会保険労務士会 労働関係紛争 073-425-6584
和歌山県土地家屋調査士会 土地の境界に関する紛争 073-428-0111
和歌山県行政書士会 外国人の職場環境等に関する紛争，自転車事故に関する紛争 073-432-9775

鳥取県
鳥取県司法書士会 民事に関する紛争（紛争の目的の価額が 140 万以下） 0857-24-7024
鳥取県社会保険労務士会 労働関係紛争 0857-26-0835

島根県 島根県社会保険労務士会 労働関係紛争 0852-26-0402

岡山県
岡山県社会保険労務士会 労働関係紛争 086-226-0164
岡山県行政書士会 自転車事故に関する紛争 086-222-9111

広島県
日本知的財産仲裁センター（中国支所） 知的財産に関する紛争 082-225-1600
広島県社会保険労務士会 労働関係紛争 082-212-4481
広島司法書士会 民事に関する紛争（紛争の目的の価額が 140 万以下） 082-221-5345

山口県

山口県司法書士会 民事に関する紛争（紛争の目的の価額が 140 万以下） 083-924-5220
山口県社会保険労務士会 労働関係紛争 083-923-1720
山口県土地家屋調査士会 土地の境界に関する紛争，土地の境界に関連する相隣関係の紛争 083-922-6118
山口県行政書士会 愛護動物に関する紛争，敷金返還等に関する紛争 083-976-5835

徳島県
徳島県社会保険労務士会 労働関係紛争 088-654-7777
徳島県土地家屋調査士会 土地の境界に関する紛争 088-626-3366

香川県

香川県司法書士会 民事に関する紛争（紛争の目的の価額が 140 万以下） 087-821-5701
日本知的財産仲裁センター（四国支所） 知的財産に関する紛争 087-822-3693
香川県社会保険労務士会 労働関係紛争 087-862-1040
香川県土地家屋調査士会 土地の境界に関する紛争 087-821-1890
香川県行政書士会 外国人の職場環境等，自転車事故，愛護動物，敷金返還等に関する紛争 087-867-3722

愛媛県
愛媛県社会保険労務士会 労働関係紛争 089-907-4864
愛媛県土地家屋調査士会 土地の境界に関する紛争 089-943-6785

高知県
高知県社会保険労務士会 労働関係紛争 088-833-1151
高知県土地家屋調査士会 土地の境界に関する紛争 088-875-8477

福岡県

福岡県司法書士会 民事に関する紛争（全般） 092-741-0530
福岡県弁護士会（天神弁護士センター） 民事に関する紛争（全般） 092-741-3208
福岡県弁護士会（北九州弁護士会館） 民事に関する紛争（全般） 093-561-0360
福岡県弁護士会（筑後弁護士会館） 民事に関する紛争（全般） 0942-30-0144
日本知的財産仲裁センター（九州支所） 知的財産に関する紛争 092-741-3208
福岡県社会保険労務士会 労働関係紛争 092-414-4864
福岡県行政書士会 外国人の職場環境等，自転車事故，愛護動物に関する紛争 092-641-2501
特定非営利活動法人 福岡マンション管理組合連合会 マンションの管理に関する紛争 092-752-1555
水田 耕二（離婚と相続のＡＤＲセンター） 相続に関する紛争，夫婦関係等に関する紛争 092-921-9480

佐賀県
佐賀県司法書士会 民事に関する紛争（紛争の目的の価額が 140 万以下） 0952-29-0626
佐賀県社会保険労務士会 労働関係紛争 0952-26-3946

長崎県 長崎県社会保険労務士会 労働関係紛争 095-821-4454

熊本県
熊本県司法書士会 民事に関する紛争（紛争の目的の価額が 140 万以下） 096-364-2889
熊本県社会保険労務士会 労働関係紛争 096-324-1124

大分県 大分県司法書士会 民事に関する紛争（全般） 097-532-7579

宮崎県
宮崎県司法書士会 民事に関する紛争（紛争の目的の価額が 140 万以下） 0985-28-8538
宮崎県社会保険労務士会 労働関係紛争 0985-20-8160
宮崎県土地家屋調査士会 土地の境界に関する紛争 0985-78-0783

鹿児島県
鹿児島県司法書士会 民事に関する紛争（紛争の目的の価額が 140 万以下） 099-256-0335
鹿児島県社会保険労務士会 労働関係紛争 099-257-4827
鹿児島県土地家屋調査士会 土地の境界に関する紛争 099-214-2958

沖縄県 沖縄県社会保険労務士会 労働関係紛争 098-863-3180






