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2020 年 11 月号 

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律（続報） 

～不動産ファンドへの影響を中心に～ 

Ⅰ．はじめに 

Ⅱ．政省令及びガイドラインの主なポイント 

Ⅲ．不動産ファンド案件における 

サブリース規制の適用（まとめ）

Ⅰ．はじめに 

当事務所では、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律（以下「本法」という。）

に関し、2020 年 7 月にニュースレター「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」

（以下「前回のニュースレター」という。）を発行した1。 

その後、2020 年 10 月 13 日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部

の施行期日を定める政令」及び「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令」

（以下「施行令」という。）が閣議決定され、本法のうちマスターリース契約の適正化に

係る措置に関する部分（以下「サブリース規制」という。）2の施行期日が同年 12 月 15

日とされることが決定した。 

また、同年 10 月 16 日には、同法に関するパブリックコメントの結果概要、「サブリ

ース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」3（以下「適正業務ガイドライン」と

いう。）及び「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方」4（以

下「解釈運用」といい、適正業務ガイドラインと併せて「ガイドライン」という。）が国

土交通省により公表されるとともに、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施

行規則」（以下「施行規則」という。）が制定されることとなった。 

これらの政省令により法の公布時には明確でなかった定義やマスターリース契約の

適正化に関する措置に係る規制内容が明確化され、ガイドラインにより実務上依るべき

基準や指針等が明らかにされた。 

本稿では、前回のニュースレターの続報として、政省令及びガイドラインの制定によ

り明確となった法の規制の概要について解説する。本稿で記載される条文は別途明示さ

れない限り本法の条文である。なお、本法の成立に至る経緯や本法の規制の概要につい

ては前回のニュースレターに譲るものとする。 

1 https://www.mhmjapan.com/content/files/00042518/REIT_STRUCTURED%20FINANCE%20BULLETI
N%20202007.pdf 
2 本法のうち、第一章、第三章、第四章及びこれらに関連する罰則規定等に関する部分。 
3 https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001368270.pdf 
4 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001368605.pdf 
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Ⅱ．政省令及びガイドラインの主なポイント 

 

1. 「賃貸住宅」の定義の明確化 

 

本法の対象となる物件である「賃貸住宅」の定義からは、「人の生活の本拠として

使用する目的以外の目的に供されていると認められるものとして国土交通省令で定

めるもの」が除外されている（2 条 1 項）ところ、施行規則 1 条において、宿泊等の

ために用いられている一部の施設5が当該除外対象として規定された。 

 

2. 「特定賃貸借契約」／「特定転貸事業者」の定義の明確化 

 

（1） 「密接な関係を有する者」の明確化 

本法において、いわゆるマスターリース契約を意味する「特定賃貸借契約」から

は、「賃借人が人的関係、資本関係その他の関係において賃貸人と密接な関係を有す

る者として国土交通省令で定める者であるもの」が除外されている（2条4項）とこ

ろ、施行規則2条によりその内容が明らかにされた。施行規則は、規制対象から除外

する賃借人（マスターレッシー）をそれぞれ賃貸人の種類に応じて以下のとおり定

めている。 

 

 賃貸人 マスターレッシー 

1号 個人 
⚫ 当該賃貸人の親族 

⚫ 当該賃貸人又はその親族が役員である法人 

2号 会社法上の会社 

⚫ 当該賃貸人の親会社、子会社、関連会社、親

会社の子会社、当該賃貸人が他の会社等の関

連会社である場合における当該他の会社等

（以下「関係会社」という。） 

3号 登録投資法人（REIT） 
⚫ 当該登録投資法人の資産運用会社の関係会

社 

4号 特定目的会社（TMK） 

⚫ 当該特定目的会社の委託を受けて特定資産

の管理及び処分に係る業務を行う者の関係

会社 

5号 

組合（当該組合の組合員の

間で任意組合契約の不動産

特定共同事業契約が締結さ

れているもの） 

⚫ 当該組合の業務執行者又は当該業務執行者

の関係会社 

 
5 旅館業法の許可を受けた住宅、国家戦略特別区域法による特区民泊の認定事業に供されている住宅、

住宅宿泊事業法による民泊の届出を受けて住宅宿泊事業に供されている住宅（施行規則 1 条）。そして、

ウィークリーマンションは、旅館業法の許可を受けているか否かによって「賃貸住宅」に該当するか否

かが判断される（解釈運用「第 2 条第 1 項関係 2(2)」）。 
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6号 
不動産特定共同事業法2条9

項に規定する特例事業者6 

⚫ 当該特例事業者の委託を受けて不動産取引

に係る業務を行う不動産特定共同事業者の

関係会社又は当該業務を行う小規模不動産

特定共同事業者の関係会社 

7号 信託の受託者 

⚫ 当該信託の委託者又は受益者（以下「委託者

等」という。）の関係会社 

⚫ 委託者等が登録投資法人である場合におけ

る当該登録投資法人の資産運用会社の関係

会社 

⚫ 委託者等が特定目的会社である場合におけ

る当該特定目的会社の委託を受けて特定資

産の管理及び処分に係る業務を行う者の関

係会社 

 

上記の3号から7号は、不動産ファンド案件におけるマスターリース契約を一定程

度（主に、スポンサー又はオリジネーターの関係会社がマスターレッシーである場

合）サブリース規制の適用対象外とする趣旨と思われる。もっとも、REITスキーム

やTMKスキームと異なり、GK-TKスキーム7において信託不動産の場合を想定した規

定がない（アセットマネジャーの関係会社が除外される対象として挙げられていな

い）など、不動産ファンド案件において利用されるスキームが全て網羅されている

訳ではないため、各スキームにおいて締結される賃貸借契約に関して、法の適用対

象となるか否かについては慎重な検討が必要となる（詳細は、後記「Ⅲ．不動産ファ

ンド案件におけるサブリース規制の適用（まとめ）」ご参照）。 

 

（2） 「事業を営むことを目的」の明確化 

特定賃貸借契約に該当するには、第三者に転貸する「事業を営むことを目的」と

する必要があるが（2条4項）、ここでいう「事業を営む」とは、営利の意思を持って

反復継続的に転貸することをいうものとされており、営利性を要件とすることが明

記されている（解釈運用「第2条第4項関係」）8。かかる営利の意思は客観的に判断さ

れる（解釈運用「第2条第4項関係」「第2条第5項関係」）。 

この点、マスターレッシーから賃貸人に支払われる賃料とマスターレッシーがテ

ナントから回収する賃料との間に差がなく、マスターレッシーが賃料差額の収入を

 
6 不動産特定共同事業法上のいわゆるスーパープロ特例を行う適格特例投資家限定事業者は対象とされ

ていない。 
7 合同会社が不動産保有ビークルとなり、それに対して投資家が匿名組合出資により投資するスキーム。 
8 「（事）業」該当性において営利性を要件とするか否かは各規制法によって解釈は異なる。例えば、金

融商品取引法に規定する「金融商品取引業」について営利性は業の要件とはされていないと考えられて

いる（神田＝黒沼＝松尾『金融商品取引法コンメンタール 1 定義・開示制度』136 頁）。この点、「特定

賃貸借契約」及び「特定転貸事業者」でいう事業における営利性の要否は本法の規定からは明らかでは

なかったが、解釈運用において明示されたことになる。 
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得ないパススルー型のマスターリース契約は、客観的に転貸そのものから利益を得

ていないため、「特定賃貸借契約」に該当しないという考え方もでき得るように思わ

れる。 

しかし、この場合でも、例えば、マスターレッシーが賃貸人から（ML）PM契約等

により別途リーシング（賃貸管理）業務を受託しており、リーシング（転貸）に応じ

て報酬（リーシングフィー）を受領しているような場合には、転貸に関連して利益

を得ているとして、営利の意思が認定される可能性があるため留意が必要である910。 

なお、マスターレッシーを意味する「特定転貸事業者」（2条5項）についても、「事

業を営む」者であることを要し、上記と同様の考えに拠っている。 

全体的に、「営利の意思」が認められるケース及び認められないケースについては

ガイドラインにおいても具体的な説明が少なく、今後国土交通省においてさらなる

説明の拡充が期待される。 

 

3. 誇大広告等・不当な勧誘等の禁止に係る規制の明確化 

 

（1） 誇大広告等をしてはならない事項の明確化 

マスターレッシー又は勧誘者（以下「勧誘者等」という。）は、特定賃貸借契約

の条件について誇大広告等を行ってはならない（28条）が、施行規則3条は誇大

広告等をしてはならない事項を規定し、ガイドラインは誇大広告等をしてはなら

ない事項を具体例を交えて詳細に規定している（適正業務ガイドライン4）11。 

例えば、①広告において「家賃保証」「空室保証」等の表示を行う場合は、その

文言に隣接する箇所に、借地借家法32条の規定により減額され得る旨等を表示す

ること、②契約期間中に業者からの解約が可能であるにもかかわらず、契約期間

中に解約されることはないと誤解させるような表示をしないこと等は、法の成立

に係る経緯に照らしても特に留意する必要があると考えられる12。 

 

（2） 不当な勧誘等に該当する行為の具体化 

勧誘者等は、特定賃貸借契約の締結の勧誘時等に、賃貸人に対して不当な勧誘

等を行ってはならない（29条）が、施行規則4条は不当な勧誘等に該当する行為

を規定し、ガイドラインは不当な勧誘等に該当する行為や解釈の指針を具体例を

 
9 解釈運用「第 2 条第 5 項関係(2)」は、社宅代行業者は、賃貸人に支払う家賃と企業から支払われる家

賃が同額であっても、当該企業から手数料等何らかの名目で収益を得ることが一般的であるため、営利

の意思を持っているということができるとしている。かかる考え方を前提にすれば、転貸そのものから

利益を得ていなくても、転貸に関連して経済的利益を得る場合には「営利の意思」が認定される可能性

はあろう。 
10 但し、マスターレッシーが転貸の対価（報酬）を得ている場合に常に「営利の意思」が認定されるか

は議論の余地があろう。例えば、マスターレッシーが SPC の場合、SPC が会社として存続するために

必要な費用（税金等）相当額分だけ報酬を得ている場合、結局当該 SPC は転貸によって利益を得てはお

らず、「営利の意思」はないという考え方もあり得るのではないかと思われる。 
11 広告の媒体は、ホームページやチラシも含まれるため、マスターレッシーは、既存のこれらの広告内

容が本法に照らして適切か否か施行までに精査が必要となる。 
12 その他にも、強調表示について仮に例外等があるときは、打消し表示を分かりやすく適切に行わなけ

ればならない（適正業務ガイドライン 3(4)）等の留意点も記載されている。 
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交えて詳細に規定している。 

なお、法令上は勧誘時に書面を交付することは求められていないが、建設請負、

賃貸住宅やその土地等の売買契約が伴うマスターリース契約の勧誘を行う場合

には、マスターリース契約に係るリスク事項を記載した書面（適正業務ガイドラ

イン別添重要事項説明書記載例第一面ご参照）を交付して説明することが「望ま

しい」とされている（適正業務ガイドライン5(8)）。 

 

（3） 「勧誘者」の明確化 

以上の規制はマスターレッシーと組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧

誘を行う者（勧誘者）にも適用されるところ、ガイドラインはかかる「勧誘者」

の概念についても、具体例を交えて詳細に規定している（適正業務ガイドライン

3(3)、解釈運用「第28条関係」）。その内容は、概ね予定されていたとおりとなっ

ている（前回のニュースレターご参照）。 

 

4. 契約締結前交付書面（重要事項説明書）・契約締結時書面交付義務に

関する規制の明確化 

 

（1） 重要事項説明を要しない者の明確化 

マスターレッシーが特定転貸借契約を締結する際に特定賃貸借契約の相手方

となろうとする者に対して自ら重要事項説明を行う必要がある13ところ（30条1

項）、施行規則は、当該説明を要しない賃貸人である「特定賃貸借契約に係る専

門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定める者」（同

項括弧書き）を規定した（施行規則5条）。 

具体的には、賃貸人が、①特定転貸事業者、②宅地建物取引業者（宅地建物取

引業者とみなされる信託会社、信託銀行、登録投資法人、特例事業者14等を含む。）、

③特定目的会社、④組合（当該組合の組合員の間で任意組合契約の不動産特定共

同事業契約が締結されているもの）、⑤賃貸住宅に係る信託の受託者（委託者等

が①から③までのいずれかに該当する場合に限る。）、⑥独立行政法人都市再生機

構、⑦地方住宅供給公社のいずれかに該当する場合には、重要事項説明を要しな

い。 

したがって、信託不動産の場合は（若干疑義があるものの15）基本的に重要事

 
13 重要事項説明はマスターレッシー自らが行うことが必要であり、他の者に行わせることはできない。

そして、一定の実務経験を有する者や賃貸不動産経営管理士等、専門的な知識及び経験を有する者によ

って行われることが望ましいとされる。また、説明から契約締結までに 1 週間程度の期間をおくか、事

前に重要事項説明書等を送付しておくことが推奨されている（以上、解釈運用「第 30 条関係 1」）。なお、

2020 年 11 月 19 日に国土交通省により開催された賃貸住宅管理業法の施行に向けた説明会(サブリース

関係)によれば、説明者は少なくともマスターレッシーの指揮監督に服している必要があるとのことであ

る。 
14  不動産特定共同事業法上のいわゆるスーパープロ特例を行う適格特例投資家限定事業者は重要事項

説明を要しない対象に含まれておらず、原則通り重要事項説明をしなければならない。 
15 ⑤に着目すると、信託不動産の場合は受益者が一定の場合にのみ重要事項説明を要しないようにも思
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項説明は要しないことになるのではないかと思われる。一方で、現物不動産の場

合は、その保有者がREIT、TMK又は特例事業者の場合、重要事項説明を要しない。 

 

（2） 契約締結前交付書面（重要事項説明書）・契約締結時交付書面の記載事項の

明確化 

施行規則6条及び同9条によれば、重要事項説明書及び契約締結時交付書面には

以下の各事項の記載が必要である。 

 

① 特定賃貸借契約を締結する特定転貸事業者の商号、名称又は氏名及び住所 

② 特定賃貸借契約の対象となる賃貸住宅 

③ 特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃の額、支払期日及び支払方法等の賃貸

の条件並びにその変更に関する事項 

④ 特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全の実施方法 

⑤ 特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項 

⑥ 特定賃貸借契約の相手方に対する維持保全の実施状況の報告に関する事項 

⑦ 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項 

⑧ 責任及び免責に関する事項 

⑨ 契約期間に関する事項 

⑩ 転借人の資格その他の転貸の条件に関する事項 

⑪ 転借人に対する第四号に掲げる事項の周知に関する事項 

⑫ 特定賃貸借契約の更新及び解除に関する事項 

⑬ 特定賃貸借契約が終了した場合における特定転貸事業者の権利義務の承継に

関する事項16 

⑭ 借地借家法その他特定賃貸借契約に係る法令に関する事項の概要（重要事項

説明書のみ） 

 

各事項の詳細については解釈運用及び適正業務ガイドラインに譲るが、法令及び

ガイドラインに従った重要事項説明書を作成する際には、適正業務ガイドラインの

末尾の重要事項説明書記載例が、契約締結時交付書面を作成する際には、今後公表

 
われるが、通常信託の受託者は②の宅地建物取引業者とみなされる信託会社又は信託銀行に該当する。

この点、本法に関する法令及びガイドラインのいずれにおいても、②の信託会社又は信託銀行が自己の

固有財産として不動産を保有する場合のみを対象とするとはされていないため、信託の受託者として信

託財産に属する不動産を保有する場合も結局②が適用されるのではないかと思われる。この点は、今後

国土交通省において明確化を期待したい。 
16 2020 年 11 月 27 日現在、特定賃貸借標準契約書案がパブリックコメントに付されている。当該契約

書案において、マスターリース契約が期間満了、解約申入れ、マスターレッシーの債務不履行解除、合

意解除のいずれの原因によって終了した場合でも、賃貸人が敷金返還債務を含みマスターレッシーの地

位を承継する規定が設けられている。かかる規定は民法における法理とは異なる処理となり、国土交通

省の指導監督によってかかる規定が必要とされる場合は、（不動産ファンド案件を含み）従前の実務とは

異なる取扱いが必要となる可能性があるため、今後の議論の進展に留意が必要である。 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&bMode=1
&bScreen=Pcm1040&id=155200722 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&bMode=1&bScreen=Pcm1040&id=155200722
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&bMode=1&bScreen=Pcm1040&id=155200722
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される標準契約書の記載例が特に参考になるであろう17。 

 

（3） マスターリース契約の更新等に際する重要事項説明について 

マスターレッシーが特定賃貸借契約を従前と異なる内容で更新する場合18、例え

ば、本法施行前に締結された特定賃貸借契約を施行後に更新する場合で、それが従

前と異なる内容である場合、改めて重要事項説明書の交付及び重要事項説明が必要

となる（解釈運用「第30条関係3」）。 

また、解釈運用によれば、特定賃貸借契約が締結されている家屋等が、契約期間

中現に賃貸人から売却され、賃貸人たる地位が新たな賃貸人に移転し、従前と同一

内容によって当該特定賃貸借契約が承継される場合でも、新たな賃貸人に重要事項

説明書の交付及び重要事項説明をすることが望ましいとされている19。 

 

5．IT の活用 

 

マスターレッシーが書面に代えて IT を活用して重要事項説明書及び契約締結時交

付書面を提供できることは本法公布時から明らかであったが、施行令、施行規則及び

ガイドラインは、その具体的な方法や留意点について明らかにした。 

施行令によれば、マスターリース契約の相手方となろうとする者に対し、あらかじ

め電磁的方法の種類及び内容を示した上で、その者から書面等20による承諾を得た場

合には、電磁的方法により提供することができる（30 条 2 項、31 条 2 項）。 

具体的には、IT 重説等を行おうとするマスターレッシーは、用いる方法（電子メー

ル、WEB からのダウンロード、CD-ROM 等）やファイルへの記録方法（使用ソフト

ウェアの形式やバージョン等）を示した上で、電子メール、WEB による方法、CD－

ROM 等相手方が承諾したことが記録に残る方法で承諾を得ることが必要であり、重

要事項説明にあたっては、出力して書面を作成でき、改変が行われていないか確認で

きることが必要とされている（適正業務ガイドライン 6(6)）。 

また、適正業務ガイドラインは、映像による視認ができることや重要事項説明書等

の事前送付等の事項を満たしている場合に限り、対面による重要事項の説明と同様に

取り扱うこととすると規定しているため、電話会議等の映像が視認できない方法によ

る場合や、相手方の承諾なく事前に書面を送付していない場合には、重要事項説明等

は認められないこととなる点には留意が必要である21。 

 
17 特定賃貸借契約書案は、契約締結時交付書面を兼ねる前提で、同書面の記載事項が網羅されている。 
18 解釈運用によれば、契約内容のうち、少なくとも重要事項説明の説明事項が従前と異なる場合は、従

前と異なる内容による契約であると考えられるが、契約の同一性を保ったままで契約期間のみを延長す

ることや、組織運営に変更のない商号又は名称等の変更等、形式的な変更と認められる場合には、重要

事項の説明を要しないとされている。 
19 解釈運用からは、相続や合併等による地位承継が生じた場合に重要事項説明が必要かは必ずしも明ら

かではないが、売買の場合でも「望ましい」とされているに留まることからすれば、承継人に対する重

要事項説明は法令上は要求されていないと考えられる。 
20 書面又は施行規則 8 条 2 項に規定する電磁的方法のことをいう（施行令）。 
21 IT 重説の詳細については、賃貸取引に係る IT を活用した重要事項説明実施マニュアル（https://www.

mlit.go.jp/common/001201030.pdf）が参考になる。 

https://www.mlit.go.jp/common/001201030.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001201030.pdf
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Ⅲ．不動産ファンド案件におけるサブリース規制の適用（まとめ） 

 

前記「Ⅱ．2.（1）「密接な関係を有する者」の明確化」に記載のとおり、ここでは、

不動産ファンド案件のうち、信託不動産の場合と現物不動産の場合における、REIT ス

キーム、TMK スキーム及び GK-TK スキームで、サブリース規制が適用除外となる場合

と、主な留意事項を以下の表にまとめる。 

 

 
賃貸人 

（受益者） 

サブリース規制が適用除外と

なるマスターレッシー 

主な留意事項 

現

物

不

動

産 

REIT 
① 資産運用会社の関係会社 

② REITの関係会社 

① スポンサー22又はその関係

会社がマスターレッシー

であれば、多くの場合適用

除外となるだろう 

TMK 

① 特定資産の管理及び処分

に係る業務を行う者（アセ

ットマネジャー）の関係会

社 

② TMKの関係会社 

① アセットマネジャーがス

ポンサーの関係会社の場

合、スポンサー又はその関

係会社がマスターレッシ

ーであれば、基本的に適用

除外となるだろう 

② SPCがマスターレッシー

の場合で、TMKと当該SPC

の親会社が共通の一般社

団法人であれば、適用除外

となる 

GK 

※特例事業者 

① 不動産特定共同事業者（ア

セットマネジャー）の関係

会社 

② GKの関係会社 

① 上記「TMK」の欄①と同じ 

② SPCがマスターレッシー

の場合で、GKと当該SPC

の親会社が共通の一般社

団法人であれば、適用除外

となる 

信

託

不

動

信託受託者 

（REIT） 

① 資産運用会社の関係会社 

② REITの関係会社 

③ 信託受託者の関係会社 

① 上記「REIT」の欄と同じ 

② REIT自身は適用除外とな

るマスターレッシーに含

まれていない23 

 
22 資産運用会社の親会社がスポンサーであることが多い。 
23 受益者である REIT や GK がマスターレッシーを兼ねるスキームもあるが、かかる場合については法

文上「密接な関係を有する者」には該当しない。しかし、REIT や GK の関係会社の場合は「密接な関係

を有する者」に該当することとのバランスが取れないように思われる。もっとも、その場合はパススル

ー型のマスターリース契約であることが多いように思われ、そうであれば、前記「Ⅱ．2.(2) 「事業を営
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産 

信託受託者 

（TMK） 

① 特定資産の管理及び処分

に係る業務を行う者（アセ

ットマネジャー）の関係会

社（但し、右記①のとおり

留意が必要である） 

② TMKの関係会社 

③ 信託受託者の関係会社 

① TMKのアセットマネジャ

ーが「特定資産の管理及び

処分に係る業務を行う者」

に該当するかは議論があ

る24  

② 上記「TMK」の欄②と同じ 

信託受託者 

（GK） 

① GKの関係会社 

② 信託受託者の関係会社 

① GKのアセットマネジャー

の関係会社は、適用除外と

なるマスターレッシーに

含まれていない25 

② 上記「GK」の欄②と同じ 

③ GK自身は適用除外となる

マスターレッシーに含ま

れていない23 

 

なお、前記「Ⅱ．2.（2）「事業を営むことを目的」の明確化」に記載のとおり、マス

ターリース契約がパススルー型の場合においては、賃貸人とマスターレッシーに上記の

ような「密接な関係」がない場合でも、「事業を営む」目的がないものとして特定賃貸借

契約に該当せず、サブリース規制が適用されない可能性がある。 

 

  

 
むことを目的」の明確化」に記載のとおり、「事業を営む」目的が否定されるものとして特定賃貸借契約

に該当せず、サブリース規制が適用されない可能性がある。 
24 TMK の保有資産が受益権の場合、アセットマネジャーは、厳密には資産の流動化に関する法律に規定

する特定資産の管理及び処分に係る業務を行う者に該当しない（同法 200 条 1 項・2 項）。もっとも、現

物不動産の場合と取扱いを変える合理的な理由はなく、この場合のアセットマネジャーも施行規則 2 条

7 号ハに規定する「特定資産の管理及び処分に係る業務を行う者」に該当するという解釈もなし得るの

ではないかと思われる。今後の議論の進展に留意が必要である。 
25 特例事業者として GK が現物不動産を保有する場合と取扱いが異なり、また、同じ信託不動産の場合

でも REIT スキームや TMK スキームとも取扱いが異なるため留意が必要である。 
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セミナー情報 

➢ セミナー  『改正金商法におけるセキュリティトークン及びSTO規制の全体像』 

開催日時  2020 年 12 月 7 日（月） 9:30～11:30 

講師    増田 雅史 

主催    金融ファクシミリ新聞社セミナールーム 

 

➢ セミナー  『プロジェクトファイナンスの実務〜発電事業プロジェクトの最新

動向とリスク分担のポイントを事業者・金融機関双方の視点で解説〜』 

開催日時  2020 年 12 月 11 日（金） 13:30～16:30 

講師    末廣 裕亮 

主催    金融財務研究会  

 

➢ セミナー  『第 4426 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「プロジェクトファ 

イナンスの実務～発電所プロジェクトの最新実務動向や法改正の

影響も踏まえて～」』 

開催日時  2021 年 1 月 15 日（水） 13:30～16:30 

講師    末廣 裕亮 

主催    金融ファクシミリ新聞社セミナールーム  

 

※  新型コロナウイルス感染症の影響を含め、セミナーに関する情報については、主催

者のウェブサイト等をご確認ください。 

 

文献情報 

➢ 論文    「今注目されるデータセンターに対する不動産投資の法的留意点」 

掲載誌   The Finance 

著者    蓮本 哲 

 

➢ 論文    「米国不動産投資におけるファイナンスの概説」 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.57 

著者    小澤 絵里子、蓮本 哲（共著） 

 

➢ 論文    「＜LEGAL FOCUS－法令要点－＞押さえておきたい！「賃貸住宅

の管理業務等の適正化に関する法律」のポイント」 

掲載誌   会社法務 A2Z No.161 

著者    佐伯 優仁 
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➢ 論文    「ESG ファイナンスとは 具体的留意点を弁護士が解説」 

掲載誌   The Finance 

著者    末廣 裕亮 

 

NEWS 

➢ ALB Japan Law Awards 2020 にて受賞しました  

トムソン・ロイターグループの、国際的法律雑誌である ALB（Asian Legal 

Business）による ALB Japan Law Awards 2020 において、当事務所は下記を含

む 6 つのカテゴリーで受賞しました。 

・Real Estate Deal of the Year 

-  La Salle Investment Management's Property Fund 

 

➢ asialaw Profiles による"asialaw Leading Lawyers 2021"にて高い評価を得ました  

asialaw Profiles による"asialaw Leading Lawyers 2021"にて、当事務所の弁護士

35 名が高い評価を得ました（日本オフィス 29 名、バンコクオフィス 6 名）。

Banking & Finance 分野及び Real estate 分野からは、下記の弁護士が選出されて

います。 

・Banking & Finance 

Elite practitioner: 佐藤 正謙、三浦 健 

Distinguished practitioner: 石川 直樹、青山 大樹 

Notable practitioner:岡谷 茂樹、末廣 裕亮 

・Real estate 

Distinguished practitioner: 小澤 絵里子 

 

➢ asialaw Profiles による"asialaw Profiles 2021"にて高い評価を得ました 

asialaw Profiles による"asialaw Profiles 2021"にて、当事務所は"Recommended 

firms"として紹介され、Banking and finance（Practice Areas）、Banking and 

financial services、Real estate（Industry Sectors）を含む 21 の分野で高い評価

を得ました。また、当事務所のバンコクオフィス（Chandler MHM Limited）及び

ヤンゴンオフィスも"Recommended firms"として紹介され、各分野で高い評価を

得ております。 

 

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




