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欧⽶におけるグループ再編の実務(5-2) ⽇本企業のグループ再編 – イタリア⼦会社・事業売却の留意点 -
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パートナー

東京オフィス

TEL: 03-6775-1184

FAX: 03-6775-2184

主に国内外のM&A取引（企業買収、経営統合、組織再編、プライベート・エクイティ投資
等）を取り扱うとともに、M&A取引の⽴案、実⾏及びPMIに伴うコーポレートガバナンスや
各種規制法に関するアドバイスを提供しております。また、ドイツの法律事務所での勤務
経験をもとに、⽇本企業とドイツその他欧州企業との間のM&Aやジョイントベンチャーを
初めとする、海外事業進出案件にも多く携わっております。
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