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第 143号（2022年 10月号） 

今月のトピック 

1. タイ ： ①： 個人情報保護法（PDPA）に関する 2 つのガイドライ

ンの発行

②： 中小企業に支払う対価の与信期間のガイドラインに関

する「中小企業」の定義変更 

2. インドネシア ： 個人情報保護法の施行

3. フィリピン ： 再生可能エネルギーの外資規制に関する司法省の意見 

4. マレーシア ： プレミアム・ビザ・プログラムの開始 

5. ミャンマー ： ミャンマーに対する経済制裁等の動向アップデート～米国

による追加制裁の発表 

今月のコラム －ミャンマーの祝日（タディンジュ祭り）と雨季の終わり－ 

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143

号（2022年 10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

①：個人情報保護法（PDPA）に関する 2つのガイドラインの発行

タイの個人情報保護法（Personal Data Protection Act：「PDPA」）は 2022 年 6月 1

日付けで本格的に全面施行がなされました。その後、PDPA 上の主要規定に関する具体

的な基準・条件・手続等を定める下位規則の第一弾として、2022年 6月 20 日付けの官

報に、処理記録保持義務、処理記録記載事項、セキュリティ対策等に関する告示が掲載

され、発効されました（詳細については、本レター第 140号をご参照下さい。）。これに

続き、個人情報保護委員会（Personal Data Protection Commission：「PDPC」）は、2022

年 9 月 7 日付けで、データ主体から同意を取得する方法に関するガイドライン（「同意

取得に関するガイドライン」）及びデータ主体（Data Subject）に対する個人情報取得の

目的及び詳細の通知方法に関するガイドライン（「通知に関するガイドライン」）を公表

しました。これらのガイドラインは、PDPA に基づき発行されているものの、下位規則

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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と異なり、本ガイドライン自体は法的効力を有しているわけではないと考えられます。

もっとも、ガイドラインに従わない場合、直ちに PDPA 違反にならないものの、PDPA

違反の根拠の一つになると考えられます。以下、同意取得に関するガイドライン及び通

知に関するガイドラインの各概要をご説明します。 

 

(1) 同意取得に関するガイドライン 

 

同意取得に関するガイドラインは、PDPA 23条及び 25条に基づき、同意取得の具

体例又は意義の明確化を行うものとなっています。例えば、PDPA 上に規定されてい

る、同意内容は「一般的ではなく、具体的であるべき」という点について、同意を取

る場合に広義な文言を使用したり、複数の目的を一つの同意で取得するべきではない

としています。換言すれば、包括的な同意は認められないことになります。この点は、

これまで当局から示されていた実務上の解釈・運用に沿ったものであり、実際の同意

書作成にあたり参照すべきものと考えられます。また、同意取得に関するガイドライ

ンには、同意撤回や未成年者からの同意取得に関する詳細等が含まれています。 

 

(2) 通知に関するガイドライン 

 

通知に関するガイドラインは、PDPA 19条及び 24条に基づき、データ管理者（Data 

Controller）がデータ主体に対して個人情報取得の目的や詳細を通知する際に考慮す

べき要素が規定されています。例えば、公平性（データ主体は情報処理目的を通知さ

れるべきであり、当該目的はデータ主体が容易に理解可能なものであること）や目的

の限定（データ主体に通知した目的の範囲外でデータを使用してはならないこと等）

が挙げられています。 

また、通知に関するガイドラインは適切な通知の具体例を挙げており、その中で、

「層構造のアプローチ」（A layered approach）についても言及しています。層構造の

アプローチとは、例えば主要な情報（データ管理者の詳細や情報の使用目的）を端的

に記載し、それらに関するより詳細な内容についてはウェブサイトへのリンクを記載

し参照させるといった通知方法を指します。このような層構造のアプローチの概要が、

PDPCが発行した正式な資料で言及されるのは初めてです。 

 

PDPA の本格的な運用のために、データ保護責任者（Data Protection Officer）に求め

られる資格条件や個人情報の越境移転に関するルール等、今後も PDPC から下位規則

の策定やガイドラインの発行が予想されており、引き続き動向を注視する必要がありま

す。 
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（ご参考） 

本レター第 140 号（2022年 7月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00065180/20220721-021507.pdf 

 

②：中小企業に支払う対価の与信期間のガイドラインに関する「中小企

業」の定義変更 

 

タイの取引競争委員会（Trade Competition Commission of Thailand：「TCCT」）の告

示により、中小企業に支払う対価の与信期間を一定の日数に限定する旨の中小企業保護

のためのガイドラインが 2021年 12月 16日に施行されました（詳細については、本レ

ター第 127 号をご参照下さい。）。しかし、「中小企業」の定義において、基準として用

いられている「従業員数の基準」及び「年間売上高の基準」のいずれか一方の基準値を

下回れば中小企業に該当し保護されると解釈されており、その妥当性について疑義が生

じていました。例えば、IT関連企業のように、従業員数は少ないが売上高が高い企業や、

逆に、農業関連企業のように、従業員数は多いが売上は低い企業も全て「中小企業」に

含まれ、当該ガイドラインによる保護の対象となっていました。 

この問題を解消し保護の対象について適切な範囲とするため、TCCT は、2022 年 8

月 17日、「中小企業」の定義を変更する新たなガイドラインを発表しました。当該ガイ

ドラインによれば、「中小企業」の定義は、下記とされています。 

 

(a) 従業員数 200 人以下、及び年間売上高 5 億バーツ（現在の為替レートで約 19 億

円）以下の製造業者 

(b) 従業員数 100 人以下、及び年間売上高 3 億バーツ（現在の為替レートで約 11 億

5,000万円）以下のサービス業者、卸売業者、又は小売業者 

 

すなわち、「中小企業」の定義が、「又は」から「及び」に変更され、従業員数・年間

売上高のいずれかの基準を上回る事業者は中小企業には該当しないこととなり、同ガイ

ドライン上で保護される「中小企業」の範囲は縮小されました。これにより、中小企業

の取引相手方（製品購入者やサービス受領者等）への実務上の影響（取引上の支払期限

の短縮変更等の対応の必要性）は減少すると思われるため、当該変更に留意する必要が

あります。 

 

（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 
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2. インドネシア： 個人情報保護法の施行 

 

インドネシアでは、2022年 10月 17日付けで個人情報保護に関する法律 2022年 27

号（「個人情報保護法」）が施行されています。 

これまでインドネシアには個人情報保護に関する包括的・横断的な法律はなく、電子

情報及び取引に関する法律や銀行法等の個別業法において、個別に個人情報保護に関す

る規定が存在している状況でした。 

個人情報保護法は、インドネシアで初めて、個人情報保護に関する包括的な規制枠組

みを規定しています。 

本レターでは、個人情報の定義といった基本的な事項と併せて、日本企業が特に留意

すべき個人情報の国外移転、法案の域外適用の有無等についてご紹介します。 

 

(1) 個人情報の定義及び分類 

 

個人情報保護法上、個人情報は、「単独・他の情報との組み合わせであるか否かを

問わず、直接・間接か否かを問わず、電子的・非電子的システムを通じたものか否か

を問わず、ある特定された又は特定可能な個人に関連する情報」と定義されています。 

さらに、個人情報保護法上、個人情報は、一般個人情報と特別個人情報に分類され

ています。一般個人情報とは、個人の氏名、性別、国籍、宗教、婚姻状況及びその他

個人を特定することが可能な個人に関する複合的な情報を含むものと定義されてい

ます。他方で、特定個人情報とは、個人の診療履歴、生体データ、遺伝子情報、犯罪

歴、子供に関する情報、財産に関する情報を含むものと定義されています。 

上記分類によって、後述する情報管理者及び情報処理者が個人情報を取り扱う際の

義務が若干異なることになります（具体例については、下記(7)をご参照下さい）。 

 

(2) 個人情報主体、個人情報の処理及び個人情報主体の権利 

 

個人情報保護法上、個人情報主体は、当該個人情報に紐づく自然人と定義されてい

ます。 

個人情報の取得、収集、処理、分析、第三者への移転、利用、及び消去（「処理」）

は、①個人情報の処理の目的及び個人情報主体の権利等を明示の上で個人情報主体の

同意を得た場合、②個人情報主体との契約上の義務の履行に必要な場合等、一定の場

合に可能とされています。 

上記の個人情報主体の権利には以下のものが含まれます。 

 

(a) 個人情報を収集する主体、個人情報を提供する法的根拠、個人情報を収集・処理

する目的について知らされる権利 

(b) 個人情報処理の目的に沿って、個人情報を補完、更新及び修正する権利 
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(c) 個人情報へアクセスし、複製を取得する権利 

(d) 個人情報の処理を終了させ、個人情報を削除又は破棄させる権利 

(e) 情報処理者による個人情報の処理についての同意を撤回する権利 

 

(3) 情報管理者及び情報処理者の概念の導入 

 

個人情報保護法上、情報管理者及び情報処理者の概念が導入されています。 

情報管理者とは、単独又は共同で個人情報の処理目的を決定し、管理を行う個人又

は法人、公的機関及び国際機関と定義されています。また、情報処理者は、単独又は

共同で、情報管理者の指示に従って個人情報の処理を行う個人又は法人、公的機関及

び国際機関と定義されています。 

個人情報保護法上、情報管理者は、個人情報の処理に関する全ての関与者（情報処

理者を含む。）を監督する義務を含め、情報処理者に比べてより重い義務を負います

（情報管理者の指示に従った情報処理者による行為の責任も負います。）。また、情報

処理者は、情報管理者の指示の下、情報を取り扱う限りにおいて、個人情報の守秘義

務といった、情報管理者にも課せられる義務の一部を負うこととされています。 

 

(4) 個人情報漏洩等の場合の通知義務 

 

個人情報保護法上、個人情報漏洩等が発生した場合、情報管理者は、当該事実を覚

知してから 72 時間以内に個人情報主体及び管轄当局へ書面で通知を行う必要がある

こととされています。その際には、漏洩した情報、いつ、どのように漏洩等が起きた

か、当該事案についてどのように対処をしているかといった事項を通知内容に含める

必要があるとされています。 

 

(5) 国外移転・ローカライゼーション 

 

個人情報保護法上、個人情報の国外移転については、①情報の移転先国における個

人情報保護の水準がインドネシアと同等以上である場合に認められるとされていま

す。また、上記の条件が満たされない場合であっても、②法的拘束力を持った適切な

個人情報保護体制が確保されている場合にも認められるとされています。さらに、②

の条件すら満たされない場合であっても、③個人情報主体から同意があった場合にも

認められるとされています。 

なお、個人情報保護法上、個人情報が保存されるサーバー等をインドネシア国内に

設置する等の義務（いわゆるデータローカライゼーション義務）は規定されていませ

ん。 
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(6) 域外適用 

 

個人情報保護法上、個人情報保護法はインドネシア国内において法的行為を行う個

人又は法人、公的機関及び国際機関に対して適用があるのみならず、国外の者の行為

についても、それにより①インドネシア国内において法的効果が生じるものや②国外

のインドネシア国籍の個人情報主体に影響を及ぼすものについては適用があるもの

とされています。 

 

(7) 個人情報保護委員会の創設・情報保護責任者の任命 

 

個人情報保護法上、個人情報保護体制の構築・実施を担う機関として個人情報保護

委員会が大統領により創設され、同委員会が、個人情報保護体制について大統領に対

して直接の責任を負うものとされています。 

また、個人情報保護法上、①情報管理者の主たる事業行為の性質上、大規模な個人

情報の定期的・体系的な監視が必要となる場合、②情報管理者の主たる事業行為が大

規模な特別個人情報の処理を含む場合等一定の場合に、情報保護責任者（Data 

Protection Officer）を任命しなければならないものとされています。 

 

(8) 罰則 

 

個人情報保護法上、個人情報保護法に違反した場合の行政罰として、書面警告、個

人情報の処理の一時停止、個人情報の削除又は破棄、過料が規定されています。 

また、第三者の個人情報を違法に収集、開示、使用又は改ざん等した場合には、刑

事罰の対象にもなり、刑事罰としては罰金、懲役刑、犯罪により得た収益についての

没収等が規定されています。 

さらに、上記行為が法人によってなされた場合、①法人自体が罰金（個人に対する

罰金の上限の 10 倍を上限とした罰金）や犯罪により得た収益についての没収等の刑

事罰の対象となるだけでなく、②当該法人の経営者、支配者等が罰金及び懲役の対象

となり得ます。 

 

以上のとおり個人情報保護法は、個人情報保護に関する包括的な枠組みを規定するも

のとなっており、その詳細については、施行規則等で今後さらに規定されることになり

ます。 

また、個人情報保護法上、経過措置が規定されており、個人情報管理者又は個人情報

処理者に該当する者は、個人情報保護法を遵守する体制を構築するまでに 2 年間の猶予

期間が与えられることとされています。もっとも、当該 2年間で相当程度の施行規則が

制定されることも予想され、それらについて上記の猶予期間内での対応が求められる可

能性もあるため、今後の実務動向を注視する必要があります。 
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3. フィリピン： 再生可能エネルギーの外資規制に関する司法省の意見 

 

2022年 9月 29 日、フィリピン司法省（Department of Justice）は、フィリピンエネ

ルギー省（Department of Energy）の要請に基づいて、再生可能エネルギーの外資規制

に関する意見（DOJ Opinion No. 21 series of 2022：「本意見」）を出しました。本意見

においては、太陽光、風力、水力、潮力等の再生可能エネルギーに対してフィリピン憲

法上の外資規制は適用されないとの見解が示されております。 

 

(1) 再生可能エネルギーに対する外資規制 

 

フィリピン憲法 12 章 2 条においては、天然資源、潜在的なエネルギー等の調査、

開発及び利用は、政府が直接実施するか、又は、フィリピン人若しくはフィリピン人

が 60％以上の資本を有する会社と政府が協働で実施すると規定されています。この

規定を受けた 2008 年再生可能エネルギー法（共和国法第 9513 号）の施行規則

（Implementing Rules and Regulation：「本施行規則」）19条においては、外資規制の

対象となる潜在的なエネルギーには、太陽光、風力、水力、潮力等が含まれると定め

られています。 

そのため、現行法上では、フィリピンにおいて、再生可能エネルギーを利用する事

業を行う会社を設立する場合、その資本の 60％以上はフィリピン人が有する必要が

あります。 

 

(2) 本意見の概要 

 

本意見においては、再生可能エネルギーは外資規制の対象となる潜在的なエネル

ギーに該当しないと判断されており、その理由として、フィリピン憲法 12章 2条は、

外国人に開放することにより不足が懸念される財産（例えば、土地、漁場、森林、生

物等）を対象としているところ、再生可能エネルギーにはこの懸念は当てはまらない

こと、フィリピン憲法制定時には再生可能エネルギーは想定されていなかったこと、

フィリピン憲法は位置エネルギーのような運動エネルギーは対象としていないこと、

再生可能エネルギーの発展のために外資の支援が必要であること等を挙げています。 

そのため、本意見を前提とすると、太陽光、風力、水力、潮力等の再生可能エネル

弁護士 竹内 哲 

 +65-6593-9755（シンガポール） 
 tetsu.takeuchi@mhm-global.com 

 

弁護士 シャハブ 咲季 

 +65-6593-9757（シンガポール） 

 zaki.shahab@mhm-global.com 

 

弁護士 花村 大祐 

 +65-6593-9466（シンガポール） 

 daisuke.hanamura@mhm-global.com 
 

mailto:tetsu.takeuchi@mhm-global.com
mailto:zaki.shahab@mhm-global.com
mailto:daisuke.hanamura@mhm-global.com
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ギーを外資規制の対象とするか否かは政策の問題であり、本施行規則を改正すること

により、再生可能エネルギーを外資規制の対象から除外することが可能となります。

報道によれば、フィリピンエネルギー省は、既に本施行規則の改正作業を行っている

とのことであり、近いうちに再生可能エネルギーに対する外資規制が緩和される可能

性があります。 

なお、再生可能エネルギーのうち、水力や潮力については、水は天然資源に該当す

るため、水源から水を調達する行為は引き続き外資規制の対象となります。そのため、

本施行規則の改正後においても、外資企業のみで水力発電や潮力発電を行うことは難

しい可能性がある点に留意する必要があります。 

 

上記のとおり、本意見は、フィリピンにおける再生可能エネルギー事業を外資企業に

開放する契機となるものであり、実務上重要な意義を有します。フィリピン政府は、再

生可能エネルギーの割合を増加させることを目標としており、今後、外資企業による再

生可能エネルギー分野への参入が活発となる可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

4. マレーシア： プレミアム・ビザ・プログラムの開始 

 

2022年 9月 1日、マレーシア内務大臣は、富裕層を対象とする「プレミアム・ビザ・

プログラム」（PVIP）の運用開始を公表しました。 

PVIP は長期居住ビザと位置付けられています。富裕層を対象とした既存のビザであ

る、マレーシア・マイ・セカンド・ホーム（「MM2H」）と異なり、マレーシア国内に滞

在することが認められる期間が最長 20年間と長く（MM2Hは 5年ごとの延長が必要で

す。）、一定の条件のもとで、マレーシア国内における居住、就業及び就学が認められて

います（MM2Hではこれらの活動を行うことはできないとされています。）。また、申請

できる年齢に制限がない（MM2H では 35 歳以上である必要があります。）のも大きな

違いです。 

経済面に関しては、MM2H で求められていた 150 万リンギット（現在の為替レート

で約 4,700 万円）の流動資産要件が課せられていない反面、手続費用が本人は 20 万リ

ンギット（現在の為替レートで約 620万円）、被扶養者は（1人当たり）10 万リンギッ

ト（現在の為替レートで約 310万円）と、MM2Hの 4倍の金額となっています。他方、

マレーシア国内の銀行に 100万リンギット（現在の為替レートで約 3,100万円）以上の

定期預金（最低 1 年間は引き出し不可、2年目以降は不動産購入・教育・医療目的に限

り 50％までの引き出し可能）を行うこと、国外での収入が月額 4 万リンギット（現在

弁護士 園田 観希央 

 052-446-8651（名古屋） 

 03-6266-8595（東京） 
 mikio.sonoda@mhm-global.com 

 

 

mailto:mikio.sonoda@mhm-global.com
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の為替レートで約 124 万円）以上であることという要件については MM2H と同様の基

準とされています。 

PVIP の申請受付は 2022年 10月 1日より開始しており、マレーシア政府は、10,300

名に PVIPを認可することで、2億 600万リンギット（現在の為替レートで約 81億 4,000

万円）の収入を見込んでいます。 

 

 

 

5. ミャンマー： ミャンマーに対する経済制裁等の動向アップデート～

米国による追加制裁の発表 

 

2021 年 2 月 1 日のミャンマーにおける国家緊急事態宣言発出後の対ミャンマー経済

制裁の概要については、本レター第 121 号（2021 年 2 月号）以降の各号においてお伝

えしたとおりです。本稿では、その後の米国による対ミャンマー制裁についての続報を

お伝えします。 

米国財務省外国資産管理室（「OFAC」）は、米国時間 2022年 10月 6日、ミャンマー

法人 Dynasty International Company Limited（「Dynasty社」）及び同社関係者である個

人 3 名を、米国による資産凍結措置等の対象者（Specially Designated Nationals and 

Blocked Persons）のリストに追加しました。 

OFACによる正式なアナウンスには明記されていませんが、関係報道によると、今回

の制裁指定は、ミャンマー国軍によるロシア製兵器の調達への関与を理由としたもので

あるようです。なお、Dynasty 社は、武器・兵器の輸入や仲介への関与を理由に、2022

年 3 月 25 日付けで英国による資産凍結措置の対象者として指定されていますので、今

回米国はそれに追随した形となります。 

 

 

 

 

弁護士 田中 亜樹 

 03-6266-8919（東京） 
 aki.tanaka@mhm-global.com 

 

 

弁護士 武川 丈士 

 +95-1-9253652（ヤンゴン） 
 takeshi.mukawa@mhm-global.com 

 

弁護士 井上 淳 

 +95-1-9253654（ヤンゴン） 

 03-6266-8566（東京） 

 atsushi.inoue@mhm-global.com 

 

弁護士 眞鍋 佳奈 

 +95-1-9253653（ヤンゴン） 
 kana.manabe@mhm-global.com 

 
 

mailto:aki.tanaka@mhm-global.com
mailto:takeshi.mukawa@mhm-global.com
mailto:atsushi.inoue@mhm-global.com
mailto:kana.manabe@mhm-global.com
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今月のコラム 

－ミャンマーの祝日（タディンジュ祭り）と雨季の終わり－ 

 

2022 年 10 月、日本では 10 日が「スポーツの日」で祝日のため、週末から三連休と

なった方々が多かったと思います。一方ミャンマーでは、10月 8日から 10日にかけて、

「タディンジュ祭り」により三連休となりました。 

 

私自身、早いもので、ミャンマーとの関わりも今年で 7 年目となりますが、「タディ

ンジュ祭り」がどういうものなのか、今まで気にしたことがありませんでした。「10月

の満月のタイミングに合わせて何かを祝うイベント」という極めて漠然としたイメージ

しか持ってこなかった自分に気付き、今回のコラム執筆が良いきっかけと思いましたの

で、少し調べてみました。 

 

インターネットで検索したところ、おおよそ以下のようなことが分かりました。 

⚫ 「光の祭り」（Lighting Festival）とも言われ、ろうそくを灯して天界から降りてく

るお釈迦様をお迎えする。 

⚫ 両親やお年寄り、先生といった目上の方々に感謝を伝えるとともに、1 年間の不

孝を許してもらう。 

 

ティンジャン祭り（ミャンマー正月）に次いで、

ミャンマーでは 2 番目に盛り上がる祝日とされて

いるそうです。時期的に雨季と乾季の境目の日と

もされており、タディンジュ祭り以降は雨も少な

くなり、暑さが本格化する 3 月くらいまでは本当

に過ごしやすい気候となります。そういえば、オ

フィスから見える外の景色も青空が広がっている

時間がここ 1週間で一気に増えた気がします。 

 

ミャンマー情勢は引き続き不安定な状態が続いており、現政権が実施を予定している

来年 8月の総選挙に向け、更なる混乱が生じることも懸念されます。2021年 2月以降、

新規プロジェクトの中止や、進出企業の撤退が相次いでおり、中央銀行による外貨の強

制兌換措置等の政策運営の混乱もあって、国の明るい未来を予感させるような材料を見

出すのが難しい状況です。 

ヤンゴンでは、季節が雨季から乾季に移ると、本当に別の国に来たかと思うくらい過

ごしやすさが激変します。季節の移り変わりのように一気に状況が変わることは難しい

としても、何か少しでも国が良い方向に進むきっかけが出てくることを祈るばかりです。 

 

（弁護士 井上 淳） 
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セミナー・文献情報 

 

➢ セミナー  『ベトナム仲裁セミナーのご案内―VIAC 仲裁の主要な実務を理解

する』 

開催日時  2022年 10月 24日（月）15:30～17:00 

講師    江口 拓哉 

主催    公益社団法人日本仲裁人協会（JAA）関西支部 

 

➢ セミナー  『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 11月 9日（水）14:00～17:00 

講師    田中 浩之 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

➢ 論文    「仮想空間内での取引に関する法的課題」 

掲載誌          国民生活 No.121 

著者    増田 雅史 

 

➢ 論文    「＜知財判例速報＞特許権侵害と属地主義の原則－FC2 動画事件 

東京地判令和 4年 3月 24日」 

掲載誌          ジュリスト No.1576 

著者    田中 浩之 

 

 

NEWS 

➢ asialaw 2023, the definitive guide to Asia's leading law firms and lawyers にて高い

評価を得ました 

当事務所は asialaw 2023, the definitive guide to Asia's leading law firms and 

lawyers にて Outstanding として紹介され、当事務所と当事務所の弁護士が以下の

分野及び業種において高い評価を得ております。さらに、タイ（Chandler MH 

Limited）、ミャンマー（Myanmar Legal MHM Limited）、ベトナムにおいても同様

に高い評価を得ております。 

 

森・濱田松本法律事務所 

Japan 

Practice area 

・Banking and finance (Outstanding) 

・Capital markets (Outstanding) 
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・Competition/antitrust (Outstanding) 

・Construction (Outstanding) 

・Corporate and M&A (Outstanding) 

・Dispute resolution (Outstanding) 

・Intellectual property (Highly recommended) 

・Investment funds (Outstanding) 

・Labour and employment (Outstanding) 

・Private equity (Highly recommended) 

・Regulatory (Outstanding) 

・Restructuring and insolvency (Highly recommended) 

・Tax (Highly recommended) 

Industry sector 

・Banking and financial services (Outstanding) 

・Consumer goods and services (Outstanding) 

・Energy (Outstanding) 

・Infrastructure (Recommended) 

・Insurance (Recommended) 

・Media and entertainment (Highly recommended) 

・Real estate (Outstanding) 

・Technology and telecommunications (Recommended) 

 

THAILAND 

Practice area 

・Banking and finance (Outstanding) 

・Capital markets (Recommended) 

・Construction (Highly recommended) 

・Corporate and M&A (Outstanding) 

・Dispute resolution (Recommended) 

・Labour and employment (Highly recommended) 

・Restructuring and insolvency (Highly recommended) 

Industry sector 

・Aviation and shipping (Recommended) 

・Banking and financial services (Outstanding) 

・Consumer goods and services (Highly recommended) 

・Energy (Outstanding) 

・Industrials and manufacturing (Highly recommended) 

・Infrastructure (Outstanding) 

・Insurance (Recommended) 
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・Real estate (Highly recommended) 

・Technology and telecommunications (Recommended)  

 

MYANMAR 

Practice area 

・General business law (Highly recommended) 

Industry sector 

・Energy (Highly recommended) 

・Infrastructure (Recommended) 

・Real estate (Recommended) 

 

弁護士 

JAPAN 

Practice area 

・Banking and finance 

Elite practitioner: 佐藤 正謙 

Distinguished practitioner: 石川 直樹、青山 大樹 

Notable practitioner: 岡谷 茂樹、末廣 裕亮 

 

・Capital markets 

Elite practitioner: 鈴木 克昌 

Distinguished practitioner: 尾本 太郎 

Notable practitioner: 藤津 康彦、根本 敏光 

 

・Competition/antitrust 

Distinguished practitioner: 伊藤 憲二 

 

・Corporate and M&A 

Elite practitioner: 石綿 学 

Distinguished practitioner: 棚橋 元、大石 篤史 

Notable practitioner: 土屋 智弘、松村 祐土、戸嶋 浩二、松下 憲 

Rising star: 佐伯 優仁 

 

・Dispute resolution 

Distinguished practitioner: 関戸 麦 

Notable practitioner: 岡田 淳 
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・Energy 

Distinguished practitioner: 小林 卓泰 

 

・Infrastructure 

Elite practitioner: 前田 博 

 

・Intellectual property 

Distinguished practitioner: 三好 豊 

Notable practitioner: 田中 浩之 

 

・Investment funds 

Elite practitioner: 三浦 健 

Distinguished practitioner: 竹野 康造、大西 信治 

 

・Labour and employment 

Distinguished practitioner: 高谷 知佐子 

 

・Private equity 

Elite practitioner: 石綿 学 

Distinguished practitioner: 棚橋 元 

 

・Real estate 

Distinguished practitioner: 小澤 絵里子 

 

・Regulatory 

Rising star: 山内 洋嗣 

 

・Restructuring and insolvency 

Elite practitioner: 藤原 総一郎 

Notable practitioner: 稲生 隆浩 

 

・Tax 

Distinguished practitioner: 大石 篤史 

 

THAILAND 

Practice area 

・Banking and finance 

Elite practitioner: ジェッサダー・サワッディポン 
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Distinguished Practitioner: ジョセフ・ティスティウォン 

Notable practitioner: スパトラー・サターポンナーノン、デイビット・ベックス

テッド 

Rising Star: サランポーン・チャイアナン 

 

・Corporate and M&A  

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

Notable practitioner: 秋本 誠司 

 

・Real estate 

Distinguished practitioner: タナナン・タマキァット 

 

Industry sector 

・Energy 

Rising star: サランポーン・チャイアナン 

 

MYANMAR 

Practice area 

・Corporate and M&A 

Senior statesman: キンチョー・チー 

 

VIETNAM 

Practice area 

・Corporate and M&A 

Rising star: 西尾 賢司、ハ・ティ・ヅゥン 

 

➢ ALB Asia M&A Rankings 2022にて高い評価を得ました 

Thomson Reuters が発行する ALB （Asian Legal Business） Asia 2022年 9月

号の特集記事 「ALB Asia M&A Rankings 2022」 にて、当事務所が高い評価を受

けました。さらに、タイ（Chandler MHM Limited）、ベトナムにおいても上位グ

ループにランキングされております。 

 

JAPAN Domestic: Tier 1 

Thailand: Tier 2 

Vietnam: Notable Firm 

 

➢ asialaw Awards 2022/23 にて受賞しました 

asialaw主催の asialaw Awards 2022/23の授賞式が 2022年 9月 28日にオンライ
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ンで行われ、当事務所および当事務所のバンコクオフィス（Chandler MHM 

Limited）は以下のカテゴリーにて受賞しました。 

 

森・濱田松本法律事務所 

REGIONAL AWARDS - Industry expertise awards 

Real Estate Firm of the Year 

 

Chandler MHM Limited 

REGIONAL AWARDS - Industry expertise awards 

Energy Firm of the Year 

 

 

（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 


