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Ⅰ. スーパーシティ構想とは 

 

1. はじめに 

 

近年、AI やビッグデータ等の先端デジタル技術を活用し、都市内の様々な事業や

サービスに共通して使用できるデータ基盤を整備することによって、社会の在り方を

根本から変えるような都市（以下「スーパーシティ」といいます。）を設計する動きが

国際的に急速に進展しています。日本は世界的に出遅れていると言われている中、先

の通常国会において、スーパーシティ構想の制度的枠組みを定めた「国家戦略特別区

域法の一部を改正する法律」（以下「スーパーシティ改正法」といいます。）が成立し、

2020 年 9 月に施行されました。同年 10 月には、「国家戦略特別区域基本方針」1（以

下「基本方針」といいます。）が変更され、スーパーシティ型国家戦略特別区域の指定

基準等が定められています。また、2020 年 12 月 25 日、「スーパーシティ型国家戦略

特別区域の指定に関する公募要領」2が公表され、スーパーシティ型国家戦略特区とし

て指定されることを希望する地方公共団体の公募が開始されました。 

 

スーパーシティは、不動産、エネルギー、インフラ等を含む複合的な取り組みも想

定されており、今後、多くの企業にとって関心が高まる領域であると考えられます。

本ニュースレターでは、スーパーシティ改正法の概要と現在進行中の公募の概要を中

心として、スーパーシティ構想の動向について説明いたします。 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/kihonhoushin.pdf 
2 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/supercity/koubo/youryou01.pdf 
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2. 最終報告で掲げられたスーパーシティの具体像 

 

これまでも日本国内では、スマートシティや近未来技術実証特区などの取り組みが

ありましたが、エネルギーや交通などの個別分野での取組や、個別の最先端技術の実

証等に留まるものでした。内閣府特命担当大臣（地方創生）の下に設定された『「スー

パーシティ」構想の実現に向けた有識者懇談会』による 2019 年 2 月 14 日付『「スー

パーシティ」構想の実現に向けて 最終報告』3（以下「最終報告」といいます。）によ

れば、スーパーシティ構想は、これらとは次元が異なり、①生活全般にまたがり、②

未来社会での生活を先行して現実にし、③住民目線で理想の未来社会を追求すること

により、「丸ごと未来都市を作る」ことを目指すものとされています。また、最終報告

では、このスーパーシティ構想を支えるものとして、以下のような構造の構築が必要

とされていました。 

 

① 未来仕様の都市インフラの整備： 

物理的インフラ（道路、水道、電力網等）とデジタルインフラ（横断的なデー

タ連携基盤）を組み合わせ、データ連携のため必要な通信基盤・センサー・

デバイス等を物理的インフラに埋め込むことにより、各種の新たなサービス

の提供を可能にすること 

② 最先端の技術活用と API： 

新たな都市インフラの整備にあたり、政府が特定技術を推奨・誘導すること

なく、また、一旦導入された技術にロックインされることもなく、常にオー

プンな連携を可能にするための API（Application Programming Interface）を

設計し、利用を促進していくこと 

③ データの適正な管理・セキュリティの確保： 

データの適正な管理・セキュリティの確保（サイバーテロ対策、データロー

カライゼーションなどを含む）には万全を期すこと 

④ 未来都市を実現できる推進機関： 

国（内閣府）・自治体・民間で構成する強力な推進機関（従来の国家戦略特区

の区域会議をさらに充実・強化した、いわばミニ独立政府） 

 

スーパーシティ改正法は、上記最終報告の提言を踏まえたものではありますが、国

会における審議過程で、個人情報保護や法令と条例の関係、住民自治の観点等からの

懸念も指摘されたようです。そのため、スーパーシティ改正法の内容は、最終報告の

内容からは、ややトーンダウンしている箇所もありますが、スーパーシティ実現に向

けた枠組みが提供されたという意味では、大きな前進と考えられます。 

 

 
3 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/supercity/saisyu_houkoku.pdf 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/supercity/saisyu_houkoku.pdf
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Ⅱ. スーパーシティ実現のための法整備 

 

1. 従来の国家戦略特別区域法の枠組み 

 

スーパーシティ改正法は、国家戦略特別区域法（以下「法」といいます。）4の枠組

みを前提に、スーパーシティ構想実現のための規定を追加するものです。法は、国が

政令により指定した国家戦略特別区域（以下「国家戦略特区」といいます。）におい

て、規制の特別措置を認めることを大きな枠組みとしています。 

 

同法の下では、政府は、「国家戦略特別区域基本方針」を制定し（法 5 条）、内閣総

理大臣は、国家戦略特区ごとに「区域方針」5を作成するものとされています（法 6条）。

そして、国家戦略特区ごとに組織される「国家戦略特別区域会議」（以下「区域会議」

といいます。）（法 7 条）により、当該区域で実施される「特定事業」（法 2 条 2 項で

定義されるものを指します。）の内容や事業主体が記載された「区域計画」6が作成さ

れ、内閣総理大臣の認定を受けます（法 8 条）。区域計画が内閣総理大臣の認定を受

けた場合、区域計画の定めに従い、「規制の特例措置」（法 12 条の 2 ないし 27 条）の

適用を受けることができるようになります。 

 

2. スーパーシティ改正法の概要 

 

スーパーシティ改正法の主な内容は、以下のとおりです。 

 

（1）データ連携基盤の整備 

スーパーシティ改正法では、新たに「先端的区域データ活用事業活動」（以下「先

端的サービス事業」といいます。）の定義が設けられ（法 2 条 4 項）、また、国家戦

略特区で実施される「特定事業」に「国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業」

（以下「データ連携基盤整備事業」といいます。）が追加されました（法 2 条 2 項第

3 号）。 

 

データ連携基盤整備事業とは、区域データ（当該区域に関するデータをいいます。）

の保有者と先端的サービス事業者との間における情報システムの相互連携を行う基

盤（以下「データ連携基盤」といいます。）を整備する事業を意味し、先端的サービ

 
4 法は、いわゆるアベノミクスの「第三の矢」である成長戦略の一つとして 2014 年 4 月 1 日に施行さ

れました。これまでに 10 の区域が法に基づく国家戦略特区に指定され、2020 年 6 月末時点で活用事項

数が 67、認定事業数が 359 に達しており、都市再生、外国人材、医療、保育、観光、物流、雇用、教育

等多様な分野において活用されています。（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/topic04.html）

参照 
5 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/160129_kuiki_houshin.pdf 
6 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/kuikikeikaku.html 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/topic04.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/160129_kuiki_houshin.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/kuikikeikaku.html
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ス事業とは、AI 技術、IoT 技術、クラウド技術等の先端技術を活用した新規事業の創

出又は事業革新を図る事業活動であって、データ連携基盤を通じて取得する区域

データを活用し、区域内の住民等の共同の福祉又は利便の増進を図る事業を意味す

るものとされています。 

 

（内閣府『「スーパーシティ」構想について』から抜粋） 

 

なお、データ連携基盤の整備にあたっては、システム間の相互連携及び互換性確

保のため、接続仕様（API）は公開する（オープン API）ものとされています（法 2

条 2 項 3 号、国家戦略特別区域法施行令 1 条、国家戦略特別区域法施行規則 1 条の

2 第 2 項）。 

 

また、データ連携基盤整備事業の実施主体は、一定の要件（①不可欠であること、

②法令違反又はそのおそれのないこと、③公益侵害又は所掌事務の遂行に支障を及

ぼすおそれのないこと）を満たす場合、公的機関に対し、保有する区域データの提

供を求めることができます（法 28 条の 2、28 条の 3）。但し、データの適正な管理

及びセキュリティの確保のため、実施主体は、データの安全管理に係る基準への適

合性について内閣総理大臣の確認を受けていなければなりません（法 28 条の 2 第 1

項、内閣府・総務省・経済産業省関係国家戦略特別区域法施行規則）。 

 

（2）迅速・柔軟な規制改革の実現 

従来の国家戦略特区制度では、新たな規制の特例措置を受けたい場合、個別に各

所管省庁と調整を行わなければならず、これに長い年月を要することもあり、迅速・

柔軟な先端的サービスの実現が妨げられているとの指摘がなされていました。 

 

そこで、スーパーシティ改正法では、新たな規制の特例措置について、事業者も
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参加する区域会議が新たな規制の特例措置を含む区域計画の案を内閣総理大臣に提

出するものとされ、その要否の判断は、内閣総理大臣が、国家戦略特別区域諮問会

議の意見を聴いて、一体的・包括的に行うことが予定されています7（法 28 条の 4）。 

 

この仕組みの特徴としては、①従来の制度であれば、特例措置がなされてから事

業者の公募を行っていたのに対して、選定された事業者も参加する区域会議が新た

な規制の特例措置を提案するという手順が想定されており、より事業者のニーズに

即した特例措置の実現が図られるようになっていること、②特例措置の実現に内閣

総理大臣や諮問会議が主導的な役割が期待されていることが挙げられます。 

 

 

（内閣府『「スーパーシティ」構想について』から抜粋） 

 

他方、スーパーシティ改正法では、新たな規制の特例措置を含む区域計画の案を

作成するにあたり、区域会議は、当該区域の住民その他の利害関係者の意向を踏ま

えなければならず、報告書の添付が義務付けられています（法 28 条の 4 第 2 項 2

文、国家戦略特別区域法施行規則 30 条 1 項 1 号）。これは、スーパーシティの実現

が住民の生活に与える影響が大きい一方、計画立案を行う区域会議に住民代表を加

えることが必須でないことなどから、急激な改革が住民の意向を無視して進められ

るのではないかという懸念に対応したものです。 

 

なお、最終報告では、新たな規制の特例措置を条例の制定により実現することが

提言されていましたが、憲法 94 条に抵触する等の問題点が指摘されたため、スー

 
7 但し、当該特例措置が他の行政機関の所管法令である場合は、内閣総理大臣の要請を受けて、最終的

には当該行政機関の長がその要否を判断するものとされています（法 28 条の 4 第 7 項ないし 9 項）。 
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パーシティ改正法では、法令の改正により新たな規制の特例措置を実現する従来の

枠組みが維持されています。その限りにおいて、迅速・柔軟な規制改革は、内閣総理

大臣及び諮問会議の主導的役割がどれだけ実現されるかにかかっているともいえま

す。 

 

Ⅲ. スーパーシティの公募開始 

 

スーパーシティ改正法を踏まえ、2020 年 12 月 25 日、「スーパーシティ型国家戦略特

別区域の指定に関する公募要領」8が公表され、スーパーシティ型国家戦略特区として指

定されることを希望する地方公共団体の公募が開始されています。 

 

公募の応募主体は地方公共団体とされており、各地方公共団体は、独自に先端的サー

ビス事業者やデータ連携基盤整備事業者を募集し、候補者として提案書に記載すること

になります。茨城県つくば市は、既にスーパーシティ連携事業者として 51 の企業や大

学、研究機関を選定し、スーパーシティの区域指定の申請を予定しているようです9。そ

の他にも複数（多数）の地方公共団体が、区域指定の申請に向けて準備を進めているよ

うです。 

 

提案書の提出期限は 2021 年 3 月 26 日（金）午後 6 時までとされています。公募要

領には、4 月以降に専門調査会（区域指定の原案の検討）、国家戦略特区諮問会議（区域

指定の案の意見具申）、政令閣議決定（区域指定）を行う予定との記載がありますが、よ

り詳細な時期等は明記されていません。また、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏

まえ、2 回目の公募を 2021 年秋以降に行う予定とされています。 

 

提案書には、以下の記載事項を記載するものとされています。 

1. 概要（スーパーシティ構想の名称、対象区域、課題・目標等、スケージュール等） 

2. 個別事項 

① 「複数分野の先端的サービスの提供」に関する事項 

② 「広範かつ大胆な規制・制度改革の提案」に関する事項 

③ 「アーキテクト」に関する事項 

④ 「主要な事業者候補の選定」に関する事項 

⑤ 「住民等の意向の把握」に関する事項 

⑥ 「データ連携基盤」に関する事項 

⑦ 「個人情報の適切な取扱い」に関する事項 

3. 参考（過去の実績、事業費、インフラ整備の予定等） 

 
8 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/supercity/koubo/youryou01.pdf 
9 つくば市ウェブサイト（https://www.city.tsukuba.lg.jp/shisei/torikumi/1013732.html）参照 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/supercity/koubo/youryou01.pdf
https://www.city.tsukuba.lg.jp/shisei/torikumi/1013732.html
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また、国家戦略特区の指定は、基本方針に定められる指定基準に従って行われます。

「スーパーシティ型指定」の場合、特に、以下の事項に留意する必要があります。 

 

（内閣府『「スーパーシティ」構想について』から抜粋） 

 

Ⅳ. 今後の展望（スーパーシティの活用例） 

 

昨年のスーパーシティ改正法の成立・施行に続き、スーパーシティ型国家戦略特区と

して指定されることを希望する地方公共団体の公募が開始されたことにより、各地方公

共団体の具体的なスーパーシティ構想が、その実現に向けて、大きく動き出したといえ

ます。 

 

他方、スーパーシティ改正法により法制度面の整備は行われましたが、その運用は正

にこれからといえます。規制改革において内閣総理大臣及び諮問会議が主導的な役割を

果たせるかどうか、公的機関による区域データの提供が実際に進むかが注目されます。

また、区域データの提供にあたって十分な個人情報の保護をどのように図るか、住民（特

に、新しい技術を容易に使いこなせない住民）の意見をどのように反映するかといった

課題に丁寧に取り組むことも必要です。 

 

スーパーシティ構想の実現には、引き続き広範な法分野にわたる検討が必要であり、

当事務所としても、関係する各法分野を専門とする弁護士が連携し、関心を有する事業

者や地方公共団体のご相談に対応すべく、引き続き動向をフォローし、情報を提供して

いきたいと考えております。 
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セミナー情報 

➢ セミナー  『コンセッション事業のリスク分担に関する実務上のポイント〜プ

ロジェクトファイナンスによる資金調達も踏まえ、最新実務を解説

〜』 

開催日時  2021 年 2 月 26 日（金）9:30～12:30 

講師    末廣 裕亮 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

※ 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     「企業における「渡す」・「貰う」の法的問題 「ギフトコンプライ

アンス」のルール整備と実務ポイント」 

掲載誌    ビジネス法務 Vol.21 No.1 

著者    木山 二郎 

 

NEWS 

➢ 新型コロナウイルス感染症への対応について（2021 年 1 月 14 日更新） 

世界的な新型コロナウイルス感染症拡大を受け、当事務所では下記の対応を実施

しております。 

 

■在宅勤務について 

11 都府県における緊急事態宣言の再発出を受けて、当事務所の国内オフィス（高

松オフィスを除く）では緊急事態宣言に沿う形で在宅勤務の比率を上げ、出勤者

を減らすなどの対応をとることとしております。当事務所のその他のオフィスで

も出勤者を減らすなどの対応をとっております。 

国内外すべての弁護士等は在宅でセキュリティが確保された形で業務を継続でき

る体制を整えており、今後もクライアントの皆様へのサービスを切れ目なく継続

してまいります。 

このような状況のため、お電話はつながらない可能性もございますので、担当者の

連絡先をご存知の方は、直接電子メール等でご連絡をいただきますようお願い申

し上げます。 

また、郵便・FAX 等につきましては迅速に確認できない場合がございます。予め

ご了承いただき、お急ぎの場合には直接担当者までお問い合わせをいただきます

ようお願い申し上げます。 
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■当事務所主催のセミナーについて 

当面の間、当事務所主催のセミナーに関しては、会場での開催を中止又は延期いた

します。但し、ウェビナー・オンデマンド配信等によるセミナーの開催は継続して

まいりますので、今後のご案内をご確認いただければ幸いです。 

なお、中止又は延期となりました場合は、当該セミナーのウェブサイトにその旨を

記載するとともに、お申し込みいただいた方に順次メールにてご連絡を差し上げ

ます。既に中止・延期が決定しているセミナーについては、下記までお問い合わせ

ください。 

 

■非対面会議への移行について 

クライアント等の皆様との会議につきましても、引き続き当面の間、対面での会議

は原則として行わず、ウェブ会議や電話会議等の非対面形式での実施することと

しております。 

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお

願い申し上げます。 

 

（セミナーに関するお問合せ先） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

E-mail: mhm_seminar@mhm-global.com 

 

➢ パートナーおよびカウンセル就任のお知らせ 

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

【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。 

 

➢ The Legal 500 Asia Pacific 2021 にて高い評価を得ました 

The Legal 500 Asia Pacific 2021 にて、当事務所は日本における下記の分野で上位

グループにランキングされ、5 名の弁護⼠が各分野で Hall of Fame に選ばれ、26

mailto:mhm_seminar@mhm-global.com
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名の弁護士が各分野で Leading individuals に選ばれました。当事務所のバンコク

オフィスおよびヤンゴンオフィスにおいても下記の分野で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で高い評価を得ております。 

詳細は Legal 500 のウェブサイトに掲載されております。 

 

■分野 

JAPAN 

Tier 1 

・Antitrust and competition 

・Banking and finance 

・Capital markets 

・Corporate and M&A 

・Dispute resolution 

・Fintech 

・Intellectual property 

・Investment funds 

・Labour and employment 

・Private wealth 

・Projects and energy 

・Real estate and construction 

・Restructuring and insolvency 

・Risk management and investigations 

・Tax 

 

Tier 2 

・TMT 

 

MYANMAR 

Tier 2 

・Corporate and M&A 

・Projects 

 

THAILAND (Chandler MHM Limited) 

Tier 1 

・Projects and Energy 

Tier 2 

・Banking and Finance 
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・Corporate and M&A 

Tier 3 

・Dispute Resolution 

 

■弁護士 

Hall of Fame – JAPAN 

・Antitrust and competition: 宇都宮 秀樹 

・Capital markets: 鈴木 克昌 

・Corporate and M&A: 石綿 学 

・Real estate and construction: 小澤 絵里子 

・Tax: 大石 篤史 

 

Hall of Fame – THAILAND (Chandler MHM Limited) 

・Banking and finance: ジェッサダー・サワッディポン 

 

Leading individuals – JAPAN 

・Antitrust and competition: 伊藤 憲二 

・Banking and finance: 青山 大樹、佐藤 正謙、小林 卓泰 

・Capital markets: 尾本 太郎 

・Corporate and M&A: 棚橋 元 

・Dispute resolution: 飯田 耕一郎、 関戸 麦 

・Fintech: 増島 雅和、堀 天子 

・Intellectual property: 岡田 淳、小野寺 良文、三好 豊 

・Investment funds: 三浦 健、大西 信治、竹野 康造 

・Labour and employment: 高谷 知佐子、荒井 太一、安倍 嘉一 

・Private wealth: 大石 篤史、酒井 真 

・Projects and energy: 石川 直樹、岡谷 茂樹、小林 卓泰 

・Real estate and construction: 佐藤 正謙 

・Restructuring and insolvency: 藤原 総一郎 

・Risk management and investigations: 梅津 英明、藤津 康彦 

・Tax: 酒井 真 

 

Leading individuals – THAILAND (Chandler MHM Limited) 

・Banking and finance: ジョセフ・ティスティウォン 

・Projects & energy: ジェッサダー・サワッディポン 
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Next Generation Partners – JAPAN 

・Antitrust and competition: 藤田 知也 

・Banking and finance: 末廣 裕亮 

・Capital markets: 田井中 克之 

・Dispute resolution: ダニエル・アレン 

・Private wealth: 小山 浩 

・Projects and energy: 村上 祐亮、末廣 裕亮 

・Risk management and investigations: 山内 洋嗣 

・Tax: 小山 浩、栗原 宏幸 

 

Next Generation Partner – MYANMAR 

・Corporate and M&A: 井上 淳 

 

Rising Stars Lawyers – JAPAN 

・Banking and finance: 白川 佳 

・Fintech: 古市 啓 

・Labour and employment: 濵 史子 

・Projects and energy: 野間 裕亘 

・Restructuring and insolvency: 片桐 大 

 

➢ 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以下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およびヤンゴンオフィスにおいても下記の分野で上位グ

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下記の分野にて高い評

価を得ております。 

詳細は Chambers のウェブサイトに掲載されております。 

 

■森・濱田松本法律事務所 

JAPAN 

・Banking & Finance (Band 1) 

・Capital Markets (Band 1) 

・Capital Markets: Securitisation & Derivatives (Band 1) 

・Competition/Antitrust (Band 1) 

・Corporate/M&A (Band 1) 

・Dispute Resolution (Band 1) 

・Employment (Band 1) 
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・Insurance (Band 1) 

・Intellectual Property (Band 2) 

・International Trade (Band 2) 

・Investment Funds (Band 1) 

・Life Sciences (Band 3) 

・Projects & Energy (Band 1) 

・Real Estate (Band 1) 

・Restructuring/Insolvency (Band 2) 

・Tax (Band 1) 

 

JAPAN - OSAKA 

・General Business Law (Band 2) 

 

MYANMAR 

・General Business Law (Band 2) 

 

THAILAND (Chandler MHM Limited) 

・Banking & Finance (Band 2) 

・Corporate/M&A (Band 2) 

・Projects & Energy (Band 1) 

・Real Estate (Band 3) 

 

弁護士 

JAPAN 

・Banking & Finance 

 Leading Individual: 佐藤 正謙、小林 卓泰、青山 大樹 

・Capital Markets 

 Leading Individual: 鈴木 克昌、尾本 太郎、根本 敏光 

・Capital Markets: J-REITs  

 Leading Individual: 藤津 康彦、尾本 太郎 

・Capital Markets: Securitisation & Derivatives 

 Leading Individual: 佐藤 正謙、江平 享 

・Competition/Antitrust  

 Leading Individual: 伊藤 憲二、宇都宮 秀樹 

 Up and Coming: 高宮 雄介 

・Corporate/M&A 

 Leading Individual: 棚橋 元、石綿 学、大石 篤史、松村 祐土、林 宏和、 
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          小島 義博 

・Dispute Resolution 

 Leading Individual: 飯田 耕一郎、関戸 麦 

・Dispute Resolution: International 

 Associates to watch: ダニエル・アレン 

・Employment 

 Leading Individual: 高谷 知佐子、荒井 太一 

・Insurance 

 Leading Individual: 増島 雅和 

・Intellectual Property 

 Leading Individual: 三好 豊 

 Up and Coming: 岡田 淳 

・Investment Funds 

 Leading Individual: 竹野 康造、三浦 健、大西 信治 

・Life Sciences 

 Leading Individual: 浦岡 洋 

・Projects & Energy 

 Leading Individual: 小林 卓泰、岡谷 茂樹 

 Up and Coming: 末廣 裕亮 

・Real Estate 

 Leading Individual: 小澤 絵里子、石川 直樹 

 Up and Coming: 蓮本 哲 

・Restructuring/Insolvency 

 Leading Individual: 藤原 総一郎、山崎 良太 

・Tax 

 Leading Individual: 大石 篤史、酒井 真 

 Up and Coming: 小山 浩 

 

MYANMAR 

・General Business Law 

 Leading Individual: 武川 丈士、キンチョー・チー、ウィン・ナイン 

 

THAILAND (Chandler MHM Limited) 

・Banking & Finance 

 Leading Individual: ジェッサダー・サワッディポン、ジョセフ・ティスティウォ 

          ン 
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・Corporate/M&A 

 Leading Individual: アカラポン・ピチェードヴァニチョーク 

・Projects & Energy 

 Leading Individual: ジェッサダー・サワッディポン、ジョセフ・ティスティウォ 

          ン 

・Real Estate 

 Up and Coming: タナナン・タマキァット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 


