
関連国 カテゴリ 概要

中国 製造 代理店契約 中国の販売企業との代理店契約

台湾 製造 代理店契約 台湾の販売企業との代理店契約

韓国 製造 代理店契約 韓国の販売企業との代理店契約

米国 製造 代理店契約 米国の販売企業との代理店契約

米国 卸売 石油製品 売買契約 米国の企業との石油製品売買に関する契約

中国 サービス フランチャイズ契約 中国におけるフランチャイズ展開の関連契約

シンガポール 小売 電子商取引関連契約 シンガポールにおける電子商取引関連契約

中国 小売 電子商取引関連契約 中国における電子商取引関連契約

米国 製造 ライセンス契約 米国の企業とのライセンス契約

英国 製造 ライセンス契約 英国の企業とのライセンス契約

イタリア 製造 ライセンス契約 イタリアの企業とのライセンス契約

米国 製造 医薬品 ライセンス契約 米国の医薬品開発上場企業とのライセンス契約

韓国 製造 医薬品 ライセンス契約 韓国の医薬品開発上場企業とのライセンス契約

中国 製造 医薬品 ライセンス契約 中国の医薬品開発上場企業とのライセンス契約

米国 製造 エンタテインメント 業務提携契約 米国のゲーム製造企業と業務提携

米国 製造 医薬品 業務提携契約 国外飲料製造企業との事業提携

米国 不動産 商業不動産 不動産投資契約 米国内のＬＬＣによる商業施設の不動産投資

シンガポール 不動産 商業不動産 不動産投資契約 シンガポール内の商業施設の不動産投資（売買）契約

香港 不動産 商業不動産 不動産投資契約 ベトナム内の商業施設の不動産投資（売買）契約

マレーシア 不動産 居住用不動産 不動産投資契約 マレーシア内の居住用不動産の不動産（売買）契約

インドネシア 不動産 リゾート・商業不動産 不動産投資契約 インドネシア内のリゾート・商業施設の開発投資契約

スリランカ 不動産 商業不動産 不動産投資契約 スリランカ内の商業施設の不動産（売買）契約

その他多数

中国 製造 プラスチック M＆A 現地子会社の売却（持分譲渡）

オーストラリア 食品・外食 外食 M＆A 現地企業の経営権取得（株式譲受）

中国・台湾 製造 プラスチック M＆A 現地企業の売却（株式譲渡）

マレーシア 製造 化学 M＆A 現地企業の経営権取得（株式譲受）

台湾 製造 金属 M＆A 現地子会社の売却（株式譲渡）

タイ 製造 金属 M＆A 現地企業の経営権取得（株式譲受）

インドネシア 製造 金属 M＆A 現地企業の経営権取得（株式譲受）

インド 製造 産業資材 M＆A 現地企業の経営権取得（株式譲受）

ベトナム 建設 建設工事 M＆A 現地企業の経営権取得（株式譲受）

中国・タイ 製造 金属 M＆A 現地企業の経営権取得（株式譲受）

中国・香港 製造 金属 M＆A 現地企業の経営権取得（株式・事業譲受）

アメリカ 製造 食品 M＆A 現地企業の売却（株式譲渡）

中国 製造 金属 M＆A 現地企業の売却（持分譲渡）

ベトナム 製造 金属 M＆A 現地子会社の売却（持分譲渡）

中国・フィリピン・タイ 製造 金属 M＆A 現地企業の売却（株式譲渡）

ベトナム 製造 金属 M＆A 現地子会社の売却（持分譲渡）

中国 サービス 教育 M＆A 現地子会社の売却（持分譲渡）

マレーシア 製造 産業資材 M＆A 現地企業の経営権取得（株式譲受）

タイ サービス ホテル運営 M＆A 現地企業の経営権取得

タイ 金融 ファンド M＆A 現地企業（電気機製造業）の経営権取得

マレーシア 製造 産業資材 M＆A 現地企業の経営権取得（株式譲受）

某国 製造 自動車 M＆A 外資系企業の自動車部品製造関連事業の企業分割による事業譲渡

中国・香港・台湾 製造 産業用機器 M＆A 現地子会社の承継支援

シンガポール 製造 産業用機器 M＆A 現地子会社の承継支援

ドイツ 製造 産業用機器 M＆A 現地子会社の承継支援

香港 製造 合弁 現地会社合弁

タイ 製造 合弁 現地会社合弁

ベトナム 製造 合弁 現地会社合弁

ＡＳＥＡＮ諸国 合弁 現地上場企業との現地合弁

シンガポール 合弁 地域統括会社を通じたインドネシア現地企業との合弁

ベトナム 資本参加 現地企業への資本参加

米国 製造 医薬品製造（上場） 資本参加 現地上場企業への資本参加

韓国 製造 医薬品製造（上場） 資本参加 現地上場企業への資本参加

中国 製造 医薬品製造（上場） 資本参加 現地上場企業への資本参加

某国 著作権侵害 外国企業による海外における著作物無断使用に対する対応

ベトナム 合弁解消 ベトナムの現地合弁会社の解消に伴う紛争対応

ベトナム 債権回収 ベトナムの現地合弁会社の解消に伴う紛争対応

某国 労働紛争 外資系企業の各種労務紛争対応

米国 特許紛争 アメリカの企業との特許紛争に関する仲裁代理

米国 卸売 商社 事業再生 米国における連邦破産法（チャプター１１申立・商社）

イタリア 製造 倒産 外国倒産処理手続承認申立

フランス 金融 ファンド 倒産 日本企業の倒産に伴うフランス執行認許状取得手続

依頼者の業種

国際商取引・事業提携

クロスボーダーＭ＆Ａ・合弁・資本参加等各種資本提携

国際紛争（訴訟・仲裁等）

クロスボーダー事業再生・倒産



タイ 製造 倒産 破産会社のタイの現地子会社の売却

ベトナム 製造 倒産 破産会社のベトナムの現地子会社の売却

中国 製造販売 事業再生 金融支援（私的整理）案件における中国製造拠点である現地法人の経営支援と再編

中国 サービス 縫製 事業再生 金融支援（私的整理）案件における中国製造拠点の維持と日本法人における事業撤退

ミャンマー 卸売 商社 外国進出 ミャンマー法人（子会社）設立

ミャンマー 流通 物流 外国進出 ミャンマー進出案件の投資プロジェクト（ロジスティックス）

カンボジア 農業・食品 外国進出 カンボジア進出案件の法人設立関係調査

ラオス 農業・食品 外国進出 ラオス進出案件の法人設立関係調査

某国 製造 鋼鉄 再編 外国現地子会社の各種再編

米国 製造 医薬品 再編 日本の医薬品開発・製造上場企業を主対象とする米国上場企業によるグループ再編

中国 現地企業の売却 中国子会社の売却

中国 再編・撤退 中国に所在する現地子会社の再編・撤退に伴う株式譲渡・事業譲渡

香港 再編・撤退 香港に所在する現地子会社の再編・撤退に伴う株式譲渡・事業譲渡

台湾 再編・撤退 台湾に所在する現地子会社の再編・撤退に伴う株式譲渡・事業譲渡

タイ 再編・撤退 タイに所在する現地子会社の再編・撤退に伴う株式譲渡・事業譲渡

インドネシア 再編・撤退 インドネシアに所在する現地子会社の再編・撤退に伴う株式譲渡・事業譲渡

ベトナム 再編・撤退 ベトナムに所在する現地子会社の再編・撤退に伴う株式譲渡・事業譲渡

オーストラリア 再編・撤退 オーストラリアに所在する現地子会社の再編・撤退に伴う株式譲渡・事業譲渡

米国 製造 コンプライアンス体制構築対応
グローバル企業の日本子会社のための米国海外腐敗行為防止法(FCPA)を含むコ
ンプライアンス体制構築対応

米国 製造 コンプライアンス体制構築対応 日本企業の海外子会社の内部管理体制構築対応

ＥＵ 製造 国際カルテル 欧州等における国際カルテル事案の代理

米国 製造 国際カルテル 米国における国際カルテル事案

米国 製造 腐敗行為防止法違反 米国当局による米国海外腐敗行為防止法(FCPA)違反事案調査に対する支援

米国 インバウンド投資支援 外資系企業の子会社・支店の設立、許認可等に関する助言

米国 インバウンド投資支援 外資系企業の就業規則を含む各種社内規程の作成

台湾 インバウンド投資支援 台湾投資家による日本の不動産、ホスピタリティ事業に関する投資の各種契約対応

シンガポール インバウンド投資支援 シンガポール投資家による日本の不動産・ホスピタリティ事業への各種投資契約対応

米国 個人 国際相続 アメリカ居住の被相続人の遺産に関する遺産分割

カナダ 個人 国際相続 カナダ居住の被相続人の遺産に関する遺産分割

イギリス 個人 国際相続 イギリス居住の被相続人の遺産に関する遺産分割

アメリカ 個人 国際相続 アメリカ居住の相続人の遺産分割手続代理

アメリカ 個人 国外資産管理 アメリカに所在する被相続人の財産の払戻等の手続支援

アメリカ 個人 遺言執行手続 ＮＹ州在住の日本人事業家の現地での遺言執行手続

香港 個人 国外資産管理 香港に所在する被相続人の財産の払戻等の手続支援

マン島 個人 国外資産管理 マン島に所在する被相続人の財産の払戻等の手続支援

ジャージー 個人 国外資産管理 ジャージーに所在する被相続人の財産の払戻等の手続支援

以上は、当事務所における最近の主要な案件のご紹介となります。

国際コンプライアンス

外国企業・外資系企業・外国投資家のインバウンド投資

日本人の国際相続及び国外資産管理関連法務、外国人の一般民事・商事相談

外国進出・再編・撤退


