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第 86号（2018年 5月号） 
 

 

今月のトピック 
1. インド ： 倒産法改正法の公布 
2. ベトナム ： 労働法の改正草案の動向 
3. ミャンマー① ： 新会社法の施行に向けた準備状況のアップデート－会社法

規則のドラフト及び既存会社等の再登録のための申請書類

の公表－ 
4. ミャンマー② ： 改訂最低賃金の適用開始 
5. ミャンマー③ ： 倒産法のドラフトの公開 
 
今月のコラム －シンガポールランニング日記：図書館編－ 

 

 

はじめに 
 

このたび、森・濱田松本法律事務所アジアプラクティスグループでは、東南・南アジ

ア各国のリーガルニュースを集めたニュースレター、MHM Asian Legal Insights第 86

号（2018 年 5 月号）を作成いたしました。今後の皆様の東南・南アジアにおける業務

展開の一助となれば幸いに存じます。 

 

1. インド：倒産法改正法の公布 
 

2018年 1月 18日、2016年倒産法（The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016）の

改正法である倒産法改正法（The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Act, 

2017）がインド首相の承認を得て公布され、2017年 11月 23日に遡って施行されまし

た。 

倒産法改正法における主な改正内容は、以下のとおりです。 

 

(1) 適用対象の追加 

 

倒産法の適用対象に、従前明示されていなかった「破産会社の個人保証人」及び「個

人」が明示的に加えられ、これらの者にも倒産法が適用されることが明らかにされま

した。 

 

 

 

森・濱田松本法律事務所 アジアプラクティスグループ 

（編集責任者：弁護士 武川 丈士、弁護士 小松 岳志） 
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(2) 再生計画提出者の限定 

 

倒産手続に入った破産会社は、全件につき、まずは再生手続を経ることとされてお

り、当該再生手続の中で手続を統括する破産専門家（Resolution Professional）（破産

専門家としての資格を与えられた弁護士等が選任されます）が破産会社の今後の再生

計画を募ることとなります。この募集に際し、従前は、誰でも（無関係の第三者であ

っても）再生計画を提出できることとされていました。しかし、今回の改正で、再生

計画を提出できるのは、下記の欠格事由に該当しない者のうち、再生手続の中で破産

専門家からその提出を要請された者のみに限定されることとなりました。 

 

(3) 再生計画提出者としての欠格事由 

 

上記のとおり、従前、誰でも再生計画を提出できることとされていましたが、今回

の改正で、再生計画を提出することができない欠格事由が明示されました。主な欠格

事由者は、以下のとおりです。 

 

(a) 免責決定を受けていない破産者 

(b) 銀行規制法（The Banking Regulation Act, 1949）下で発行されたインド準備銀

行（the Reserve Bank of India）のガイドラインに基づいた場合に故意に債務

不履行を行った者に該当する者 

(c) 2年以上の懲役刑が科されうる犯罪につき有罪判決を受けた者 

(d) インド会社法（The Companies Act, 2013）における取締役の欠格事由に該当す

る者 

(e) インド証券取引委員会（the Securities and Exchange Board of India）により

証券市場における取引又は証券市場への関与を禁止された者 

(f) 欠格事由者の関係者 

 

(4) 清算手続における破産会社の資産売却先の限定 

 

再生手続が奏功しなかった場合、倒産手続は清算手続に入ることとなりますが、清

算手続において清算人は再生計画提出の資格のない者に対して破産会社の不動産、動

産又は債権を売ることができないことが新たに規定されました。 

もっとも、破産専門家が再生計画の提出を要請できる者の例として、潜在的債権者

や投資家が挙げられており、これらの者（欠格事由該当者を除く）に対する売却は依

然として可能です。したがって、再生計画提出の資格のある者や実際の提出者の限定

という本改正の趣旨を受けて同様に限定されたとはいえ、ある程度の広範な売却先候

補が確保されています。 
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(5) 罰則 

 

倒産法改正法及び同法下で制定された法規制に違反した者には、倒産法改正法に別

途罰則の規定がない限り 10万インドルピー（現在の為替レートで約 16万円）以上の

罰金（2,000万インドルピー（現在の為替レートで約 3,243万円）まで増額できる）

が科されることが明示されました。 

 

以上のように、倒産法改正法は、再生計画提出者の限定、それに伴う手当て、法違反

に対する罰則の明示等、インドにおける倒産手続の精巧化・精緻化を図ったものと考え

られます。 

倒産法改正法の下で、今後インドの倒産手続がどのように運営されていくか、動向を

注視していく必要があります。 

 

 

 

 

2. ベトナム：労働法の改正草案の動向 
 

現在、ベトナムでは、労働法（No. 10/2012/QH13）の改正が検討されています。現

在、第 2次改正草案（「改正案」）が公開され、2019年 1月 1日の施行を目指して、引

き続き議論が続いています。本稿では、改正案の内容に基づき、改正の論点となってい

る重要ポイントを紹介します。 

 

(1) 残業時間 

 

ベトナムでは残業時間に対する制限が厳しく、特に外資系の企業等から、必ずしも

実務の要請に合致していないとの批判がありました。具体的には、現行の労働法では、

「1日当たりの総労働時間は 12時間を超えてはならず、残業時間は月間 30時間、年

間で 200時間を越えてはならない」と規定されているからです。 

これに対し、改正案では「1 日当たりの総労働時間は 12 時間を超えてはならず、

残業時間は年間で 400時間を越えてはならない」と変更することが議論されています。

この内容どおりに改正された場合、月単位の残業時間数の制限がなくなるとともに、

年間の総残業可能時間数の増加が見込まれます。 

また、残業可能時間数の増加に伴い、残業代の見直しも検討されています。残業代

について、現行の労働法では、①通常勤務日の残業の場合、賃金の 150％、②週末の

残業の場合、賃金の 200％、③祝日の残業の場合、賃金の 300％と規定されています。

これに対し、改正案では、①通常勤務日の残業の場合、初めの 1時間は賃金の 150％、

それ以降は 200％、②週末の残業の場合、初めの 2時間は賃金の 200％、それ以降は

弁護士 小山 洋平 
 03-5220-1824 

 yohei.koyama@mhmjapan.com 
 

弁護士 臼井 慶宜 
 06-6377-9405 (大阪) 

 yoshinori.usui@mhmjapan.com 
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300％、③祝日の残業の場合、初めの 2時間は賃金の 300％、それ以降は 400％と変

更することが議論されています。 

 

(2) 賃金テーブル 

 

現行の労働法では、使用者は、賃金テーブルの作成に当たり労働組合から意見を聞

いた上で、労働・傷病軍人・社会事業局（DOLISA）に登録する必要があります（同

法 93条 2項）。 

この賃金テーブルの作成に際しては、毎年変動する最低賃金を考慮に入れる必要が

あります。また、景気の動向による物価の変動等を考慮することも求められるため、

使用者側は、賃金テーブルを毎年変更する必要があり、賃金テーブルの作成は使用者

側にとって大きな負担となっています。また、会社内に労働組合を持たない会社も多

いことから、労働組合から意見を聞く際には実情を把握していない上級レベルの労働

組合の意見を聞かなければならず、賃金テーブルに必ずしも当該会社の労働者の意見

が反映されない場合があるという問題もあります。 

そこで、改正案では、上記の実情を考慮し、賃金テーブルの作成に際しては、労働

組合の関与及び DOLISAへの登録を不要とし、使用者と労働者の議論を通じて作成す

べきとの案が検討されています。 

 

(3) 定年退職年齢の引き上げ 

 

現行の労働法では、定年退職年齢について、男性の場合は 60歳、女性の場合は 55

歳と規定されています。これに対し、改正案では、2021年 1月 1日より段階的に定

年退職年齢を引き上げることが検討されており、一年ごとに 6ヶ月ずつ引き上げ、最

終的に男性の場合は 62歳、女性の場合は 60歳にすることが検討されています。 

この案に対しては、肉体労働を行う者にとって定年退職年齢の引上げは実情に合わ

ず、また、多くの労働者が早めに定年退職をして年金を受け取ることを望んでいるこ

ともあり、多くの反対意見も出されています。したがって、この改正の内容が最終的

に改正法に反映されるかどうかについては、引き続き動向を注視していく必要があり

ます。 

 

以上のとおり、労働法の改正に向けて様々な議論が続いていますが、労務に関する事

項は、ベトナムに進出している又はこれから進出するすべての日系企業に関係する重要

な問題ですので、引き続き、改正案の議論の動向を注視する必要があります。 

 

 

 

 

弁護士 江口 拓哉 
 06-6377-9402 (大阪)  
 03-5223-7745 (東京) 

 takuya.eguchi@mhmjapan.com 
 
弁護士 塙 晋 
 +66-2-266-6485（バンコク） 

 susumu.hanawa@mhmjapan.com 

弁護士 西尾 賢司 
 03-6266-8762 

 kenji.nishio@mhmjapan.com 
 
 
弁護士 山口 健次郎 
（ホーチミン LNT & Partners 法律事務所出向中） 
 03-6266-8792 

 kenjiro.yamaguchi@mhmjapan.com 
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3. ミャンマー①： 新会社法の施行に向けた準備状況のアップデート－
会社法規則のドラフト及び既存会社等の再登録のための申請書類の

公表－ 
 

ミャンマーでは、2018年 8月に予定されている新会社法（Myanmar Companies Law）

（「新会社法」）の施行に向け、電子登録システムの立上げを含む様々な準備が進められ

ています。この度、投資企業管理局（DICA）は、会社規則（Companies Regulation）

のドラフト（「規則ドラフト」）と、新会社法下における既存会社の再登録手続に関する

申請書類の様式（「再登録様式」）を公表しました。以下、それぞれの概要についてお伝

えします。 

 

(1) 規則ドラフトについて 

 

規則ドラフトは、2018年 5月 2日、DICAのウェブサイトにおいて公表されました。

主な留意点は以下のとおりです。 

 

(a) 新会社法施行から 6ヶ月以内の再登録手続について 

 新会社法の施行以前に設立された既存の会社及び支店は、新会社法施行から6 ヶ

月以内に、下記(2)の再登録様式に基づく所定の再登録手続を行う必要があります。 

 

(b) 取締役の居住要件の取扱い 

新会社法では、取締役のうち少なくとも 1名はミャンマー居住者（12ヶ月中 183

日以上ミャンマーに滞在する者）でなければならないとする、いわゆる居住取締役

の要件が新たに設けられます。そして、規則ドラフトは、退任後に居住取締役が不

在となる場合、現職の居住取締役は退任してはならず、これに違反して行われた退

任は無効とする旨を規定しています。しかしながら、DICA からは取締役就任後 12

ヶ月が経過した時点において、過去 12 ヶ月間において 183 日以上ミャンマーに滞

在したかどうかに基づき判断する、との見解が示されているところです。上記の

DICAの見解と規則ドラフトは整合していないようにも思われます。仮に規則ドラフ

トのとおりになるとすれば、駐在員である取締役の交代を円滑に行うことが困難に

なるとも思われます。 

 

(2) 再登録様式について 

 

再登録様式の記載を踏まえ、再登録手続に関する主な留意点を挙げると以下のとお

りです。 

 

(a) 株主の親会社に関する情報の記載が求められること 
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再登録様式によれば、既存会社についても、新設会社の場合と同様に、直接の株

主に加え、その究極的な親会社（通常は日本の本社）の情報を DICA に登録する必

要があります。 

 

(b) 支店については本店の設立証明書及び定款の提出が求められること 

支店（branch）については、新会社法に定める海外会社（overseas corporation）

として再登録を行う必要があるところ、その手続に際しては、本店の設立証明書及

び定款の提出が求められています。このうち、定款に関しては、ミャンマー語の翻

訳と（原文が英語でない場合には）英語によるサマリーの作成も必要とされており、

再登録手続に際してはこれらの作業に要する時間も考慮したスケジューリングが必

要となる点に留意が必要です。 

 

（ご参考） 

本レター第 84号（2018年 4月号） 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00031234/20180420-124135.pdf 

 
4. ミャンマー②： 改訂最低賃金の適用開始 

 

ミャンマーにおける労働者の最低賃金については、本レター第 83号（2018年 3月）

にてお伝えしたとおり、2018年 3月 6日に最低賃金の決定に関する国家委員会が最低

賃金の改訂案を公表して以降、その適用開始のために必要な連邦政府の承認を待ってい

る状態が続いていました。そうした中、ミャンマー労働・移民・人口省（Ministry of Labour, 

Immigration and Population）は、2018年 5月 14日付で、同改訂案の適用開始を決定

しました。規制の内容は、先に本レター第 83号（2018年 3月号）でお伝えしたものか

ら変更はなく、最低賃金額は 1 時間 600 チャット（現在の為替レートで約 49 円）、日

給 4,800チャット（現在の為替レートで約 389円）であり、雇用する労働者が 10名以

下の場合及び家族経営事業の場合を除き、業種・勤務地域・職種・勤務形態を問わず等

しく適用されます。 

 

（ご参考） 

本レター第 83号（2018年 3月号） 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00030999/20180320-024642.pdf 

 
5. ミャンマー③： 倒産法のドラフトの公開 

 

ミャンマー最高裁判所は、ミャンマー倒産法（Myanmar Insolvency Law）のドラフ

ト（「本ドラフト」）を公開し、一般からのコメントの募集を開始しました。ミャンマー

では個人に適用される倒産法が存在しますが、実務的には全く利用されていません。会
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社に関しては、会社法に含まれる会社清算の規定が倒産に関連する唯一の法規であり、

いわゆる再建型倒産手続は存在しません。本ドラフトでは大要以下の手続を設けること

が提案されています。 

 

(1) 会社再生（corporate rehabiritaion）手続 

(2) 個人の破産手続 

(3) 会社清算手続 

 

最大の特徴としては、これまでミャンマーに存在しなかった再建型倒産手続が導入さ

れることです。また、中小企業（事業を営む個人を含む）に関する再生と清算に関する

特則を整備する等、現代的な倒産法となっています。 

 

個別の論点で特に注目されるものとしては、会社再生手続との関係で、担保権に対し

てどのような制約が及ぶかという点があります。本ドラフトによると、会社再生手続が

開始されてから再生計画が作成されるまでの期間（3ヶ月又は 4ヶ月間）は、担保権の

実行が禁止される期間（いわゆるモラトリアム期間）とされています。しかし、再生計

画は計画に同意した担保権者のみに対して効力を有するとされていることから、最終的

には担保権者の意思に反して担保実行が阻害されることにはなりません。しかし、裁判

所の命令によって担保権者を再生計画に従わせることができる道が用意されています。

この運用次第では担保権者の権利行使が制限される可能性もあります。こうした可能性

も含めて、金融機関や債権・与信管理を行う事業者は今後の展開に注目する必要がある

と考えられます。 

弁護士 武川 丈士 
 +65-6593-9752（シンガポール） 
 +95-1-255135（ヤンゴン） 

 takeshi.mukawa@mhmjapan.com 
 

弁護士 井上 淳 
 +95-1-255136（ヤンゴン） 
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今月のコラム－シンガポールランニング日記：図書館編－ 
 

シンガポールは行くところが少なくてすぐに飽きてしまうとお伺いすることも多い

のですが、私は東京 23 区と同程度という国土の狭さを逆手にとって、シンガポール全

土を走って巡ろうと日夜ランニングに繰り出しています（数年前に 100km マラソンを

完走しており、シンガポール国内であれば走ってどこへでも行けるはずです）。今回は、

シンガポール発展の基礎となったシンガポール人の勤勉さの秘密を学ぶために走って

巡った、各地の図書館についてご紹介いたします。なお、文中の距離は自宅からのラン

ニング距離です。 

 

 まずは、皆様にも一番なじみのありそうな国立図書館です。シン

ガポールでは、シンガポール国立図書館庁（NLB）がシンガポー

ル国立図書館と 26 の公共・地域図書館を運営しています。昨年

の統計資料を基に東京 23区と比較すると、人口約 948万人の東

京 23区には 231の公立図書館が存在するのに対し（約 4万 1,000

人に一つ）、人口約 561万人のシンガポールには 27の公立図書館

（約 20万 8,000 人に一つ）と、人口当たりの公立図書館数では

東京が圧倒していることが分かります。  

 

国立図書館で驚かされるのは、日本の図書館と比べて明らかに働い

ている職員が少ないことです。これは、図書館の運営の電子化が進ん

でいることが理由の一つではないかと思われます。例えば、貸出手続

については、事前に利用者登録をしておけば、NLBのアプリを用いて

スマートフォンでバーコードを読み取るだけで手続が完了します（右

写真参照）。また、国のメイン図書館としては蔵書数が少ないようです

が、電子書籍形式での収蔵が盛んであることがその理由ではないかと

考えられます（一部については、NLB アプリでも閲覧可能です）。館内にはパソコン等

の利用のためのコンセントが至る所に設けられており、無料Wi-Fiも完備されているた

め、いつも読書や勉強をしている人で溢れています。 

 

 次にLibrary@Chinatownをご紹介します。この図書館は、

その名のとおり中華街にあり、中国美術と文化をテーマ

にした公共図書館です。私は大学時代から茶道を趣味と

しており、日本伝来前の中国での喫茶文化も研究してい

ます。この図書館には中国喫茶文化に関する書籍も取り

揃えられているため、たまに資料を読みに行っています。 

 

（国立図書館、2.5km） 

（Library@Chinatown、1.3km） 
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（Library@Orchard、3.5km） 

（NUS中央図書館、約 9km） 

（SMU法学図書館、2.5km） 

 

また、中華街にあることから、周りに安くて美味しい中華のお店が多いのも嬉しいとこ

ろです。なお、ここは利用者によるセルフサービス形式の図書館をボランティアで運営

するという実験的な試みの場でもあります。 

 

 Library@Orchardは、繁華街に位置するライフスタイル、デザイ

ン及び応用美術にフォーカスした公共図書館です。ファッション、

お茶室を含む現代建築に関する資料が充実しているため、私はこ

こではそのような本を読んで過ごすことが多いです。また、利用

者には他の図書館よりお洒落な雰囲気の人が多いように見受けら

れるため、当初はランニングウェアで行くことに多少抵抗があり

ましたが、シンガポール生活に慣れてきたのか段々と気にならな

くなってきました（「Ok lah」の精神です）。 

 

ここまでは公立図書館をご紹介してきましたが、以下は

大学の図書館のお話です。右の写真は、ケントリッジにあ

るシンガポール国立大学（NUS）の中央図書館です。まさ

に大学の図書館という雰囲気で、勉強もはかどります。          

  

また、弁護士として強い関心があるため、同図書館から約

8km走って、ボタニックガーデンに隣接している NUSの

法学図書館にも行ってみました。シンガポールオフィスに

在籍している Chee Jian弁護士も、よくここで勉強してい

たとのことです。国は異なりますが、同じ法学の道で頑張

っている学生さん達に心の中でエールを送りました。  

                               

最後にご紹介するのは、シンガポールマネージメント大

学（SMU）の法学図書館です。SMU では大学関係者から

の推薦がないと図書館の利用をすることができないため、

残念ながらこの素敵な外観の建物の中にはまだ入れてい

ません。 

                                             

以上ご紹介しましたとおり、シンガポールには地域ごとにそれぞれ異なるテーマを持

った特色ある図書館が設置されています。読書の習慣を付けさせるためか子供向けの特

設コーナーを設けている図書館も多く、また国立図書館のように研究者向けのスペース

を確保することを通じてプロフェッショナルによる活用も促進する等、NLBによる図書

館政策はシンガポール発展のために計画的に整備されてきたものであることが実感で 

きます（現在は「Libraries for Life」という NLBによる第三次図書館改革プロジェクト 

（NUS法学図書館、約 8km） 
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を実施中です）。 

 

今回はランニングと図書館という一見関連性がなさそうなテーマでしたが、自分の足

で街を探索し、新たな側面を発見するということの一例としてご参考にしていただけま

したら幸いです。今後は、シンガポールの自然というテーマで各貯水池や近隣の島にも

足を延ばしていきたいと考えています。ご関心のある方はぜひ一緒に走りましょう。 

 

（弁護士 畠山 佑介） 
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文献情報 
 論文    「すぐに使える危機管理の書式（4）国境を越えた不正調査」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.18 No.6 

著者    梅津 英明、山内 洋嗣、大川 信太郎 

 
NEWS 
 The Ninth Edition of Best Lawyers in Japanにて高い評価を得ました 

Best Lawyers（ベスト・ロイヤー）による、The Ninth Edition of Best Lawyers in 

Japanに当事務所の弁護士 60名が選ばれました。 

 

また、下記 3名の弁護士が「Lawyers of the Year」に選ばれました。 

・石黒 徹： Capital Markets Law 

・佐藤 正謙： Banking and Finance Law 

・飯田 耕一郎： Information Technology Law 

 

Antitrust / Competition Law 

伊藤 憲二、宇都宮 秀樹 

 

Arbitration and Mediation 

上村 哲史 

 

Banking and Finance Law 

石黒 徹、桑原 聡子、佐藤 正謙、松井 秀樹、丸茂 彰、小澤 絵里子、小林 卓

泰、青山 大樹、江平 享 

 

Capital Markets Law 

石黒 徹、安部 健介、藤津 康彦、鈴木 克昌、尾本 太郎 

 

Corporate and M&A Law 

米 正剛、射手矢 好雄、河井 聡、菊地 伸、桑原 聡子、藤田 浩、松井 秀樹、

藤原 総一郎、棚橋 元、石本 茂彦、石綿 学、大石 篤史、松村 祐土、小松 岳

志、戸嶋 浩二、紀平 貴之、小島 義博、江平 享 

 

Corporate Governance & Compliance Practice 

石黒 徹 

 

Criminal Defense 

池田 綾子、奥田 洋一 
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Derivatives 

佐藤 正謙、小澤 絵里子 

 

Financial Institution Regulatory Law 

松井 秀樹、小田 大輔、江平 享 

 

Information Technology Law 

齋藤 浩貴、丸茂 彰、飯田 耕一郎 

 

Insolvency and Reorganization Law 

藤原 総一郎 

 

Intellectual Property Law 

松田 政行、飯塚 卓也、齋藤 浩貴、横山 経通、三好 豊、小野寺 良文、岡田 淳 

 

International Business Transactions 

射手矢 好雄、江口 拓哉、松村 祐土 

 

Investment and Investment Funds 

竹野 康造、三浦 健、下瀬 伸彦 

 

Labor and Employment Law 

高谷 知佐子 

 

Litigation 

山岸 良太、金丸 和弘、松井 秀樹、藤原 総一郎、柴田 勝之、信國 篤慶、眞鍋 

佳奈 

 

Media and Entertainment Law 

松田 政行、山元 裕子、横山 経通 

 

Private Equity, Private Funds and Venture Capital Law 

竹野 康造、三浦 健、棚橋 元、石綿 学 

 

Product Liability Litigation 

関戸 麦 
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Real Estate Law 

佐藤 正謙、早川 学、植田 利文、小澤 絵里子、武川 丈士、石川 直樹、青山 大樹 

 

Structured Finance Law 

佐藤 正謙、諏訪 昇、植田 利文、小澤 絵里子、小林 卓泰、武川 丈士、青山 大樹 

 

Tax Law 

増田 晋、大石 篤史 

 

Telecommunications Law 

松田 政行、山元 裕子 

 

Trade Law 

江口 拓哉 

 
 ベトナム・ホーチミンオフィス開設申請のお知らせ 

森・濱田松本法律事務所は、ベトナム・ホーチミン市に現地オフィスを開設する

運びとなり、本年夏頃の業務開始を目指して、ベトナム政府当局に対する申請手

続きをいたしましたので、ご報告いたします。 

 

当事務所は、1998 年には北京オフィス、2005 年には上海オフィス、2012 年に

はシンガポールオフィス、2013年にはバンコクデスク（2015年バンコクオフィ

スに改編、2017年に Chandler & Thong-ek Offices Limitedと経営統合し、CTLO

の名称を Chandler MHM Limitedへ変更）、2014年にはヤンゴンオフィス、2016

年 に は ジ ャ カ ル タ デ ス ク （ ARFIDEA KADRI SAHETAPY-ENGEL 

TISNADISASTRA法律事務所内）を開設し、いち早く中国業務に積極に取り組む

とともに、他のアジア新興国についても、豊富なクロスボーダー案件の経験を活

かして、アジア関連業務に関するリーガル・サポートを提供してまいりました。 

 

これまで当事務所は、東京・シンガポール・バンコクの各オフィス・デスクを拠

点としつつ、現地提携法律事務所に日本人弁護士を長期駐在させながら、ベトナ

ムに関する様々な先駆的案件に関与して参りましたが、特に近時、案件が急増す

るとともに、ベトナム現地におけるサポートの必要性が一段と高まってきており

ます。当事務所は、時代の変化や多様化するリーガルニーズに応えつつ最良のク

ライアント・サービスを提供することを常に使命としており、ベトナム現地にお

けるサービスの提供体制を強化すべく、今般、本年夏頃の業務開始を目指して、

ベトナム政府当局に開設申請を行った次第です。 
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開設日、開設場所等の詳細につきましては、上記ホーチミンオフィス開設の許可

が下りましたら、改めてお知らせいたします。 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


