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コーポレイト・ファイナンス、証券化をはじめとするストラクチャード・ファイナンス、
⾦融商品取引法等の⾦融規制法に関する業務を取り扱っています。
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2002年10⽉ 最⾼裁判所司法研修所修了（55期）・当事務所⼊所
2005年7⽉ - 2006年6⽉ ⾦融庁総務企画局市場課に出向
2006年6⽉ 当事務所復帰
2008年7⽉ ベルギーKatholieke Universiteit Leuven (LL.M.)

2008年9⽉ - 2009年2⽉ スウェーデン･ストックホルム のMannheimer Swartling法律事務所勤務
2009年3⽉ - 2009年8⽉ オーストラリア・シドニーのMallesons Stephen Jaques法律事務所勤

務
2009年10⽉ 当事務所復帰
2010年4⽉ - 2014年3⽉ 京都⼤学⼤学院法学研究科⾮常勤講師
2011年1⽉ 当事務所パートナー就任
2013年11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（2022年2⽉号） AMTニュースレター 2022年2⽉
実務で役⽴つ 世界各国の英⽂契約ガイドブック 株式会社商事法務 2019年4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
シンガポールにおける⽇系企業によるカルテルの摘発事例とリニエンシーの実務 ⽉刊 ザ・ローヤーズ 2014年12⽉号 2014年12⽉
東南アジアにおける⾦融取引と法規制 FINANCIAL Regulation 第2号 2013年11⽉28⽇ 2013年11⽉
勢い衰えぬ⽇本⾷ブーム⼈材確保に落とし⽳ グローバルBizジャーナル 2013年8⽉31⽇号 2013年8⽉
各国のコーポレートガバナンス＜第21回＞スウェーデン ⽉刊監査役 No.613（2013年5⽉号） 2013年5⽉
⽇本⼈弁護⼠の東南アジア展開「なぜいま東南アジア進出か」 ビジネスロー・ジャーナル 2013年7⽉号 2013年5⽉
アジア・新興国の会社法実務戦略Q&A 商事法務 2013年4⽉
クロスボーダー⾦融取引における担保・保証に係る制限―欧州におけるフィナンシャル・アシスタンス規制を中⼼に― ⾦融法
務事情 No.1962（2013年1⽉25⽇号）

2013年1⽉

Doing Business in Russia ALRUD LAW FIRM によって作成された英⽂冊⼦の和訳 2012年8⽉
各国のコーポレートガバナンス＜第12回＞ロシア ⽉刊監査役 No.601（2012年7⽉号） 2012年6⽉
Will the new QI IMB Licence facilitate marketing funds in Japan? Global Asset Management & Servicing Review 2012/13 2012年6⽉
⾦融商品取引法違反への実務対応―虚偽記載・インサイダー取引を中⼼として 商事法務 2011年10⽉
A simpler future A simpler future 2011年9⽉
⾦融商品取引法違反に対する実務対応(5・完) 第三者委員会に関する対応の概要 旬刊商事法務 No. 1931（2011年5⽉5⽇・15

⽇合併号）
2011年5⽉

⾦融商品取引法・関係政府令の解説 商事法務 2008年5⽉
⾦融商品取引法制の解説‐集団投資スキームの規制 旬刊商事法務 No. 1778（2006年9⽉25⽇号） 2006年9⽉

【現地報告】東南アジア及びインドにおける債権回収の法律と実務〜債権保全から執⾏による債権回収まで〜 （主催）⾦融財
務研究会

2019年7⽉3⽇

ヨーロッパの最新法律トピック〜Sustainability、Brexit、AML、経済制裁 アンダーソン・⽑利・友常法律事務所 2019年3⽉8⽇
【現地報告】東南アジア及びインドにおける債権回収の法律と実務〜債権保全から執⾏による債権回収まで〜 （主催）⾦融財
務研究会

2018年6⽉21⽇

英⽂ローン契約書作成実務の徹底習得講座（全2回） ＜基礎編＞ −バイラテラルローンからシンジケートローンに⾄るまで
（主催）FNコミュニケーションズ

2018年1⽉26⽇

【現地報告】東南アジアにおける不動産投資に係る法制と実務〜ファイナンスを含む投資スキームを中⼼として〜 （主催）⾦
融財務研究会

2018年1⽉22⽇

【現地報告】東南アジアにおける不動産投資に係る法制と実務〜ファイナンスを含む投資スキームを中⼼として〜 （主催）⾦
融財務研究会

2017年7⽉10⽇

「英⽂ローン契約書作成実務の徹底習得講座」 −バイラテラルローンからシンジケートローンに⾄るまで−（全2回） （主
催）FNコミュニケーションズ

2017年4⽉14⽇、21⽇

著書・論⽂等著書・論⽂等
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シンガポールにおけるM&Aと買収ファイナンスの実務 （主催）FNコミュニケーションズ 2016年12⽉19⽇
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
アジアにおける⾦融規制とその最新動向 2015年5⽉22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
アジアにおける⾦融取引と法規制〜クロスボーダー取引における法規制を中⼼に〜 2014年5⽉23⽇
アジアにおける⾦融取引と法規制〜東南アジアにおける法規制を中⼼に〜 2013年5⽉10⽇
ファンドに係る規制とストラクチャリングの実務 2012年8⽉31⽇
ファンドに係る規制とストラクチャリングの実務 2012年8⽉31⽇
企業不祥事への実務対応 −有価証券報告書等の虚偽記載及びインサイダー取引違反を中⼼に− (主催)⾦融ファクシミリ新聞社 2012年3⽉9⽇
IBA Annual Conference 2011 2011年10⽉30⽇〜11⽉4⽇
⾦融商品取引法におけるファンド規制と実務上の留意点・問題点 2006年12⽉13⽇
⾦融商品取引法とファンドビジネス・M&A〜⾦融商品取引法におけるファンド規制を中⼼として〜 2006年12⽉5⽇

2023年4⽉20⽇ The Best Lawyers in Japan™ 2024

2022年4⽉14⽇ Best Lawyers 2023

2021年4⽉15⽇ Best Lawyers 2022

2020年4⽉9⽇ Best Lawyers 2021

弁護⼠登録（2002)

シンガポール外国法弁護⼠登録（2013）

第⼆東京弁護⼠会

⽇本語  英語
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