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ベトナム/メコン地域

マイリストに追加

近年、⽇本企業によるベトナムへの経済進出や投資活動には⽬覚しいものがありますが、当事務所は、かかる状況を受けて⽇本の法
律事務所としては初めてベトナムに現地事務所を開設し、現在、ハノイおよびホーチミンの⼆⼤都市において⽇本法弁護⼠およびベ
トナム法弁護⼠など約40名からなる執務体制を整備して、⽇系企業をはじめとする多くのクライアントからのご期待に応えていま
す。
具体的には、⽇系企業の事業進出、事業提携、企業買収、各種の公的インフラプロジェクトなど⽇本からの新規投資に関連するご相
談や、既進出企業が直⾯する労働、貿易、コンプライアンス、知的財産権をはじめとするあらゆる分野の⽇常的法律相談に加え、近
時頻繁に⾏われる様々な法令改正への実務的な対応などのリーガルサポートを提供しています。
当事務所は、ベトナムにおける豊富な案件実績と実務経験に裏付けられた基盤を確⽴しており、加えて⽇系法律事務所ならではのき
め細やかなサポートの提供を⼼掛けているほか、より現地に近接している地理的条件を活かしてベトナム⼀国にとどまらずカンボジ
ア、ラオスなど近隣諸国を含めて広くASEAN地域におけるクライアントのニーズに沿ったリーガルサービスの提供も⾏っていま
す。
また通常の法律業務以外にも、現地における法制度の改正への提⾔、最新の法律事情の案内や⽇系企業などを対象としたセミナーの
開催などを通じて、当事務所の基本理念である⽇本とアジア諸国との間のビジネス関係や経済の発展などに寄与する活動に注⼒して
います。

関連する業務分野

M&A/企業組織再編 その他⼀般企業法務 バンキング プロジェクトファイナンス 労働争訟 国際訴訟(クロ
スボーダー訴訟、外国訴訟) 知的財産取引 危機管理⼀般 コンプライアンス 独占禁⽌法/競争法全般 国際
税務 WTO/経済連携協定(TPP、EPA、FTA) 国際取引全般 中国 ⾹港 韓国 台湾 シンガポール マレーシ
ア インドネシア タイ ミャンマー インド その他アジア
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弁護⼠等

お問い合わせ

主な案件実績
2019年

株式会社ストライプインターナショナル：Global Fashion Trading Corp.の株式取得

2019年

三井物産株式会社：ベトナム海⽼⽣産加⼯事業会社Minh Phu社への出資参画

2017年

株式会社ストライプインターナショナルによる、NEMグループのアパレル事業買収

2017年

⽇本電産リード株式会社: シンガポールSVプローブ社の全株式取得

2010年

三菱UFJリースによるアジア⼤⼿⾦融グループ(TWSE上場)との業務提携
案件実績情報⼀覧

関連する論⽂/セミナー等

事例で学べる!ベトナム事業運営

アジアでFIDICを使⽤する上での頻

事例で学べる! ベトナムへの進

実務のすべて

出問題点とFit For Purpose

出・投資に関する実務のすべて

セミナー

セミナー

セミナー

東京：2019年12⽉12⽇(⽊)

時間: 14:00〜

16:10

Vietnam: New FDI foreign

Vietnam: New solar power

Vietnam: Information sharing

exchange control

project incentive

under new Competition Law

論⽂

論⽂

論⽂

2019年11⽉

2019年11⽉

2019年09⽉

The Mergers &

Vietnam: Proposed changes to

東南アジア〜企業進出と法整備の

Acquisitions Review -

business laws

現状から

Thirteenth Edition (Vietnam Chapter)

論⽂

セミナー

2019年08⽉

論⽂
2019年09⽉

論⽂/書籍⼀覧
セミナー⼀覧

関連するニューズレター

アジアニューズレター2019年9⽉

アジアニューズレター2019年3⽉

アジアニューズレター2018年11

20⽇号

号

⽉号

アジアニューズレター
2019年09⽉20⽇

アジアニューズレター
2019年03⽉22⽇

アジアニューズレター
2018年11⽉20⽇
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アジアニューズレター2018年9⽉

アジアニューズレター2018年7⽉

アジアニューズレター2018年3⽉

号

号

号

アジアニューズレター

アジアニューズレター

アジアニューズレター

2018年09⽉25⽇

2018年07⽉20⽇

2018年03⽉20⽇

気候関連財務情報開⽰タスク

アジアニューズレター 〜新年特別

アジアニューズレター2017年7⽉

フォース(TCFD)の提⾔と資源企業

版〜(2018年1⽉号)

号

の開⽰ - BHP Annual Report 2017
のガバナンスの開⽰を例に - (2018
年1⽉号)

アジアニューズレター
2018年01⽉25⽇

アジアニューズレター
2017年07⽉24⽇

資源/エネルギーニューズレター
2018年01⽉31⽇

N&Aニューズレタートップ

関連するニュース

Japan Inc's expansion into

世界を切り拓くビジネス・ロー

Vietnam raises data localization

ヤー

concerns

戦

メディア

⻄村あさひ法律事務所の挑

2016年04⽉05⽇

2016年04⽉

松嶋英機弁護⼠および福岡真之介

2013年7⽉29⽇(⽉)に関⻄みずほ

弁護⼠が2014年6⽉5⽇(⽊)に、 独

経営者研究会主催の「法律家に聞

⽴⾏政法⼈国際協⼒機構が主催す

く チャイナ・プラス・ワン ビジネ

るベトナム国営企業・銀⾏セク

ス攻略術」において、野村⾼志弁

ター改⾰⽀援プロジェクトのキッ

護⼠および佐藤正孝弁護⼠が講演

クオフセミナーにおいて講演を⾏

を⾏いました。

お知らせ

メディア

メディア

2019年08⽉02⽇

いました。

2016年4⽉5⽇付建設産業新聞1⾯

ビジネス法務2013年4⽉号
メディア
2013年04⽉

お知らせ
2013年08⽉13⽇

2014年07⽉14⽇

2013年1⽉14⽇付⽇本経済新聞15
⾯
メディア

Heritage Japan 2013年春号

2012年10⽉11⽇・12⽇付朝⽇新
聞⼣刊2⾯

メディア

メディア

2013年01⽉

2013年01⽉14⽇

2012年10⽉11⽇

ニューストップ
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弁護⼠等
ニュース

パートナー/ニューヨーク事務所パートナー/法⼈社員 オブカウンセル カウンセル/法⼈カウンセル

アクセス

アソシエイト/法⼈アソシエイト 海外事務所代表 フォーリンアトーニー/法⼈フォーリンアトーニー

お問い合わせ

提携事務所パートナー/提携事務所アソシエイト 税理⼠ 弁理⼠ アドバイザー

採⽤情報
N&A Alumni

業務分野

論⽂/セミナー等
サイトマップ

セミナー ニューズレター 論⽂ 書籍

利⽤規定
免責事項

事務所概要
個⼈情報保護⽅針

沿⾰ 受賞 ⻄村⾼等法務研究所
情報セキュリティ基本⽅針
利益相反案件の取扱について
当事務所の「個⼈番号⼜は法
⼈番号」について

国内/海外拠点
東京 名古屋 ⼤阪 福岡 バンコク 北京 上海 ドバイ ハノイ ホーチミン ジャカルタ*1 ニューヨーク シンガポール
ヤンゴン Okada Law Firm(⾹港)*2
*1

提携事務所

*2

関連事務所

*外国法共同事業を営むものではありません。
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