
主たる取扱案件主たる取扱案件

海外法務 ブラジル法務  メキシコ法務  その他中南⽶法務  ⽶国法務  欧州法務  英国法務
コーポレート 企業法務⼀般  コーポレート・ガバナンス  スタートアップ・ベンチャー企業⽀援
M&A等 クロスボーダーM&A  M&A/企業再編  ジョイント・ベンチャー  ベンチャー・キャピタル

業務提携/アライアンス

その他の取扱分野その他の取扱分野

海外法務 インド法務  韓国法務  トルコ法務  その他中東法務  その他海外法務
紛争解決 クロスボーダー紛争/海外訴訟対応  ⼀般⺠商事紛争  会社法関連紛争  IT関連紛争
独禁法・競争法 企業結合における独禁法対応  カルテル・談合事件対応、リニエンシー

流通取引・景表法・下請法・不正競争防⽌法
⼈事・労務 就業規則、雇⽤契約その他の⽂書の作成、検討  役員（取締役、監査役等）対応  労働法令遵守

出⼊国関連業務
規制当局対応・危機管理 グローバルコンプライアンス  社内調査・第三者委員会設置⽀援
事業再⽣・倒産 ⾃社または⼦会社の清算
不動産 不動産取引

トピックストピックス
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パートナー

東京オフィス

TEL: 03-6775-1191

FAX: 03-6775-2191

国内外のコーポレート案件を中⼼に、企業法務を幅広く取り扱っています。海外案件とし
ては、多くの国における⽇本企業の進出や現地⼦会社の法務のサポート等を⾏っていま
す。その中でも、特に中南⽶案件については豊富な経験を有しており、ブラジルとチリの
法律事務所での研修経験もあります。また、国内においては、M&Aやジョイント・ベン
チャー、ベンチャー企業へのアドバイス等を中⼼に、企業法務に関する様々な⽀援を⾏っ
ています。
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論⽂
2022年8⽉

メキシコ法の概要(5)〜データ保護法(後編)〜

メディア
2022年8⽉

データ越境移転規制の最新動向［第11回］ブラジル

2001年3⽉ 丸⻲⾼等学校卒業
2005年3⽉ 東京⼤学法学部(法学⼠)

2007年3⽉ 東京⼤学法科⼤学院(法務博⼠(専⾨職))

2008年12⽉ 最⾼裁判所司法研修所修了(61期)

2009年1⽉ 当事務所⼊所
2014年6⽉ ⽶国University of Chicago (LL.M.)

2014年9⽉ - 11⽉ チリ・サンティアゴのBarros & Errázuriz法律事務所勤務
2014年12⽉ - 2015年11⽉ブラジル・サンパウロのPinheiro Neto Advogadosに勤務
2016年1⽉ 当事務所復帰
2019年1⽉ 当事務所パートナー就任
2019年10⽉ ⽇本テーマパーク開発株式会社 社外監査役就任
 

※なお、「著書・論⽂等」の欄に列挙したもののほか、中南⽶法務に関して、以下のようなニュースレター等も執筆しております。
 

ニュースレター【アジア・新興国法務】「ASIA & EMERGING COUNTRIES LEGAL UPDATE」 （各記事をクリックすると内容をご覧いただけます。
）
 

・【メキシコ】会社法関連
 （1）株式譲渡に関する⼿続及び法規制の概要 （2021年7⽉号pp2-5）
 （2）メキシコにおける会社分割と事業譲渡 (2022年4⽉号pp3-7）
・【メキシコ】企業法務⼀般
 （1）アジア新興国 12 法域 -倒産制度 Q&A- 新型コロナウイルス感染拡⼤を受けて 【メキシコ】（2020年7⽉号pp33-35）
 （2）輸出⼊規制と⽶国・メキシコ・カナダ協定の概要（2020年10⽉号pp1-6）
 （3）メキシコの知的財産法（基本事項と最近のトピック）（2021年3⽉号pp3-7）
 （4）消費者保護法の概要 (2022年1⽉号pp1-4）
・【メキシコ】コンプライアンス
 （1）腐敗防⽌規制の概要（2021年1⽉号 pp4-9）
 （2）メキシコにおけるSDGsに関する取り組みと環境法 (2021年12⽉号pp2-6）
 （3）メキシコにおける公益通報制度 (2022年2⽉号pp3-6）
・【メキシコ】労働法の解説
 （1）有期雇⽤及び試⽤期間等に関する法制度 (2021年8⽉号pp3-6）
 （2）労働紛争解決⼿続の変化 -新制度の全⾯運⽤を控え- (2021年9⽉号pp1-6）
 （3）労働組合に関する規制 -2019 年改正を中⼼に- (2021年10⽉号pp6-9）
 （4）解雇に関する法規制 (2021年11⽉号pp1-4）
・【メキシコ】外国投資規制
 （1）-総論及び制限される投資類型 （2021年6⽉号pp4-8）
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・【メキシコ】契約法
 （1）契約法に関する基本問題（1）（2021年5⽉号pp1-3）
 （2）契約法に関する基本問題（2）（2021年6⽉号pp8-11）
 （3）販売代理店契約のポイント（2022年3⽉号pp1-6）
・【メキシコ】データ保護法の解説
 （1）総論及び処理規制（2020年12⽉号pp4-10）
 （2）データ主体の権利及び移転規制（2021年2⽉号 pp3-7）
 （3）管理者と処理者の関係及び違反に対する制裁（2021年4⽉号pp2-5）
・【メキシコ】⺠事保全・訴訟・執⾏制度の概要（2020年11⽉号 pp2-7）
・【ブラジル】経済的⾃由法による⺠法等の改正（2020年5⽉号 pp3-5）
・【ブラジル】新型コロナウイルス感染症に関する労働法の暫定措置（2020年5⽉号pp6-7）
・【ブラジル】最終受益者等の情報の提出期限の延⻑（2019年5⽉号 pp1-3）
・【ブラジル】技術移転契約等に関する INPI の新指令の施⾏（2017年12⽉号 pp3-5）
・【ブラジル】コンプライアンス・プログラムに関するガイドラインの公表（2016年5⽉号 pp6-9）
・【ブラジル】有限責任会社の役員の義務と責任（2016年1⽉号 pp5-8）
・【ブラジル】カルテルに対する罰則、リニエンシーおよび和解制度（2015年6⽉号 pp1-5）
・【ブラジル】ブラジル腐敗防⽌法施⾏規則の制定（2015年4⽉特別号）
・【チリ】労働契約に関する規制のポイント（2014年10⽉号 pp7-8）

メキシコ法の概要(5)〜データ保護法(後編)〜 国際商事法務（2022年8号）Vol.50, No.8（通巻722号） 2022年8⽉
データ越境移転規制の最新動向［第11回］ブラジル Business & Lawウェブサイト 2022年8⽉
メキシコ法の概要(4)〜データ保護法(前編) 国際商事法務（2022年7号）Vol.50, No.7（通巻721号） 2022年7⽉
メキシコ法の概要(3)〜契約法総論と販売代理店契約〜 国際商事法務（2022年6号）Vol.50, No.6（通巻720号） 2022年6⽉
メキシコ法の概要(2)〜ビジネスローの全体像(後編)〜 国際商事法務（2022年5号）Vol.50, No.5（通巻719号） 2022年5⽉
【アジア・新興国法務】ASIA & EMERGING COUNTRIES LEGAL UPDATE（2022年4⽉号） AMTニュースレター 2022年4⽉
メキシコ法の概要(1)〜ビジネスローの全体像(前編)〜 国際商事法務（2022年4号）Vol.50, No.4（通巻718号） 2022年4⽉
【アジア・新興国法務】ASIA & EMERGING COUNTRIES LEGAL UPDATE（2022年3⽉号） AMTニュースレター 2022年3⽉
【アジア・新興国法務】ASIA & EMERGING COUNTRIES LEGAL UPDATE（2022年2⽉号） AMTニュースレター 2022年2⽉
【アジア・新興国法務】ASIA & EMERGING COUNTRIES LEGAL UPDATE（2022年1⽉号） AMTニュースレター 2022年1⽉
海外紛争解決トレンド（11）ブラジルにおける紛争解決 JCAジャーナル （2020年12⽉） 2020年12⽉
ブラジルにおける会社清算⼿続きの概要 MUFG BizBuddy 2019年4⽉
ブラジルの裁判所を⾒てまわって感じた⽇本との違い 朝⽇新聞（ウェブサイト） 2016年5⽉
ブラジル：不法⾏為に基づく損害賠償 BTMU Global Business Insight 2016年2⽉
中南⽶進出企業の法務リスクをチェックする − コロンビアとペルーの法制度に関するポイント − 会社法務A2Z 2016年3⽉号 2016年2⽉
ブラジルにおける債権回収 BTMU Global Business Insight 2015年12⽉
ブラジルの消費者保護法−企業側から⾒たポイント BTMU Global Business Insight 2015年11⽉
ブラジルの倒産法の概要 BTMU Global Business Insight 2015年9⽉
ブラジルの労働法のアップデート及び留意点（2） BTMU Global Business Insight 2015年9⽉
ブラジルの労働法のアップデート及び留意点（1） BTMU Global Business Insight 2015年8⽉
チリ2014年税制改正 BTMU Global Business Insight 2014年11⽉

【有料WEBセミナー】海外法務⼊⾨ 〜弁護⼠としての企業サポートの経験を通して （主催）株式会社 商事法務 2022年7⽉15⽇
ブラジル労働法・租税法セミナー 2015年4⽉15⽇
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