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オンデマンドセミナー「メキシコ改正労働法の概要」録画配信

福家  靖成  Y A S U N A R I  F U K E

パートナー

東京オフィス

TEL: 03-6775-1118

FAX: 03-6775-2118

企業合併・買収、組織再編、ベンチャー・キャピタル等の取引案件を中⼼に、幅広く経験
を積んでおります。また、知的財産権、労働法関連、フランチャイズ等を含め、様々な国
際商事取引及び⼀般企業法務に関する相談や訴訟も⼿がけております。
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アジア・新興国プラクティス・グループ

メディア
2020年7⽉

貿易取引で考えるリスク対策 −不可抗⼒に備えて−

1993年3⽉ 筑波⼤学附属駒場⾼等学校卒業
1998年3⽉ 東京⼤学法学部（法学⼠）
2003年10⽉ 最⾼裁判所司法研修所修了（56期）・当事務所⼊所
2008年5⽉ ⽶国University of Pennsylvania Law School (LL.M.)

2008年9⽉ - 2009年8⽉ ⽶国ニューヨークのDavis Polk & Wardwell法律事務所勤
務

2009年9⽉ 当事務所復帰
2012年1⽉ 当事務所パートナー就任
2013年4⽉ - 2016年3⽉ 成蹊⼤学経済学部⾮常勤講師

【アジア・新興国法務】ASIA & EMERGING COUNTRIES LEGAL UPDATE（2022年7⽉号） AMTニュースレター 2022年7⽉
貿易取引で考えるリスク対策 −不可抗⼒に備えて− 国際ビジネス情報番組「世界は今 JETRO Global Eye」 2020年7⽉
海外紛争解決トレンド(2) メキシコにおける訴訟制度 JCAジャーナル （2020年2⽉） 2020年2⽉
アジア法務相談室 第20回「ブラジルにおける販売代理店規制」 JCAジャーナル （2019年10⽉号） 2019年10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
世界各国 英⽂契約の旅 〜アメリカから世界⼀周〜 第8回 ブラジル編 地球の裏の⼤陸法 経営法友会リポート 525号（2017年11

⽉号）
2017年11⽉

ブラジルにおける企業結合規制：ガンジャンピング問題の最近の経験 BTMU Global Business Insight 2016年9⽉
ブラジルビジネスの法務 レクシスネクシス・ジャパン 2014年10⽉
ブラジルと⽇本 お祭り好きの国⺠事情 朝⽇新聞（ウェブサイト） 2013年12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
アイスホッケーと弁護⼠業務の共通点（Asahi Judiciary「企業法務の窓辺」第30回） 朝⽇新聞（ウェブサイト） 2012年6⽉

オンデマンドセミナー「メキシコ改正労働法の概要」録画配信 （主催）アンダーソン・⽑利・友常法律事務所外国法共同事業 2021年11⽉8⽇
メキシコ新政権下での課題とビジネスチャンス〜⽇本企業の成功のために〜 （共催）アンダーソン・⽑利・友常法律事務所、
バシャム・リンゲ＆コレア法律事務所

2019年4⽉8⽇、11⽇

ブラジル投資セミナー〜新政権下での投資機会と成功のポイントを探る （共催）アンダーソン・⽑利・友常法律事務所、
Mattos Filho法律事務所

2019年2⽉7⽇

ブラジルData Protection Lawについて （共催）アンダーソン・⽑利・友常法律事務所、Mattos Filho法律事務所 2018年9⽉12⽇
メキシコにおける訴訟・⾏政処分リスク アンダーソン・⽑利・友常法律事務所 名古屋オフィス、東京オフィス 2018年7⽉30⽇、8⽉1⽇
ブラジル∕アルゼンチン進出のための重要ポイント （主催）アンダーソン・⽑利・友常法律事務所 2018年2⽉28⽇〜3⽉1⽇
ブラジル労働法の改正について 2017年10⽉17⽇
ブラジル進出の法務セミナー〜ブラジルにおける独禁法及びコンプライアンス分野における近時の動向〜 (共催）Mattos Filho法
律事務所（ブラジル）、アンダーソン・⽑利・友常法律事務所

2016年10⽉26⽇
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アルゼンチン進出・M&A法務に関する留意点 (共催）Estudio Beccar Varela法律事務所（アルゼンチン）、アンダーソン・⽑
利・友常法律事務所

2016年10⽉19⽇

ブラジル進出の法務セミナー〜ブラジル投資にあたり⽇本企業が知っておくべきこと - 最近のトレンド〜 (共催）在⽇ブラジル
商業会議所（CCBJ）、Pinheiro Neto 法律事務所（ブラジル）、アンダーソン・⽑利・友常法律事務所

2015年10⽉21⽇

ブラジル進出の法務セミナー〜ブラジルの経済情勢・投資機会に関する最新アップデート及びブラジル投資における株主間契約の
交渉ポイント〜 (共催）Mattos Filho法律事務所（ブラジル）、アンダーソン・⽑利・友常法律事務所

2015 年9⽉8 ⽇

南⽶進出の法務セミナー (共催）Fernando Hurtado de Mendoza法律事務所（ペルー）、Carey y Cía Ltda. 法律事務所(チリ)、
Posse Herrera Ruiz 法律事務所（コロンビア)、アンダーソン・⽑利・友常法律事務所

2015年5⽉12⽇

ブラジル労働法・租税法セミナー 2015年4⽉15⽇
ブラジル進出の法務セミナー〜ブラジルにおけるM&A と紛争解決〜 2014年10⽉23⽇
メキシコ進出企業が知っておくべき基礎法務知識・留意点 2013年7⽉12⽇
ブラジル進出・M&A法務の留意点 2012年10⽉23⽇

弁護⼠登録（2003年）
ニューヨーク州弁護⼠登録（2009年）

第⼀東京弁護⼠会
ニューヨーク州弁護⼠会

⽇本語  英語
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