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徳勤商務法律事務所の紹介
徳勤商務法律事務所のチームメンバーはいずれも、国内外の名
門大学法学部を卒業し、台湾、米国又は中国の弁護士資格を
有しています。一部の弁護士については、日本の外国法事務弁護
士資格を取得し日本での業務経験も有しています。チームメンバー
は、国内・国際事案に関連する高度な専門的能力を身に着け、
相談対応経験及び法廷での実務経験も豊富です。クライアント
の視点で交渉をサポートし、ローカル化及び統合性のある法務
サービス及びソリューションの提供を行います。徳勤商務法律事
務所は、デロイトのグローバルネットワークの一員として、豊富なリソー
スを活用し、クライアントへのワンストップサービス及びアジア太平洋
地域の国際的な取引に関わる事案に対する適切で網羅的な専
門的サービスを提供することが可能です。毎年90か国を超える
法律事務所を対象に「強み・戦略」を評価するLegal-500で、
徳勤商務法律事務所は台湾のトップ10に位置しており、 M＆A
分野において推薦される法律事務所に選ばれています。
また、マネージング・パートナー弁護士の陳彥勳は、Legal-500の
紛争解決(Dispute-Resolution)、税務(Tax)、企業法務及
びM＆A(Corporate and M&A)等の項目において、極めて高い
評価を獲得しており、パートナー弁護士の陳盈蓁は、企業法務
及びM&A（Corporate and M&A）等の項目においてNext
Generatoin Partnerに選出されています。

Global Legal Network
デロイトの法務サービスに関するグローバルネットワークは世界80か
国以上の国及び地域に広がっており、2,200名を超える法律の
専門家が迅速なサービスを提供しています。台湾では、台北及び
高雄にオフィスを構え、クライアントの身近な相談窓口としてサービ
スを提供しています。

北米

中南米

中東

ヨーロッパ

アジア
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私たちのチーム
主な業務分野
 • 日本企業向け法務サービス
 • クロスボーダー/国内の投資、M&A、合弁、株式譲渡等の取引
 • 台湾資本市場への上場・店頭公開、株式非公開化、企業グル
ープの再編統合

 • 会社法、証券取引法等に関するコンプライアンス、コーポレートガバ
ナンス、内部統制制度に関する相談対応

 • 労働法令に関するコンプライアンス及び紛争解決支援
 • エネルギー、金融又はスタートアップ産業関連の法令に係るコンプ
ライアンスに関する相談対応

 • 企業運営上の法的リスクマネジメント、契約書レビュー等に関す
る相談対応

 • クロスボーダー・国内のビジネス紛争に関する相談対応及び解
決支援

主な業務分野
 • クロスボーダー/国内の投資、合弁、M&Aに関する取引
 • グループ組織の再編、株式非公開化、資本市場への上場による株式発行
 • 金融法令に関するコンプライアンス及び届出、公正取引法関連の相談対応
 • 個人・同族企業向けサービス
 • スタートアップ事業

主な業務分野
 • 行政救済及び民事訴訟又は非訟事件の代理及び相談対応
 • 税務及び財務会計に関する法務相談対応
 • 個人情報管理制度及びマネー・ロンダリング防止体制の構築に関する指導・
コンサルティング

 • 労働法及び営業秘密法等各種法令に関するコンプライアンス・プログラムの
導入

主な業務分野
• 紛争解決（民事・刑事・行政訴訟の相談対応、代理及び仲裁）
• 中台両岸及び国際特許・実用新案・意匠、商標、著作、営業秘密、公正取引等に係る
知的財産法、商事法関連の法務サービス

• 知的財産に関するポートフォリオ、出願、維持、管理及びデュー・デリジェンスの実施
• コーポレート・ガバナンス評価システムの構築支援
• デジタルフォレンジック等の先端技術に関する法務サービス

主な業務分野
 • 企業M&A、国内外の投資及び合弁
 • スタートアップ事業に関するサービス、株主協議
 • 会社法、証券取引法及びコーポレートガバナンス
 • 労働法及び労働関連紛争（整理解雇・普通解雇・懲戒解雇）に関する相談対応
 • 中国語・英語のビジネス契約のレビュー
 • 民事・商事訴訟

マネージング・パートナー弁護士 
陳彥勳 
Justin Chen
Tel: +886-2-2725-9968 内線3088
justinchen@deloitte.com.tw

パートナー弁護士
陳盈蓁 
Ingrid Y. Chen
ビジネス・M&A関連法務サービス責任者
Tel: +886-2-2725-9968 内線3735 
ingridchen@deloitte.com.tw

シニア弁護士
張憲瑋
Hsienwei Chang
コンプライアンス関連法務サービス責任者
Tel: +886-2-2725-9968 内線3933 
hsienwechang@deloitte.com.tw

ディレクター 
熊誦梅 
Sungmei Hsiung
リーガル・テック関連法務サービス責任者
Tel: +886-2-2725-9968 内線3900 
sungmei@deloitte.com.tw

シニア弁護士 
陳月秀
Show Y. Chen
地域法務サービス責任者
Tel: +886-7-971-3338 内線8715 
shochen@deloitte.com.tw
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主な業務分野
 • 知的財産に関するポートフォリオ、特許分析・特許検索、知財デュ
ー・デリジェンスの実施

 • 特許の出願戦略や特許侵害訴訟戦略の策定
 • 知的財産権管理制度（TIPS）の構築・導入
 • FTO調査(Freedom to Operate Search)
 • バイオテクノロジー、 医療機器

主な業務分野
 • 台湾弁理士、中国弁理士
 • 国内外の特許出願案件の明細書と請求項の作成、拒
絶理由通知への応答

 • 知財発掘に関するコンサルティング
 • 半導体プロセス、発光ダイオード、ディスプレイ技術、超解
像光学、量子力学、スピントロニクス

主な業務分野
 • クロスボーダー/国内の投資、合弁、M&Aに関する取引
 • グループ組織の再編、株式非公開化
 • 金融法令に関するコンプライアンス及び届出
 • 個人・同族企業向けサービス
 • スタートアップ事業

主な業務分野
 • 企業M&A、国内外の投資、グループ組織再編及び合弁
 • 資本市場の上場・店頭公開による株式発行、金融デリバテ
ィブ取引契約

 • 金融法令に関するコンプライアンス及び届出手続、コーポレー
トガバナンス

 • 中国語・英語のビジネス契約書のレビュー及び作成
 • クロスボーダー/国内のビジネス紛争事件に関する相談対応
及び解決支援

 • スタートアップ事業における組織・株式保有構造に関するプラ
ンニング、運営及び資金調達に関するコンサルティング

シニアマネージャー
吳致緯
Kevin Wu
Tel: 02 27259988 内線3144
kevinwwu@deloitte.com.tw 

アシスタントマネージャー
樓宗興
Eric Lou
Tel: 02 27259988 内線3862
elou@deloitte.com.tw 

シニアマネージャー 
李宜容
Emily I. Lee
Tel: +886-2-2725-9968 内線3090
emilee@deloitte.com.tw

主な業務分野
 • 日本企業向け法務サービス
 • クロスボーダー/国内の投資、M&A、合弁、株式譲渡等の
取引

 • 会社法、証券取引法、コーポレートガバナンス、金融に関す
る法規についての相談対応

 • 労働法令に関するコンプライアンスと労働関連の紛争解
決支援

 • 中国語・英語・日本語のビジネス契約書レビュー及び作成
 • クロスボーダー/国内のビジネス紛争事件に関する相談対
応及び代理

シニア弁護士
林昱瑩
Yuying Lin
日本企業向け法務サービス責任者
Tel: +886-2-2725-9968 内線3089
yuylin@deloitte.com.tw 

私たちのチーム

弁護士  
游意中
Joan C. Yu
Tel: +886-2-2725-9968 内線3708 
joayu@deloitte.com.tw



私たちのサービス

 • 労働法令関連の相談対応
 • 労務コンプライアンス監査
 • 労働事件法に基づく労使紛争の解決に
関する相談対応及び代理手続

 • 渉外労働事件に関する相談対応・サ 
ービス

 • 税務争訟の代理
 • 大法廷及び憲法訴訟に関する相談対
応及び代理

 • 税務令に関する相談対応

 • クロスボーダー/国内の投資、合弁、 M&A
に関する取引

 • グループ組織再編、株式非公開化
 • 資本市場への上場による株式発行
 • 銀行・保険・金融に関するコンプライアンス
及び届出手続

 • リーガル・テック
 • 法務マネジメント・コンサルティング 
（Legal Management Consulting）

 • 法的手続 (Legal Process)
 • 法的リスクマネジメント (Legal Risk and 

Matter Management)

会社投資及びM&A 法務管理に関する相談対応

 • 知財、商事及び一般の民事・刑事・行政
訴訟の相談対応、 代理、仲裁及びデジ
タルフォレンジックサービス

 • 知的財産に関するポートフォリオ、出願、維
持、管理 及び デュー・デリジェンスの実施

 • 営業秘密管理・保護体制の構築支援
 • 知的財産権管理制度（TIPS）導入支
援、 コーポレート・ガバナンス体制設計

リーガル・テックサービス

 • 企業向けのコンプライアンス・プログラム、契
約書管理システム等ツールの導入

 • 個人情報管理制度の構築に関する指
導・ コンサルティング

 • マネーロンダリング防止及びテロ資金供与 
対策に係る管理体制に関する指導・相
談対応

 • 腐敗行為防止に係るコンプライアンス・プロ
グラムに関する指導・相談対応

 • 会社に関する法令
 • 証券取引法令
 • 契約書に係る相
談対応

 • スタートアップ事業
 • 会社清算・更生・
破産手続

 • ビジネス紛争の

コーポレートガバナンス、リスク・マネ
ジメント及びコンプライアンス

ビジネスロー

Email : twlegal@deloitte.com.tw

労働法

税務紛争の解決及び訴訟

法律諮詢服務

5

解決、商事訴訟
の代理

 • 不動産及び宿
泊業

 • エネルギー・環境法
 • 公正取引と反ト
ラスト

 • 消費者保護、フ 
ランチャイズ

 • 同族企業の親族内承継、財産の管理
 • ファミリーガバナンス、家族憲章
 • 信託会社、基金会、持株会社（閉鎖
会社）

 • 贈与契約、遺言書

個人・同族企業向けサービス

 • 日本企業と台湾企業のM&Aと対台
湾投資

 • 労働法に関するサービス
 • 企業への商事法務サービス及びその他の
各種法律相談対応

日本企業向け法務サービス
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クロスボーダー / 国内の投資、合弁、M&A に関する取引

資本市場への上場による株式発行

グループ組織再編、株式非公開化

銀行・保険・金融に関するコンプライアンス及び届出手続

外国資本・中国資本の対台湾投資、台湾企業の対中国投資、海外投資等を含め、
台湾国内外の投資、合弁、M&A等の取引に関する法務サービスを提供します。取引
スキーム、交渉戦略の策定をサポートし、一般的な合併、分割、株式転換、売買、戦
略的提携又は特殊な取引に関する分析、対象会社の設立許可、特別許可ライセン
ス、融資、重要な契約、知的財産権、労働者、訴訟・非訟事件等に関連する書類の
精査に係るリーガル・デューデリジェンスの実施、取引契約の起案・レビュー、 それらに関
連する法的問題の相談に対応します。

会社法、証券取引法、有価証券募集・発行に関する法規、コーポレートガバナンス及
びその関連規定を熟知し、本国企業及び外国資本企業の台湾での上場・店頭公開、
又は台湾企業の香港・中国・米国等海外での上場及び預託証券等の発行に関す
る事案に豊富な実務経験を有しており、台湾又は世界中の資本市場への参入、資
金調達の場の運用を目指すクライアントを支援します。

グループ企業及び多国籍企業の組織再編、上場・店頭登録会社又は公開会社の
企業のライフサイクルにおける株式非公開化等に関する法定手続の処理、リスクアセス
メント、重要事項の検討及びコンサルティングサービスを提供します。また、勤業衆信聯
合会計士事務所、勤業衆信管理顧問股份有限公司及び徳勤財務顧問股份有
限公司と連携し、多角的な視点から戦略の検討及び対応措置の策定をサポートします。

現地の金融機構及びグループ企業に対し、銀行、保険等に関する法律の相談、届出手続、
コンプライアンス、戦略プランニング、特別許可ライセンス申請手続又はその関連コンサル
ティング等サービスを提供します。

会社投資及びM&A

1

3

2

4

シニア弁護士 
林昱瑩 
Yuying Lin
Tel: +886-2-2725-9968 内線3089
yuylin@deloitte.com.tw

パートナー弁護士 
陳盈蓁 
Ingrid Y. Chen
Tel: +886-2-2725-9968 内線3735 
ingridchen@deloitte.com.tw

シニアマネージャー
李宜容
Emily I. Lee
Tel:+886-2-2725-9968 内線3090
emilee@deloitte.com.tw

チームメンバー

弁護士  
游意中
Joan C. Yu
Tel: +886-2-2725-9968 内線3708 
joayu@deloitte.com.tw

シニア弁護士  
陳月秀
Show Y. Chen
Tel: 886-7-971-3338 内線8715 
shochen@deloitte.com.tw

マネージング・パートナー弁護士 
陳彥勳 
Justin Chen
Tel: +886-2-2725-9968 内線3088
justinchen@deloitte.com.tw
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リーガル・テックサービス
知財、商事及び一般の民事・刑事・行政訴訟の相談対応、
代理、仲裁及びデジタルフォレンジックサービス 知的財産に関するポートフォリオ、出願、維持、管理 及びデュー・

デリジェンスの実施
訴訟関連の相談、代理、仲裁及びデジタルフォレンジックに精通しており、特に知的財産・
商事事件の紛争解決において、司法実務の視点に基づく企業への助言を行い、特許・
実用新案・意匠、商標、著作権、営業秘密及び不正競争等をめぐる紛争事件について、
ローカル及びグローバルなサービスを提供します。

企業の知的財産権の創出、管理、保護及び活用を支援し、特に特許・実用新案・
意匠の発掘、出願及びポートフォリオ、商標価値の向上、著作権の発想 及び合
理的な使用に関するサービスを提供します。また、企業の M&A 又は取引を行う
際の知財デュー・デリジェンスの実施にも対応しています。

1

営業秘密管理・保護体制の構築支援

デロイトの多数のプロフェッショナル・コンサルタントと、訴訟・法務対応に豊富な経験を
有するチームメンバーが結集し、機密情報の漏洩リスクの低減を図る企業の営業秘密
管理・保護制度を構築するサポートをいたします。また、営業秘密が侵害された、又は
侵害されるリスクがある場合、適宜に訴訟や関連する相談サービスを提供しています。

3

2

知的財産権管理制度（TIPS）導入支援、コーポレート・ガバナ
ンス体制設計

業界を問わず豊富な実務経験を持つプロフェッショナルな弁護士と弁理士によるチームを
結成し、知的財産管理制度の策定を検討する企業をサポートします。知財ポートフォリオ
による競争力の向上を図っ て、知的財産権管理制度（TIPS）の認証を取得し、コーポレ
ート・ガバナンス評価に係る要件を満足することを支援するほか、内部制度及び業務フロー
を見直し、コーポレート・ガバナンス評価上の評点向 上を目指す企業の コーポレート・ガバナ
ンスの強化への支援としてコーポレート・ガバナンス体制設計のサ ポーも対応可能です。

4

シニア弁護士 
張憲瑋
Hsienwei Chang
Tel: +886-2-2725-9968 内線3933 
hsienwechang@deloitte.com.tw

アシスタントマネージャー 
樓宗興
Eric Lou
Tel: +886-2-2725-9968 内線3862 
elou@deloitte.com.tw

ディレクター 
熊誦梅 
Sungmei Hsiung
Tel: +886-2-2725-9968 内線3900 
sungmei@deloitte.com.tw

シニアマネージャー 
吳致緯
Kevin Wu
Tel: +886-2-2725-9968 内線3144 
kevinwwu@deloitte.com.tw

チームメンバー
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コーポレートガバナンス、リスク・マネジメント及びコンプライアンス

企業向けのコンプライアンス・プログラム、契約書管理システム
等ツールの導入

マネーロンダリング防止及びテロ資金供与対策に係る管理
体制に関する指導・相談対応

個人情報管理制度と越境プライバシールールの構築に関す
る指導・コンサルティング

腐敗行為防止に係るコンプライアンス・プログラムに関する
指導・相談対応

コンプライアンスの概念は、法律遵守の概念とは異なり、経営学の視点から PDCA
（Plan-Do-Check-Act）を運用することにより、すべての従業員に業務において遵守
すべき法令に対する遵法意識を明確に持たせ、かつ、違反に起因する法的責任を企
業の責任者自身が負担することにならないよう、企業の責任者が善良な管理者とし
ての責任を果たしたことを証明する有効な手立てとして考えられるものです。我々のチー
ムは、クライアントの要望に寄り沿い、現行又は施行予定の重要な法令に対応する
導入プログラムの策定支援及び相談に対応し、企業におけるリスクマネジメントの強化、
組織ワークフロー管理の健全化を図るための契約書管理システムの導入支援を提供
します。我々は、金融系企業の法務においても、長年の実績を持っており、金融業の
実情に適合したコンプライアンス・プログラムの策定や、顧客に対する公正な取扱いの
原則、全社的なコンプライアンス上のリスクアセスメント、金融機関間の情報共有等
の新たな課題に関する相談も対応可能です。

勤業衆信管理顧問股份有限公司と連携し、国内大手の金融持株会社、銀行、証
券会社、保険会社及び上場会社のマネーロンダリング防止及びテロ資金供与対策に
係る管理制度の構築指導を行い、金融業の企業管理におけるマネーロンダリング防
止法、テロ資金供与防止法及び関連法規定の遵守の実効性確保をサポートします。

勤業衆信管理顧問股份有限公司における各コンサルティング管理部門と連携
し、国内大手の各金融持株会社、銀行、証券会社、保険会社及び他分野の
会社の個人情報管理システム（PIMS）の構築指導ををサポートしており、これま
でに指導した数多くの会社が、プライバシーに関する BS10012、TIPIPAS 認証を
取得しています。その他、APECの越境プライバシールール（CBPR）に係る認証の
取得に関する支援も行っています。

デロイトメンバーファームの国際的な法務分野における経験に基づき、企業における
腐敗行為及びインサイダー取引等の防止に関する刑事法等関連法令の遵守の
実効性確保をサポートします。また、企業の ISO37001認証取得支援も行って
います。
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法務管理に関する相談対応

リーガル・テック (LegalTech)

法的手続 (Legal Process)

法務マネジメント・コンサルティング
(Legal Management Consulting,LMC)

法的リスクマネジメント
(Legal Risk and Matter Management)

テクノロジーは、法務サービスの提供方法を変えました。新たなデジタルテクノロジーツールは、
企業内の法務チームが、国境を越えた業務の一貫性を確保し、リスクを軽減し、効率
性と信頼性を向上させ、反復・定常業務を自動化し、戦略的優先事項に集中できる
ように支援しています。我々は、コンサルティングを行う際に、相談企業に適用されるリー
ガルテクノロジーツールの提供が可能です。

我々は、クライアント・そのサプライヤーに関する契約管理、コンプライアンスについての協
議内容の作成・相談対応などを含めて企業における法的手続業務のフローの評価、
再構築をサポートします。

目下、企業内の法務部門は、ますます厳しくなり、複雑で変化の激しい規制環境に直面
しており、グローバル化によるビジネスチャンスの拡大に伴うビジネス課題、技術開発の加速、
企業のビジネスニーズと業務の複雑さの増加に対応するため、ワークロードが引き続き増加
しています。このような状況では、法務部門は、既存の部門のあり方を見直し、その効率を
向上させることによりビジネス上の価値を高める必要があります。我々は、弁護士と技術コ
ンサルタントが広く一般に普及しているモジュール、フレームワーク及びシステムを利用して共同
で開発したものをもって、法務部門の効率性向上、業務フロー最適化による企業のビジネ
スニーズの充足を目的とする法務マネジメント・コンサルティング (LMC)サービスを提供します。

我々は、企業内の法務チームと検討の上、企業運営の法的リスクに関するアセスメント・
マネジメントサービスを提供し、潜在的な法的リスクの識別及びその枠組みの特定をサ
ポートするほか、訴訟・紛争、法令変更、契約管理、データプライバシーなどに関する重大
な法的リスクの回避に資する対応策を提案します。
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弁護士  
游意中
Joan C. Yu
Tel: +886-2-2725-9968 内線3708 
joayu@deloitte.com.tw
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労働法

労働法令関連の相談対応

渉外労働事件に関する相談対応・サービス

労務コンプライアンス監査

労働事件法に基づく労使紛争の解決に関する相談対応 及び
代理手続

企業の就業規則、雇用契約、労働安全衛生規則の起案、従業員の入社退職手続、 
営業祕密の保護や個人情報保護法の遵守の確保等についての相談、企業の合 併
又は組織再編に係る申請、労働時間紛争又は労使紛争の解決手続及び相談 対
応等、労働関連の法務サービスを提供します。

また、所管機関及び国際認証における実務面での労働安全衛生管理制度に関する
規定についての指導及び相談対応、企業の関連認証取得支援サービスを提供します。

多国籍企業における外国籍の中・高度人材の雇用に関する適法性の相談及び契
約の作成、多国籍企業の従業員向けインセンティブ・プランに関する各国法令上 の適
法性の相談に対応します。

労働法令の遵守状況に対するコンプライアンス監査サービスを提供します。関連
の労働法令及び解釈通達、裁判所の実務での見解をもとに業務フローを中心
にヒヤリングを行い、企業の労働法令の遵守状況を監査し、将来的な労使紛
争に 備えた立証対策の相談に対応します。

労働事件法施行後、労働法関連事件における企業の立証責任及び審理手
続上の負担が加重されました。我々のチームは、企業が後日の立証に備えるため
に行う日頃の関連準備を支援し、紛争解決のための調停及び訴訟手続をサポ
ートします。
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税務紛争の解決及び訴訟

税務争訟の代理

税務法令に関する相談対応

大法廷及び憲法訴訟に関する相談対応及び代理営利事業所得税、営業税、総合所得税、相続税及び贈与税等の税務救済手
続の代理及び関連する相談対応に長けており、勤業衆信聯合会計士事務所の
プロフェッショナルな会計士とも連携して対応します。

勤業衆信聯合会計士事務所と連携し、企業又は富裕層の個人投資家の事業・
資産の配置に関する契約又は法的書類のレビュー、会計及び税務リスクの発見、
関連法令に係る相談対応及び契約のレビューに対応します。

税務案件で司法院大法官による解釈の申立てを代理した実績が多数あります。 
実施が確定している憲法訴訟（現行制度は司法院への憲法解釈の申立てとな
ります）及び最高行政裁判所の大法廷新制度は一般案件、法令規定の違憲・
違法、過去の実務で見解に相違が生じた、扱いが難しい案件等について、納税
者の税務救済の勝敗に大きな影響をもたらします。我々のチームは、大法廷及び
憲法訴訟に関する法律相談に対応できます。
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個人・同族企業向けサービス

同族企業の親族内承継、財産の管理

信託会社、基金会、持株会社（閉鎖会社）

ファミリーガバナンス、家族憲章

贈与契約、遺言書

同族企業の親族内承継及び財産の相続に関する実行可能な仕組みの構築、法
的書類の締結に対応します。信託契約、株式売買契約、贈与契約、遺言書の作成、 
定款の改正等は、いずれも契約の文言・条項により重大な影響が生じる可能性があ
ります。加えて、財産のプランニングについては実質課税に対する税務機関の認定、グ
ローバルな反租税回避ブーム等により予想外のコストが生じるかもしれません。我々の
チームは、法務・税務・財務に関するコンサルタント等、関連リソースを統合して網羅的
なコンサルティングサービスを提供します。

国内外の信託会社、基金会、持株会社（閉鎖会社）等の組織形態の選択にまつ
わる法律相談への対応、設立段階の関連契約書類、条項の執行及びレビューのサ
ポートのほか、海外の弁護士への連絡・相談も支援しており、現地法令の適法性に
関するコメントについて分析及びアドバイスを行います。

我々は、専門家による細やかなヒヤリングを通して、家族メンバーの真意を打診し、 
分析及びアドバイスを提供し、後日の共同遵守・執行に資する、家族公認の価
値を体現する家族憲章の制定を支援します。家族憲章の善用による、家族全
員の 目標及び価値観の表明、家族メンバーの行為準則の策定は、家族メンバ
ーの利 益を統合し団結力を高めるのみならず、家族と企業間の共存共栄・ファミ
リーガバナンスの実効性の確保にも役立ちます。

個人の生前の意志が継承され、一家の財産が末永く受け継がれていくように、我々
のチームは、法務、税務等の専門家・コンサルタントが一体となり、家族メンバーの
財産の相続に関するプランニングを支援し、贈与契約の条項、遺言書の内容 等
について適法性に関するコンサルティングを提供するとともに、関連サービス を提供
する信託機構、公証人等への連絡にも対応します。

1

3

2

4

パートナー弁護士 
陳盈蓁 
Ingrid Y. Chen
Tel: +886-2-2725-9968 内線3735 
ingridchen@deloitte.com.tw

弁護士  
游意中
Joan C. Yu
Tel: +886-2-2725-9968 内線3708 
joayu@deloitte.com.tw

シニアマネージャー
李宜容
Emily I. Lee
Tel:+886-2-2725-9968 内線3090
emilee@deloitte.com.tw

チームメンバー



リーガルコンサルティングサービス

13

ビジネスロー

会社に関する法令

契約書に係る相談対応

会社清算・更生・破産手続

不動産及び宿泊業

証券取引法令

スタートアップ事業

ビジネス紛争の解決、商事訴訟の代理

企業経営、株主総会、取締役会等の一般的な企業運営事項は、会社法及び関
連法規・解釈、裁判所の実務での見解、会社組織形態の選択、契約条項の起案、
コーポレートガバナンス及びコンプライアンスに深く関わっています。我々のチームは、数多
くの上場・店頭登録会社の法律相談に対応してきた経験を有するとともに、官公庁
勤務の経験者である経験豊富なシニアコンサルタントも在籍しており、会社のコンプラ
イアンスに関する完全性の高い解決案を提供することができます。

資本参加、合弁、資金募集の合意に関する投資契約、事業運営に際しての一般的
な調達、金銭消費貸借、請負、委任、保証、秘密保持等の契約及びビジネス上の
提携に際しての覚書、技術指導・技術提携契約等の商業契約の相談、作成、レビュ
ーに対応します。

会社又はその子会社、債務者の会社が経営難の際、債務に関する協議又は清算、 
更 生及び破産の申立てなどの解決案について、徳勤財務顧問股份有限公司と連 
携し、 統合的なコンサルティングサービスを提供し、清算、更生及び破産手続を代行します。

クライアントの不動産に関する契約の作成及び交渉、重要な開発計画における法的
事務の処理、不動産の融資・信託に関する法律相談等に対応します。宿泊業者が
事業運営の際に作成する必要がある個人情報の保護、予約、管理サービスの使用
許諾又は委託に関する法的書類についてのコンサルティング又はプログラムの導入サポ
ートも可能です。

公開会社はインサイダー取引、相場操縦、特別刑法等の証券に関する諸々の
法令で規制されます。我々のチームは、数多くの上場・店頭登録会 社にサービス
を提供してきた経験があり、上場・店頭登録会社の役員又はそ の他の特定の
従業員への証券取引法令に関する教育訓練をサポートすることができます。

スタートアップ事業においてよく見られる財務、会計、税務、法律等の面での相談
について、スタートアップ事業への指導に豊富な実践経験を有する我々のチームは、
デロイトメンバーファームのリソースを統合して、細部まで行き届く専門的な サポート
サービスを提供します。

ビジネス紛争の解決について、訴訟前の折衝、和解、調停、商事仲裁、商事訴
訟等の手続に対応します。また、弊事務所は財務会計、税務に関する法令、フ
ォレンジック・アカウンティング、デジタル・フォレンジックの実務に長けており、訴訟解
決に向けて専門的な支援サービスを提供することができます。
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エネルギー・環境法

消費者保護、フランチャイズ業

公正取引と反トラスト太陽エネルギー、風力、天然ガス等の各種エネルギー及び環境に関する取引、調達契
約に係る協議、国内及びクロスボーダーのプロジェクトにおける融資取引、環境に関す
るコンプライアンス及びコンサルティングサービスに対応します。

ブランド業者、フランチャイザー又はフランチャイズを展開する意向がある企業主が遵守
すべき国内外の消費者保護、食品安全、人事、個人情報保護、営業秘密等の法
規のチェック、及び消費者紛争の標準処理手続のサポート、フランチャイズに関する契約・
サプライチェーン管理に関する契約の作成及びレビュー等のサービスを提供しています。

商業活動、M&A 取引が水平統合に関わる場合、売上高、市場占有率が結合届 
出要件を満たしているか否かに特に注意しなければなりません。我々のチームは、企業
に対して結合届出の要否検討のほか、不正競争、反トラスト法規、カルテル及び連鎖
販売等の公正取引に関してリーガル・コンサルティングサービスを提供しています。
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日本企業向け法務サービス

日本企業と台湾企業の M&A と対台湾投資

企業への商事法務サービス及びその他の各種法律相談対応

労働法に関するサービス日本企業と台湾企業の M&A に関するサービスを提供します。M&A の前期段階にお
いては、日本企業の M&A に関する法令相談への対応、投資スキームの分析と投資
戦略のプランニング及び法務デューデリジェンス等のサービス、中期・後期段階においては、
M&A に関する契約のレビュー・作成サービスを提供します。また、その後の契約交渉に
関する支援相談にも対応するとともに、所管機関への登記や許可申請等に関連する
業務サポートも可能です。そのほか、日本企業による 対台湾投資に関するサービスにつ
いて、スキームと形態の分析サポートだけでなく、 リーガル・コンサルティングサービスの提供、
必要な登記や許可申請等に関する業 務及びその後の外国人の台湾での執務に必
要な就労許可、居留証の申請等のサポートも行っています。

会社法、証券取引法等の法令に関連するコンサルティング、会社定款やその他の管理規程のレビュー・作成、株主総会や取締役会の議案の考案・作成、会議中に策定すべき戦略の提供、 会社
の破産、更生、清算等の手続のサポート、契約のレビュー及び作成サービス等、日本企業と台湾企業間で行われるクロスボーダーのビジネス活動に関する法務サービスを提供し、効果的に会社を経営・
管理するための適法な各種対策及び処理方法を提案します。そのほか、公正取引法、個人情報保護法、消費者保護法、知的財産権法等の法令に関するリーガルコンサルティングサービスや、クラ
イアントが所管機関から処分又は通達を受けた際の対処及び和解にあたっての折衝、調停、仲裁を含むビジネス紛争の解決支援、訴訟代理等の紛争解決に関するサービスを提供します。

チームメンバーは、日本企業の文化を熟知しており、日本企業と台湾企業の文化
の差異を理解しています。そのため、労働法関連サービスの提供にとどまらず、日本
企業の思考と台湾企業の思考を統合し、日本企業のクライアントの思考に寄り
添う形で、双方における労使関係の処理にあたっての同異点を説明するとともに、
クライアントの労働法に関する各種問題について、専門的かつ網羅的な分析を 
行い、完全性の高いサービスを提供することができます。
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弊事務所は、流暢な日本語で網羅的な法務サービスを提供できるチームを有しています。チームメンバーは、日本の外国法事務弁護士資格を有する弁護士のほか、日本の名門大学で修士号
を取得し日本での執務経験がある弁護士も在籍しています。豊富な経験のみならず、優れた日本語能力を持ち、日本の企業文化も熟知しているため、日本企業のクライアントに対し迅速で専
門的な法務サービスを提供することができます。
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