What is Gyoseishoshi ADR Center-Tokyo?
行政書士ADRセンター東京とは？
Gyoseishoshi ADR Center-Tokyo, is a private
mediation service organization certified by the Minister
of Justice (Certification No. 30) based on the Act on

Gyoseishoshi ADR Center-Tokyo
ぎょうせいしょし

せんたー

とうきょう

行政書士ADRセンター東京
http://adr.tokyo-gyosei.or.jp/

〒153-0042
東京都目黒区青葉台3-1-6 行政書士会館内

Please feel free to contact us

when you,
a foreign resident, need
help for trouble

Promotion of Use of Alternative Dispute Resolution
(ADR Act).
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規
定に基づき、法務大臣の認証（認証番号第30号）を取得
した、調停機関です。

School /
Workplace

Bicycle
accident

Condition of
rental house

Companion
animal

What is ADR?
ADRとは？
Alternative Dispute Resolution (ADR) is a procedure
to settle disputes by means other than litigation.
Gyoseishoshi ADR Center-Tokyo provide mediation in

which a neutral third person, the mediator, helps
disputing parties to reach an agreement.

We accept your call from 10:00 to 16:00 on
Tuesdays, Thursdays and Saturdays.

facilitate parties’ discussion.

03-5489-7441

ADR（Alternative Dispute Resolutionの略）とは、

まずは、お気軽にお電話ください。

The mediator will not forcefully make a judgment and

裁判外紛争解決手続のことです。中立公正な第三者が
関与して紛争の解決を図る手続のことで、具体的には、

きがる

うけつけじかん か

もく

どようび

でんわ

受付時間 火・木・土曜日 10:00〜16:00

がいこくじん

かた

こま

外国人の方がお困りなら
きがる

でんわ

お気軽にお電話ください

「仲裁」や「調停」などがこれにあたります。
行政書士ADRセンター東京の「調停」では、中立で公
正な調停人が当事者の間に入り双方の言い分を十分に
聴いた上で、お互いに納得できる解決策を一緒に考え、
トラブル解決のサポートにあたります。

行政書士ADRセンター東京

03-5489-7441

Mediation is one of your solution to solve disputes such as;
がいこくじん

かた

とらぶる

こま

ちょうてい かいけつ

ほうほう

外国人の方がこんなトラブルでお困りなら、調停で解決するという方法があります。

Discriminated at the workplace
しょくば

Please feel free to contact us

さべつ

03-5489-7441

職場で差別 をされている…

From 10:00 to 16:00 on Tue. Thu. & Sat.

Discontented with your treatment
at the workplace
しょくば

たいぐう

学校で いじめられている…

ふまん

職場の待遇 に不満がある…

Discontented
with
your treatment at the school
がっこう
たいぐう
ふまん

Bicycle accident
じてんしゃじこ

Bullying
by someone at the school
がっこう

学校の待遇 に不満がある…

あ

Trouble with companion animal

自転車事故に遭った…

ぺっととらぶる

こま

ペットトラブルで困っている…

Condition of rental house
ちんたいじゅうらくとらぶる

Cost for mediation
ちょうてい

こま

賃貸住宅トラブルで困っている…

ひよう

調停にかかる費用
Amount

Payment timing

金額

支払時期

きんがく

Application fee

もうしこみてすうりょう

申込手数料

Per diem fee for the 1st dialogue day
だい１かいきじつてすうりょう

第１回期日手数料

Per diem fee for the 2nd and succeeding dialogue days
だい２かいめいこうきじつてすうりょう

第２回目以降期日手数料

しはらいじき

¥3,600

At the time of the application
もうしこみじ

申込時

¥3,600

¥3,600

外国人の方がお困りなら、行政書士ADRセンター東京へお電話ください。

Before commencement of the next dialogue day
きじつかいしまえ

期日開始前

03-5489-7441

火・木・土曜日 10:00〜16:00

