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その他⼀般企業法務

マイリストに追加

社会・経済の⾼度化に伴い、企業取引も複雑化し、⼀つの取引が複数の法分野に跨がることも珍しくありません。当事務所では、取
引の特性に応じ、関連分野の専⾨知識を有する弁護⼠が最適な体制にて対応しております。また、当事務所のネットワークを活か
し、ビジネスの開始・継続に際して必要となる規制当局からの許認可等の取得も⼿厚くサポートいたします。
さらに、海外企業の⽇本でのビジネス展開や⼦会社等の設⽴に関しては、当事務所の現地事務所等を通じて、法務及び税務の両⾯で
の豊富なノウハウに裏打ちされたタイムリーかつ戦略的なアドバイスを提供しています。

関連する業務分野

スタートアップ・プラクティス (ベンチャー⽀援) コーポレートガバナンス 株主総会 会社関係争訟 社団/
財団法⼈ 不動産取引・紛争 ⼀般⺠事訴訟 タックス・プランニング 税務問題アドバイス 労働法アドバイ
ス 年⾦問題アドバイス ビザ/出⼊国関連 消費者契約法 景品表⽰法 製造物責任/製品安全/リコール対応

弁護⼠等

主な案件実績
2020年

⼤⼿通信事業グループによる⼤⼿総合リース会社との資本業務提携

2015年 - 2016年

武⽥薬品⼯業とTeva Pharmaceutical Industries Ltd.による合弁会社設⽴

2015年

Citigroupによるシティカードジャパンの売却

2014年

KDDI社および住友商事によるミャンマーにおけるMyanma Posts & Telecommunicationsとの通信事業の提
携
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2014年 - 2015年

シティバンク銀⾏株式会社のリテールバンク事業の売却

2013年

⽇医⼯によるバイネックスの株式取得

2012年 - 2015年

あおぞら銀⾏の資本再構成･公的資⾦返済

2012年 - 2013年

三菱ケミカルホールディングスによるクオリカプスの⼦会社化

2011年 - 2012年

Symantec Corporationによる⽇本ベリサインの完全⼦会社化

2010年

ルノー=⽇産=ダイムラーの資本・業務提携
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案件実績情報⼀覧

関連する論⽂/セミナー等

機関投資家の視点を踏まえたサス

事例で学べる! ベトナムでの事業

事例で学べる! ベトナムへの進

テナビリティ対応の実務

運営に関する実務のすべて

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

【ライブ配信】令和元年会社法改

【ライブ配信】改正開⽰府令全⾯

令和元年会社法改正に伴う改正法

正に伴う改正法務省令案の解説と

適⽤下の有価証券報告書の記載事

務省令案の解説と実務対応

実務対応

項(⾮財務情報)の解説

セミナー

セミナー

セミナー

オンライン配信(ライブ)：2020年12⽉3⽇

オンライン配信(ライブ)：2020年11⽉26⽇

(⽊) 15:00〜17:30

(⽊) 15:00〜16:00

申込期限：2020年12⽉

申込期限：2020年11⽉

2⽇(⽔)正午

25⽇(⽔)正午

コーポレートガバナンス・セミ

【ライブ配信】サステナビリ

最新デジタルヘルス・ライフサイ

ナー

ティ・ガバナンスの実務対応

エンスの法律問題の勘所

セミナー

回・完)ゲノム編集技術に関する規

セミナー
オンライン配信(ライブ)：2020年11⽉12⽇
(⽊) 16:30〜18:00

(第6

申込期限：2020年11⽉

制の動向
論⽂

11⽇(⽔)正午
2020年11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2020年11

アジアニューズレター2020年10

ヨーロッパニューズレター2020年

⽉20⽇号

⽉30⽇号

10⽉28⽇号

アジアニューズレター

アジアニューズレター

ヨーロッパニューズレター

2020年11⽉20⽇

2020年10⽉30⽇

2020年10⽉28⽇

⽶国カリフォルニア州におけるマ

M&Aニューズレター2020年9⽉29

機関投資家の視点を踏まえたサス

イノリティ出⾝取締役設置の義務

⽇号

テナビリティ対応とESG情報開⽰
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付け (2020年10⽉9⽇号)
北⽶ニューズレター

29 Nov 2020
(1) - サステナビリティ・デューデ

M&Aニューズレター

リジェンスによる優先課題の特定

2020年09⽉29⽇

とESG情報開⽰のフレームワーク -

2020年10⽉09⽇

(2020年9⽉23⽇号)
企業法務ニューズレター
2020年09⽉23⽇

⽶国におけるバーチャル株主総会

シンガポール事務所がシンガポー

グリーンローン及びサステナビリ

の利⽤状況 - 新型コロナウイルス

ル法法律事務所と「Nishimura &

ティ・リンク・ローンに係るド

感染症の影響を受けた2020年定時

Asahi - Bayfront Law Alliance」を

キュメンテーション上の留意点に

株主総会の動向 - (2020年7⽉21⽇

開始(2020年7⽉21⽇号)

ついて (2020年6⽉25⽇号)

号)

アジアニューズレター

北⽶ニューズレター

2020年07⽉21⽇

⾦融ニューズレター
2020年06⽉25⽇

2020年07⽉21⽇

N&Aニューズレタートップ

関連するニュース

「依頼したい弁護⼠」分野別25⼈
メディア
2020年11⽉

役員報酬開⽰なお限定的、ルール

調達⾒直し、下請法違反に注意 -

改正から1年半、企業、詳細な記載

コロナ禍で相談増 両者でしっかり

で差。

協議を

メディア

⽶中のはざまで︓安保条約60年
第2部 / 5
調圧⼒

対中輸出規制、⽶が同

ハイテク 対⽴、⽇本に踏

メディア

2020年09⽉15⽇

2020年07⽉

親⼦上場、どこが問題なのか

2020年法律・ルールこう変わる

メディア

メディア

2020年01⽉

2020年01⽉06⽇

消費者安全法 検証不可能な情報で

2019年8⽉8⽇中国弁護⼠代表団

役員報酬 適切な開⽰探る

社名公表 平時から社名公表に備え

来訪

み絵
メディア
2020年04⽉05⽇

た社内体制を
メディア

メディア

お知らせ

2019年05⽉20⽇

2019年08⽉

2019年10⽉24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

アライアンス事務所ダイレクター/アライアンス事務所アソシエイト 提携事務所パートナー/提携事務所アソシエイト

採⽤情報

税理⼠ 弁理⼠ アドバイザー

N&A Alumni

業務分野

サイトマップ
利⽤規定

論⽂/セミナー等
セミナー ニューズレター 論⽂ 書籍

免責事項
法的通知

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
欧州各国のデータ主体向けプ
ライバシーポリシー
クッキー (Cookie) ポリシー
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

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 フランクフルト / デュッセルドルフ 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 台北 ヤンゴン Okada Law Firm(⾹港)*2
*1

当事務所の「個⼈番号⼜は法

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。
⼈番号」について
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