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不動産開発、再⽣可能エネルギー関連プロジェクト、ファンド組成、プロジェクトファイ
ナンス、開発関連紛争・訴訟等を含む⼤規模なプロジェクトに関連する法務を幅広く取り
扱っており、国内・海外を問わず、投資家、開発業者、メーカー、デベロッパー等の多岐
にわたる顧客にアドバイスしています。また、アジア・新興国関連案件も取り扱ってお
り、特にロシアにおける合弁事業、投資案件等に対する助⾔について豊富な経験を有して
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