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第 133号（2022年 1月号） 

今月のトピック 

1. タイ ： 「中小企業」への支払いに関する与信期間上限に関するガイ

ドラインの施行 

2. ベトナム ： オフショアローンの外国為替管理及び返済に関するベトナ

ム国家銀行の通達の改正案の公表

3. ミャンマー ： 最低賃金額に関する労働省の Letter 

4. シンガポール ： ACRAによる個人情報保護、通信のデジタル化、及び企業の

透明性の強化に関連する法改正案の公表 

5. インド ： インドにおける名目的株主の制度 

今月のコラム －AFF Suzuki Cup（東南アジアサッカー選手権）－ 

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133

号（2022 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. タイ： 「中小企業」への支払いに関する与信期間上限に関するガイ

ドラインの施行

本レター第 127 号（2021 年 7 月号）でご紹介したとおり、タイの取引競争委員会事

務局（Office of Trade Competition Commission：「OTCC」）は、2021 年 6 月 18 日、

中小企業が提供する製品やサービスに対する対価の与信期間のガイドライン（「本ガイ

ドライン」）を公表していましたが、本ガイドラインは、2021年 12月 16日付けで施行

されました。本稿では、現在までに OTCC が明らかにした本ガイドラインの解釈につ

いて概説します。 

(1) 「中小企業」の定義とその該当性の証明

本ガイドラインが保護の対象とする「中小企業」（Small and Medium Enterprises

又は SMEs）は、以下のとおり、従業員数及び年間売上高の観点から、取引類型に応

じて定義されます。 

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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(a) 従業員数 200 人以下、又は年間売上高 5億バーツ（現在の為替レートで約 17億

2,000万円）以下の製造業者 

(b) 従業員数 100人以下、又は年間売上高 3億バーツ（現在の為替レートで約 10億

3,000万円）以下のサービス業者、卸売業者又は小売業者 

 

OTCC は、上記(a)及び(b)の各類型について、従業員数に関する要件と年間売上高

に関する要件のいずれか一方でも充足した場合には「中小企業」に該当する旨をあら

ためて明らかにしました。したがって、例えば、年間売上高が 3億バーツ（現在の為

替レートで約 10 億 3,000 万円）を超えるサービス業者であっても、従業員数が 100

人以下であれば「中小企業」の定義に該当します。 

また、中小企業が本ガイドラインに基づく取扱いを求める場合、当該中小企業にて

自社が上記定義に該当する旨を証明する必要があるものとされていますが、OTCC は、

当該中小企業が、自社が上記要件を充足する旨を自ら記載したレターのみをもって、

当該証明としては十分であるとの見解を公開ウェビナーにおいて明らかにしました。

これによって、上記証明の負担は大幅に軽減されるものと考えられます。取引の相手

方は、このレターの内容が虚偽であると考える場合には、訴訟等によって争うことに

なると考えられます。 

 

(2) 与信期間の始期 

 

本ガイドライン上、中小企業が製品又はサービスを提供する取引一般に関して、対

価の支払いに関する与信期間の上限は 45 日（農産物や農産物の複雑でない加工に関

する取引については 30日）とされていますが、OTCC は、この 45日（又は 30日）

の与信期間の始期・起算点について、製品又はサービスが完全に提供され、かつ契約

上必要とされる取引文書（請求書等）が適切に交付された時点が始期となります。 

OTCCの担当官が公開ウェビナーで説明したところによれば、上記と異なる始期・

起算点は、OTCCが認めたごく例外的な場合にのみ許容されるとされています（例え

ば、毎月の請求書提出期限や毎月の支払期限に関する取り決めから導かれるタイミン

グをもって与信期間の始期・起算点とすることは原則として認められません。）。した

がって基本的には上記始期・起算点を前提にして、本ガイドラインの定める与信期間

上限の遵守を判断することになります。 

 

本ガイドラインは既に施行されているため、本ガイドラインが定める中小企業と取引

する場合には、上記の与信期間上限に留意して支払期限等を定める必要があります。今

後、本ガイドラインの執行に関する OTCC の動向及び解釈について引き続き注目が必

要です。 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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。 
© 2022 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

3 
 

（ご参考） 

本レター第 127 号（2021年 7月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00049679/20210721-024020.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ベトナム： オフショアローンの外国為替管理及び返済に関するベト

ナム国家銀行の通達の改正案の公表 

 

2021年 11月、ベトナム国家銀行（「SBV」）から、オフショアローンの外国為替管理

及び返済に関する通達（Circular No.03/2016/TT-NHNN：「通達 3号」）の改正案（「本改

正案」）が公表されました。 

通達 3号は、政府保証付オフショアローン及び政府保証のないオフショアローン等に

関連して、SBV への登録義務、借入れ・返済等に用いる銀行口座の開設・使用、オフシ

ョアローンの担保取引に関する為替管理の詳細等を規定するものです。本改正案は、現

行の通達 3号の枠組みは維持しつつ、規定の一部につき修正・補足をしています。本稿

ではその主要な内容についてご紹介します。 

 

(1) 短期オフショアローンの SBVへの登録要件等の変更 

 

現行の通達 3 号は、政府保証のないオフショアローンについて、以下に該当する場

合に、借主に対し SBV への登録を義務づけています。 

 

(a) 中長期オフショアローン（借入期間が 1年超のオフショアローン） 

(b) 短期オフショアローン（借入期間が 1年以内のオフショアローン）のうち、延長

され借入期間の合計が 1年を超えたもの 

(c) 短期オフショアローン（借入期間が 1年以内のオフショアローン）のうち、延長

合意がなされずに最初の借入実行から 1年後の応当日に元本残高が存続し、同応

当日から 10 日以内に返済が完了しないもの 

 

本改正案では、上記(c)について、「10 日以内」が「30 日以内」へと変更され、実

質的に登録義務の対象となる短期オフショアローンの範囲が縮減されています。 
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また、本改正案では、上記(c)に該当するオフショアローンの登録申請期限について

も、現行の通達 3号では最初の借入実行から 1年後の応当日の 30日以内とされてい

るところ、「30 日以内」の点が「45日以内」へ変更されています。そのため、本改正

案がそのまま施行された場合には、短期オフショアローンについて延長合意なしに最

初の借入実行から 1 年後の応当日に元本残高が残存し、同応当日から 30 日以内に返

済が完了されない場合には、当該オフショアローンを同応当日から 45日以内に SBV

に登録することが必要となります。 

 

(2) SBV に対するオフショアローンの報告時期等の変更 

 

現行の通達 3 号は、（SBV への登録の有無を問わず）政府保証のない短期オフショ

アローン及び中長期オフショアローンの実施状況について、借主に対し、SBV への四

半期ごとの報告を義務づけています。 

本改正案は、この報告義務について、報告時期を四半期ごとから月ごとに変更する

とともに、報告形式をオンライン形式へ一本化（従来型の書面形式を廃止）する変更

を加えています。 

 

(3) 担保執行代理人の概念の明記 

 

担保付オフショアローンの取引では、従来より、ベトナム国内の担保の執行手続等

を行う担保執行代理人（Security enforcement agent）を選任して担保の執行手続を行

う実務が採用されてきました。 

本改正案は、この担保執行代理人の概念を条文に明記し、以下のとおり定義してい

ます。 

 

(a) ベトナム法に基づいて設立・運営される法人であり、 

(b) オフショアローン契約、担保契約及びその他の関連契約の範囲内において、担保

を実行する過程で生じる業務（担保資産の処分による金銭の回収、担保資産の処

分による収入をオフショアローンの債務弁済に充てること）を行うことを、 

(c) 借主、担保権設定者及び貸主全員の同意によって認められた者 

 

この改正により、従来から用いられてきた担保執行代理人の概念が否定されるもの

ではないと考えられるものの、上記(a)と(c)の要件が盛り込まれたことを踏まえると、

本改正案がそのまま施行された場合、今後は、ベトナム法人である担保執行代理人を

契約締結時から選任しておく対応が必要となる可能性があり、留意が必要と思われま

す。 

また、本改正案では、担保執行代理人がベトナムの商業銀行でない場合、担保執行

代理人は、ベトナムの商業銀行に開設された口座を利用して、回収資金を送金しなけ
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ればならないとされています。現行の通達 3号では、保証以外の担保が付されたオフ

ショアローンについては、担保実行による回収資金の送金口座に関する規定は設けら

れていないため、本改正案がそのまま施行された場合には、その取り扱いが一部明確

化されることになります。 

 

以上のほか、本改正案では、SBV 登録済オフショアローンの変更登録義務の例外要件

やオフショアローンの借入・返済等に用いる銀行口座に関する規制についても、一部修

正・変更が加えられています。本改正案は、オフショアローンに関する現行の規制を大

きく変更するものではありませんが、オフショアローンの提供・利用の実務に影響を及

ぼし得る点が含まれており、公布までの間、引き続き本改正案の動向を注視する必要が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ミャンマー： 最低賃金額に関する労働省の Letter 

 

労働省（Ministry of Labour）は、2021年 12月 27日付けで、最低賃金法（Minimum Wage 

Law）に定める最低賃金額について、2018 年 5 月に公表された時給 600 ミャンマーチ

ャット（現在の為替レートで約 38 円）・日給（8 時間労働の場合）4,800 ミャンマーチ

ャット（現在の為替レートで約 308円）が引き続き有効である旨及び、同法に基づく最

低賃金額の見直しは、今後国内情勢が落ち着き次第実施する旨を周知する Letter（「本

Letter」）を発出しました。 

ミャンマーでは、最低賃金法の規定に基づき、最低賃金の決定に関する国家委員会が

具体的な最低賃金額を決定し、少なくとも2年に1度見直しを行うものとされています。

しかし、2018年 5 月に上記の最低賃金額が定められてからは、2021年 1月に至るまで

その見直しは 1度も行われていない状態にあります。労働省としては、最低賃金額の見

直しは国内情勢の混乱により一時的に見合わせているにすぎず、今後も引き続き法律の

規定に沿って見直しが行われることを本 Letter で明らかにしたものといえます。また、

市民の間で最低賃金額の引下げが行われたとの噂が流布していたようであり、本 Letter

ではそのような噂は真実ではないことが明記されています。COVID-19 の感染拡大や 2

021年 2月の国家緊急事態宣言により、ミャンマー経済が大きな打撃を受けており、経

済情勢も考慮して定められる最低賃金額の引下げにも現実味があったため、当局として
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は本 Letterにより収拾を図る必要があると判断したものと思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. シンガポール： ACRA による個人情報保護、通信のデジタル化、

及び企業の透明性の強化に関連する法改正案の公表 

 

シンガポール会計・企業監督庁（ACRA：The Accounting and Corporate Regulatory 

Authority）は、2021 年 12 月 17 日付けで、個人情報保護、通信のデジタル化、及び企

業の透明性の強化に関連する法改正案（「本改正案」）を公表し、パブリックコンサルテ

ーションを開始しました。本改正案は、会社法（Companies Act）、事業登録法（Business 

Names Registration Act）、有限責任事業組合法（Limited Liability Partnerships Act）、

ACRA法（ACRA Act）、及び ACRAが管理するその他の法律を対象として、登記情報に

関する個人情報保護と企業の透明性のバランスを取ることを目的としています。本稿で

はその概要についてご紹介します。 

 

(1) 登記情報における個人情報保護及びデジタル通信の促進 

 

ACRA は、ACRA に登録される法人の役職者及び株主に関する「身分証明書番号」

及び「居住住所」の届出をそれぞれ義務付けており、これらの情報は現在登記簿上で

一般公開されています。本改正案では、個人情報保護の観点から、登記簿上に記載さ

れる「身分証明書番号」を部分的に隠して公開すること、及び「居住住所」ではなく

「連絡先住所（コンタクト先住所）」を公開される住所とすることが提案されていま

す。本改正案が成立した場合、個人の完全な身分証明書番号と実際の居住住所は一般

公開されないこととなります。 

 

また、本改正案において ACRA は役職者と株主に対して電子メールアドレスと携

帯電話番号の提供を、事業体には事業用の電子メールアドレスの提供をそれぞれ義務

付けることに加え、デジタル通信の促進の観点から、法人がバーチャルメールボック

スを通じて ACRA とのコミュニケーションをとる仕組みを提案しています。 
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(2) 登記事項申告における利便性と情報の正確性の向上 

 

本改正案では、シンガポールのスマートネーション化の一環として、ACRA が他の

機関や団体からデータを直接取得できるよう、ACRAに以下の権限を与えることを提

案しています。 

 

(a) 当事者からの登記申告事項に関する情報を特定の政府機関から取得できる権限 

(b) 登記上の情報を検証するために、特定の団体から入手した情報を使用する権限 

 

このような政府間のデジタル通信・データ共有の促進により、これまで申告者側が

準備していた情報を ACRA が該当政府機関から直接入手できるため、申告者にとっ

て手間が省け登記実務の利便性が増すことや、一般に公開され入手可能な登記情報の

正確性を向上させることを目的としています。 

 

(3) 企業や組合の受益者情報の透明性の向上 

 

企業や有限責任事業組合（Limited Liability Partnerships）に関し、実質的な受益者

に関する情報の透明性を向上させ、不正な目的で企業や組合が悪用されることを防ぐ

ため、本改正案では現行の法律に対する以下の修正がなされています。 

 

(a) 特定の企業に認められている名目取締役名簿（Registers of Nominee Directors）

作成義務の免除制度の廃止 

(b) 実質的支配者名簿（Registers of Controllers）の情報の正確性に関する年次精査

の義務付け 

(c) 誤った情報の実質的支配者情報を申告した者に対する最高 10,000 シンガポール

ドル（現在の為替レートで約 85 万円）の罰金の導入（不注意又は誤解、若しく

は故意又は詐取の意図なしに不正確な情報を申告した場合も含む。） 

(d) 実質的支配者名簿登録義務及び名目取締役名簿作成義務に関する法令遵守違反

に関する最高罰金額を 5,000 シンガポールドル（現在の為替レートで約 42 万

5,000 円）から 20,000 シンガポールドル（現在の為替レートで約 170 万円）に

引き上げ 

(e) 実質的支配者名簿の更新期限を、現行の 2営業日から 7暦日に延長 

 

これらは、シンガポールが信頼できる金融ハブとして高い評価を維持するための取

り組みの一環でもあり、マネーロンダリング規制、テロ資金対策、及び国際金融シス

テムの完全性に対するその他の脅威を排除することを目的とした国際基準に沿った

ものとなっています。 
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本改正案が成立した場合には、個人情報の保護や、登記実務運用上の利便性や情報の

正確性の向上が期待されるものの、企業の透明性担保のために求められる登記情報の質

を維持する基準が引き上げられている点に留意が必要です。 

 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

5. インド： インドにおける名目的株主の制度 

 

インド会社法上、会社の株主が 2名以上必要であるという要件が存在します。この「株

主が 2名以上」という要件を満たすために、当該会社を実質的に支配したい株主（実質

的株主：beneficial owner）が名目的株主（registered owner）となる者を見つけてきて

株式を保有させる一方、名目的株主の保有する株式に関する配当や残余財産分配等の会

社からの利益を受ける権利（beneficial interest）は自身が享受する、というアレンジが

採られることがあります。この名目的株主は、アジアの他の国では nominee shareholder

と呼ばれることがありますが、インドの会社法規則では registered ownerと呼ばれ、名

目的株主の制度はインド会社法及び規則において明示的に認められており、株主名簿に

は registered ownerの名称が記載されることとなります。 

 

名目的株主を活用する場合に必要となる手続は以下のとおりです。 

 

⚫ 実質的株主が、beneficial interestを名目的株主から与えられた日から 30 日以内に

所定の書式（Form MGT-5）によりその旨を会社に届け出る 

⚫ 名目的株主が、beneficial interest を実質的株主に与えた日から 30日以内に所定の

書式（Form MGT-4）によりその旨を会社に届け出る 

⚫ 会社が、上記 2つの届出を受けた日（いずれか遅い日）から 30日以内に会社登記

局（Registrar of Company）に対して、上記 2 つの届出を受けたことの報告を行

う 

 

これらの手続を経ることで、会社登記局（Registrar of Company）が名目的株主の背

後にいる実質的株主が誰であるかを把握することができるようになります。 

弁護士 細川 怜嗣 

 +65-6593-9467（シンガポール） 
 reiji.hosokawa@mhm-global.com 

 

パラリーガル 有馬 潤 

 +65-6593-9750（シンガポール） 
 megumi.arima@mhm-global.com 

mailto:reiji.hosokawa@mhm-global.com
mailto:megumi.arima@mhm-global.com
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名目的株主のアレンジを採る場合、実質的株主が beneficial interest を享受すること

となることに鑑み、株式の購入資金は実質的株主が供与する一方、名目的株主は議決権

行使を行う際に実質的株主の意向に沿うこと等を内容とする契約が実質的株主と名目

的株主との間で締結されることがありますが、このような契約も適法とされています。 

もっとも、外資企業がこの名目的株主のアレンジを用いて外資規制を潜脱すること

（実質的株主たる外資企業（インド非居住者）がインド居住者を名目的株主として用い

ることによって、当該名目的株主の持分を居住者による投資として取り扱うこと）は認

められていません。なぜなら、インドの外国直接投資に関するルール（NDI Rules）上、

名目的株主のアレンジを採る場合、名目的株主がインド居住者であっても実質的株主が

インド非居住者である場合は、当該 registered ownerによる出資はインド非居住者によ

る投資とみなされると規定されているからです。 

 

以上のとおり、インドでは、名目的株主のアレンジ自体は、インド会社法及び規則で

も明示的に規定されており、適法かつ有効ですが、外国直接投資に関する規制を潜脱す

る方法として使用することは外国直接投資に関するルール（NDI Rules）によって明示

的に許されていません。名目的株主の制度を活用する場合には、その位置づけにつき留

意する必要があります。 

 

 

 

 

 

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 

mailto:yohei.koyama@mhm-global.com
mailto:yoshinori.usui@mhm-global.com
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今月のコラム－AFF Suzuki Cup（東南アジアサッカー選手権）－ 

 

今回は、シンガポール国立競技場で観戦したサッカーの試

合についてご紹介したいと思います。 

 

新型コロナウィルスの拡大に伴い、シンガポールではしば

らくの間スポーツの生の観戦イベントがありませんでした。

そうした中、シンガポールサッカー協会が AFF Suzuki Cup

の開催を宣言したとき、シンガポール中のサッカーファンが

色めき立ちました！ 

AFF Suzuki Cup（以前はシンガポールで最も有名なビール

のブランドにちなんで、Tiger Cupと呼ばれていました。）は、東南アジア地域における

最も栄誉ある国際的なサッカー選手権です。同大会は、2008 年以降、スズキ株式会社

がタイトルスポンサーとなっており、元々は 2020 年に開催される予定だったものが、

新型コロナウィルスの拡大の影響を受け、2021年末にようやく開催されました。 

 

つい最近東京オフィスからシンガポールオフィスに異動し、かつサッカーの熱狂的な

ファンであるシャハブ咲季弁護士と私は、幸運にも、インドネシア VS シンガポールの

準決勝第 2試合のチケットを公式ウェブサイトで取得することができました。倍率が高

くチケットの入手はなかなかに困難でした（転売価格は公式価格の 3-4倍まで膨らんで

いたようです！）。本来シンガポール国立競技場は 55,000人の観衆を収容可能であるも

のの、衛生安全プロトコルに従い、観戦者が 10,000 人に制限されていたことも、チケ

ット入手を困難にした理由でした。 

 

私たちはもちろんインドネシア応援席に座りました（私はインドネシア人であり、ま

た、シャハブ弁護士はインドネシア人と日本人のハーフなので、私たちは住まいこそシ

ンガポールですがインドネシアを応援する道義的責任を負っていました！）。 

 

スタジアムには少し早く着き、右上の写真のような様子でした。 

衛生安全プロトコルは非常に厳格で、スタジアムへの飲食物の持込みは禁止されてい

ました。もっとも、入場プロセスはとてもスムーズで、スタジアムの外で密になってい

る人々もあまり見ませんでした。スタジアム内においても、ソーシャルディスタンスを

保つため各席は離れて設置されており、衛生安全委員がマスクの着用を常に呼び掛けて

いました。 

 

次ページの写真は、試合開始前に撮影したものです。シャハブ弁護士はインドネシア

国歌を覚えていて、私たちは一緒になって歌いました！ 
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試合自体も非常に面白く、まさに真剣勝負でした。 

第 1 試合では引き分けだったので、基本的にはこの第

2 試合の勝者が決勝に駒を進めることになります。イン

ドネシアが早々に先取点を奪い、シンガポールメンバー

にレッドカードが出され、インドネシア優勢と感じた矢

先に、シンガポールが同点に追いつきました！ 

 

後半に入りシンガポールのメンバーに 2 枚目のレッド

カードが出されたのですが、大方の予想を覆し、シンガ

ポールが 2点目を奪いリードしました！2人のメンバーをレッドカードで欠いて 9人に

なっても勝利に向かうシンガポールチームの姿に、シンガポールサポーターがどれほど

興奮したか想像できるでしょうか。 

 

試合終了 3 分前、（私たちにとっては）幸運にもインドネシアが同点に追いついたの

ですが、スリルはこれで終わりませんでした。アディッショナルタイム、シンガポール

が PK のチャンスを得たのです！インドネシア応援席は「もはやこれまでか。」という

感じでシンと静まり返っていました。 

 

ところがサッカーの神様はラストダンスを踊りたかったようです。インドネシアのゴ

ールキーパーが見事 PK をセーブしたのです！（私たちの心臓はこの試合終了間際のド

ラマのせいで疲れ切ってしまいました。）。 

 

試合は延長戦にもつれ込み、インドネシアが 2ゴールを決める一方、シンガポールは

3枚目のレッドカードをもらい、インドネシアが勝利を収めました。 

しかし、私たちはシンガポールチームと粘り強い声援を送ったシンガポールサポータ

ーにも最大限の賛辞を贈りたいと思います。 

 

サッカーは一体感と敬意に満ちており、こんなに面白い試合の目撃者となれたことは

本当に幸運でした。これからも両チームを応援しましょう！ 

 

 

追記：インドネシアは決勝戦でタイと対決し、残念ながら合計スコア 2-6 で大敗しま

した。タイの皆さん、AFF Suzuki Cup 優勝おめでとうございます！ 

 

（原文：弁護士 ロビー・ジュリウス、翻訳：弁護士 花村 大祐） 

※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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セミナー・文献情報 

➢ セミナー  『第 4773 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「安全保障貿易管理と

企業におけるコンプライアンスの勘所」』 

開催日時  2022年 1月 31日（月）13:30～15:30 

講師    大川 信太郎 

主催    株式会社 FNコミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『日米中における貿易管理と実務対応〜経済産業省で貿易管理及び経

済安全保障政策に従事した弁護士が経済安保・人権の視点からリスク

管理を含めて解説〜』 

開催日時  2022年 2月 2 日（水）13:30～16:30 

講師    大川 信太郎 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

➢ セミナー  『第 4780 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「改正外為法に基づく

外資規制の実務－元立案担当者・審査官が解説」』 

開催日時  2022年 2月 8 日（火）9:30～11:30 

講師    大川 信太郎 

主催    株式会社 FNコミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『【オンライン】グローバル（欧米・アジア／BRICs）データ保護規制

の要点比較と最新実務対応』 

開催日時  2022年 2月 8 日（火）14:00～17:00 

講師    田中 浩之 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

➢ セミナー  『金融業界・ITベンダーのための経済安全保障入門』 

開催日時  2022年 2月 16日（水）9:30～12:30 

講師    大川 信太郎 

主催    株式会社セミナーインフォ 

 

➢ 論文    「The Third Party Litigation Funding Law Review 5th Edition - Japan 

Chapter」 

掲載誌   The Third Party Litigation Funding Law Review 5th Edition 

著者    金丸 祐子、ダニエル・アレン 
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➢ 論文    「新連載 企業法務のための経済安全保障 第 1回 経済安全保障

とは何か」 

掲載誌   ビジネス法務 2022年 2月号 

著者    大川 信太郎 

 

➢ 論文    「Getting the Deal Through - Real Estate 2022 - Myanmar Chapter」 

掲載誌   Getting the Deal Through - Real Estate 2022 

著者    眞鍋 佳奈、ウィン・ナイン、ジュリアン・バレンジー、ニルマラ

ン・アミルタネサン 

 

NEWS 

➢ Chambers Asia-Pacific 2022にて高い評価を得ました 

Chambers Asia-Pacific 2022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。 

さらにタイ（Chandler MHM Limited）及びミャンマー（Myanmar Legal MHM 

Limited）においても複数の分野で上位グループにランキングされ、各オフィスに

所属する弁護士がその分野で高い評価を得ております。 

 

➢ 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。 

 

【パートナー】 

倉持 喜史、石川 大輝、増田 雅史、宮岡 邦生、堀尾 貴将、中野 玲也、朽網 友

章、鈴木 信彦、中野 恵太、チョン・チア・チー 

 

また、同日付けで 7名の弁護士及び 1名の弁理士がカウンセルに就任いたしまし

た。 

 

【カウンセル】 

野間 裕亘、若林 功晃、上田 雅大、黒田 大介、竹腰 沙織、松村 謙太郎、立石 

光宏 

 

【カウンセル弁理士】 

田中 尚文 

 

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。 
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➢ Chandler MHM Limited パートナー、カウンセル、シニア・アソシエイト就任の

お知らせ 

本年 1月 1 日付けにて、下記の 1名の弁護士が Chandler MHM パートナーに就

任いたしました。 

 

【Chandler MHM パートナー】 

デイビット・ベックステッド 

 

また、同日付けで 4 名の弁護士が Chandler MHM カウンセル、5 名の弁護士が

Chandler MHM シニア・アソシエイトに就任いたしました。 

 

【Chandler MHM カウンセル】 

チョティウット・スックプラダップ、プーンスック・ポーンパタナナングーン、

ラッタイ・カモンワーリン、タワチャイ・ブーンマヤパン 

 

【Chandler MHM シニア・アソシエイト】 

コンキティ・シワモーク、スパコーン・チュアブンチャイ、タンヤマイ・タニス

ラノン、ティラパット・ソムバットサタポンクル、ワンチャナ・バンディツクリ

ッサダー 

 

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。 

 

（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 


