
コーポレート 企業法務⼀般  コーポレート・ガバナンス  株主総会  アクティビスト株主対応
会社関係紛争対応  スタートアップ・ベンチャー企業⽀援

M&A等 M&A/企業再編  ジョイント・ベンチャー  業務提携/アライアンス  ベンチャー・キャピタル
プライベート・エクイティ/ファンド  敵対的買収対応  クロスボーダーM&A

⼈事・労務 労働紛争  企業再編に伴う労働問題  就業規則、雇⽤契約その他の⽂書の作成、検討
労働法令遵守

独禁法・競争法 カルテル・談合事件対応、リニエンシー  企業結合における独禁法対応
私的独占・不公正な取引⽅法等独禁法事件対応  独禁法コンプライアンス

紛争解決 ⼀般⺠商事紛争  クロスボーダー紛争/海外訴訟対応
裁判外紛争処理（仲裁・調停その他ADR⼿続）  労働紛争  会社法関連紛争  国際仲裁

海外法務 ⾹港法務  インド法務  シンガポール法務  インドネシア法務  ベトナム法務
タイ法務  マレーシア法務  フィリピン法務  ミャンマー法務  その他東南アジア法務
⽶国法務  欧州法務  その他中南⽶法務  その他海外法務  オーストラリア法務
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Investing In... 2023 - Law and Practice, Trends and Developments

髙橋  ⽞  G E N  T A K A H A S H I

パートナー

シンガポールオフィス代表

東京オフィス / シンガポールオフィス

TEL: 03-6775-1159 (東京)   65-6645-1022 (シンガポール)

FAX: 03-6775-2159 (東京)   65-6536-7175 (シンガポール)

クロスボーダー・国内M&A案件、独占禁⽌法関連案件、各種紛争案件、アジア・新興国案
件等、企業法務全般に関する豊富な知識・経験を有しています。国内⼤⼿証券会社M&Aア
ドバイザリー部⾨への出向及び海外⼤⼿法律事務所での勤務経験に基づき、アジア地域で
のM&Aを初めとする幅広い分野において、的確かつ実務的なアドバイスを提供します。
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会社法務グループ 紛争解決グループ 労働法グループ
競争法グループ アジア・新興国グループ

2001年3⽉ 筑波⼤学附属駒場⾼等学校卒業
2006年3⽉ 東京⼤学法学部（法学⼠） 卒業
2007年9⽉ 最⾼裁判所司法研修所修了（60期）

当事務所⼊所
2010年4⽉-2011年3⽉ 国内⼤⼿証券会社M&Aアドバイザリー部⾨勤務
2013年5⽉ ⽶国Columbia Law School（LL.M.）
2013年9⽉-2014年9⽉ シドニーのClayton Utz法律事務所勤務
2015年1⽉-2016年11⽉ シンガポールオフィス勤務
2016年12⽉ 東京オフィス復帰
2019年1⽉ 当事務所パートナー就任
2020年12⽉ - 株式会社イクスフォレストセラピューティクス倫理審査委員会 審査委員
2023年1⽉- シンガポールオフィス代表

【アジア・新興国法務】ASIA & EMERGING COUNTRIES LEGAL UPDATE（2023年4⽉号） AMTニュースレター 2023年4⽉
【アジア・新興国法務】ASIA & EMERGING COUNTRIES LEGAL UPDATE（2023年3⽉号） AMTニュースレター 2023年3⽉
Investing In... 2023 - Law and Practice, Trends and Developments Chambers and Partners 2023年1⽉
Practice Area Guides - International Corporate / M&A (Japan) Global Law Experts 2022年10⽉
Mergers & Acquisitions Comparative Guide 2022 Mondaq 2022年7⽉
スタートアップ法務 中央経済社 2022年3⽉
Investing In... 2022 - Law and Practice, Trends and Developments Chambers and Partners 2022年1⽉
Mergers & Acquisitions Comparative Guide 2021 Mondaq 2021年4⽉
Investing In... 2021 - Law and Practice, Trends and Developments Chambers and Partners 2021年1⽉
⼆百⼈⼆百⾊？ ―国際派弁護⼠の国旗よもやま話 「法と経済のジャーナル Asahi Judiciary」2019年3⽉11⽇掲載 2019年3⽉
シンガポールにおける紛争解決の新たな動き〜シンガポール国際商事裁判所（SICC）の創設 Business Lawyers 2016年12⽉
シンガポール進出に関する進出形態および会社設⽴に関する留意事項 Business Lawyers 2016年11⽉
シンガポールの労働法制 海外派遣者ハンドブック〜シンガポール・マレーシア編（⽇本在外企業協会） 2016年3⽉
シンガポール国際商事裁判所（SICC）の創設及び関連する諸問題（下） 国際商事法務 (Vol.43, No.11 2015) 2015年11⽉
シンガポール国際商事裁判所（SICC）の創設及び関連する諸問題（上） 国際商事法務 (Vol.43, No.10 2015) 2015年10⽉
シンガポールにおける税制の概要とタックスプランニング ⽉刊ザ・ローヤーズ 2015年4⽉
速報！判例ナビ旧⽇本債券信⽤銀⾏の決算処理における貸出⾦の査定が違法とはいえないとして虚偽記載有価証券報告書提出罪の
成⽴が否定された事例（東京⾼判平23.8.30） ビジネス法務 2011年12⽉号

2011年11⽉

ANALYSIS 公開買付け 商事法務 2009年9⽉
振替株式制度下の組織再編等の⼿続 旬刊商事法務 No.1846（2008年10⽉25⽇号） 2008年11⽉
誰にもわかる 債権の保全と回収の⼿引 新⽇本法規出版 2008年10⽉

Deal making lessons learned from the Covid-19 crisis （共催）IFLR / IPBA（Inter-Pacific Bar Association ） 2020年6⽉19⽇
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東南アジア・南アジア諸国への投資案件の最新実務〜シンガポール、ベトナム、インドを中⼼にケーススタディを通した実務動向
の解説〜 （主催）⾦融財務研究会

2019年7⽉12⽇

シンガポールにおける紛争解決の基礎及び最新動向 アンダーソン・⽑利・友常法律事務所 2016年11⽉
カンボジアにおけるM&A及び進出に関する法務 アンダーソン・⽑利・友常法律事務所 2016年10⽉
シンガポールにおける紛争解決の最新動向 アンダーソン・⽑利・友常法律事務所 2016年6⽉13⽇14⽇
東南アジアにおけるM&A及び進出に関する実務〜各国における最新の動向を踏まえて〜 アンダーソン・⽑利・友常法律事務所 2015年5⽉

弁護⼠登録（2007年）
ニューヨーク州弁護⼠登録（2014年）

第⼀東京弁護⼠会

⽇本語  英語
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