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第 106 号（2020 年 1 月号） 

今月のトピック

1. ベトナム ： 新労働法の成立

2. シンガポール ： Payment Services Act 2019 の施行

3. インド ： 電子化株式の譲渡への印紙税の新規課税

4. ミャンマー① ： 消費者保護法上のミャンマー語でのラベル表示義務に関す

る Directive の公表 

5. ミャンマー② ： 外国為替管理法の改正案公表～外貨建て取引が制限される

可能性も

6. タイ ： 居住用建物の賃貸借契約に係る規制（告示）の改正

今月のコラム －アセアン間の移動－

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106

号（2020 年 1 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. ベトナム：新労働法の成立

本レター第 104 号（2019 年 11 月号）にてご紹介したとおり、2013 年に施行された

現行のベトナム労働法（「現行法」）について、改正案が 2019 年 10 月 23 日に国会に提

出されていましたが、この度、国会で改正案が承認され、2019 年 11 月 20 日に新たな

労働法（「新労働法」）が成立しました。新労働法は 2021 年 1 月 1 日に施行されます。

本稿では、新労働法のうち特に重要と思われる点についてご紹介します。

(1) 残業時間の上限

現行法上、残業時間は、1 日あたりの通常労働時間の 50％（1 日 8 時間労働の場合

は 4 時間）、1 か月あたり 30 時間、1 年あたり 200 時間（ただし、法が定める一定

の分野・業務（繊維、衣類、履物等）は 300 時間）を超えてはならないとされていま

す。

これに対し、新労働法では、1 か月あたりの残業時間の上限が 30 時間から 40 時間

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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に増やされました。国会に提出された改正案では、1 年あたりの残業時間の上限につ

いても政府が定める特別な場合には 400 時間に増やすことも検討されていましたが、

結果としては、現行の枠組み（原則 200 時間、一定の分野・業務では 300 時間）が

維持されました。 

 

(2) 労働契約 

 

(a) 労働契約の種類の変更 

現行法上、労働契約は、労働期間によって①期間の定めのない労働契約、②12 か

月から 36 か月の有期労働契約及び③12 か月未満の季節的又は特殊な労働契約の 3

種類に分類されていますが、新労働法では、(i) 期間の定めのない労働契約と(ii) 36

か月以内の有期労働契約という 2 種類のみに整理されました。また、この種類の変

更に合わせ、12 か月未満の労働契約に関する試用期間の取扱いにも変更が生じてい

ます（下記(2)(e)参照）。 

 

(b) 有期労働契約の更新と期間の定めのない労働契約への移行 

現行法上、有期労働契約は原則として 1 度しか更新できず、更新後の期間満了後

も労働関係が継続する場合、期間の定めのない労働契約へ移行するとされています。 

新労働法では、原則として、有期労働契約の更新は 1 度に制限され、更新後の期

間満了後は期間の定めのない労働契約に移行するという点は現行法と同様ですが、

その例外が新設され、①国営企業の director、②定年に達した者、③外国人、④労働

者代表組織の管理委員会のメンバーとの労働契約については、更新後の期間満了後

も再度有期労働契約を締結できることとされました。 

 

(c) 労働者側からの労働契約の一方的解除 

新労働法では、労働者側から一方的に労働契約を解除できる要件が概ね以下のよ

うに変更されました。これにより、労働者は、労働契約の期間にかかわらず、法定

の解除事由がある場合には事前通知なく、解除事由がない場合には事前通知を行う

ことにより、一方的に労働契約を解除できることとなりました。 

期間 現行法 新労働法 

無期 法定の解除事由の有無を問わ

ず原則 45 日以上前の通知に

より解除可能 

現行法と同様 法定の解

除事由が

ある場合

は事前通

知不要 

有期 法定の解除事由がある場合の

み、解除事由・労働契約の種

類に応じて 3～30日以上前の

通知により解除可能 

法定の解除事由の有無を問わ

ず、契約期間に応じて以下の事

前通知により解除可能 

 12 か月未満：3 日以上前 

 12 か月以上：30 日以上前 
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(d) 使用者側からの労働契約の一方的解除 

新労働法では、使用者側から一方的に労働契約を解除できる要件が概ね以下のと

おり変更され、解除事由が現行法より広がり、事前通知が不要な場合も規定されま

した。 

 現行法 新労働法 

解除

事由 

① 労働者が労働契約上の義務不履

行を繰り返した場合 

② 労働者が傷病の治療後、労働契

約の種類に応じ定められた期間

連続して勤務できない場合 

③ 自然災害等の不可抗力により使

用者が必要な手段を尽くしても

なお雇用を維持できない場合 

④ 法定事由（兵役等）に基づく労

働契約の停止期間満了後 15 日

以内に労働者が復帰しない場合 

(i)～(iv)：現行法①から④と同様 

(v)：労働者が定年に達した場合 

(vi)：労働者が正当な理由なく 5 営業

日以上連続して欠勤した場合 

(vii)：労働者が提供した虚偽の情報

に基づき労働契約が締結された場合 

手続 解除事由、労働契約の種類に応じ 3

～45 日以上前の通知により解除可

能 

 (iv)(vi)は事前通知不要 

 (iv)(vi)以外は解除事由、労働契

約の種類・期間に応じ 3～45 日

以上前の通知により解除可能 

 

(e) 試用期間 

現行法上、試用期間を設ける場合、その上限は、①短期大学卒業以上の専門技術

を要する職種においては 60 日、②中級程度の専門技術を要する職種においては 30

日、③その他の職種については 6 日とされています。他方、12 か月未満の季節的労

働については、試用期間を定めることが認められていません。 

これに対し、新労働法では、上記①から③に加え、企業の管理職については 180

日とすることが定められ、高度な職種に対する長期の試用期間が認められました。

また、有期労働契約については、1 か月未満の有期労働契約に限り、試用期間を定

めることが禁止されました（すなわち、12 か月以上の有期労働契約のみならず、1

か月以上 12 か月未満の有期労働契約についても、試用期間を定めることが認められ

ました）。 

 

(3) その他の改正内容 

 

以上のほか、新労働法では、電子的方法による労働契約の締結、定年の男性 62 歳・

女性 60 歳への段階的な引き上げ（現行法上は男性 60 歳・女性 55 歳）、祝日の追加

に関する規定等が新設されました。 
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新労働法の成立・施行により、従来の人事労務に関するプラクティスに影響が生じ得

るため、その内容を把握することが重要となります。また、新労働法の成立・施行に伴

い、今後の詳細を定める政令や通達等の整備動向も注視することが必要となります。 

 

（ご参考） 

本レター第 104 号（2019 年 11 月号） 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00037919/20191120-112718.pdf 

 

 

2. シンガポール：Payment Services Act 2019 の施行 

 

2020 年 1 月 28 日、シンガポールにおける決済サービスに関する Payment Services 

Act 2019（「PSA」）が施行されます。従前、決済サービスを規律する法律は複数の法律

に分かれていましたが、この度、一本の法律に統合されることになりました。同法の趣

旨としては、近時、決済サービスに関連するテクノロジーが著しく発展していることに

より、多種多様な決済サービスの態様が生じており、これに伴い生じ得るリスクに適切

に対応するため、規制対象となる決済サービスの範囲を拡大するとともに、決済サービ

スに関するライセンス制度等により、取引規模の観点も踏まえて決済サービスの提供者

を統一的に規制することにあります。 

また、PSA では、①マネーロンダリング・テロ資金供与、②利用者保護、③相互運用

可能性（Interoperability）、④テクノロジーリスク管理等の観点から各種規制を設け、各

種決済サービスの内容及び取引規模等に応じて、想定され得るリスクを防止するために

必要な範囲で当該各種規制を適用しています。 

 

(1) 規制対象となる決済サービス 

 

PSA の規制対象となる決済サービスは以下のとおりです。 

 

(a) 決済口座発行サービス（Account issuance services） 

(b) 国内送金サービス（Domestic money transfer services） 

(c) 国外送金サービス（Cross-border money transfer services） 

(d) アクワイアリングサービス（Merchant acquisition services） 

弁護士 江口 拓哉 

 +84-28-3622-2601（ホーチミン）  
 03-5223-7745（東京） 

 takuya.eguchi@mhm-global.com 
 

弁護士 西尾 賢司 

 +84-28-3622-2602（ホーチミン） 
 kenji.nishio@mhm-global.com 

弁護士 塙 晋 

 +66-2-266-6485（バンコク） 
 susumu.hanawa@mhm-global.com 

 
 

弁護士 川上 愛 

 +84-28-3622-2603（ホーチミン） 
 ai.kawakami@mhm-global.com 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MHM Asian Legal Insights 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 
© 2020 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

5 
 

(e) 電子マネー発行サービス（E-money issuance services） 

(f) デジタル決済トークンサービス（Digital payment token services） 

(g) 両替サービス（Money-changing services） 

 

上記のうち、(d) アクワイアリングサービス（加盟店のために決済取引を承認・処

理して、その結果、当該取引に係る資金が加盟店に支払われる、いわゆる決済代行シ

ステムの提供サービス等）、(f) デジタル決済トークンサービス（仮想通貨の売買、交

換所の設立運営等を行うサービス等）等が、既存の法律では規制対象とされておらず、

今回新たに規制対象となる決済サービスです。 

 

(2) ライセンスの分類 

 

各決済サービスの提供者は、上記 (1)(g)の両替サービスのみを行う場合は

Money-Changing Licence、上記(1)(a)から(f)のいずれかのサービスを行う場合は

Standard Payment Institution Licence、さらに、サービスの提供規模が一定金額以上

になる場合には Major Payment Institution Licence といった分類に基づき、これら 3

種類のいずれかのライセンスを取得する必要があります。2019 年 12 月 18 日には、

シンガポール通貨管理庁（Monetary Authority of Singapore：（MAS））から、決済サ

ービスの提供者が各ライセンスを取得するためのガイドライン、提出を要する申請書

の例が公開されています。ライセンスを取得する必要のある決済サービスの提供者は、

2020 年 1 月 28 日に PSA が施行された後、ウェブサイト上で申請を行うことになり

ます。 

 

世界有数の金融センターであるシンガポールにおける決済サービスのビジネス領域

は、今後益々の発展及び複雑化が予想され、それに伴う新たなリスクに対応すべく、さ

らに新規の規制が導入される可能性があります。シンガポールにおける既存の決済サー

ビス提供者はもちろん、今後、シンガポールで決済サービスに関連するビジネスを提供

する場合にとどまらず、そのようなビジネスを提供している会社に投資する場合にも、

新の法規制を把握しておく必要があります。 

 

※当事務所は、シンガポールにおいて外国法律事務を行う資格を有しています。シンガ

ポール法に関するアドバイスをご依頼いただく場合、必要に応じて、資格を有するシン

ガポール法事務所と協働して対応させていただきます。 

 

 

 

弁護士 小松 岳志 

 +65-6593-9753（シンガポール） 
 takeshi.komatsu@mhm-global.com 

 
弁護士 湯田 聡 

 +65-6593-9464（シンガポール） 
 satoshi.yuda@mhm-global.com 

弁護士 川村 隆太郎 
 +65-6593-9754（シンガポール） 

 ryutaro.kawamura@mhm-global.com 
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3. インド：電子化株式の譲渡への印紙税の新規課税 

 

インド中央政府は、2020 年 1 月 8 日付けで、(1)インド印紙法（The Indian Stamp Act, 

1899）の改正が 2020 年 4 月 1 日に施行されること、及び(2)インド財務省（Ministry of 

Finance）が2019年12月10日付けで公布していたインド印紙規則（The Indian Stamp 

(Collection of Stamp Duty through Stock Exchange, Clearing Corporations and 

Depositories) Rules, 2019）が 2020 年 4 月 1 日より施行されること、をそれぞれ公

示しました。 

これらによる主な改正ポイントは以下のとおりです。 

 

従前のインド印紙法では、電子化された株式を譲渡する際には印紙税を免除する規

定が置かれていました。それが、今回の改正によりかかる免除規定が削除され、2020

年4月1日以降に行われる電子化された株式の譲渡についても印紙税が課されること

となりました。 

具体的には、①証券取引所を通じての電子化された株式の譲渡に際しては、当該証

券取引所又は当該証券取引所から権限を付与されたクリアリング機構に印紙税を納

付することが、②証券取引所外での証券保管振替機関による対価を伴った電子化され

た株式の譲渡に際しては、当該証券保管振替機関に印紙税を納付することが、それぞ

れ必要となります。 

電子化された株式の譲渡に際して納付が必要となる印紙税の額は、当該株式の譲渡

対価又は当該株式の市場価値の 0.015％とされています。 

 

このように、2020 年 4 月 1 日以降にインドにおいて電子化された株式の譲渡が行

われる際には、従前は課されていなかった印紙税が課され、所定の額を所定の機関に

納付する義務が課されることとなりました。なお、当初の改正案では、2020 年 1 月

9 日以降に行われる電子化された株式の譲渡について印紙税が課されることとされて

いましたが、上記のとおり 2020 年 1 月 8 日付けのインド中央政府の公示により改正

案の施行が 2020 年 4 月 1 日に延期されました。施行がさらに延期される可能性もあ

りますので、今後も 新の動向に注意する必要があります。 

 

 

 

4. ミャンマー①：消費者保護法上のミャンマー語でのラベル表示義務

に関する Directive の公表 

 

消費者保護委員会（Myanmar Consumer Protection Commission）は、消費者保護法

（Consumer Protection Law, 2019）が規定するミャンマー語でのラベル表示義務に関し、

弁護士 小山 洋平 

 03-5220-1824（東京） 
 yohei.koyama@mhm-global.com 

 

弁護士 臼井 慶宜 

 06-6377-9405（大阪） 
 yoshinori.usui@mhm-global.com 
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2019 年 12 月 3 日付けで Directive 第 2/2019 号（「本 Directive」）を発表しました。 

消費者保護法は、2019 年 3 月 15 日に制定され、同法の規定のうち、ミャンマー語に

よるラベル表示義務に関する各規定は、上記制定日から 1 年後に発効するものとされて

います。本 Directive は、消費者保護法に定めるミャンマー語でのラベル表示義務につ

いて、その適用対象となる具体的な商品群を以下の 8 つに分類し、それぞれの商品群に

含まれる具体的な商品について、①商品名、②商品の大きさ・容量、③使用方法、④保

管方法、⑤アレルギーに関する注記、⑥健康に対する副作用、及び⑦その他の警告事項

のうちどの項目を表示すべきかを定めています。 

 

・ 食品（Foods） 

・ 家庭用品（Household Materials） 

・ ベビー用品（Baby Items） 

・ 通信機器（Telecommunications Items） 

・ 医薬品・栄養補助食品（Medicine and Supplemental Foods） 

・ 化粧品（Cosmetics） 

・ パーソナルケア用品（Personal Care Items） 

・ 事業向け用品（Business Items） 

 

なお、消費者保護法上、上記義務を負う主体は「事業者（Business Entrepreneur）」

と規定されており、サプライチェーンに関与するミャンマーの全ての事業者（輸入、卸

売及び小売に関与する事業者を含む。）が当該義務を負うこととされています。この点

については、当局より、当該義務を誰が履行するかという点について関係者間で契約書

等で事前に合意しておくことが望ましい、との指摘があったとの情報もあります。ラベ

ル表示義務の対象商品を取り扱う事業者においては、具体的にどのような形式で表示義

務を履行するかという点に加え、関係者間で誰がラベル表示義務を履行すべきかという

点について整理が必要となります。発効日までの時間が限られていることもあり、早急

に準備を進めていくことが求められるところです。 

 

5. ミャンマー②：外国為替管理法の改正案公表～外貨建て取引が制限

される可能性も  

 

ミャンマーでは外国為替管理法（Foreign Exchange Management Law）の改正法案

（「本法案」）がミャンマー連邦議会において議論されています。同法は 2012 年に制定

された法律で、海外送金や海外からのローンの受入れ等を含む外国為替管理について規

律しています。 

 

改正内容は多岐にわたりますが、中でも注目される点として、ミャンマー国内での外

貨建て取引が制限される可能性が挙げられます。本法案第 8 条は、ミャンマー国内での
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取引における「外貨による価格の表示及び支払の実施・受領」についてはミャンマー中

央銀行（Central Bank of Myanmar：「CBM」）が定める規則等に従って行う必要がある

と規定しています。また、同第 50 条は何人もミャンマー国内での取引に関し、CBM の

規則等に違反して価格を外貨で表示し又は支払を行い若しくは受領してはならないと

規定しています。さらに、上記各条項に反する行為を刑罰の対象としています。 

 

一部では、本法案が可決成立した場合、外貨による価格表示や支払が禁止される旨の

報道もあります。しかし、本法案の条文によれば、CBM が別途定める規則等に従う必

要が生じるのみであり、直ちに外貨建ての取引が禁止されるわけではありません。とは

いえ、ミャンマーでは米ドルによる取引が広く行われていることもあり、本法案の動向

及び CBM の方針次第では実務上大きな混乱が生じることも予想されます。こうした点

も含め今後の動向を注意深く見守る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. タイ：居住用建物の賃貸借契約に係る規制（告示）の改正 

 

タイ消費者保護委員会の下部組織である契約委員会は、消費者保護法に基づき、居住

用不動産に係る賃貸借契約の内容を規律する告示を 2019 年 10 月 31 日付けで改正しま

した（「本告示」）。本告示は、5 件以上の物件（ホテル及びドミトリーを除く）を居住

用建物として個人に賃貸している事業者に適用され、居住用建物の賃貸借契約の内容に

関する規制を定めています。 

本告示の施行は 2020 年 1 月 30 日の予定であり、同日以降に締結される一定の居住

用建物の賃貸借契約に適用されます。 

本告示の大部分は、従前の告示の内容を踏襲するものですが、以下のとおり、賃貸借

契約の解約権に係る規律について、重要な改正が行われました。 

 

(1) 賃借人（個人）の解約権 

 

従前の告示では、居住用建物の賃借人（個人）は、契約期間中においても、解約日

の 30 日前までに通知することにより、賃貸借契約を解約することが認められていま

したが、解約が認められるための条件は、主として、賃借人が、賃料その他の費用の

支払を遅滞していないこと、及び解約について合理的な理由が存在することとされて

弁護士 武川 丈士 

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

 takeshi.mukawa@mhm-global.com 
 

弁護士 井上 淳 

 +95-1-255136（ヤンゴン） 
 atsushi.inoue@mhm-global.com 

 

弁護士 眞鍋 佳奈 

 +95-1-255137（ヤンゴン） 
 +65-6593-9762（シンガポール） 

 kana.manabe@mhm-global.com 
 

弁護士 石塚 司 

 +95-1-255134（ヤンゴン） 
 tsukasa.ishizuka@mhm-global.com 
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いました。 

本告示により、賃借人の解約権が認められるための条件として、新たに、賃借人が、

賃貸借契約期間の半分以上、賃借物件の占有を続けたことが追加されました。これに

より、賃借人による賃貸借契約の中途解約がなされる場面が一定程度限定されること

となるため、賃貸事業者にとって有利な改正がなされたものと考えられます。 

 

(2) 賃貸人（事業者）の解除権 

 

従前の告示上、賃貸人（事業者）は、賃借人の債務不履行が存在する場合には、30

日以上の期間を定めて是正を催告し、当該債務不履行が当該期間内に是正されなかっ

た場合に、賃貸借契約を解除することが認められていました。 

本告示上も、上記の賃貸人の解除権の規律は維持されていますが、以下のとおり、

新たに、より短い催告期間又は無催告での解除が認められることになりました。 

 

(a) 賃借人が、他の賃借人による当該物件の平穏な使用を直接に妨げるような行為を

行った場合、賃貸人は、7 日以上の期間を定めて催告することにより、賃貸借契

約を解除することが認められる。 

(b) 賃借人が、公序良俗に関係する法令の定めに違反した場合には、賃貸人は、何ら

の催告を行うことなく賃貸借契約を解除することが認められる。 

 

上記のとおり、本告示は 2020 年 1 月 30 日以降に締結される一定の居住用建物の賃

貸借契約に適用されます。タイにおいて居住用不動産の賃貸事業を行っている事業者に

おかれては、適用対象となる賃貸借契約の管理に際し、本告示に留意することが必要で

す。 

 

 

 

 

 

弁護士 岸 寛樹 

 +66-2-266-6485（Ext: 327）（バンコク） 
 hiroki.kishi@mhm-global.com 

 

弁護士 岩澤 祐輔 

 +66-2-266-6485（Ext: 106）（バンコク） 
 yusuke.iwasawa@mhm-global.com 
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今月のコラム－アセアン間の移動－ 
 

昨年 8 月に留学先のアメリカから帰国し、10 月

にバンコクオフィスに着任してから、早いもので 3

か月が過ぎました。留学先が Cornell University だっ

たため（冬は氷点下も当たり前の極寒の地です）、

常夏の国に異動することになり、さっそく週末は運

動三昧（サッカー）だと張り切っていたところ、や

ってしまいました。。。。靭帯損傷。 

 

その後、杖をつきながら通勤するという困難に直面する一方、タクシーや BTS に乗

る際に、ドアを開けてくれたり、肩を貸してくれたりと、見知らぬタイ人がよく助けて

くれたので、タイ人の優しさを痛感することができました。人の優しさに触れる機会が

増えたため、 終的には、もはや怪我して良か

ったとさえ、感じることができました。 

また、わずか 3 か月の期間ですが、私が 2014

年から 2018 年まで駐在していたホーチミンか

ら出張ベースで多くの友人がバンコクを訪れ

てくれました。アセアン間の日本人駐在員の移

動を見ていると、やはり今後アセアン間の投資

が急増していくのは間違いのではないかと肌

で感じています。 

こうした需要に応えていくのが我々の仕事ですので、ホーチミンに駐在していた経験

を生かしつつ、バンコクからアセアン間の投資をサポートしていければと思っておりま

す。 

 

なお、執筆時点では、足は無事完治しました。ご安心ください。 

 

 

（弁護士 山口 健次郎） 
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NEWS 

 高松オフィス開設のお知らせ 

当事務所は、高松オフィスの開設を決定いたしましたので、お知らせいたしま

す。 

 

当事務所は、現在、四国や中国地区の案件につきましても、東京、大阪をはじ

めとする国内各拠点においてリーガル・サポートを提供しておりますが、企業法

務を中心とした分野において、より近接した拠点からのサポートを期待するとの

声をいただいておりました。当事務所は、このような事務所へのご要望・ご期待

にお応えして、きめ細やかなサポートを行うべく、今般、香川県高松市に新たな

拠点を設けることを決定いたしました。 

高松オフィスでは、M&A、会社法関連業務、税務、事業承継等において豊富な

経験を有する小山浩弁護士（香川県高松市出身）らが所属し、国内拠点のみなら

ず、北京・上海・シンガポール・バンコク・ヤンゴン・ホーチミンオフィスを含

めた当事務所の各海外拠点、及びその他の国の提携法律事務所と密に連携をとり

ながら、クライアントの皆様のご要望に応じたリーガル・サポートを提供してま

いります。 

また、高松オフィスは、地域における弁護士業務全般のより一層の活性化を目

指すという新たなコンセプトのもと、地元の弁護士の先生方との連帯を重視し、

他士業等との連携の道を切り拓き、その成果を地域の先生方と分かちあい、加え

て、海外と地元の先生方との懸け橋になるなど、微力ながら、地域全体の弁護士

業務の更なる活性化や展開に努めるとともに、地域経済へのリーガル・サービス

提供の充実に貢献することを目指してまいります。 

高松オフィスの開設については、開設に必要となる諸手続を経た上、2020 年 4

月のスタートを目指しております。開設日・開設場所等の詳細が決まりましたら、

改めてお知らせいたします。 

 

※高松オフィスは、弁護士法人森・濱田松本法律事務所の従事務所として開設す

る予定です。 

 

（本件に関するお問合せ先） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

Tel: 03-6212-8330／Email: mhm_info@mhm-global.com 

 

 新人弁護士(51 名)が入所しました 

 

（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@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


