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国の機関 (司法機関) 令和２年８月21日現在

法人番号 名称 所在地 備考

3000013000001 最高裁判所 東京都千代田区隼町４－２

2000013010001 東京高等裁判所 東京都千代田区霞が関１丁目１－４

1000013010002 大阪高等裁判所 大阪府大阪市北区西天満２丁目１－１０

9000013010003 名古屋高等裁判所 愛知県名古屋市中区三の丸１丁目４－１

8000013010004 広島高等裁判所 広島県広島市中区上八丁堀２－４３

7000013010005 福岡高等裁判所 福岡県福岡市中央区六本松４丁目２番４号

6000013010006 仙台高等裁判所 宮城県仙台市青葉区片平１丁目６－１

5000013010007 札幌高等裁判所 北海道札幌市中央区大通西１１丁目

4000013010008 高松高等裁判所 香川県高松市丸の内１－３６

1000013020001 知的財産高等裁判所 東京都千代田区霞が関１丁目１－４

9000013030001 東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関１丁目１－４

8000013030002 横浜地方裁判所 神奈川県横浜市中区日本大通９

7000013030003 さいたま地方裁判所 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目１６－４５

6000013030004 千葉地方裁判所 千葉県千葉市中央区中央４丁目１１－２７

5000013030005 水戸地方裁判所 茨城県水戸市大町１丁目１－３８

4000013030006 宇都宮地方裁判所 栃木県宇都宮市小幡１丁目１－３８

3000013030007 前橋地方裁判所 群馬県前橋市大手町３丁目１－３４

2000013030008 静岡地方裁判所 静岡県静岡市葵区追手町１０－８０
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1000013030009 甲府地方裁判所 山梨県甲府市中央１丁目１０－７

8000013030010 長野地方裁判所 長野県長野市旭町１１０８

7000013030011 新潟地方裁判所 新潟県新潟市中央区学校町通１番町１

6000013030012 大阪地方裁判所 大阪府大阪市北区西天満２丁目１－１０

5000013030013 京都地方裁判所 京都府京都市中京区菊屋町

4000013030014 神戸地方裁判所 兵庫県神戸市中央区橘通２丁目２－１

3000013030015 奈良地方裁判所 奈良県奈良市登大路町３５

2000013030016 大津地方裁判所 滋賀県大津市京町３丁目１－２

1000013030017 和歌山地方裁判所 和歌山県和歌山市二番丁１

9000013030018 名古屋地方裁判所 愛知県名古屋市中区三の丸１丁目４－１

8000013030019 津地方裁判所 三重県津市中央３－１

6000013030020 岐阜地方裁判所 岐阜県岐阜市美江寺町２丁目４－１

5000013030021 福井地方裁判所 福井県福井市春山１丁目１－１

4000013030022 金沢地方裁判所 石川県金沢市丸の内７－１

3000013030023 富山地方裁判所 富山県富山市西田地方町２丁目９－１

2000013030024 広島地方裁判所 広島県広島市中区上八丁堀２－４３

1000013030025 山口地方裁判所 山口県山口市駅通り１丁目６－１

9000013030026 岡山地方裁判所 岡山県岡山市北区南方１丁目８－４２
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8000013030027 鳥取地方裁判所 鳥取県鳥取市東町２丁目２２３

7000013030028 松江地方裁判所 島根県松江市母衣町６８

6000013030029 福岡地方裁判所 福岡県福岡市中央区六本松４丁目２番４号

4000013030030 佐賀地方裁判所 佐賀県佐賀市中の小路３－２２

3000013030031 長崎地方裁判所 長崎県長崎市万才町９－２６

2000013030032 大分地方裁判所 大分県大分市荷揚町７－１５

1000013030033 熊本地方裁判所 熊本県熊本市中央区京町１丁目１３－１１

9000013030034 鹿児島地方裁判所 鹿児島県鹿児島市山下町１３－４７

8000013030035 宮崎地方裁判所 宮崎県宮崎市旭２丁目３－１３

7000013030036 那覇地方裁判所 沖縄県那覇市樋川１丁目１４－１

6000013030037 仙台地方裁判所 宮城県仙台市青葉区片平１丁目６－１

5000013030038 福島地方裁判所 福島県福島市花園町５－３８

4000013030039 山形地方裁判所 山形県山形市旅篭町２丁目４－２２

2000013030040 盛岡地方裁判所 岩手県盛岡市内丸９－１

1000013030041 秋田地方裁判所 秋田県秋田市山王７丁目１－１

9000013030042 青森地方裁判所 青森県青森市長島１丁目３－２６

8000013030043 札幌地方裁判所 北海道札幌市中央区大通西１１丁目

7000013030044 函館地方裁判所 北海道函館市上新川町１－８
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6000013030045 旭川地方裁判所 北海道旭川市花咲町４丁目

5000013030046 釧路地方裁判所 北海道釧路市柏木町４－７

4000013030047 高松地方裁判所 香川県高松市丸の内１－３６

3000013030048 徳島地方裁判所 徳島県徳島市徳島町１丁目５－１

2000013030049 高知地方裁判所 高知県高知市丸ノ内１丁目３－５

9000013030050 松山地方裁判所 愛媛県松山市一番町３丁目３－８

8000013040001 東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関１丁目１－２

7000013040002 横浜家庭裁判所 神奈川県横浜市中区寿町１丁目２

6000013040003 さいたま家庭裁判所 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目１６－４５

5000013040004 千葉家庭裁判所 千葉県千葉市中央区中央４丁目１１－２７

4000013040005 水戸家庭裁判所 茨城県水戸市大町１丁目１－３８

3000013040006 宇都宮家庭裁判所 栃木県宇都宮市小幡１丁目１－３８

2000013040007 前橋家庭裁判所 群馬県前橋市大手町３丁目１－３４

1000013040008 静岡家庭裁判所 静岡県静岡市葵区城内町１－２０

9000013040009 甲府家庭裁判所 山梨県甲府市中央１丁目１０－７

7000013040010 長野家庭裁判所 長野県長野市旭町１１０８

6000013040011 新潟家庭裁判所 新潟県新潟市中央区川岸町１丁目５４－１

5000013040012 大阪家庭裁判所 大阪府大阪市中央区大手前４丁目１－１３
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4000013040013 京都家庭裁判所 京都府京都市左京区下鴨宮河町１

3000013040014 神戸家庭裁判所 兵庫県神戸市兵庫区荒田町３丁目４６－１

2000013040015 奈良家庭裁判所 奈良県奈良市登大路町３５

1000013040016 大津家庭裁判所 滋賀県大津市京町３丁目１－２

9000013040017 和歌山家庭裁判所 和歌山県和歌山市二番丁１

8000013040018 名古屋家庭裁判所 愛知県名古屋市中区三の丸１丁目７－１

7000013040019 津家庭裁判所 三重県津市中央３－１

5000013040020 岐阜家庭裁判所 岐阜県岐阜市美江寺町２丁目４－１

4000013040021 福井家庭裁判所 福井県福井市春山１丁目１－１

3000013040022 金沢家庭裁判所 石川県金沢市丸の内７－１

2000013040023 富山家庭裁判所 富山県富山市西田地方町２丁目９－１

1000013040024 広島家庭裁判所 広島県広島市中区上八丁堀１－６

9000013040025 山口家庭裁判所 山口県山口市駅通り１丁目６－１

8000013040026 岡山家庭裁判所 岡山県岡山市北区南方１丁目８－４２

7000013040027 鳥取家庭裁判所 鳥取県鳥取市東町２丁目２２３

6000013040028 松江家庭裁判所 島根県松江市母衣町６８

5000013040029 福岡家庭裁判所 福岡県福岡市中央区六本松４丁目２番４号

3000013040030 佐賀家庭裁判所 佐賀県佐賀市中の小路３－２２
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2000013040031 長崎家庭裁判所 長崎県長崎市万才町６－２５

1000013040032 大分家庭裁判所 大分県大分市荷揚町７－１５

9000013040033 熊本家庭裁判所 熊本県熊本市中央区千葉城町３－３１

8000013040034 鹿児島家庭裁判所 鹿児島県鹿児島市山下町１３－４７

7000013040035 宮崎家庭裁判所 宮崎県宮崎市旭２丁目３－１３

6000013040036 那覇家庭裁判所 沖縄県那覇市樋川１丁目１４－１０

5000013040037 仙台家庭裁判所 宮城県仙台市青葉区片平１丁目６－１

4000013040038 福島家庭裁判所 福島県福島市花園町５－３８

3000013040039 山形家庭裁判所 山形県山形市旅篭町２丁目４－２２

1000013040040 盛岡家庭裁判所 岩手県盛岡市内丸９－１

9000013040041 秋田家庭裁判所 秋田県秋田市山王７丁目１－１

8000013040042 青森家庭裁判所 青森県青森市長島１丁目３－２６

7000013040043 札幌家庭裁判所 北海道札幌市中央区大通西１２丁目

6000013040044 函館家庭裁判所 北海道函館市上新川町１－８

5000013040045 旭川家庭裁判所 北海道旭川市花咲町４丁目

4000013040046 釧路家庭裁判所 北海道釧路市柏木町４－７

3000013040047 高松家庭裁判所 香川県高松市丸の内２－２７

2000013040048 徳島家庭裁判所 徳島県徳島市徳島町１丁目５－１
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1000013040049 高知家庭裁判所 高知県高知市丸ノ内１丁目３－５

8000013040050 松山家庭裁判所 愛媛県松山市南堀端町２－１

7000013050001 東京簡易裁判所 東京都千代田区霞が関１丁目１－２

6000013050002 八丈島簡易裁判所 東京都八丈島八丈町大賀郷１４８５－１

5000013050003 伊豆大島簡易裁判所 東京都大島町元町字家の上４４５－１０

4000013050004 新島簡易裁判所 東京都新島村本村３丁目２－２

3000013050005 八王子簡易裁判所 東京都八王子市明神町４丁目２１－１

2000013050006 立川簡易裁判所 東京都立川市緑町１０－４

1000013050007 武蔵野簡易裁判所 東京都武蔵野市中町２丁目４－１２

9000013050008 青梅簡易裁判所 東京都青梅市師岡町１丁目１３００－１

8000013050009 町田簡易裁判所 東京都町田市森野２丁目２８－１１

6000013050010 横浜簡易裁判所 神奈川県横浜市中区日本大通９

5000013050011 神奈川簡易裁判所 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１丁目１１－１

4000013050012 保土ケ谷簡易裁判所 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町２３９

3000013050013 川崎簡易裁判所 神奈川県川崎市川崎区富士見１丁目１－３

2000013050014 鎌倉簡易裁判所 神奈川県鎌倉市由比ガ浜２丁目２３－２２

1000013050015 藤沢簡易裁判所 神奈川県藤沢市朝日町１－８

9000013050016 相模原簡易裁判所 神奈川県相模原市中央区富士見６丁目１０－１
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8000013050017 横須賀簡易裁判所 神奈川県横須賀市新港町１－９

7000013050018 平塚簡易裁判所 神奈川県平塚市見附町４３－９

6000013050019 小田原簡易裁判所 神奈川県小田原市本町１丁目７－９

4000013050020 厚木簡易裁判所 神奈川県厚木市寿町３丁目５－３

3000013050021 さいたま簡易裁判所 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目１６－４５

2000013050022 川口簡易裁判所 埼玉県川口市中青木２丁目２２－５

1000013050023 大宮簡易裁判所 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町３丁目１４０

9000013050024 久喜簡易裁判所 埼玉県久喜市久喜東１丁目１５－３

8000013050025 越谷簡易裁判所 埼玉県越谷市東越谷９丁目２－８

7000013050026 川越簡易裁判所 埼玉県川越市宮下町２丁目１－３

6000013050027 飯能簡易裁判所 埼玉県飯能市大字双柳３７１

5000013050028 所沢簡易裁判所 埼玉県所沢市並木６丁目１－４

4000013050029 熊谷簡易裁判所 埼玉県熊谷市宮町１丁目６８

2000013050030 本庄簡易裁判所 埼玉県本庄市北堀１３９４－３

1000013050031 秩父簡易裁判所 埼玉県秩父市上町２丁目９－１２

9000013050032 千葉簡易裁判所 千葉県千葉市中央区中央４丁目１１－２７

8000013050033 佐倉簡易裁判所 千葉県佐倉市弥勒町９２

7000013050034 千葉一宮簡易裁判所 千葉県長生郡一宮町一宮２７９１
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6000013050035 松戸簡易裁判所 千葉県松戸市岩瀬無番地

5000013050036 市川簡易裁判所 千葉県市川市鬼高２丁目２０－２０

4000013050037 木更津簡易裁判所 千葉県木更津市新田２丁目５－１

3000013050038 館山簡易裁判所 千葉県館山市北条１０７３

2000013050039 銚子簡易裁判所 千葉県銚子市清川町４丁目９－４

9000013050040 東金簡易裁判所 千葉県東金市田間２３５４－２

8000013050041 八日市場簡易裁判所 千葉県匝瑳市八日市場イ２７６０

7000013050042 佐原簡易裁判所 千葉県香取市佐原イ３３７５

6000013050043 水戸簡易裁判所 茨城県水戸市大町１丁目１－３８

5000013050044 笠間簡易裁判所 茨城県笠間市笠間１７５３

4000013050045 日立簡易裁判所 茨城県日立市幸町２丁目１０－１２

3000013050046 常陸太田簡易裁判所 茨城県常陸太田市木崎二町２０１９

2000013050047 土浦簡易裁判所 茨城県土浦市中央１丁目１３－１２

1000013050048 石岡簡易裁判所 茨城県石岡市府中１丁目６－３

9000013050049 龍ケ崎簡易裁判所 茨城県龍ケ崎市４９１８

7000013050050 取手簡易裁判所 茨城県取手市取手３丁目２－２０

6000013050051 麻生簡易裁判所 茨城県行方市麻生１４３

5000013050052 下妻簡易裁判所 茨城県下妻市下妻乙９９
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4000013050053 下館簡易裁判所 茨城県筑西市乙２３７－６

3000013050054 古河簡易裁判所 茨城県古河市東３丁目４－２０

2000013050055 宇都宮簡易裁判所 栃木県宇都宮市小幡１丁目１－３８

1000013050056 真岡簡易裁判所 栃木県真岡市荒町５１１７－２

9000013050057 大田原簡易裁判所 栃木県大田原市中央２丁目３－２５

8000013050058 栃木簡易裁判所 栃木県栃木市旭町１６－３１

7000013050059 小山簡易裁判所 栃木県小山市八幡町１丁目２－１１

5000013050060 足利簡易裁判所 栃木県足利市丸山町６２１

4000013050061 前橋簡易裁判所 群馬県前橋市大手町３丁目１－３４

3000013050062 高崎簡易裁判所 群馬県高崎市高松町２６－２

2000013050063 太田簡易裁判所 群馬県太田市浜町１７－５

1000013050064 館林簡易裁判所 群馬県館林市仲町２－３６

9000013050065 伊勢崎簡易裁判所 群馬県伊勢崎市今泉町１丁目１２１６－１

8000013050066 桐生簡易裁判所 群馬県桐生市相生町２丁目３７１－５

7000013050067 沼田簡易裁判所 群馬県沼田市材木町甲１５０

6000013050068 中之条簡易裁判所 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町７１９－２

5000013050069 藤岡簡易裁判所 群馬県藤岡市藤岡８１２－４

3000013050070 群馬富岡簡易裁判所 群馬県富岡市富岡１３８３－１
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2000013050071 静岡簡易裁判所 静岡県静岡市葵区追手町１０－８０

1000013050072 清水簡易裁判所 静岡県静岡市清水区天神１丁目６－１５

9000013050073 熱海簡易裁判所 静岡県熱海市春日町３－１４

8000013050074 三島簡易裁判所 静岡県三島市文教町１丁目３－１

7000013050075 沼津簡易裁判所 静岡県沼津市御幸町２１－１

6000013050076 下田簡易裁判所 静岡県下田市四丁目７－３４

5000013050077 富士簡易裁判所 静岡県富士市中央町２丁目７－１

4000013050078 島田簡易裁判所 静岡県島田市中溝４丁目１１－１０

3000013050079 掛川簡易裁判所 静岡県掛川市亀の甲２丁目１６－１

1000013050080 浜松簡易裁判所 静岡県浜松市中区中央１丁目１２－５

9000013050081 甲府簡易裁判所 山梨県甲府市中央１丁目１０－７

8000013050082 鰍沢簡易裁判所 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢７３０２

7000013050083 都留簡易裁判所 山梨県都留市中央２丁目１－１

6000013050084 富士吉田簡易裁判所 山梨県富士吉田市旭１丁目１－１

5000013050085 長野簡易裁判所 長野県長野市旭町１１０８

4000013050086 飯山簡易裁判所 長野県飯山市大字飯山１１２３

3000013050087 上田簡易裁判所 長野県上田市中央西２丁目３－３

2000013050088 佐久簡易裁判所 長野県佐久市岩村田１１６１
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1000013050089 松本簡易裁判所 長野県松本市丸の内１０－３５

8000013050090 木曾福島簡易裁判所 長野県木曽郡木曽町福島６２０５－１３

7000013050091 大町簡易裁判所 長野県大町市大町４２２２－１

6000013050092 諏訪簡易裁判所 長野県諏訪市諏訪１丁目２４－２２

5000013050093 岡谷簡易裁判所 長野県岡谷市本町１丁目９－１２

4000013050094 飯田簡易裁判所 長野県飯田市江戸町１丁目２１

3000013050095 伊那簡易裁判所 長野県伊那市西町４８４１

2000013050096 新潟簡易裁判所 新潟県新潟市中央区学校町通１番町１

1000013050097 新津簡易裁判所 新潟県新潟市秋葉区新津４５３２－５

9000013050098 三条簡易裁判所 新潟県三条市東三条２丁目２－２

8000013050099 新発田簡易裁判所 新潟県新発田市中央町４丁目３－２７

7000013050100 村上簡易裁判所 新潟県村上市三之町８－１６

6000013050101 長岡簡易裁判所 新潟県長岡市三和３丁目９－２８

5000013050102 十日町簡易裁判所 新潟県十日町市高田町３丁目南４４２番地

4000013050103 柏崎簡易裁判所 新潟県柏崎市諏訪町１０－３７

3000013050104 南魚沼簡易裁判所 新潟県南魚沼市六日町１８８４－子

2000013050105 高田簡易裁判所 新潟県上越市大手町１－２６

1000013050106 糸魚川簡易裁判所 新潟県糸魚川市寺町２丁目８－２３
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9000013050107 佐渡簡易裁判所 新潟県佐渡市中原３５６－２

8000013050108 大阪簡易裁判所 大阪府大阪市北区西天満２丁目１－１０

7000013050109 大阪池田簡易裁判所 大阪府池田市満寿美町８－７

5000013050110 豊中簡易裁判所 大阪府豊中市中桜塚３丁目１１－２

4000013050111 吹田簡易裁判所 大阪府吹田市寿町１丁目５－５

3000013050112 茨木簡易裁判所 大阪府茨木市駅前４丁目４－１８

2000013050113 東大阪簡易裁判所 大阪府東大阪市高井田元町２丁目８－１２

1000013050114 枚方簡易裁判所 大阪府枚方市大垣内町２丁目９－３７

9000013050115 堺簡易裁判所 大阪府堺市堺区南瓦町２－２８

8000013050116 富田林簡易裁判所 大阪府富田林市谷川町２－２２

7000013050117 羽曳野簡易裁判所 大阪府羽曳野市誉田３丁目１５－１１

6000013050118 岸和田簡易裁判所 大阪府岸和田市加守町４丁目２７－２

5000013050119 佐野簡易裁判所 大阪府泉佐野市上町１丁目４－５

3000013050120 京都簡易裁判所 京都府京都市中京区菊屋町

2000013050121 伏見簡易裁判所 京都府京都市伏見区桃山町泰長老

1000013050122 右京簡易裁判所 京都府京都市右京区太秦蜂岡町２９

9000013050123 向日町簡易裁判所 京都府向日市鶏冠井町西金村５－２

8000013050124 木津簡易裁判所 京都府木津川市木津南垣外１１０
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7000013050125 宇治簡易裁判所 京都府宇治市宇治琵琶３３－３

6000013050126 園部簡易裁判所 京都府南丹市園部町小桜町３０

5000013050127 亀岡簡易裁判所 京都府亀岡市安町野々神３１－１０

4000013050128 宮津簡易裁判所 京都府宮津市字島崎２０４３－１

3000013050129 京丹後簡易裁判所 京都府京丹後市峰山町杉谷２８８－２

1000013050130 舞鶴簡易裁判所 京都府舞鶴市字南田辺小字南裏町１４９

9000013050131 福知山簡易裁判所 京都府福知山市字内記９

8000013050132 神戸簡易裁判所 兵庫県神戸市中央区橘通２丁目２－１

7000013050133 西宮簡易裁判所 兵庫県西宮市六湛寺町８－９

6000013050134 伊丹簡易裁判所 兵庫県伊丹市千僧１丁目４７－１

5000013050135 尼崎簡易裁判所 兵庫県尼崎市水堂町３丁目２－３４

4000013050136 明石簡易裁判所 兵庫県明石市天文町２丁目２－１８

3000013050137 篠山簡易裁判所 兵庫県丹波篠山市黒岡９２

2000013050138 柏原簡易裁判所 兵庫県丹波市柏原町柏原４３９

1000013050139 姫路簡易裁判所 兵庫県姫路市北条１丁目２５０

8000013050140 加古川簡易裁判所 兵庫県加古川市加古川町粟津７５９

7000013050141 社簡易裁判所 兵庫県加東市社４９０－２

6000013050142 龍野簡易裁判所 兵庫県たつの市龍野町上霞城１３１
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5000013050143 豊岡簡易裁判所 兵庫県豊岡市京町１２－８１

4000013050144 浜坂簡易裁判所 兵庫県美方郡新温泉町芦屋６－１

3000013050145 洲本簡易裁判所 兵庫県洲本市山手１丁目１－１８

2000013050146 奈良簡易裁判所 奈良県奈良市登大路町３５

1000013050147 葛城簡易裁判所 奈良県大和高田市大字大中１０１－４

9000013050148 宇陀簡易裁判所 奈良県宇陀市大宇陀下茶２１２６

8000013050149 五條簡易裁判所 奈良県五條市新町３丁目３－１

6000013050150 吉野簡易裁判所 奈良県吉野郡大淀町大字下渕３５０－１

5000013050151 大津簡易裁判所 滋賀県大津市京町３丁目１－２

4000013050152 高島簡易裁判所 滋賀県高島市今津町住吉１丁目３－８

3000013050153 甲賀簡易裁判所 滋賀県甲賀市水口町水口５６７５－１

2000013050154 彦根簡易裁判所 滋賀県彦根市金亀町５－５０

1000013050155 東近江簡易裁判所 滋賀県東近江市八日市緑町８－１６

9000013050156 長浜簡易裁判所 滋賀県長浜市南呉服町６－２２

8000013050157 和歌山簡易裁判所 和歌山県和歌山市二番丁１

7000013050158 湯浅簡易裁判所 和歌山県有田郡湯浅町大字湯浅１７９４－３１

6000013050159 妙寺簡易裁判所 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字妙寺１１１

4000013050160 橋本簡易裁判所 和歌山県橋本市東家５丁目２－４
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3000013050161 田辺簡易裁判所 和歌山県田辺市新屋敷町５

2000013050162 串本簡易裁判所 和歌山県東牟婁郡串本町串本１５３１－１

1000013050163 御坊簡易裁判所 和歌山県御坊市湯川町財部５１５－２

9000013050164 新宮簡易裁判所 和歌山県新宮市千穂３丁目７－１３

8000013050165 名古屋簡易裁判所 愛知県名古屋市中区三の丸１丁目７－１

7000013050166 春日井簡易裁判所 愛知県春日井市八幡町１－１

6000013050167 瀬戸簡易裁判所 愛知県瀬戸市陶原町５丁目７３

5000013050168 津島簡易裁判所 愛知県津島市西柳原町３丁目１１

4000013050169 一宮簡易裁判所 愛知県一宮市公園通４丁目１７

2000013050170 犬山簡易裁判所 愛知県犬山市松本町２丁目１２

1000013050171 半田簡易裁判所 愛知県半田市宮路町２００－２

9000013050172 岡崎簡易裁判所 愛知県岡崎市明大寺町字奈良井３

8000013050173 安城簡易裁判所 愛知県安城市横山町毛賀知２４－２

7000013050174 豊田簡易裁判所 愛知県豊田市十塚町１丁目２５－１

6000013050175 豊橋簡易裁判所 愛知県豊橋市大国町１１０

5000013050176 新城簡易裁判所 愛知県新城市字北畑４０－２

4000013050177 津簡易裁判所 三重県津市中央３－１

3000013050178 鈴鹿簡易裁判所 三重県鈴鹿市神戸３丁目２５－３
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2000013050179 松阪簡易裁判所 三重県松阪市中央町３６－１

9000013050180 伊賀簡易裁判所 三重県伊賀市上野丸之内１３０－１

8000013050181 四日市簡易裁判所 三重県四日市市三栄町１－２２

7000013050182 桑名簡易裁判所 三重県桑名市吉之丸１２

6000013050183 伊勢簡易裁判所 三重県伊勢市岡本１丁目２－６

5000013050184 熊野簡易裁判所 三重県熊野市井戸町７８４

4000013050185 尾鷲簡易裁判所 三重県尾鷲市中央町６－２３

3000013050186 岐阜簡易裁判所 岐阜県岐阜市美江寺町２丁目４－１

2000013050187 郡上簡易裁判所 岐阜県郡上市八幡町殿町６３－２

1000013050188 大垣簡易裁判所 岐阜県大垣市丸の内１丁目２２

9000013050189 御嵩簡易裁判所 岐阜県可児郡御嵩町御嵩１１７７

7000013050190 多治見簡易裁判所 岐阜県多治見市小田町１丁目２２－１

6000013050191 中津川簡易裁判所 岐阜県中津川市かやの木町４－２

5000013050192 高山簡易裁判所 岐阜県高山市花岡町２丁目６３－３

4000013050193 福井簡易裁判所 福井県福井市春山１丁目１－１

3000013050194 武生簡易裁判所 福井県越前市日野美２丁目６

2000013050195 大野簡易裁判所 福井県大野市弥生町１－１１

1000013050196 敦賀簡易裁判所 福井県敦賀市松栄町６－１０
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9000013050197 小浜簡易裁判所 福井県小浜市城内１丁目１－２

8000013050198 金沢簡易裁判所 石川県金沢市丸の内７－１

7000013050199 小松簡易裁判所 石川県小松市小馬出町１１

6000013050200 七尾簡易裁判所 石川県七尾市馬出町ハ部１－２

5000013050201 輪島簡易裁判所 石川県輪島市河井町１５部４９－２

4000013050202 珠洲簡易裁判所 石川県珠洲市上戸町北方い４６－３

3000013050203 富山簡易裁判所 富山県富山市西田地方町２丁目９－１

2000013050204 魚津簡易裁判所 富山県魚津市本町１丁目１０－６０

1000013050205 高岡簡易裁判所 富山県高岡市中川本町１０－６

9000013050206 砺波簡易裁判所 富山県砺波市広上町８－２４

8000013050207 広島簡易裁判所 広島県広島市中区上八丁堀２－４３

7000013050208 東広島簡易裁判所 広島県東広島市西条朝日町５－２３

6000013050209 可部簡易裁判所 広島県広島市安佐北区可部４丁目１２－２４

4000013050210 大竹簡易裁判所 広島県大竹市白石１丁目７－６

3000013050211 呉簡易裁判所 広島県呉市西中央４丁目１－４６

2000013050212 竹原簡易裁判所 広島県竹原市竹原町３５５３

1000013050213 尾道簡易裁判所 広島県尾道市新浜１丁目１２－４

9000013050214 福山簡易裁判所 広島県福山市三吉町１丁目７－１
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8000013050215 府中簡易裁判所 広島県府中市鵜飼町５４２－１３

7000013050216 三次簡易裁判所 広島県三次市三次町１７２５－１

6000013050217 庄原簡易裁判所 広島県庄原市西本町１丁目１９－８

5000013050218 山口簡易裁判所 山口県山口市駅通り１丁目６－１

4000013050219 防府簡易裁判所 山口県防府市寿町６－４０

2000013050220 周南簡易裁判所 山口県周南市岐山通２丁目５

1000013050221 萩簡易裁判所 山口県萩市大字江向４６９

9000013050222 長門簡易裁判所 山口県長門市東深川１３４２－２

8000013050223 岩国簡易裁判所 山口県岩国市錦見１丁目１６－４５

7000013050224 柳井簡易裁判所 山口県柳井市山根１０－２０

6000013050225 下関簡易裁判所 山口県下関市上田中町８丁目２－２

5000013050226 船木簡易裁判所 山口県宇部市大字船木１８３

4000013050227 宇部簡易裁判所 山口県宇部市琴芝町２丁目２－３５

3000013050228 岡山簡易裁判所 岡山県岡山市北区南方１丁目８－４２

2000013050229 玉野簡易裁判所 岡山県玉野市宇野２丁目２－１

9000013050230 児島簡易裁判所 岡山県倉敷市児島小川１丁目４－１４

8000013050231 玉島簡易裁判所 岡山県倉敷市玉島１丁目２－４３

7000013050232 倉敷簡易裁判所 岡山県倉敷市幸町３－３３
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6000013050233 笠岡簡易裁判所 岡山県笠岡市笠岡１７３２

5000013050234 高梁簡易裁判所 岡山県高梁市片原町１

4000013050235 新見簡易裁判所 岡山県新見市新見１２２２

3000013050236 津山簡易裁判所 岡山県津山市椿高下５２

2000013050237 勝山簡易裁判所 岡山県真庭市勝山６２８

1000013050238 鳥取簡易裁判所 鳥取県鳥取市東町２丁目２２３

9000013050239 倉吉簡易裁判所 鳥取県倉吉市仲ノ町７３４

7000013050240 米子簡易裁判所 鳥取県米子市西町６２

6000013050241 松江簡易裁判所 島根県松江市母衣町６８

5000013050242 雲南簡易裁判所 島根県雲南市木次町木次９８０

4000013050243 出雲簡易裁判所 島根県出雲市今市町７９７－２

3000013050244 浜田簡易裁判所 島根県浜田市殿町９８０

2000013050245 益田簡易裁判所 島根県益田市幸町６－６０

1000013050246 川本簡易裁判所 島根県邑智郡川本町大字川本３４０

9000013050247 西郷簡易裁判所 島根県隠岐郡隠岐の島町港町指向５－１

8000013050248 福岡簡易裁判所 福岡県福岡市中央区六本松４丁目２番４号

7000013050249 宗像簡易裁判所 福岡県宗像市田熊２丁目３－３４

5000013050250 甘木簡易裁判所 福岡県朝倉市菩提寺５７１
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4000013050251 飯塚簡易裁判所 福岡県飯塚市新立岩１０－２９

3000013050252 直方簡易裁判所 福岡県直方市丸山町１－４

2000013050253 小倉簡易裁判所 福岡県北九州市小倉北区金田１丁目４－１

1000013050254 折尾簡易裁判所 福岡県北九州市八幡西区折尾４丁目２９－６

9000013050255 久留米簡易裁判所 福岡県久留米市篠山町２１

8000013050256 うきは簡易裁判所 福岡県うきは市吉井町３４３－６

7000013050257 柳川簡易裁判所 福岡県柳川市本町４

6000013050258 大牟田簡易裁判所 福岡県大牟田市白金町１０１

5000013050259 八女簡易裁判所 福岡県八女市本町５３７－４

3000013050260 行橋簡易裁判所 福岡県行橋市行事１丁目８－２３

2000013050261 田川簡易裁判所 福岡県田川市千代町１－５

1000013050262 佐賀簡易裁判所 佐賀県佐賀市中の小路３－２２

9000013050263 鳥栖簡易裁判所 佐賀県鳥栖市秋葉町３丁目２８－１

8000013050264 武雄簡易裁判所 佐賀県武雄市武雄町大字武雄５６６０

7000013050265 鹿島簡易裁判所 佐賀県鹿島市大字高津原３５７５

6000013050266 伊万里簡易裁判所 佐賀県伊万里市立花町４１０７

5000013050267 唐津簡易裁判所 佐賀県唐津市大名小路１－１

4000013050268 長崎簡易裁判所 長崎県長崎市万才町６－２５
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3000013050269 大村簡易裁判所 長崎県大村市東本町２８７

1000013050270 諫早簡易裁判所 長崎県諫早市永昌東町２４－１２

9000013050271 島原簡易裁判所 長崎県島原市城内１丁目１１９５－１

8000013050272 佐世保簡易裁判所 長崎県佐世保市光月町９－４

7000013050273 平戸簡易裁判所 長崎県平戸市戸石川町４６０

6000013050274 壱岐簡易裁判所 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６２４－１

5000013050275 五島簡易裁判所 長崎県五島市栄町１－７

4000013050276 新上五島簡易裁判所 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷２２７６－５

3000013050277 厳原簡易裁判所 長崎県対馬市厳原町中村６４２－１

2000013050278 上県簡易裁判所 長崎県対馬市上県町佐須奈甲６３９－２２

1000013050279 大分簡易裁判所 大分県大分市荷揚町７－１５

8000013050280 別府簡易裁判所 大分県別府市上田の湯町４－８

7000013050281 杵築簡易裁判所 大分県杵築市大字杵築１１８０

6000013050282 中津簡易裁判所 大分県中津市二ノ丁１２６０

5000013050283 豊後高田簡易裁判所 大分県豊後高田市玉津８９４

4000013050284 日田簡易裁判所 大分県日田市淡窓１丁目１－５３

3000013050285 竹田簡易裁判所 大分県竹田市大字竹田２０６５－１

2000013050286 佐伯簡易裁判所 大分県佐伯市野岡町２丁目１３－２
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1000013050287 臼杵簡易裁判所 大分県臼杵市大字臼杵１０１－２

9000013050288 熊本簡易裁判所 熊本県熊本市中央区京町１丁目１３－１１

8000013050289 宇城簡易裁判所 熊本県宇城市三角町波多４３８－１８

6000013050290 荒尾簡易裁判所 熊本県荒尾市荒尾１５８８

5000013050291 玉名簡易裁判所 熊本県玉名市繁根木５４－８

4000013050292 山鹿簡易裁判所 熊本県山鹿市山鹿２８０

3000013050293 阿蘇簡易裁判所 熊本県阿蘇市一の宮町宮地２４７６－１

2000013050294 高森簡易裁判所 熊本県阿蘇郡高森町大字高森１３８５－６

1000013050295 御船簡易裁判所 熊本県上益城郡御船町大字辺田見１２５０－１

9000013050296 八代簡易裁判所 熊本県八代市西松江城町１－４１

8000013050297 水俣簡易裁判所 熊本県水俣市天神町１丁目１－１

7000013050298 人吉簡易裁判所 熊本県人吉市寺町１

6000013050299 天草簡易裁判所 熊本県天草市諏訪町１６－２４

5000013050300 牛深簡易裁判所 熊本県天草市牛深町２０６１－１７

4000013050301 鹿児島簡易裁判所 鹿児島県鹿児島市山下町１３－４７

3000013050302 伊集院簡易裁判所 鹿児島県日置市伊集院町下谷口１５４３

2000013050303 種子島簡易裁判所 鹿児島県西之表市西之表１６２７５番１２

1000013050304 屋久島簡易裁判所 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦２４４５－１８
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9000013050305 名瀬簡易裁判所 鹿児島県奄美市名瀬矢之脇町１－１

8000013050306 徳之島簡易裁判所 鹿児島県大島郡徳之島町亀津５５４－２

7000013050307 加治木簡易裁判所 鹿児島県姶良市加治木町仮屋町９５

6000013050308 大口簡易裁判所 鹿児島県伊佐市大口里２２３５

5000013050309 大隅簡易裁判所 鹿児島県曽於市大隅町岩川６６５９－９

3000013050310 知覧簡易裁判所 鹿児島県南九州市知覧町郡６１９６－１

2000013050311 加世田簡易裁判所 鹿児島県南さつま市加世田地頭所町１－３

1000013050312 指宿簡易裁判所 鹿児島県指宿市十町２４４

9000013050313 川内簡易裁判所 鹿児島県薩摩川内市花木町２－２０

8000013050314 出水簡易裁判所 鹿児島県出水市緑町２５－６

7000013050315 甑島簡易裁判所 鹿児島県薩摩川内市上甑町中甑４８０－１

6000013050316 鹿屋簡易裁判所 鹿児島県鹿屋市打馬１丁目２－１４

5000013050317 宮崎簡易裁判所 宮崎県宮崎市旭２丁目３－１３

4000013050318 西都簡易裁判所 宮崎県西都市大字右松２５１９－１

3000013050319 日南簡易裁判所 宮崎県日南市飫肥３丁目６－１

1000013050320 都城簡易裁判所 宮崎県都城市八幡町２－３

9000013050321 小林簡易裁判所 宮崎県小林市真方１１２

8000013050322 延岡簡易裁判所 宮崎県延岡市東本小路１２１
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7000013050323 日向簡易裁判所 宮崎県日向市南町８－７

6000013050324 高千穂簡易裁判所 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井１１８

5000013050325 那覇簡易裁判所 沖縄県那覇市樋川１丁目１４－１

4000013050326 沖縄簡易裁判所 沖縄県沖縄市知花６丁目７－７

3000013050327 名護簡易裁判所 沖縄県名護市字宮里４５１－３

2000013050328 平良簡易裁判所 沖縄県宮古島市平良字西里３４５

1000013050329 石垣簡易裁判所 沖縄県石垣市字登野城５５

8000013050330 仙台簡易裁判所 宮城県仙台市青葉区片平１丁目６－１

7000013050331 大河原簡易裁判所 宮城県柴田郡大河原町字中川原９

6000013050332 古川簡易裁判所 宮城県大崎市古川駅南２丁目９－４６

5000013050333 築館簡易裁判所 宮城県栗原市築館薬師３丁目４－１４

4000013050334 石巻簡易裁判所 宮城県石巻市泉町４丁目４－２８

3000013050335 登米簡易裁判所 宮城県登米市登米町寺池桜小路１０５－３

2000013050336 気仙沼簡易裁判所 宮城県気仙沼市河原田１丁目２－３０

1000013050337 福島簡易裁判所 福島県福島市花園町５－３８

9000013050338 郡山簡易裁判所 福島県郡山市麓山１丁目２－２６

8000013050339 白河簡易裁判所 福島県白河市郭内１４６

6000013050340 棚倉簡易裁判所 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字南町７８－１
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5000013050341 会津若松簡易裁判所 福島県会津若松市追手町６－６

4000013050342 田島簡易裁判所 福島県南会津郡南会津町田島字後原甲３４８３－３

3000013050343 いわき簡易裁判所 福島県いわき市平字八幡小路４１

2000013050344 福島富岡簡易裁判所 福島県双葉郡富岡町大字小浜字大膳町１１３

1000013050345 相馬簡易裁判所 福島県相馬市中村字大手先４８－１

9000013050346 山形簡易裁判所 山形県山形市旅篭町２丁目４－２２

8000013050347 新庄簡易裁判所 山形県新庄市住吉町４－２７

7000013050348 米沢簡易裁判所 山形県米沢市中央４丁目９－１５

6000013050349 赤湯簡易裁判所 山形県南陽市赤湯３１６

4000013050350 長井簡易裁判所 山形県長井市四ツ谷１丁目７－２０

3000013050351 鶴岡簡易裁判所 山形県鶴岡市馬場町５－２３

2000013050352 酒田簡易裁判所 山形県酒田市日吉町１丁目５－２７

1000013050353 盛岡簡易裁判所 岩手県盛岡市内丸９－１

9000013050354 花巻簡易裁判所 岩手県花巻市花城町８－２６

8000013050355 二戸簡易裁判所 岩手県二戸市福岡字城ノ内４－２

7000013050356 久慈簡易裁判所 岩手県久慈市田屋町２－５０－５

6000013050357 遠野簡易裁判所 岩手県遠野市東舘町２－３

5000013050358 釜石簡易裁判所 岩手県釜石市大只越町１丁目７－５
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4000013050359 大船渡簡易裁判所 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢９－３

2000013050360 宮古簡易裁判所 岩手県宮古市宮町１丁目３－３０

1000013050361 一関簡易裁判所 岩手県一関市城内３－６

9000013050362 水沢簡易裁判所 岩手県奥州市水沢大手町４丁目１９

8000013050363 秋田簡易裁判所 秋田県秋田市山王７丁目１－１

7000013050364 男鹿簡易裁判所 秋田県男鹿市船川港船川字化世沢２１

6000013050365 能代簡易裁判所 秋田県能代市上町１－１５

5000013050366 本荘簡易裁判所 秋田県由利本荘市瓦谷地２１

4000013050367 大館簡易裁判所 秋田県大館市字中城１５

3000013050368 鹿角簡易裁判所 秋田県鹿角市花輪字下中島１－１

2000013050369 横手簡易裁判所 秋田県横手市城南町２－１

9000013050370 湯沢簡易裁判所 秋田県湯沢市田町２丁目６－４１

8000013050371 大曲簡易裁判所 秋田県大仙市大曲日の出町１丁目２０－４

7000013050372 角館簡易裁判所 秋田県仙北市角館町小館７７－４

6000013050373 青森簡易裁判所 青森県青森市長島１丁目３－２６

5000013050374 むつ簡易裁判所 青森県むつ市中央１丁目１－５

4000013050375 野辺地簡易裁判所 青森県上北郡野辺地町字野辺地４１９

3000013050376 五所川原簡易裁判所 青森県五所川原市字元町５４
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2000013050377 弘前簡易裁判所 青森県弘前市大字下白銀町７

1000013050378 鰺ヶ沢簡易裁判所 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字米町３８

9000013050379 八戸簡易裁判所 青森県八戸市根城９丁目１３－６

7000013050380 十和田簡易裁判所 青森県十和田市西二番町１４－８

6000013050381 札幌簡易裁判所 北海道札幌市中央区大通西１２丁目

5000013050382 岩見沢簡易裁判所 北海道岩見沢市四条東４丁目

4000013050383 夕張簡易裁判所 北海道夕張市末広１丁目９２－１６

3000013050384 滝川簡易裁判所 北海道滝川市大町１丁目６－１３

2000013050385 室蘭簡易裁判所 北海道室蘭市日の出町１丁目１８－２９

1000013050386 伊達簡易裁判所 北海道伊達市末永町４７－１０

9000013050387 苫小牧簡易裁判所 北海道苫小牧市旭町２丁目７－１２

8000013050388 浦河簡易裁判所 北海道浦河郡浦河町常盤町１９

7000013050389 静内簡易裁判所 北海道日高郡新ひだか町静内こうせい町２丁目１－１０

5000013050390 小樽簡易裁判所 北海道小樽市花園５丁目１－１

4000013050391 岩内簡易裁判所 北海道岩内郡岩内町字高台１９２－１

3000013050392 函館簡易裁判所 北海道函館市上新川町１－８

2000013050393 松前簡易裁判所 北海道松前郡松前町字建石４８

1000013050394 八雲簡易裁判所 北海道二海郡八雲町末広町１８４
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9000013050395 江差簡易裁判所 北海道檜山郡江差町字本町２３７

8000013050396 寿都簡易裁判所 北海道寿都郡寿都町字新栄町２０９

7000013050397 旭川簡易裁判所 北海道旭川市花咲町４丁目

6000013050398 深川簡易裁判所 北海道深川市二条１－４

5000013050399 富良野簡易裁判所 北海道富良野市弥生町２－５５

4000013050400 名寄簡易裁判所 北海道名寄市西四条南９丁目

3000013050401 紋別簡易裁判所 北海道紋別市潮見町１丁目５－４８

2000013050402 中頓別簡易裁判所 北海道枝幸郡中頓別町字中頓別１６６－５

1000013050403 留萌簡易裁判所 北海道留萌市沖見町２丁目

9000013050404 稚内簡易裁判所 北海道稚内市潮見１丁目３－１０

8000013050405 天塩簡易裁判所 北海道天塩郡天塩町新栄通７丁目

7000013050406 釧路簡易裁判所 北海道釧路市柏木町４－７

6000013050407 帯広簡易裁判所 北海道帯広市東八条南９丁目１

5000013050408 本別簡易裁判所 北海道中川郡本別町柳町４

4000013050409 網走簡易裁判所 北海道網走市台町２丁目２－１

2000013050410 北見簡易裁判所 北海道北見市寿町４丁目７－３６

1000013050411 遠軽簡易裁判所 北海道紋別郡遠軽町一条通北２丁目３－２５

9000013050412 根室簡易裁判所 北海道根室市敷島町２丁目３
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8000013050413 標津簡易裁判所 北海道標津郡標津町北二条西１丁目１－１７

7000013050414 高松簡易裁判所 香川県高松市丸の内２－２７

6000013050415 土庄簡易裁判所 香川県小豆郡土庄町淵崎甲１４３０－１

5000013050416 丸亀簡易裁判所 香川県丸亀市大手町３丁目４－１

4000013050417 善通寺簡易裁判所 香川県善通寺市文京町３丁目１－１

3000013050418 観音寺簡易裁判所 香川県観音寺市観音寺町甲２８０４－１

2000013050419 徳島簡易裁判所 徳島県徳島市徳島町１丁目５－１

9000013050420 鳴門簡易裁判所 徳島県鳴門市撫養町立岩字七枚１１５

8000013050421 阿南簡易裁判所 徳島県阿南市富岡町西池田口１－１

7000013050422 牟岐簡易裁判所 徳島県海部郡牟岐町大字中村字本村５４－２

6000013050423 美馬簡易裁判所 徳島県美馬市脇町大字脇町１２２９－３

5000013050424 徳島池田簡易裁判所 徳島県三好市池田町マチ２４９４－７

4000013050425 吉野川簡易裁判所 徳島県吉野川市川島町川島５８８

3000013050426 高知簡易裁判所 高知県高知市丸ノ内１丁目３－５

2000013050427 須崎簡易裁判所 高知県須崎市鍛治町２－１１

1000013050428 安芸簡易裁判所 高知県安芸市久世町９－２５

9000013050429 中村簡易裁判所 高知県四万十市中村山手通５４－１

7000013050430 松山簡易裁判所 愛媛県松山市一番町３丁目３－８
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6000013050431 大洲簡易裁判所 愛媛県大洲市大洲８４５

5000013050432 八幡浜簡易裁判所 愛媛県八幡浜市裁判所通１５５０－６

4000013050433 西条簡易裁判所 愛媛県西条市明屋敷１６５

3000013050434 新居浜簡易裁判所 愛媛県新居浜市繁本町２－１

2000013050435 四国中央簡易裁判所 愛媛県四国中央市三島中央５丁目４－２８

1000013050436 今治簡易裁判所 愛媛県今治市常盤町４丁目５－３

9000013050437 宇和島簡易裁判所 愛媛県宇和島市鶴島町８－１６

8000013050438 愛南簡易裁判所 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲３８２７
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