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国内及びクロスボーダーのM&A案件、コーポレート・ファイナンス案件を主な業務分野と
しています。国内の買収・再編案件以外にも、ベンチャー企業投資、知財契約取引、海外
企業買収、海外現地企業との戦略的提携、多国籍にまたがるビジネスの⽴ち上げ、リスク
管理対応、紛争解決等の実⾏⽀援に従事しています。また、フィンテックおよび⾦融規制
の分野においても経験を有しています。国際法曹団体AIJA元⽇本代表。

取扱案件取扱案件

プラクティス・グループプラクティス・グループ

/
/locations/tokyo
tel:03-6775-1149
/services/practices/mergers-and-acquisitions
/services/practices/mergers-and-acquisitions/mergers-and-acquisitions_business-restructuring
/services/practices/mergers-and-acquisitions/joint-ventures
/services/practices/mergers-and-acquisitions/business-alliances
/services/practices/mergers-and-acquisitions/venture-capital
/services/practices/mergers-and-acquisitions/private-equity_funds
/services/practices/mergers-and-acquisitions/hostile-takeovers
/services/practices/mergers-and-acquisitions/cross-border-mergers-and-acquisitions
/services/practices/corporate
/services/practices/corporate/corporate-and-commercial-transactions
/services/practices/corporate/corporate-governance
/services/practices/corporate/shareholder-activism
/services/practices/corporate/corporate-disputes
/services/practices/corporate/support-for-start-ups
/services/practices/intellectual-property_tmt
/services/practices/intellectual-property_life-sciences_tmt/ip-licensing-and-transactions
/services/practices/finance-and-financial-institutions
/services/practices/finance-and-financial-institutions/fintech
/services/practices/international-practice
/services/practices/dispute-resolution
/services/practices/dispute-resolution/international-litigation-and-cross-border-disputes
/services/practices/dispute-resolution/companies-act-related-disputes
/news/achievements/
/news/detail/news_0026426_ja_001
/news/achievements/
/news/detail/news_0024839_ja_001
/publications/books/
/publications/detail/publication_0024623_ja_001


会社法務グループ アジア・新興国プラクティス・グループ Data Privacy & Digitalグループ
⾦融法務グループ 医薬・ヘルスケア・プラクティス・グループ

1997年 東京⼤学法学部卒業
2000年 弁護⼠登録（第⼆東京弁護⼠会）
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弁護⼠登録（2000年）
ニューヨーク州弁護⼠登録（2005年）

第⼆東京弁護⼠会（国際委員会）
⽇本弁護⼠連合会（国際交流委員会）
⽶国法曹協会国際法委員会（東京⽀部Vice Chair、北東アジア委員会 Co-Chair）
国際法曹団体AIJA（Honorary member, 元⽇本代表）
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