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※月 2回発行 2021年 5月 28日号（No.352） 

Ⅰ. 全人代レベル 

Ⅱ. 国務院レベル 

Ⅲ. 中央行政部門レベル 

1．「ネットワークライブ配信営業販売管理規則（試行）」 

2．「両用品目輸出事業者の輸出管理規制内部コンプライアンス 

体制の構築に関する指導意見」 

Ⅳ. 司法解釈 

Ⅴ. 地方レベル 

Ⅵ. その他（意見募集稿等） 

1．「モバイルインターネットアプリケーション個人情報保護 

管理暫定規定（意見募集稿）」 

Ⅰ.  全人代レベル 

該当なし 

Ⅱ.  国務院レベル 

該当なし 

Ⅲ.  中央行政部門レベル 

1．「ネットワークライブ配信営業販売管理規則（試行）」 

（原文「网络直播营销管理办法（试行）」） 

国家インターネット情報弁公室、公安部、商務部、文化観光部、国家税務総局、

国家市場監督管理総局、国家ラジオテレビ総局 2021年 4月 23日公布、2021年

5月 25日施行 

国家インターネット情報弁公室、公安部、商務部、文化観光部、国家税務総局、国

家市場監督管理総局及び国家ラジオテレビ総局の各部門は、連名で、2021 年 4月 23

日、「ネットワークライブ配信営業販売管理規則（試行）」（以下「本規則」という。）

を公布した。 

中国では最近、ライブ配信と E コマースが融合した新しいオンライン上での販売形

態が出現している。このような潮流を背景に、本規則は、ネットワーク上の商業活動
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を規範化し、消費者の合法的権益を有効に維持保護する目的で、上位法である「ネッ

トワーク安全法」1、「電子商取引法」2、「広告法」3及び「不正競争防止法」4 の原則

に則って定められた。 

本規則は、ネットワークライブ配信営業販売（原文：网络直播营销）5行為及びそ

の関係者に対する監督管理及び法執行について定めるものであり、主な内容は以下の

とおりである。 

 

（1）ネットワークライブ配信営業販売の関係者 

本規定では、ネットワークライブ配信営業販売における重要な関係主体について

以下のとおり定義された。 

 

① 「ライブ配信営業販売プラットフォーム」 

ライブ配信営業販売プラットフォーム（以下「プラットフォーム」という。）とは、

ネットワークライブ配信営業販売においてライブ配信サービスを提供する各種プラ

ットフォームを指す。インターネットライブ配信サービスプラットフォーム、イン

ターネット音声映像サービスプラットフォーム、電子商取引プラットフォーム等が

含まれる（2条 2項）。 

② 「ライブ配信チャンネル運営者」 

ライブ配信チャンネル運営者（原文：直播间运营者、以下「チャンネル運営者」と

いう。）とは、プラットフォーム上に登録したアカウント又は自ら構築したウェブサ

イト等のその他のネットワークサービスを通じ、ライブ配信チャンネルを開設して

ネットワークライブ配信営業販売活動に従事する個人、法人及びその他の組織を指

す（2条 3項）。 

③ 「ライブ配信営業販売員」 

ライブ配信営業販売員（以下「営業販売員」という。）とは、ネットワークライブ配

信営業販売において直接に公衆に対して営業販売を行う個人を指す（2条 4項）。 

 

（2）プラットフォームのとるべき措置 

本規則で要求される、チャンネル運営者に対してプラットフォームがとるべき措

 
1 主席令 2016年第 53号、全人代常務委員会 2016年 11月 7日公布、2017年 6月 1日施行。本ニュー

スレターNo.238（2016年 11月 25日発行）をご参照ください。 
2 主席令 2018 年第 7 号、全人代常務委員会 2018 年 8 月 31 日公布、2019 年 1 月 1 日施行。本ニュー

スレターNo.286（2018年 9月 21日発行）をご参照ください。 
3 主席令 2015年第 22号、全人代常務委員会 2015年 4月 24日公布、2015年 9月 1日施行。本ニュー

スレターNo.200（2015年 5月 15日発行）をご参照ください。 
4 主席令 2017年第 77号、全人代常務委員会 2017年 11月 4日公布、2018年 1月 1日施行。本ニュー

スレターNo.265（2017年 11月 17日発行）をご参照ください。 
5 ネットワークライブ配信営業販売とは、日本語における「ライブコマース」を指す。ライブコマース

とは、タレントやインフルエンサーが商品についてライブ動画をインターネット上で配信し、動画の視

聴者はリアルタイムに商品について質問やコメントをしながら商品を購入できるという新しいEコマー

スの形態である。 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00036657/20190508-014034.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00036657/20190508-014034.pdf
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置は、事前・行為当時・事後の各段階ごとに以下のとおりとされる6。 

 

① 事前予防 

プラットフォームは、チャンネル運営者のアカウントの状況について、アクセス数、

取引量及び金額等の指標に注意を払わなければならず、重点的な注意が必要なチャ

ンネル運営者に対しては、リアルタイムに検査し、ライブ配信の録画の保管期間を

延長する等の措置を行うことを要する（14条 1項）。 

② 行為当時の警告 

法令に違反するリスクが高いネットワークライブ配信営業販売行為に対して、プラ

ットフォームは、ポップアップの提示、法令に違反することの警告、配信制限及び

ライブ配信の中断等の措置を講じることができる（10 条）。 

③ 事後措置 

プラットフォームは、法令又は契約に反するチャンネル運営者に対して、情況に応

じてそれらのアカウントへの警告、機能制限、配信停止、アカウントの抹消、アカ

ウント再登録の禁止等の措置を取らなければならない。かつ、プラットフォームは

チャンネル運営者の違法行為に関する記録を保存し、関連する主管部門に通報しな

ければならない（14条 2項）。 

 

また、プラットフォームは、未成年者を保護する措置を構築しなければならず、

未成年者の心身の健康に悪影響を与える恐れがある場合には、事前にわかりやすい

方法で示さなければならない（12条）。 

 

（3）チャンネル運営者・営業販売員に対する規制 

営業販売員及びチャンネル運営者が自然人である場合、当該営業販売員及びチャ

ンネル運営者は満 16 歳でなければならない。16 歳未満の未成年者が営業販売員及

びチャンネル運営者となることを申請する場合、後見人から同意を取得しなければ

ならない（17 条）。 

また、チャンネル運営者及び営業販売員がネットワークライブ配信営業販売活動

に従事する際には、以下に列挙する行為が禁止される（18条）。 

① 「ネットワーク情報コンテンツ生態管理規定」76条・7条8に規定される違法・

不良情報を公布する行為 

 
6 国家インターネット情報弁公室による「ネットワークライブ配信営業販売管理規則（試行）」に関する

記者会見 http://www.cac.gov.cn/2021-04/22/c_1620670982981264.htm の第 3項・3段落目参照。 
7 国家インターネット情報弁公室令 2019 年第 5 号、国家インターネット情報弁公室 2019 年 12 月 15

日公布、2020年 3月 1日施行。 
8 「ネットワーク情報コンテンツ生態管理規定」の 6 条及び 7 条には、憲法が定める基本原則に違反す

る情報、国の安全を脅かし、国家秘密を漏洩し、国の政権を転覆し、国の統一を破壊する情報、テロリ

ズム、過激主義を宣揚する情報、他人を侮辱又は誹謗し、他人の合法的な権益を侵害する情報、性をほ

のめかす情報、暴力的で、血生臭く、恐怖を与える情報を公布してはならない合計 20 種類の禁止行為

が掲げられている。 

http://www.cac.gov.cn/2021-04/22/c_1620670982981264.htm
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② 虚偽又は人を誤解させる情報を発表し、ユーザーを欺き、誤導する行為 

③ 知的財産権を侵害する偽造・粗悪な商品を販売する行為 

④ 取引、注目度、閲覧数、クリック数を捏造する行為 

⑤ 他人に法律法規違反又はハイリスク行為が存在することを知り又は知り得べ

きでありながら、その者のためにプロモーションを行い、顧客を誘引する行為 

⑥ 中傷、侮辱及び恐喝行為 

⑦ ネズミ講、詐欺、賭博、禁制品及び規制品の売買等の行為 

⑧ 法律法規及び関連規定に違反するその他の行為 

 

なお、チャンネル運営者及び営業販売員が配信するライブ配信コンテンツが商業

広告を構成する場合には、広告媒体、広告代理店、広告出演者の責任及び義務を履

行しなければならない（19 条）。 

 

（全 30条） 

 

2．「両用品目輸出事業者の輸出管理規制内部コンプライアンス体制の 

構築に関する指導意見」 

（原文「商务部关于两用物项出口经营者建立出口管制内部合规机制的指导意见」） 

商務部公告 2021年第 10号 

商務部 2021 年 4月 28日公布、同日施行 

 

2020 年 12 月 1 日に施行された「輸出管理規制法」95 条では、輸出管理規制に係

る内部遵法制度を構築するための「関連業種の輸出管理規制ガイドラインを適時に公

布」すると規定しており、注目されていた。2021年 4月 28日、商務部は同条に基づ

き10、「両用品目輸出事業者の輸出管理規制内部コンプライアンス体制11の構築に関す

る指導意見」（以下「本指導意見」という）と、本指導意見の添付書類として「両用

品目輸出管理規制内部コンプライアンス指針」（以下「本指針」という）を公布、施

行した。 

 本指導意見は、輸出管理規制法制定以前の「両用品目及び技術の輸出事業者の内部

輸出制御体制の構築に関する指導意見」（以下「旧指導意見」という）12の内容を修正、

補足したものである。さらに、本指導意見が確立した内部コンプライアンス制度の 9

つの基本要素をより具体的かつ実行性のある内容にし、輸出事業者が自社の状況に照

らしてより柔軟に調整できるよう、実務レベルでより詳細な指針を示すものとして新

 
9 主席令 2020年第 58号、全人代常務委員会 2020年 10月 17日公布、2020年 12月 1日施行。本ニュ

ースレターNo.339（2020年 10月 30日発行）をご参照ください。 
10 商務部による定例記者会見（2021年 4月 29日）http://www.mofcom.gov.cn/xwfbh/20210429.shtml  
11 原文は「机制」。メカニズム、制度、体制、機構といったニュアンスも含む語であるが、本稿では「体

制」と訳した。 
12 原文は「商务部关于两用物项和技术经营企业建立内部出口控制机制的指导意见」商務部公告[2007]第

69号。本指導意見の施行により失効した。 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00043442/20201030-042755.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00043442/20201030-042755.pdf
http://www.mofcom.gov.cn/xwfbh/20210429.shtml
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たに制定されたのが本指針である13。 

本指針は、両用品目輸出事業者が内部コンプライアンス体制を構築するための参考

として位置づけられており、法的拘束力を有しない（本指針前文）。 

 本指導意見及び本指針の主な内容は、以下のとおりである。 

 

（1）内部コンプライアンス体制の基本原則 

本指導意見は、輸出管理規制内部コンプライアンス体制の構築について、(i)合法

性、(ii)独立性、(iii)実行性の 3 つの原則を掲げた（本指導意見 2 条）。このうち、独

立性原則とは、内部コンプライアンス体制（組織機構）が経営管理体系内に独立し

て存在し、国の輸出管理規制に違反する行為について否決権を行使できることとさ

れている（同条（2））。 

 

（2）内部コンプライアンス体制の基本要素 

内部コンプライアンス体制は、(i)政策声明の策定、(ii)組織機構の構築、(iii)全面的

なリスク評価、(iv)審査手続の確立、(v)緊急対応措置の制定、(vi)教育研修の実施、

(vii)コンプライアンス監査の充実、(viii)資料檔案の保存 (ix)管理マニュアルの 9つの

基本要素を備えるとされている（本指導意見 3 条）。このうち(iii)(v)(vii)の 3 要素は、

旧指導意見にはなかったものである。 

本指針では、上記 9つの基本要素全てについて、要素ごとに、主な内容、実施要

点、及び関連文書の書式例や内部制度等の具体例を提示しながら、非常に詳細な説

明を付している。例えば、(iii)全面的なリスク評価については、本指導意見において、

輸出事業者に対し、想定されるあらゆる輸出管理リスクについて全面的評価するよ

う求めている（本指導意見 3条（3））。これを踏まえて、本指針では、リスク評価対

象となる取扱品目、顧客、技術及び研究開発、内部運用、輸出管理規制関連状況、

第三者提携パートナーの状況及びリスク防止措置等について、それぞれどのような

リスク評価項目があるか詳細に解説している（本指針 3条）。 

また、本指針は、内部コンプライアンス体制の構築に関する商務部の問い合わせ

先を「商務部産業安全及び輸出入管制局産業競争力処」としている。 

 

（3）促進措置 

本指導意見は、輸出管理規制内部コンプライアンス体制の構築のため商務部が講

ずることのできる促進措置を記載している（本指導意見 4 条）。例えば、「両用品目

輸出管理規定に違反したものの、違反による危害結果を自発的に排除し又は軽減し

た等の事情があるときは、法に基づいて行政処罰を軽減し、又は免除する」との記

載がある（同条（2））。 

促進措置には、「相応の許可の便宜」も含まれる。輸出管理規制法 14 条は、「内

 
13 商務部による定例記者会見（2021年 4月 29日）http://www.mofcom.gov.cn/xwfbh/20210429.shtml 

http://www.mofcom.gov.cn/xwfbh/20210429.shtml
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部コンプライアンス体制を構築し、かつ運営状況が良好」な輸出事業者に「包括許

可等の便宜的措置」を認めているが、これが「相応の許可の便宜」と同じ意味なの

かは明らかではなく、今後の法律法規の制定、運用実務に注目する必要がある。 

 

（4）その他 

本指導意見は、両用品目輸出事業者以外の一定の事業者も、本指導意見に規定す

る関連原則及び要素を「参照」し、相応の内部コンプライアンス体制を構築する「こ

とができる」と明記した（本指導意見 5 条（1）～（3））。当該一定の事業者は、

商務部において「最終利用者及び最終用途に関する説明」の手続を申請する事業者、

商用暗号製品・麻薬原料化学物質の輸出入に従事する事業者、両用品目の輸出に関

する代理・貨物運送・配達・通関申告・第三者電子商取引プラットフォーム・金融

等のサービスを提供する事業者、両用品目の研究開発・生産等の業務に従事する企

業等を含む。 

 

                                                         （本指導意見 全 5条） 

（本指針 全 9条） 

 

Ⅳ.  司法解釈 

該当なし 

 

Ⅴ.  地方レベル 

該当なし 

 

Ⅵ.  その他（意見募集稿等） 

 

1.「モバイルインターネットアプリケーション個人情報保護管理暫定

規定（意見募集稿）」 

（原文「移动互联网应用程序个人信息保护管理暂行规定（征求意见稿）」） 

工業情報化部情報通信管理局 2021年 4月 26日公布、意見募集期限 2021年 5

月 26日 

 

モバイルインターネットアプリケーション（以下「APP」という。）における個人

情報取扱行為を包括的に規制し、個人情報の保護を強化すると共に、個人情報の合理

的な利用を促進するため、工業情報化部情報通信管理局は、2021 年 4 月 26 日、「モ

バイルインターネットアプリケーション個人情報保護管理暫定規定（意見募集稿）」

（以下「本意見募集稿」という。）を公布した。 
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本意見募集稿は、「ネットワーク安全法」14における個人情報保護関連規定を明確化

したものと位置付けられているが、個人情報保護法（現時点で草案段階）との関係は

必ずしも明らかではない。 

本意見募集稿は、ネットワーク安全標準実務ガイドライン、モバイルインターネッ

トアプリケーション（APP）個人情報収集使用自己評価ガイドライン15等、これまで

ガイドラインという形で事実上の規制を図ってきた分野において、当該ガイドライン

等や当局の運用を踏まえ、法的強制力を有する包括的な規定を作成しようとするもの

である。但し、本意見募集稿の内容は、あくまで意見募集時点におけるものであり、

正式に施行されているわけではない。 

本意見募集稿の主な内容は以下のとおりである。 

 

（1）適用範囲 

本意見募集稿は、法律、行政法規に別段の規定がない限り、中国国内で実施され

る APP を用いた「個人情報取扱行為」（収集、保存、使用、加工、伝送等。以下「APP

個人情報取扱行為」という）に適用されると定め、その適用範囲を明確化した（2

条、3条 1項）。 

また、APP 開発運営者、APP 配信プラットフォーム、APP サードパーティーサー

ビスプロパイダー、モバイルスマート端末製造会社及びネットワーク接続サービス

プロパイダー16を規制対象とした（3条 2項～6項）。 

 

（2）APP個人情報取扱に関する「告知・同意取得」原則 

本意見募集稿は、APP 個人情報取扱行為時における個人情報主体への告知方式や

その同意の取得方式について、以下のように詳細に規定する（6条）。 

① APP の登録及び初回起動時に、ポップアップ等の簡潔明瞭でアクセスしやすい方

式によって、ユーザーに対して個人情報取扱規則を告知しなければならない。 

② デフォルトチェック方式以外の方法で、ユーザーの同意を取得しなければならな

い。 

 
14 主席令 2016年第 53号、全人代常務委員会 2016年 11月 7日公布、2017年 6月 1日施行。本ニュー

スレターNo.238（2016年 11月 25日発行）をご参照ください。 
15 全国情報安全標準化技術委員会秘書処 2020 年 7 月 22 日公布、同日実施。本ニュースレターNo.334

（2020年 8月 24日発行）をご参照ください。 
16 本意見募集稿 3条では、以下のとおり各主体を定義した。 

APP 開発運営者とは、APPの開発及び運営活動を従事する主体を指す。 

APP 配信プラットフォームとは、APP ストア、APP マーケット、ウェブサイト等を通じて、APP のダ

ウンロード・アップデートサービスを提供するソフトウェアサービスプラットフォームを指す。 

APP サードパーティーサービスプロパイダーとは、APP のためのソフトウェア開発キット（SDK）、パ

ッケージ、暗号化、コンパイル環境等のサードパーティーサービスを提供するユーザー及び APP 以外の

主体を指す。 

モバイルスマート端末製造会社とは、公衆ネットワークに接続できる、かつプリセット APP を提供する

又は APP をインストールできるモバイルスマート端末を製造する主体を指す。 

ネットワーク接続サービスプロパイダーとは、インターネットデータセンター（IDC）業務、インター

ネット接続サービス（ISP）業務及びコンテンツデリバリーネットワーク（CDN）業務を行う、APP に

ネットワーク接続サービスを提供する電信業務経営者を指す。 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00042870/20200824-051831.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00042870/20200824-051831.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00042870/20200824-051831.pdf
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③ 同意の取得前又は同意に対する明確な拒絶後に、個人情報を取り扱ってはならな

い；個人情報取扱規則に変更があった場合、新たな同意を取得しなければならな

い。 

④ 業務機能を起動する際、ユーザーに対して APP が必要とするアクセス権限を能

動的に申請させなければならない；包括的同意を要求してはならない；ユーザー

により設定されたアクセス権限状態を、同意なく変更してはならない。 

⑤ 第三者に個人情報を提供する場合、ユーザーへの告知及びユーザーによる同意を

取得しなければならない。 

⑥ 個人センシティブ情報17を取り扱う場合、個別に告知及びユーザーによる同意を

取得しなければならない。 

       

（3）APP個人情報取扱行為の「必要最小限」原則 

 本意見募集稿は、APP 個人情報取扱行為は明確かつ合理的な目的をもって、必要

最小限原則を遵守する形で実施されなければならず、ユーザーが同意した範囲を超

える又は提供されているサービスと無関係な個人情報取扱行為を実施してはならな

いと強調している（7条）。詳しくは以下のとおりである。 

① 取扱う個人情報の量、頻度、精度等は、サービスに必要な範囲を超えてはなら

ない。 

② 個人情報の部分的な読取、書込み、削除、変更等の操作が、サービスに必要な

範囲を超えてはならない。 

③ ユーザーが同意を拒否した場合でも、強制的にサービスから排除したり APP の

使用を終了させてはならない；当該業務機能又はサービスの範囲外のアクセス

権限の許可を求めてはならない；ポップアップウィンドウを利用して、現に提

供されているサービスとは無関係なアクセス権限について許可を求めてはなら

ない。 

④ 関係のない APP を自動的に又は連動して起動させてはならない。 

⑤ ユーザーが個人情報の提供を拒絶したことをもって、当該サービスの使用に影

響させてはならない。 

⑥ 「サービス品質及び使用体験を向上させるため、新製品の開発、特定の者に向

けた情報をプッシュ配信するため、又はリスク管理のため」等の目的のために、

ユーザーから、現に提供されているサービスの範囲を超えた又は無関係な個人

情報取扱行為への同意を強制してはならない。 

   

（4）個人情報取扱者の具体的な義務 

本意見募集稿は、個人情報取扱者の類型毎に、個人情報保護義務を詳細に規定す

る（8条～12 条）。 

 
17 人種、民族、宗教的信条、個人の生体情報の特徴、医療・健康、金融口座、住所などの情報を指す。 
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① APP 開発運営者（8条） 

APP 開発運営者は、顕著かつ明瞭な方式で、ユーザーに対して定期的に APP の個

人情報収集・使用状況を示し（8条 1項）、また、個人情報に基づいてユーザーに商

品又はサービスの検索結果を提供する場合、当該結果が公平かつ合理的であること

を保証しなければならない（同 2項）。なお、サードパーティーサービスを利用する

場合、管理規則を制定し、サードパーティーサービスプロバイダーの名称、機能、

個人情報取扱規則等の内容を明示しなければならない。また、サードパーティーサ

ービスプロバイダーと個人情報取扱協議を締結し、当該サービスプロバイダーに対

する管理監督義務を負う。APP 開発運営者が管理監督義務を怠った場合、当該サー

ドパーティーサービスプロバイダーと連帯責任を負う（8条 3項）。 

② APP 配信プラットフォーム（9条）  

APP 配信プラットフォームの個人情報保護義務について、本意見募集稿において

初めて明確に規定された。例えば、APP 配信プラットフォームは、リリースされる

予定の APP に対して、事前に本規定への適合性を審査する義務、及び審査結果に応

じて APP を更新又は排除する義務を負い（9 条 4 項）、苦情申立・通報窓口を設置

し、ユーザーからの苦情申立・通報に対応しなければならない（9条 7項）。 

③ APP サードパーティーサービスプロバイダー（10条） 

APP サードパーティーサービスプロバイダーは、個人情報取扱規則を定めて APP

開発運営者に告知しなければならず（10 条 1 項）、セキュリティリスクを発見した

場合又は個人情報取扱規則に変更があった場合、個人情報保護に係る管理措置及び

技術的手段を遅滞なく更新し、APP 開発運営者に告知しなければならない（10条 4

項）。 

④ モバイルスマート端末製造会社（11条） 

モバイルスマート端末製造会社は、個人情報に関するアクセス権限、特に録音、

写真撮影、ビデオ等のセンシティブなアクセス権限の使用中における重要アラート

機能を継続的に最適化しなければならず、ユーザーが個人情報アクセス権限の使用

状況を遅滞なくかつ正確に把握できるようにしなければならない（11条 3項）。 

⑤ ネットワーク接続サービスプロバイダー（12条） 

ネットワーク接続サービスプロバイダーは、APP 開発運営者の真正な身分、連絡

先等の情報を登録し、審査しなければならない（12条 1項）。 

 

（5）違法行為に対する措置 

本意見募集稿は、個人情報取扱者が本規定に違反した場合、監督管理部門は各自

の職責に応じて、①是正命令及び公表、②排除措置、③接続切断、④信用管理等の

対応措置を採ることができると規定する（16条 1~3項、6項）。 

なお、排除された、又は接続切断された APP が是正を完了した場合、監督管理部

門に回復申請をすることができる（16条 4項、5項）。 
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（6）その他 

本意見募集稿は、監督管理部門及びその職責（4条）、APP 個人情報取扱者が社会

からの監督を受け入れる義務（14条）、監督検査に協力する義務（15条）、罰則（18

条）、監督管理部門の秘密保守義務（19条）についても規定している。 

 

（全 20条） 

 

 

NEWS 

➢ 新型コロナウイルス対応 参考リンク集（随時更新） 

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、当事務所では新型コロナウイルス対応に

関するニュースレターや寄稿、官公庁等の最新公開情報のリンクを当事務所 HP

にまとめております。詳細はこちら、英語版はこちらをご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

（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 

 

中国プラクティスグループ 

石本茂彦、江口拓哉、小野寺良文、康石、森規光、原潔、 

山口健次郎、鈴木幹太、五十嵐充、宇賀神崇、青山慎一、富永裕貴、水本真矢、福島翔平、 

岩佐勇希、真下敬太、木内遼、塩崎耕平、紫垣遼介、本嶋孔太郎、加瀬由美子、佐藤万理、

重冨賢人、橋本祐弥、福澤寛人、渡邊泰尚、 

姚珊、吉佳宜、崔俊、張超、解高潔、胡勤芳、高玉婷、柴巍、戴楽天、 

呉馳、孟立恵、張雪駿、沈暘、李昕陽、向師慧 

 
TOKYO 

〒100-8222 東京都千代田区丸の内 2-6-1 

丸の内パークビルディング 

TEL ： 03-5223-7736 

FAX ： 03-5223-7636 

 tokyo-sec@mhm-global.com 

 
SHANGHAI 
上海市浦東新区陸家嘴環路 1000号 

恒生銀行大厦 6階 200120 

TEL ： ＋86-21-6841-2500 

FAX ： ＋86-21-6841-2811 

 shanghai@mhm-global.com 

 

     李珉、 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEIJING 

北京市朝陽区東三環北路 5号 

北京発展大厦 316号室 100004 

TEL ： ＋86-10-6590-9292 

FAX ： ＋86-10-6590-9290 

 beijing@mhm-global.com 

https://www.mhmjapan.com/ja/news/articles/2021/28.html
https://www.mhmjapan.com/en/news/articles/2020/18584.html
mailto:tokyo-sec@mhm-global.com
mailto:shanghai@mhm-global.com
mailto:beijing@mhm-global.com

