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Ⅰ. はじめに 

 

近時、電力の小売供給の分野において、昨年来の燃料価格の高騰に国際情勢リスクが

加わったことにより、電力の調達コストが著しく増加し、小売電気事業者の事業撤退や

倒産の動きが拡大している。また、多くの小売電気事業者が需要家からの契約申込の受

付を停止したり、最終保障供給の料金がむしろ割安な状況が生じたりして、多くの需要

家が最終保障供給に想定を超えて流入・滞留するおそれが生じている。 

本稿では、小売電気事業者が事業撤退等を行う場合について、撤退する小売電気事業

者、撤退する小売電気事業者の需要家から契約の申込みを受ける小売電気事業者、需要

家の各立場から、対応の方法や留意点を概説する（下記Ⅱ～Ⅳ）。また、最後に最終保障

供給の在り方の見直しの議論をご紹介する（下記Ⅴ）。 

 

Ⅱ. 撤退する小売電気事業者の対応 

 

1. 小売供給契約の解除の可否 

 

小売電気事業者が事業撤退を行う上で最も問題となるのが、需要家と締結している

小売供給契約の解除の可否である。安定供給が強く求められる電気事業分野において

は、事業撤退を円滑に行うため、また規制当局との関係においても、小売供給契約を

円満に解除し、他の小売電気事業者に需要家を承継させる対応が求められる。 

小売供給契約の解除の可否及び事業撤退に向けた対応方法は、小売供給契約（当該

契約の内容とされている約款等を含む。）に解除の根拠規定があるか否かにより大き

く異なるため、以下、場合を分けて解説する。 
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（1）中途解約の規定がある場合 

需要家との間で締結した小売供給契約に小売電気事業者からの中途解約を可能と

する規定がある場合には、下記 2.のとおり、需要家保護のため一定の手続が必要と

なるものの、当該中途解約規定に定められた手続を履践することにより小売供給契

約の解除が可能である。 

もっとも、安定供給を旨とする電気事業分野の約款等においては、小売電気事業

者側からの解除は限定的な場合にのみ可能とされていることが多く、例えば、①需

要家が電気料金を支払わない場合、②需要家が何らかの事由により一般送配電事業

者から託送供給を停止された場合、③需要家の信用悪化の場合等のみが解除事由と

して規定されていることが多い。小売電気事業者の経営上の都合により、あるいは

事業撤退を理由として契約を解除可能とする規定が置かれている例は稀であり1、契

約上の中途解約規定を用いて小売供給契約を解除できるケースは少ない。 

 

（2）期間満了 

中途解約が難しい場合には、契約期間満了による小売供給契約の終了が検討され

ることになる。小売供給契約には、電圧区分を問わず、期間満了時の自動更新条項

が置かれている例が多いが、通常は、事前通知により更新拒否が可能とされている。

契約によって、事前通知のタイミングは異なるが、定められた手続を実施すること

により、契約を終了させることができる。 

期間満了による契約終了の方針をとった場合の難点は、事業撤退までに長期間を

要することである。昨今のように、電力の調達費用が料金収入を上回る逆ザヤ状態

が生じている場合には、個々の需要家との関係で契約期間満了まで待たねばならな

いとすると、損失が一層拡大し、破産等の法的整理を余儀なくされることにもなり

かねない。 

 

（3）任意解約 

以上のとおり、中途解約及び期間満了のいずれの方法にも難点があることから、

実務上は、事業撤退に当たり、任意解約の方法を選択せざるを得ない場合が多い。

需要家に対し、事業撤退の旨を通知し、小売電気事業者の切替え（スイッチング）手

続を行うよう求める方法である。 

契約件数の多くない小売電気事業者であれば、需要家と個別に連絡、協議を行い、

他の小売電気事業者への小売供給契約の承継をスムーズに行うことが可能な場合も

ある。しかし、多数の需要家を抱える小売電気事業者は、その方法は困難であるた

め、事業撤退を決定した場合には、ある程度の猶予期間を置いて契約解除日（託送

 
1 ①事業撤退等を見据え、小売供給契約の解除に関する約款の変更がなされている場合、民法や約款の

規定に照らして、有効に変更がなされているかに留意が必要である。②解除事由については、小売供給

契約を締結又は変更する際に説明が必要となる（電気事業法 2 条の 13 第 1 項、同法施行規則 3 条の 12

第 1 項 22 号）。小売電気事業者に広範な裁量を与える中途解約規定を置いた場合には、需要家に対し十

分な説明をすることが求められることになる。 
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供給契約の廃止日）を定め、同日までにスイッチングを行うよう一斉に周知させる

方法がとられることが多い2。 

この方法の難点は、スイッチングの実施が需要家の任意となるため、繰り返し周

知を実施したとしても、スイッチングを行わない需要家が必ず一定数は残ることで

ある。その場合、全需要家のスイッチングが完了するまで長期間の対応を継続する

か、ある程度需要家数が減少した時点で託送供給契約を廃止してしまうかを選択す

ることになる。経営余力がないことを理由に後者を選択する小売電気事業者もあり

得ると思われるが、法律上は債務不履行に該当し得る行為であり、需要家を停電の

リスクにさらすものであることから、近時、経済産業省電力・ガス取引監視等委員

会（以下「監視等委」という。）も、これを問題視する姿勢を示している。このため、

債務不履行に該当する等の問題を生じさせず託送供給契約の解除を行うことができ

ないかについては、締結している小売供給契約の内容に即し、慎重な検討が必要と

なると考えられる。 

以上の問題を避けるため、事業撤退をする小売電気事業者が、他の小売電気事業

者に事業譲渡をし、小売供給契約を承継させることも行われている。その場合には、

需要家との間の小売供給契約の承継は、契約上の地位の移転に該当し、需要家の承

諾を得て行う必要がある（民法 539 条の 2）。もっとも、スイッチングの場合と同様

に、多数の需要家から明示の承諾を得ることは困難であるため、多くの場合には、

異議申述期間を定め、当該期間内に連絡等がなかったときは、黙示の承諾があった

ものとして、スイッチング手続をとる方法がとられている。この場合も、どのよう

な場合に有効な承諾を得たといえるかについては慎重な検討が必要となる。また、

電気事業法に規定する供給条件の説明義務及び書面交付義務が生じることにも留意

する必要がある（電気事業法 2 条の 13 第 1 項、2 項及び同法 2 条の 14 第 1 項）。 

 

2. 契約解除の手続 

 

経済産業省が公表している「電力の小売営業に関する指針」（平成 28 年 1 月制定、

令和 3 年 11 月 15 日最終改訂。以下「小売指針」という。）では、小売電気事業者が

小売供給契約を解除する場合については、例えば次の措置をとること等が必要である

とされている（同指針 55 頁）。 

① 小売供給契約の解除を行う 15 日程度前までに需要家に解除日を明示して解除

予告通知を行うこと。 

② 解除予告通知の際に、無契約となった場合には電気の供給が止まることや、最

終保障供給（低圧部門への供給は特定小売供給）を申し込む方法があることを説

明すること。 

 
2 あくまでも任意解約の要請であるため、一方的に契約解除日を定めて通知したとしても法的には解除

の効果は生じないが、単なるスイッチングのお願いとすると需要家に応じてもらえないことが多く、切

替えが進まないことから、（その当否はともかく）解除予告通知の形式で通知が行われることもあるよう

である。 
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③ 小売供給契約の解除に伴い、当該需要場所に関する託送供給契約の解除を行う

10 日程度前までに、小売電気事業者側からの小売供給契約の解除を理由とする

ことを明示した上で、一般送配電事業者に託送供給契約の解除の連絡を行うこと。 

なお、以上に加え、高圧 500kW 未満のスイッチングには、電力広域的運営推進機

関が管理するスイッチング支援システムを用いることとされているが、同システムで

は、小売電気事業者の都合により託送供給契約を廃止するためには、10 日前までに

申込みが必要とされている点にも留意が必要である。 

 

3. 撤退・倒産する場合の対応 

 

前記 2.のとおり、小売電気事業者が小売供給契約を解除する場合には、小売指針に

より、解除を行う 15 日程度前に解除予告通知を行うことが求められているが、小売

指針の当該記載は、需要家の料金未払等により、小売電気事業者が解除を有効に行い

得る場合を前提としたものと考えられる。事業撤退のため任意解約の要請を行う場合

には、要請を受けた需要家が他の小売電気事業者を選定し、切替えの手続を行うため

に要する時間と、スイッチングが通常は検針日に行われることを考慮し、より長い期

間を置いて解除予告通知をすることが多い。 

また、小売電気事業を休止・廃止する場合には事前の周知が求められるところ（電

気事業法 2 条の 8 第 3 項）、この周知も、事業休廃止の前に一定程度の期間を置いて

行うことが必要と考えられている3。 

 

小売電気事業者について破産手続等が開始した場合には、破産管財人等は約款等の

根拠規定の有無にかかわらず小売供給契約を解除することが可能である（破産法 53

条 1 項、民事再生法 49 条 1 項、会社更生法 61 条 1 項）。 

なお、破産手続開始決定により解散届を提出した場合でも、廃止届を提出するまで

は、小売電気事業の登録は抹消されないのが実務の運用である。このため、引き続き、

監視等委の調査や指導の対象となり得る点には注意が必要である。 

小売電気事業者としての業務を終了した場合には、一般送配電事業者との接続供給

契約の廃止、経済産業大臣への廃止届の提出及び電力広域的運営推進機関からの脱退

手続等を行うことになる。 

 

 
3 廃止の届出をする際に、周知のために行った措置の内容、廃止の理由を記載した書類の提出が求めら

れる。詳細は資源エネルギー庁ウェブサイト「小売電気事業の登録申請・届出等」「小売電気事業の承継、

休・廃止、解散があったとき」（下記リンク）を参照。 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/entry/howto/002.html 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/entry/howto/002.html


 

 

 
ENERGY & INFRASTRUCTURE BULLETIN 

 

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. 

5 
 

Ⅲ. 撤退する小売電気事業者の需要家から契約の申込みを受ける小売

電気事業者の対応 

 

1. 申込みの受付停止・拒絶の可否 

 

電気事業法上、小売電気事業者に供給義務は課せられていないため4、撤退、倒産等

をする小売電気事業者の需要家から申込みを受けた場合でも、小売電気事業者は、申

込みの受付を拒否することは可能である。 

但し、旧一般電気事業者である小売電気事業者が、いわゆる戻り需要5を希望する需

要家に対して、不当に交渉に応じず、その結果最終保障供給約款が適用されることに

なることは、独占禁止法上違法となるおそれがあるとされている（「適正な電力取引

についての指針」（令和 4 年 4 月 1 日公正取引委員会、経済産業省）9 頁）。この点に

関し、監視等委の第 71 回制度設計専門会合（令和 4 年 3 月 24 日）では、事前に調

達していた供給力に余力がなく、戻り需要に応じるためには追加的に卸電力市場等で

調達せざるを得ないが、かかる調達を前提として標準メニュー等で契約をしてしまう

と不当廉売に該当するおそれがある場合において、小売供給契約を締結しないこと自

体は独占禁止法上及び電気事業法上問題ないとの解釈が示されたところであるが6、

戻り需要に係る規制の趣旨に照らし、かかる小売電気事業者に求められる対応と受付

を拒否することが可能となる場合に該当するかの判断については、引き続き丁寧な検

討が必要となると思われる。 

 

2. 申込みを承諾する場合の対応 

 

撤退等をする小売電気事業者の需要家から申込みを受けた小売電気事業者は、申込

みを承諾する場合には、通常の手続、契約条件により契約を締結すればよい。この場

合、需要家の氏名・名称、住所、契約者番号（お客様番号）を確認する必要がある。 

但し、実務上の手続として、当該需要家について、スイッチング支援システム上で

託送供給契約の解除の申込みが既になされている場合には、スイッチング申込みを行

うことはできないため、託送供給契約の解除日（廃止日）に合わせて、電気の使用開

始申込み（再点申込み）を行う必要がある。 

また、撤退等をする小売電気事業者から小売供給契約を解除され、無契約状態と

なっている需要家から申込みを受けた小売電気事業者は、当該無契約状態での電気の

使用を解消するため、当該需要家に対し、無契約状態の始期まで自己との小売供給契

 
4 低圧分野においては、みなし小売電気事業者が行う特定小売供給（電気事業法改正法（平成 26 年 6 月

18 日法律 72 号）附則 16 条 1 項）、特別高圧、高圧分野においては、一般送配電事業者が行う最終保障

供給（電気事業法 2 条 1 項 8 号イ）のみ供給義務がある。 
5 旧一般電気事業者である小売電気事業者と小売供給契約を締結していた需要家が、他の小売電気事業

者との契約に切り替えた後、再び旧一般電気事業者である小売電気事業者との契約を求める場合の需要

をいう。 
6 第 71 回制度設計専門会合（令和 4 年 3 月 24 日）資料 3-1（下記リンク）参照。 

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/071_03_01.pdf 

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/071_03_01.pdf
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約の効力を遡らせるか、最終保障供給（又は特定小売供給）を受けたとするかのどち

らかを選択する必要がある旨を説明することが望ましいとされている（小売指針 9

頁）。そのようにして小売供給契約の効力を遡らせた場合には、切替先の小売電気事

業者において、需要家から無契約状態の期間の電気料金を回収し、一般送配電事業者

に託送料金を支払うとともに、当該期間の使用電力量についても、インバランス補給

を受けたものとして精算する必要が生じる点に留意する必要がある。 

旧一般電気事業者である小売電気事業者は、戻り需要を希望する需要家に対し、不

当に高い料金を適用する又はそのような適用を示唆すると、独占禁止法上違法となる

おそれがある（適取指針 9 頁）。この点についても、前記第 71 回制度設計専門会合に

おいて、前記の場合において、供給力の確保を卸電力市場等からの追加的な調達を行

うことを前提に、標準メニューの額（さらには最終保障供給の額）を上回る料金又は

市場連動型の料金で小売供給契約を締結することは問題とならないとの解釈が示さ

れている7。 

 

Ⅳ. 需要家の対応 

 

1. 解除予告通知を受けた場合の対応 

 

契約中の小売電気事業者から解除予告通知を受けた需要家は、当該解除が、小売供

給契約又は約款に基づく解除であるか、任意解約の要請であるかを確認することが重

要である。解除予告通知の形式がとられていても、法律上は任意解約の要請である場

合には（前記脚注 2 参照）、解約に応じる義務はないため、当該小売電気事業者が倒

産等をすることがない限り、契約期間の満了までは供給を受けることが可能である。

また、要請に応じる場合であっても、他の小売電気事業者への切替えのタイミングを

見計らいつつ、解除までの期間や条件について契約中の小売電気事業者と交渉するこ

とが考えられる。 

 

2. 解除が有効である場合の手続 

 

小売電気事業者による契約の解除が有効な場合又は任意解約に応じる場合には、需

要家は、切替先となる小売電気事業者を自ら選定する必要がある。そのためには、切

替先の候補となる小売電気事業者から適切な料金プランの提案が得られるよう、自ら

の契約電力や使用電力量（30 分値等）等を確認し、不明の場合には契約中の小売電気

事業者から必要な情報を取得しておくことが望ましい。 

また、契約の解除が有効な場合であっても、解除日までに十分な猶予期間が与えら

 
7 前記注 6 参照。 
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れていない場合等は、必要に応じ規制当局とも相談をしつつ8、契約中の小売電気事業

者との間で十分に協議を行うべきである。 

なお、切替えにあたっては、原則として切替先の小売電気事業者に新規契約の申込

みを行えば足り、契約中の小売電気事業者に連絡をする必要はない。 

 

3. 小売電気事業者が撤退、倒産した場合の対応 

 

小売電気事業者が突然に撤退をすることになり、託送供給契約が一方的に解除され

た場合であっても、直ちに供給停止となることはない。そのような場合には、一般送

配電事業者により、需要家保護の観点から、一定期間は供給を継続する運用が行われ

ているためである。もっとも、需要家が他の小売電気事業者への申込みを行わず、無

契約状態が継続した場合には、一般送配電事業者による事実上の供給が打ち切られる

こともあり得るため、早期に切替先を選定し申込みを行うことが重要である。 

小売電気事業者が破産した場合にも、原則として小売供給契約が解除されることに

なるため、上記と同様に、切替えの手続を進める必要がある。なお、破産手続が開始

した後も、契約が終了するまでに発生した電気料金については破産管財人等から請求

があるため、支払いの準備をしておく必要がある。 

契約中の小売電気事業者について民事再生手続、会社更生手続等の再建型手続がと

られた場合には、通常は、契約中の小売供給契約の解除は行われないため、引き続き

供給を受けることが可能である。反対に、需要家の側から、当該小売電気事業者につ

いて民事再生や会社更生の申立てがあったことを理由として、小売供給契約の解除が

可能かについては、解除を認めると再建手続に支障を及ぼすため、解除特約があって

も、当該小売電気事業者又はその管財人が解除に応じない、又は解除の有効性を争う

場合があり得る。 

なお、昨今、日本卸電力取引所のスポット市場価格の高騰や、燃料費の高騰等に鑑

み、多くの小売電気事業者が、法人部門（特別高圧、高圧）の新規契約の受付を停止

している。このため、小売供給契約が解除され、どの小売電気事業者とも契約が成立

しない場合には、一般送配電事業者に対し、最終保障供給を申し込むことにより、電

気の供給を受けることになる9。 

 

Ⅴ. 最終保障供給の在り方の見直し 

 

前記のとおり、現在、事業採算性の悪化した小売電気事業者が撤退する事例が増加し、

 
8 監視等委は、相談窓口を設置して需要家からの相談に応じている。監視等委ウェブサイト「相談窓口

（情報提供窓口）」（下記リンク）参照。 

https://www.emsc.meti.go.jp/general/consult.html 
9 供給先が見つからない需要家に向け、監視等委が同内容の周知を実施している。監視等委「「特別高圧・

高圧での電気の供給先が見つからない需要家の皆様へ 契約先に関するご案内」（令和年 4 月 8 日）（下

記リンク）参照。 

https://www.emsc.meti.go.jp/info/public/pdf/20220408001.pdf 

https://www.emsc.meti.go.jp/general/consult.html
https://www.emsc.meti.go.jp/info/public/pdf/20220408001.pdf
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また、旧一般電気事業者を含む多くの小売電気事業者が、特別高圧・高圧部門の需要家

からの申込みについて、新規受付を停止している。このため、小売電気事業者と契約が

締結できない需要家が、最終保障供給を申し込まざるを得ない状況が生じている。 

最終保障供給は、需要家のための臨時のセーフティネットとして設けられたものであ

り、供給主体である一般送配電事業者がそのための電源を保有することは想定されてい

ない。このため、最終保障供給の料金メニューは、標準的な料金メニューの約 2 割増し

の料金と割高に設定されているが、現状において電力の調達コストを料金に反映した場

合、自由料金の方が最終保障供給料金よりも割高となり、最終保障供給の料金がむしろ

割安な状況が生じている。 

このため、現在、監視等委の制度設計専門会合において、最終保障供給に需要家が長

期間依存することや、最終保障供給の価格が適正な価格形成、自由競争を阻害するおそ

れがあるとして、その在り方の見直しが喫緊の課題として議論されている。第 72 回制

度設計専門会合10では、最終保障供給の料金に、インバランス料金又は卸市場価格を反

映する案が示され、今後更に具体的な検討が行われるものとされた。 

 

Ⅵ. 結び 

 

近時の電力の小売供給の分野における動向を踏まえ、小売電気事業者が事業撤退等を

行う場合について、各立場からの対応に関して概説してきたが、実際の対応にあたって

は、民法、倒産法、電気事業法、独占禁止法その他の法律や規制当局の対応・見解を踏

まえた検討を行いつつも、迅速な対応が求められる。 

当職らは、引き続き実務や当局の動向をフォローし、皆様に適時適切なアドバイスを

提供していく所存である。  

 
10 https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/072_10_00.pdf 

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/072_10_00.pdf
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セミナー情報 

➢ セミナー  『経済安全保障とは何か～経済安全保障推進法案の概要と企業実務

へのインパクト～』 

開催日時  2022 年 5 月 17 日（火）10:30～12:00 

講師    大川 信太郎 

主催     一般財団法人エンジニアリング協会 

 

➢ セミナー  『電力業界の最新動向と小売営業の要点〜近時の市場リスク等を踏

まえて求められる対応とそのポイント〜』 

開催日時  2022 年 5 月 19 日（木）13:00～15:00 

講師    木山 二郎、長窪 芳史 

主催     株式会社新社会システム総合研究所 

 

➢ セミナー  『第 4909 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～リスク分担の押さえておくべきポイント～」』 

開催日時  2022 年 6 月 30 日（木）13:30～16:30 

講師    末廣 裕亮 

主催     株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

文献情報 

➢ 書籍     『金融機関の法務対策 6000 講 第 IV 巻 貸出・回収編』 

出版社   株式会社きんざい 

著者    佐藤 正謙、植田 利文、樋本 義和、中島 悠助、松田 悠希、白川 佳 

 

➢ 論文     「サステナビリティの観点を取り入れた事業活動への独禁法・競争

法の適用」 

掲載誌   月刊公正取引 No.856 

著者    高宮 雄介 

 

➢ 論文     「企業法務最前線 ESG アクティビズムの動向 ―気候変動関連を

中心に―」 

掲載誌   月刊監査役 733 号 

著者    白岩 直樹 

 

➢ 論文     「先端技術・先端物資と経済安全保障（上）」 

掲載誌   NBL No.1215 

著者    大川 信太郎 

 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/174.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/174.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/162.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/162.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/150.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/150.html
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➢ 論文     「企業法務のための経済安全保障 第 3 回 経済安全保障を読み解

く主要 11 分野 ――投資管理編」 

掲載誌   ビジネス法務 2022 年 4 月号 

著者    大川 信太郎 

 

➢ 論文     「企業法務のための経済安全保障 第 4 回 経済安全保障を読み解

く主要 11 分野 ――経済制裁編」 

掲載誌   ビジネス法務 2022 年 5 月号 

著者    大川 信太郎 

 

➢ 論文     「インフラファンドの新たな展開（下）-コンセッション／PPP を

投資対象とするファンド組成上の検討課題-」 

掲載誌    NBL No.1210 

著者    佐藤 正謙、佐伯 優仁、小山 浩（共著） 

 

NEWS 

➢ The 13th edition of The Best Lawyers in Japan™ 及び Best Lawyers: Ones to 

Watch in Japan™にて高い評価を得ました 

Best Lawyers®による、The 13th edition of The Best Lawyers in Japan™にて、当事

務所は、Banking and Finance Law ならびに Corporate and Mergers and 

Acquisitions Law にて"Law Firm of the Year"を受賞しました。 

また、下記 7 名の弁護士が"Lawyers of the Year"に選ばれました。 

 

奥田 洋一 - Criminal Defense 

武川 丈士 - International Business Transactions 

小島 義博 - Corporate and Mergers and Acquisitions Law 

増島 雅和 - FinTech Practice 

青山 大樹 - Structured Finance Law 

上村 哲史 - Media and Entertainment Law 

小山 浩 - Tax Law 

 

加えて、当事務所の弁護士 127 名が The Best Lawyers in Japan™に、63 名が Best 

Lawyers: Ones to Watch in Japan™に選出されております。 

インフラ／エネルギー分野においては以下の弁護士が選出されております。 

 

●Best Lawyers 

Energy Law 

・小林 卓泰 
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・四元 弘子 

・岡谷 茂樹 

・末廣 裕亮 

 

Project Finance and Development Practice 

・小林 卓泰 

・武川 丈士 

・石川 直樹 

・岡谷 茂樹 

・末廣 裕亮 

・村上 祐亮 

 

●Ones to Watch 

Energy Law 

・大木 健輔 

 

➢ 特設ページ「ロシア・ウクライナ情勢 関連情報」を開設しました 

ロシアによるウクライナへの軍事行動の開始以降、国際情勢が緊迫している中、

当事務所では、ロシア・ウクライナ情勢に対応したビジネスのご支援となるべく、

セミナー、ニュースレターや論文等の最新情報および関連する法律問題、官公庁

等の最新公開情報のリンクをまとめた特設ページを開設いたしました。今後も、

随時アップデートしてまいります。 

皆様の実務における一助となれば幸いに存じます。 

詳細はこちらをご覧ください。 

（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 

https://www.mhmjapan.com/ja/legal-topics/year/2022/2.html

