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第 119号（2021年 1月号） 

 

 

今月のトピック 

1. ベトナム ： 新投資法に関する政令案 

2. シンガポール ： 個人情報保護法改正にあたり対応すべき事項 

3. タイ ： 土地建物の賃借権・使用権類似の新たな権利の設定に関する

下位規則 

4. ミャンマー ： 商標法の施行に向けた最新情報 

5. インド ： 労働改正法の成立 

 

今月のコラム －コロナ禍におけるインドネシアの流行－ 

 

 

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 119

号（2021 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：新投資法に関する政令案 

 

2021年 1月 1日に施行された新投資法（Law on Investment No.61/2020/QH14：「投

資法」）に関して、投資法の施行細則を定める政令案（「本政令案」）が 2020年 10月 23

日に公表されています。本政令案の内容は多岐にわたりますが、本稿においては、外国

投資家によるベトナム市場への参入制限に関する主要な内容を紹介します。 

 

(1) 外国投資家による市場参入制限事業分野リスト 

 

投資法上、外国投資家によるベトナム市場への参入制限に関して、ベトナム政府の

義務として、条約やベトナム法等に基づき、(a) 外国投資家による市場参入がいまだ

認められない事業分野及び(b) 外国投資家による市場参入が条件付きで認められる事

業分野のリスト（「市場制限事業分野リスト」）を作成して公表することが求められて

いるところ、本政令案では、それぞれの分野に属する事業が具体的に列挙されていま

す。 

具体的には、(a) 外国投資家による市場参入がいまだ認められない事業分野として、

報道、労働者の海外派遣、公共郵便等の 15 分野が、また、(b) 外国投資家による市
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場参入が条件付きで認められる事業分野として、保険・銀行等、広告、印刷出版、教

育、旅客・貨物輸送、不動産等の 51分野が含まれています。 

なお、本政令案では、計画投資省（Ministry of Planning and Investment）に対して、

上記事業(a)(b)の分野に関して、市場制限の法的根拠や外国投資家に適用される外資

出資割合制限や投資形式等の諸条件を定めるリストを別途作成し、国家ポータルサイ

トで公表することを義務付けており、今後、本政令案に基づく詳細なリストが国家ポ

ータルサイトで公表されることが期待されます。 

 

(2) 市場制限事業分野リストが適用される範囲 

 

加えて、本政令案では、市場制限事業分野リストによる規制が適用される範囲が定

められており、具体的には、同規制は、(a) 投資法 3 条 19 項で定義される外国投資

家（外国人及び外国法に基づく設立企業・組織）に適用され、また、(b) 投資法 23

条 1項に規定するベトナム法人（「みなし外国投資家」）がベトナムにおいて①法人の

新規設立、②他のベトナム法人に対する出資又は株式取得、③事業協力契約（Business 

Cooperation Contract）に基づき投資を行う場合に適用されることとされています。 

上記みなし外国投資家とは、具体的には、以下のいずれかの場合に該当するベトナ

ム法人を指します。 

(i) 外国投資家の出資比率が 50％を超える場合 

(ii) 上記(i)のベトナム法人の出資比率が 50％を超える場合 

(iii) 外国投資家及び上記(i)のベトナム法人の出資比率が 50％を超える場合 

 

本政令案はあくまでもドラフトであり、実際に制定される政令が今回ご紹介した内容

と異なる可能性がある点にご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. シンガポール：個人情報保護法改正にあたり対応すべき事項 

 

本レター第 112 号（2020 年 7 月号）で紹介したとおり、シンガポールでは個人情報

保護法（Personal Data Protection Act 2012：「PDPA」）の改正作業が進められていまし
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たが、2020年 11月 7日、改正案が国会で可決されました。本レター第 112号では、パ

ブリックコメントに付された改正案の内容をご紹介しましたが、今回可決された改正案

の内容は、パブリックコメントに付されたものと大きくは変わっていません。 

今回の法改正の施行日は今後発表される予定ですが、2021 年前半には施行される見

込みであり、早めに施行に向けた準備を進めておくことが望ましいと思われます。以下

では、シンガポールの企業として現時点で対応する必要があると思われる事項を紹介し

ます。 

 

(1) 情報漏洩に関する報告の義務化に伴う対応方針の見直し 

 

改正前は、情報漏洩があった場合において個人情報を取り扱う者が当局に報告する

ことは任意とされていました。これに対し、改正後は、情報漏洩により本人が重大な

損害を被る（又はそのおそれがある）場合、又は情報漏洩の規模が重大である（又は

重大になるおそれがある）場合に個人情報保護委員会（Personal Data Protection 

Commission）及び関係する個人に報告することが義務とされています。これに伴い、

個人情報を取り扱う者は、情報漏洩があった場合に、当該漏洩が報告義務の対象とな

るかどうかについて検討することが義務付けられました。 

現在でも、情報漏洩があった場合に任意に当局に報告することを前提とした社内規

程を準備している企業も少なくないと思われますが、そのような規程が改正後の

PDPA を遵守した形になっているか確認することが必要です。 

 

(2) セキュリティ体制の見直し 

 

PDPA 第 24 条に関して、改正前は、個人情報を取り扱う者に対し、個人情報に対

する無権限のアクセス、収集、使用、公開、複製、変更、破棄及びこれらに類するも

のを防ぐために合理的な措置を講じることを義務付けていましたが、改正後は、個人

情報が記録されている媒体の紛失を防ぐために合理的な措置を講じることが義務の

対象として追加されました。また、改正後の PDPA では、情報漏洩が起きた場合でも、

関係する個人に重大な損害が生じるおそれを低減する措置（情報の暗号化等）を講じ

ていた場合には、上記(1)で触れた報告義務が軽減され、関係する個人には報告しなく

てもよいこととされています（同法 26(D)条(5)(b)）。 

シンガポール企業としては、以上のような改正点を踏まえて自社のセキュリティ体

制を見直すことが考えられます。情報漏洩が発生して個人情報保護委員会が調査を行

う場合、同委員会は、個人情報を取り扱う者が情報漏洩を防ぐために合理的な対策を

講じていたかを検討するにあたり、セキュリティ体制の規模や範囲に関する情報を提

供するよう要求してくることが多いようです。そのため、法令改正を踏まえてタイム

リーにセキュリティ体制を見直すことは、当局への対応という観点からも重要です。 
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(3) 情報移転義務に関する対応 

 

改正後は、個人情報を取り扱う者は、本人から要求があった場合には、本人に関し

て保有する個人情報を第三者に移転しなければならないこととされています。このよ

うな情報移転義務は、EU 一般データ保護規則等で既に導入されているものですが、

シンガポールでも、個人情報に対する自己コントロール権を拡大するため、また個人

情報を取り扱う者が提供する商品・サービスの開発、改善に役立てるために導入され

たものです。 

PDPA 改正案の審議では、担当大臣は、情報移転義務の導入のタイミングは遅らせ

ることを示唆していましたが、どの程度遅らせるかは明言しませんでした。これは、

罰金の上限額の変更（個人情報を取り扱う者のシンガポールでの年間総売上高の10％

又は 100万シンガポールドル（現在の為替レートで約 7,800万円）のいずれか高い方

と厳罰化されました。）について、改正法が施行されてから少なくとも 1 年は適用さ

れないと明言していたことと対照的です。そのため、シンガポールの企業としては、

情報移転義務の導入を見据え、本人からの移転の要求に対応できる体制を早めに構築

しておくことが望まれます。 

 

(4) みなし同意の範囲の拡大 

 

改正後は、個人情報の収集、使用及び開示について、本人の同意があるとみなされ

る範囲が拡大されました（本レター第 112号 4.(2)参照）。特に、一定のビジネス改善

目的の場合には、本人の同意があったものとみなされることとされており、個人情報

の取扱いが柔軟化したものと評価できると思われます。具体的には、以下に掲げるよ

うなビジネス改善目的で個人情報を使用する場合には、本人の同意があったものとみ

なされるようになります。 

 

(a) 個人情報を取り扱う者により既に提供されている商品・サービス又は今後提供さ

れる商品・サービスの改善又は向上 

(b) 個人情報を取り扱う者の事業運営の方法若しくは工程の改善又は向上、又は事業

運営の新しい方法若しくは工程の創出 

(c) 個人情報を取り扱う者が提供する商品・サービスに関係する本人その他個人の行

動及び嗜好の把握及び理解 

(d) 個人情報を取り扱う者が提供する商品・サービスのうち、本人その他の個人に適

当なものの特定、又はそのような商品・サービスのカスタマイズ 

 

シンガポール企業としては、上記のような PDPA の改正を踏まえ、本人からの同意

取得の仕組みを見直すことも考えられるところです。 
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以上のとおり、今般の PDPA の改正は、業種を問わずシンガポールの企業に影響があ

るものと思われます。シンガポールの企業としては、改正法の内容を踏まえて、早期に

個人情報保護の体制をアップデートすることが必要になりそうです。 

 

（ご参考） 

本レター第 112 号（2020年 7月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00042667/20200720-112955.pdf 

 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. タイ：土地建物の賃借権・使用権類似の新たな権利の設定に関する

下位規則 

 

タイでは、2019 年 2 月 8 日、土地建物の賃借権・使用権類似の新たな権利（タイ語

の定義語の発音で Sub-Ing-Sithi、「新用益権」）を創設する法案（「本法」）が立法議会で

承認され、その後施行されていましたが、2020 年 11 月から 12 月にかけて、新用益権

の設定手続の詳細を定める複数の下位規則（「本下位規則」）が制定され、いずれも即日

施行されました。 

本稿では、新用益権及び本下位規則の概要について解説します。 

 

(1) 新用益権の概要 

 

新用益権は、本法によって新たに創設された不動産の使用収益に関する権利であり、

従来から存在する不動産賃借権との違いとしては、例えば、タイ法上、賃借権は賃借

人の死亡により消滅すると解されているのに対して、新用益権は、新用益権保有者が

死亡した場合も相続人に権利を承継させることができるとされている点が挙げられ

ます。 

新用益権を設定することができる不動産（Immovable Property）は、(a) 権原証書

（title deed）のある土地、(b) 権原証書のある土地及びその土地上の建物、(c) コン
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ドミニアム法（Condominium Act B,E, 2522 (1979)）に基づくコンドミニアムユニッ

トとされています。 

新用益権に関する契約は、書面で作成し、下位規則に従い管轄当局に登録しなけれ

ばならないとされ、これらの手続が履践されていない場合には無効とされるなど、賃

借権と比較し、新用益権の設定には厳格な形式要件が要求されます。 

 

(2) 本下位規則の概要 

 

上記(1)のとおり、新用益権の設定手続の詳細については本法の下位規則にて定める

こととされていたところ、今回、本下位規則が制定されたことにより、新用益権の設

定手続の詳細が明らかになりました。 

具体的には、新用益権の設定登録申請書の内容、当局による当該申請書の確認方法、

当該確認完了後の新用益権に関する証書の発行手続、新用益権の設定等に関する手数

料等が本下位規則において定められています。 

 

本下位規則の施行後は、新用益権が設定される実例が出てくるものと予測され、本用

益権が実務上どのように活用されるかを含め、今後の動向が注目されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ミャンマー：商標法の施行に向けた最新情報 

 

本レター第 116 号（2020年 10月号）でお伝えしたとおり、ミャンマー商業省（Ministry 

of Commerce：「MOC」）は、商標法（Trademark Law）の施行に先立ち、(a) 既にミャ

ンマー国内で使用されている商標及び(b) 証書登録法（Registration of Instruments Law）

又は旧・登録法（Registration Act）に基づき既に登録されている商標（「既存商標」）に

ついての事前申請（「先行申請」）の受付を 2020 年 10 月 1 日から開始し、同法の施行

に向けた準備を進めています。本号では、商標法の施行開始までに予定されている MOC

の今後の動向について最新情報を紹介します。 

 

(1) 先行申請の手続関係 

 

既存商標の先行申請は、MOCの消費者局（Department of Consumer Affairs）が運
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用する電子登録システムWIPO File上で行います。既存商標の先行申請については既

に滞りなく行われていますが、既に申請を行った場合でも今後対応しなければならな

い手続があることに留意が必要です。例えば、先行申請の期間中に申請手数料の支払

いを完了する必要があります。申請手数料支払いの詳細については、2021 年 2 月以

降に順次公表される見込みです。 

 

(2) 商標法及び商標規則の施行日 

 

商標法の施行日については、2021 年 3 月中旬の知的財産庁（Intellectual Property 

Office）設立と同時期とすることが検討されています。商標法の施行に先立ち、同法

の施行細則である商標規則（Trademark Rules）も公表される予定であり、現在関係

当局内での審査が行われているところです。 

なお、本レター第 115号（2020年 9月号）においては、商標法の施行開始に伴い、

証書登録法に基づく登録手続（「旧登録手続」）の受付は終了することが予定されてい

る旨お伝えしました。しかし、旧登録手続を実施することを希望する場合であっても、

COVID-19の感染拡大に伴い、旧登録手続を行う証書登録局が、現在多くの窓口で新

規受付を停止している事態を受け、商標法施行開始後も一定期間は旧登録手続を引き

続き可能とする方向で検討が行われているようです。ただ、実際に手続が継続される

か、又どれくらいの期間手続が可能かについては明らかではありません。このため、

商標法の施行前に、証書登録法に基づく登録を経たうえで先行申請まで完了しておく

ことが望ましいといえそうです。 

 

商標法の施行が目前に迫って来ました。商標法施行後の商標の保護を確実にするため

には、商標登録に関する MOCの動向についての最新情報に基づき、必要な手続を滞り

なく行っておく必要があります。 

 

（ご参考） 

本レター第 115 号（2020年 9月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00043047/20200923-021926.pdf 

本レター第 116 号（2020年 10月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00043326/20201020-112005.pdf 

 

※今月号で取り上げたミャンマーのトピック（及び各国での隔離体験）について、ヤン

ゴンオフィス所属の弁護士による解説動画も配信しています。こちらからご視聴いただ

けますので、併せてご確認いただけますと幸いです（視聴期限 2021年 4月 20日まで）。 

 

 

 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00043047/20200923-021926.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00043326/20201020-112005.pdf
https://us02web.zoom.us/rec/share/em7--jwTFrJJ10HEB76dhe_v5eJqI_NFQUiHZIsjtMATRn6M-q576quvkk8N3kk0.1ZHzSY518I4eTnqK
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5. インド：労働改正法の成立 

 

本レター第 108 号（2020年 3月号）においてご紹介したとおり、インドの現政権は、

連邦議会と州議会が制定した多数の法令が混在していた労働関連法を、(1) 賃金、(2) 

労働安全衛生、(3) 社会保障、及び(4) 労使関係の 4 分野に整理・統合し、4 つの法令

とする改正を進めてきました。 

同レターでお伝えしたとおり、これら 4 法令のうち、(1) 賃金に関する 2019 年賃金

法（Code on Wages, 2019）は 2019 年に国会で承認され成立していましたが、2020

年 9月、残りの 3分野の法令、すなわち、(2) 労働安全衛生に関する 2020年労働安全・

健康・労働環境法（The Occupational Health, Safety and Working Condition Code, 

2020）、(3) 社会保障に関する 2020 年社会保障法（The Code on Social Security, 20

20）、及び(4) 労使関係に関する 2020 年労使関係法（The Industrial Relations Code, 

2020）が国会で承認され成立しました。もっとも、4法令とも政府が発行する官報公告

によって施行日が定められるのを待っている段階であり、現時点で未施行です。 

本レター第 108 号でも紹介しましたが、2019 年に成立した 2019 年賃金法及び今般

成立した 3法令の概要は以下のとおりです。 

 

(1) 2019年賃金法 

 

様々な法律で異なっていた「賃金」の定義を統一するとともに、州ごとに異なり、

必ずしも全労働者が対象とされていなかった最低賃金を全国的に統一して全ての労

働者を対象としました。また、平等賃金と賃金における性差別の禁止も保証し、労働

者保護のスタンスを打ち出しています。 

 

(2) 2020年労働安全・健康・労働環境法 

 

派遣労働者や出稼ぎ労働者といった相対的に弱い立場にある労働者に対する手当

てを主に規定するとともに、女性の夜間労働も認めるといったように、女性労働者の

扱いの平等化も進めています。 

弁護士 武川 丈士 

 +95-1-9253652（ヤンゴン） 

 +65-6593-9752（シンガポール） 
 takeshi.mukawa@mhm-global.com 

 

弁護士 井上 淳 

 +95-1-9253654（ヤンゴン） 
 atsushi.inoue@mhm-global.com 

 

弁護士 眞鍋 佳奈 

 +95-1-9253653（ヤンゴン） 

 +65-6593-9762（シンガポール） 
 kana.manabe@mhm-global.com 

 

弁護士 石塚 司 

 +95-1-9253650（ヤンゴン） 
 tsukasa.ishizuka@mhm-global.com 

 

mailto:takeshi.mukawa@mhm-global.com
mailto:atsushi.inoue@mhm-global.com
mailto:kana.manabe@mhm-global.com
mailto:tsukasa.ishizuka@mhm-global.com
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(3) 2020年社会保障法 

 

積立基金、退職金、妊娠している女性の得られる恩恵、病気や怪我に対する補償と

いった社会保障の根幹をなす内容を体系的に規定するとともに、社会保障を受けられ

る労働者の範囲を明示的に拡大しました。 

 

(4) 2020年労使関係法 

 

労働組合、労使紛争、ストライキ・ロックアウト、解雇・リストラといった労使関

係の根幹をなす内容を体系的に規定しています。 

 

今般の労働改正法の成立により、インドの労働法制はより分かりやすく、より使いや

すいものとなることが見込まれ、遵守すべき内容の把握が容易になることが期待されま

す。日本企業の皆様にとっても、現地従業員との労使関係がより整理しやすいものとな

ろうかと思われ、早期の施行が待たれるところです。 

 

（ご参考） 

本レター第 108 号（2020年 3月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00041532/20200323-012254.pdf 

 

 

 

 

 

 

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 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00041532/20200323-012254.pdf
mailto:yohei.koyama@mhm-global.com
mailto:yoshinori.usui@mhm-global.com
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今月のコラム－コロナ禍におけるインドネシアの流行－ 

 

現在インドネシアのジャカルタにある、AKSET 法律事務所に出向中の MHM シンガ

ポールオフィスのロビー・ジュリウスです。皆さん、元気にお過ごしでしょうか？本コ

ラムでは、COVID-19が拡大する中、インドネシアの人々が日々の生活においてどのよ

うな活動に勤しんでいるのかをお伝えしたいと思います（※このコラムの写真はすべて

筆者がソーシャルディスタンスを遵守して撮影したものです。）。 

 

最近の COVID-19 拡大の影響で、政府は密を避けるための厳しい政策を課しています。

ショッピングモールは営業時間と入場人数を制限していますし、フィットネスジム、映

画館等も制限されています（写真 1）。 

しかし、以下の写真は、インドネシアのとあるショッピングモールの近況です。この

ショッピングモール内の寿司＆弁当の屋台には行列ができていました（写真 2）。ソー

シャルディスタンスを疑うほどの活況ぶりです。インドネシア人がいかにお寿司が好き

か分かりますね。 

 

（左から 写真 1、写真 2） 

 

また、私はジャカルタで生まれ育ったのですが、そもそもジャカルタは湿度が高く（1

年中夏のような気候）、公害が酷いため、一般的にアウトドア活動はあまり盛んではあ

りませんでした。しかし、最近では多くのインドネシア人がアウトドア活動を始めてい

ます。安全基準を守っている限り、スポーツは特段制限されていません。今、インドネ

シアでは、ゴルフとサイクリングがとても人気です。 

私もゴルフをします（MHM シンガポールオフィスではベスト 10 の 7 位か 8 位に入

るかもしれません）（和訳者注：シンガポールオフィスのゴルフ人口は 7、8 人です）。

コロナが流行する前は、週末に一緒にゴルフをする同僚や友人を見つけるのが難しかっ

たのですが、最近では毎週末、友人や同僚、現地のクライアントからゴルフの誘いを受

けています（金曜の夕方からという場合もあります）。 
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また、先日朝早くから（人目を避けるために）

ゴルフ練習場に行ってみると、既に 18 人も順

番を待っており、私は 2 時間待たなければな

りませんでした！ 

ゴルフクラブやボール等、用具は売り切れて

いることが多いです（ジャカルタにはゴルフを

始めるためのアウトレットが少ないのです。）。

しかし、ゴルフを通じて新しい友人、人脈ができることもあり嬉しく思います。 

 

サイクリングも新しいブームです。平日の朝 4～5 時から就業時間直前までサイクリ

ングする同僚を見て驚きました（AKSET にたくさんいます。）。週末にはジャカルタ郊

外まで自転車で移動することもしばしばだそうです。そのせいか自転車の価格が高騰し

ており、あるブランドの折りたたみ自転車は、2020 年 7 月時点でインドネシアでのオ

ンライン業者による販売価格が従来の 4 倍（元の値段が約 10 万円のところ、約 40 万

円）になっていました（それもすぐに完売したでしょう。）。湿度の高い気候や公害は、

自転車にお金をかけるうえで問題とならないようです。 

 

アウトドア活動やスポーツをすることで健康を維持することは大切なことですが、地

域の安全対策を常に遵守しなければなりませんね。 

 

2021年が皆様にとって良い年になりますように。安全にお過ごしください。 

 

 

（弁護士 Robbie Julius） 

※本コラムは、担当弁護士が英語で執筆したものの日本語訳です。 
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文献情報 

➢ 書籍    『ルール・チェンジ 武器としてのビジネス法』（2020年 12月刊） 

出版社    日本経済新聞出版 

著者    佐藤 正謙、澤口 実、石綿 学、鈴木 克昌、石井 裕介、小松 岳志  

     浦岡 洋、増島 雅和、岡田 淳、堀 天子、荒井 太一（共著） 

 

➢ 書籍    『インドネシアビジネス法実務体系』（2020年 12月刊） 

出版社    株式会社中央経済社 

著者    小松 岳志、梅津 英明、竹内 哲、花村 大祐（編著）、 

   小野寺 良文、加賀美 有人、川村 隆太郎（共著） 

 

NEWS 

➢ Chambers Asia-Pacific 2021にて高い評価を得ました 

Chambers Asia-Pacific 2021で、当事務所は日本における複数の分野で上位グル

ープにランキングされ、当事務所の弁護士がその分野で高い評価を得ました。当

事務所のバンコクオフィス及びヤンゴンオフィスにおいても上位グループにラ

ンキングされ、各オフィスに所属する弁護士が各分野にて高い評価を得ておりま

す。 

 

➢ ブルームバーグの 2020年日本 M&A リーグテーブルにて 1位を獲得しました 

ブルームバーグの 2020 年 M&A リーグテーブルにおいて、当事務所は金額順及

び件数順のランキングで 1 位を獲得いたしました。 

 

➢ リフィニティブの M&A リーガル・アドバイザーのランキングにて 1 位を獲得し

ました 

リフィニティブの M&A リーガル・アドバイザーのランキングが発表になり、当

事務所は 2020 年の日本企業関連の完了案件の金額順のランキングにおいて 1位

を獲得いたしました。 

 

➢ マージャーマーケット 2020年 M&A リーガル・アドバイザー リーグテーブルに

て 1位を獲得しました 

マージャーマーケットによる 2020年リーガル・アドバイザーのグローバル M&A

リーグテーブルが発表になり、日本のランキングにおいて当事務所は金額順のラ

ンキングで 1位を獲得いたしました。 

 

➢ パートナー及びカウンセル就任のお知らせ 

本年 1月 1日付けにて、下記の 10名の弁護士がパートナーに就任いたしました。 
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【パートナー】 

岸 寛樹、佐藤 典仁、片桐 大、木山 二郎、西尾 賢司、石橋 誠之、今仲 翔、 

小林 雄介、白川 佳、松田 悠希 

 

また、同日付けで 7名の弁護士がカウンセルに就任いたしました。 

 

【カウンセル】 

倉持 喜史、天野 園子、増田 雅史、宮岡 邦生、繁多 行成、細川 怜嗣、 

田中 亜樹 

 

今後ともクライアントの皆様により良いリーガル・サービスを提供するため、 

日々研鑽に努めて参ります。 

引き続きご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。 

 

➢ 新人弁護士（35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 


