
19:00より開始いたします。
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START
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ご連絡事項 

1. 運営に関するご質問は、視聴画面下部の チャット よりご連絡ください

（運営宛にのみ届きます）。 

 

2. セミナー映像の 録画・ダウンロード はご遠慮くださいませ。 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ご連絡事項 

3. 今後、より有益なセミナーをお届けするため、 

アンケート にご回答をお願い申し上げます（所要時間１分）。 
 

★ご回答いただいたご連絡先に、本日の資料と録画のリンクを送付します 

アンケート回答は
こちらからも！

OR

スマートフォン

パソコン

セミナー終了後、開くページ
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ご連絡事項 

● セミナーの途中に、参加者のみなさまの質問やコメントにお応えす

るコーナーを設けております。 

 

お気軽に視聴画面下部の Q&A からご投稿ください！ 

この時代だからこその
「オフライン以上に活気のあるウェビナー」を目指して参ります。
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Q&A・コメント は、「Q＆A」から遠慮なくご投稿ください！
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運営へのお問い合わせ は「チャット」からお知らせください！
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弁護士キャリアの「これから」を
語り合う夜 #第一夜

2022年5月31日（火）19:00～20:30

START
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モデレーターの紹介

弁護士ドットコムキャリア

キャリアアドバイザー

水本 実緒（みずもと みお）

慶應義塾大学法学部卒業後、新卒で株式会社りそな銀行に入

行。東証一部上場企業から中小企業まで企業に対する融資審

査や財務分析等、融資関連業務を約4年間経験。 

その後エムスリーキャリア株式会社にて医師の転職支援／採

用支援の双方に2年間従事。これまでの「法律×銀行×人材」

の経験を最大限に生かせる働き方を求め当社に参画。 

趣味は「コーヒー」と「映画鑑賞」。
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弁護士キャリアの「これから」を
語り合う夜 #第一夜

登壇者のご紹介
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北 周士（きた かねひと）弁護士
経歴

2006年 中央大学法学部法律学科 卒業

最高裁判所司法研修所 入所（~2007年同終了）

2007年 青山総合法律事務所 入所

2009年 安藤武久法律事務所 入所

2011年 きた法律事務所 設立

2015年 事務所名を北・長谷見法律事務所に変更

2018年 法律事務所アルシエン 参画

・主な取扱い分野
ベンチャー・中小企業の顧問業務、「士業」の経営支援、企業の社外
役員、IPO支援

・ベンチャー企業の顧問業務
利用規約の整備をはじめとしたサービスのリリース時の法律問題、新
規ビジネスの開始に伴う既存法令との整合性の確認など、ベンチャー
・中小企業の多岐にわたる案件を取り扱う。

・弁護士を中心とした士業の経営支援
法律事務所を中心とした士業事務所の経営のお手伝いやコンサル
ティング、各種セミナーの開催なども行う。より多くの士業が高い専門
性を持ち、活動・連携領域を拡げていくための支援も手掛ける。

・書籍出版、セミナー企画・開催
弁護士の開業・経営に関する書籍を4冊ほど出版すると共に、月１～６
回程度各種セミナーの企画・運営を行う。

主要な書籍
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染谷 隆明（そめや たかあき） 弁護士
・主な取扱い分野
景品表示法/薬機法/広告・キャンペーン/デジタルプラットフォーム/ヘル
スケア商品・サービス/ゲーム法務/IT全般/食品/資金決済法等
FinTech関連法務を広く取扱う。

・消費者庁での経験とマーケティング戦略
消費者庁において、景品表示法に課徴金制度を導入する改正法の立
案・企画を行う。
また、消費者庁において、景品表示法の課徴金制度の政府令・ガイド
ライン作成や調査マニュアル作成の助言を行い、消費者庁の調査実
務に通じる。
消費者庁の経験を活かした、広告規制を遵守しつつ利益を最大化す
る広告戦略や、ユーザの囲い込みを有効に行うポイント・キャンペーン
戦略などマーケティング助言を最も得意とする。

・テクノロジー×ビジネス×法規制
IT企業内における実務経験から、IT分野における、スタートアップ、
IPO、上場後のフェーズにおける各フェーズにおける豊富な法務戦略
の助言を日常的に行い、新規ビジネスと法規制が交錯する分野に豊
富な経験を有する。

・ルールメイキング思考
法律立案担当者の経験を活かしたルールメイキング・ロビイングも手
がける。

経歴
1985年生まれ
2007年　専修大学法学部法律学科　卒業
2009年　専修大学法科大学院法務研究科　修了
2010年
今村記念法律事務所（～2012年６月）
2012年
株式会社カカクコム法務部（～2014年６月）
2014年
消費者庁　消費者制度課・課徴金制度検討室　課長補佐
（～2015年１月）
2015年
消費者庁　表示対策課　課長補佐（～2016年３月）
2016年
弁護士法人　内田・鮫島法律事務所（〜2018年10月）
2018年
日本組織内弁護士協会　理事（〜2020年）
池田・染谷法律事務所　開設
2020年
有楽町イトシアへ事務所移転
2021年
参議院・地方創生及び消費者問題に関する特別委員会参考
人（取引DPF法）
2022年
大阪オフィス　開設

主要な書籍
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https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=1701038
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=1701038


弁護士キャリアの「これから」を
語り合う夜 #第一夜

第1部

キャリアトークセッション
〜まずは、お二人のキャリアの これまで を聴く〜
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弁護士キャリアの「これから」を
語り合う夜 #第一夜

アンケート回答はこ
ちらから！

北先生ご経歴 

年 所属・活動

2006年3月  中央大学法学部法律学科 卒業 

2006年4月  最高裁判所司法研修所 入所 

2007年9月  同終了（旧60期） 

2007年9月  青山総合法律事務所 入所 

2009年4月  安藤武久法律事務所 入所 

2011年4月  きた法律事務所 設立 

2015年9月  事務所名を北・長谷見法律事務所に変更 

2018年9月  法律事務所アルシエン 参画 

https://alcien.jp/lawyers/kita参照：
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弁護士キャリアの「これから」を
語り合う夜 #第一夜

アンケート回答はこ
ちらから！

染谷先生ご経歴 

年 所属・活動

2009年 
専修大学大学院法務研究科修了（学術励行

奨学生） 

2010年  今村記念法律事務所 

2012年  株式会社カカクコム法務部 

2014年  消費者庁課徴金制度検討室・表示対策課 

2016年  のぞみ総合法律事務所 

2016年  弁護士法人内田・鮫島法律事務所 

2017年  株式会社マネーフォワード管理本部出向 

2018年  池田・染谷法律事務所設立 

https://www.ikedasomeya.com/takaaki_someya参照： 15

https://www.ikedasomeya.com/takaaki_someya


お二人のこれまでについてご質問
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お二人は今
「スペシャリスト」？「ゼネラリスト」？
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これまでのキャリアで、
「強み」「専門性」を意識して
決断したこと・取り組んだこと

はありますか？
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仕事における「武器」はどのように
確立されたのですか？
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本日は夕刻のお疲れのところ、ご参加いただき 
誠にありがとうございます。 

 
お手すきの際に、 

アンケートのご協力をお願いいたします。 
 

ご回答のアドレスに、セミナー資料・アーカイブ動画リンクを送付いたします！ 

アンケート回答はこ
ちらから！

お知らせ 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お知らせ 

サービスに関するお問い合わせ
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弁護士キャリアの「これから」を
語り合う夜 #第一夜

第2部

テーマトークセッション
〜キャリア形成の これから についてディスカッション〜
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本日のテーマ 

A. 新しい分野に挑戦する際の心構えやコツ 

B. 「やりたくないこと」との向き合い方 

C. 「やりたいことがわからない」問題 

D. 「稼ぐ」vs.「好きなことをする」 

E. 職務適性の見極めの「基準」「タイミング」 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新しい分野に挑戦する際の心構えやコツ

24



「やりたくないこと」との向き合い方
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「やりたいことがわからない」問題
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「稼ぐ」vs.「好きなことをする」
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職務適性の見極めの「基準」「タイミング」
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弁護士キャリアの「これから」を
語り合う夜 #第一夜

Q&Aコーナー
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夕刻のお疲れのところ、ご参加いただき 
誠にありがとうございました。 

 
「弁護士キャリアのこれからを語り合う夜」 

今後も開催予定です。 
次の機会にお会いできるのを楽しみにしております。 

アンケート回答は
こちらからも！

OR

スマートフォン

パソコン

セミナー終了後、開くページ

30



弁護士キャリアの「これから」を
語り合う夜 #第一夜

2022年5月31日（火）19:00～20:30

まもなくZOOMウェビナーをクローズします
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