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EU/EU加盟国

マイリストに追加

欧州連合（EU）は、欧州域内での、モノ・サービス・⼈・資本の⾃由移動を確保するために、欧州各国がその主権の⼀部を委譲
する形で設⽴された超国家機関です。EUでは、こうした授権された権限の範囲で、超国家的な規制を導⼊し、それが現代社会の中
で世界各国に⼤きな影響を及ぼしています。
例えば、欧州委員会が近時導⼊した環境規制やデータ保護規制は世界各国に影響を及ぼしています。この他、欧州におけるカルテ
ル調査、企業結合審査、アンチダンピング課税等の貿易救済措置のための調査は、依然として、⽇本企業に対して影響を及ぼし続け
ていますが、当事務所は、このようなEU法に関わる様々な問題に対応するための法的助⾔を提供してきております。
また、超国家機関としての欧州連合（EU）とは別個に、イギリス、ドイツ、フランスといったEU加盟諸国ごとにも特有の法的問
題を⽣じますが、当事務所は、EU諸国に関する様々な案件において、各国の弁護⼠と協働した上で、質の⾼い法的助⾔を提供して
きております。当事務所がこれまでに法的助⾔を提供してきているEU加盟国に関連する事項は多岐にわたりますが、例えば、欧州
企業を対象とする買収や事業統合、ユーロ市場等における各種証券発⾏、欧州ファンドへの投資、英国贈賄防⽌法に準拠した贈賄防
⽌体制構築等があげられます。
当事務所では、こうしたEU法に関わる様々な問題やEU加盟諸国において⽣ずる法的問題に対応するため、欧州委員会の所在地で
あるベルギーでの勤務経験者やイギリス、ドイツ、フランスといった主要なEU加盟国での勤務経験者を中⼼に、欧州の規制の動向
を常にフォローし、新しいEU規制へのパブリックコメント対応等を含めて⽇本企業に適時適切なリーガルサービスを提供していま
す。

弁護⼠等

主な案件実績
2020年

Eton Systems AB：INA Intelligent Technology (Zhejiang) Co., Ltd.との戦略的資本業務提携

2019年

東和薬品株式会社：Pensa Investments, S.L.の完全⼦会社化

1

業務分野：EU/EU加盟国 | ⻄村あさひ法律事務所

3 Jun 2020

2019年

PT Medco Energi Internasional Tbk：Ophir Energy plcの買収

2019年

三菱UFJリース株式会社：英国における配電事業への参画

2019年

株式会社スシローグローバルホールディングス：英国Wasabi Sushi Bento Limitedに向けた投資ならびに
WasabiおよびCapdesia Group Limitedとの業務提携

2019年

京セラ株式会社：Van Aerden Group BVの全株式取得

2019年

武⽥薬品⼯業株式会社：Shire plcの買収

2018年

三菱UFJリース株式会社：英国における洋上⾵⼒発電事業への参画

2018年

⽇本⽣命保険相互会社： DWSへの出資に関してドイツ銀⾏およびDWSと合意

2018年

OATアグリオ株式会社によるBlue Wave Holding B.V. (オランダ) 全株式の買収
案件実績情報⼀覧

関連する論⽂/セミナー等

Cookie規制の強化に伴う同意管理

宇宙ビジネス参⼊の留意点と求め

新型コロナウイルスの感染拡⼤を

ポップアップの要否・実務対応

られる新技術、新材料

受けたフランスにおける会社法分

セミナー
オンライン配信：収録⽇：2020年5⽉13⽇
(⽔)

野の緊急対策⽴法

書籍

⻄村あさひのリーガル・アウトルック

2020年04⽉

公開期間：2020年5⽉21⽇(⽊)〜2020

2020年04⽉

年6⽉30⽇(⽕)

新型コロナウィルス感染症への対

ドイツでの新型コロナウィルス感

Germany: Executive and

応と各国データ保護法制上の留意

染症の拡⼤に伴うバーチャルオン

Legislative actions in response to

点(個⼈情報保護法、GDPR、5/27

リー型(完全バーチャル型)株主総会

the COVID-19 outbreak (As of

施⾏のタイ法を含む)

の利⽤解禁

April 1, 2020)

セミナー

⻄村あさひのリーガル・アウトルック

オンライン配信：収録⽇：2020年4⽉6⽇

論⽂

2020年04⽉

2020年04⽉

欧州株主権利指令の改正に⾒る中

GDPR「地理的範囲に関するガイ

議決権⾏使助⾔のあり⽅に関する

⻑期的利益の視点

ドライン」(意⾒募集後版)の実務留

欧⽶の制度改正動向と潮流の変化

意点

〔下〕

(⽉)、2020年4⽉12⽇(⽇)

公開期間：2020

年4⽉16⽇(⽊)〜2020年5⽉29⽇(⾦)

論⽂
2020年03⽉

論⽂

論⽂

2020年02⽉

2020年01⽉

論⽂/書籍⼀覧
セミナー⼀覧

関連するニューズレター

接触確認アプリを巡る動向及び個

ヨーロッパニューズレター2020年

ヨーロッパニューズレター2020年

⼈情報保護委員会の考え⽅(2020

5⽉22⽇号

4⽉15⽇号

年5⽉28⽇号)
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ヨーロッパニューズレター

ヨーロッパニューズレター

2020年05⽉22⽇

2020年04⽉15⽇

欧州委員会による新型コロナウイ

新型コロナウィルス感染症の感染

欧州・GDPR：新型コロナウィル

ルス対応に関する競争法上の判断

拡⼤防⽌措置を講じる際の個⼈情

ス感染症への対応に際しての従業

枠組みの公表 (2020年4⽉14⽇号)

報保護法上の留意点(2020年4⽉8

員等の情報の取扱いの留意点

⽇号)

(2020年4⽉7⽇号)

ター
2020年05⽉28⽇

企業法務ニューズレター
2020年04⽉14⽇

個⼈情報保護・データ保護規制ニューズレ
ター

ヨーロッパニューズレター
2020年04⽉07⽇

2020年04⽉08⽇

ドイツ：コロナウィルス感染症の

新型コロナウイルス対応における

ヨーロッパニューズレター2020年

流⾏に対応した⾏政措置および⽴

独禁法/競争法上の留意点(2020年

3⽉24⽇号

法措置 (2020年4⽉3⽇号)

4⽉2⽇号)

ヨーロッパニューズレター
2020年04⽉03⽇

ヨーロッパニューズレター

企業法務ニューズレター

2020年03⽉24⽇

2020年04⽉02⽇

N&Aニューズレタートップ

関連するニュース

データの世紀：従業員の感染公表

⻄村⾼等法務研究所(NIALS)

川合弘造弁護⼠が、2019年8⽉26

どこまで

CLOUD Act (クラウド法) 研究会報

⽇の⽇EU経済連携協定合同委員会

告書 - 企業が保有するデータと捜

の決定により、同連携協定21.9条

査を巡る法的課題の検討と提⾔ -

に定められた⽇本とEU間の紛争解

悩める企業、 揺れる⾏

政
メディア
2020年05⽉06⽇

決パネルの仲裁⼈候補者リストに

お知らせ

掲載

2019年12⽉

お知らせ
2019年09⽉

ネット企業、経営破綻したら…個

ゴーダチーズはOK? ⽇欧EPAのGI

⽇欧の個⼈情報移転 補完的ルール

⼈情報が第三者の⼿に?

保護策で波紋

でEU並みに保護

メディア

メディア

メディア

2019年03⽉05⽇

2019年02⽉27⽇

2018年10⽉22⽇

2018年6⽉25⽇付⽇本経済新聞朝

⻄村⾼等法務研究所(NIALS) デー

2018年5⽉28⽇付⽇経ビジネスオ

刊11⾯

タをめぐる競争と産業の法政策研

ンライン

メディア
2018年06⽉25⽇

究会報告書
お知らせ

2018年05⽉28⽇

2018年06⽉

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
個⼈情報保護⽅針

事務所概要
情報セキュリティ基本⽅針

沿⾰ 受賞 ⻄村⾼等法務研究所
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
台北 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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