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私たち、松田綜合法律事務所はワンストップ型法律事務所としてプロフェッショナルな
リーガルサービスを提供いたします。それとともに、依頼者の言葉に耳を傾け、依頼者
お一人おひとりの気持ちを大切にし、信頼の絆で結ばれるよう、関わり続けます。

事務所の特徴
幅広い業務分野

Broad Range of Legal Practice

経験豊富な法律専門家

Team of Professionals

当事務所は、企業法務、労務、知的財産法、不動産取引、国際

当事務所は、労務、知的財産法、不動産取引、倒産、刑事、国際取

取引などのビジネス・ロー分野をはじめ、多くの倒産案件、訴

引等各種分野に精通した弁護士の他、弁理士、司法書士、社会保険

訟案件及び一般民事、刑事、家事事件等を取り扱っており、また、

労務士等の有資格者が在籍しており、依頼者の幅広いリーガル・ニー

特許・商標等申請や不動産・商業登記申請まで行うワンストッ

ズに対応いたします。当事務所の法律家は、各々法律を横断的に見

プ型法律事務所です。一般的な企業法務や訴訟業務だけではな

渡す視野と柔軟な法的思考の涵養に努め、それぞれが得意な分野を

く、紛争予防のためのアドバイスや、企業再生・M&A など高度

持つよう努めております。また、各々が得意とする分野で協力し合

に専門性の高い法律業務にも取り組んでおります。

うことにより、一つのチームとして有機的に機能し、より効率的な
リーガルサポートを行うことを目標としております。

国際的なネットワーク

Global Network

社会的責任の遂行

Social Responsibility

海外に展開する日系企業や外国企業へのリーガル・サポートを

人権救助などに関わるプロボノ活動（専門家による公益的社会貢献

提供できるよう、日本においてクロスボーダー業務への体制を

活動）にも力を入れており、公的責任の全うに高い関心を持ってお

有するとともに、海外に多くの拠点及びネットワークを構築し

ります。

ております。当事務所弁護士の現地派遣や現地法律事務所との
連携等により海外進出を目指す依頼者の支援にも力を入れてお
ります。

御挨拶
2002 年に最先端の専門的法律知識の追求と、個人の日常に対する共感とをひとつの事務所で同時に挑戦することを理想とし
て、松田純一法律事務所を設立し、2004 年に松田綜合法律事務所と名称を変更いたしました。
以来、所属弁護士、弁理士、司法書士、社会保険労務士などメンバーの充実を図りつつ、事務所を移転拡張し、現在は、日本
経済の要衝である大手町に国内拠点を構えるに至りました。
私どもは、これまでも先端のビジネス・ローにチャレンジし、積極的に取り組んで参りました。今後とも、所属する弁護士、弁理士、
司法書士、社会保険労務士は、各々専門とする分野を持ちつつ、縦横に連携しながらプロフェッショナルなご提案・ご意見を申
し上げていきたいと考えております。
同時に、民事、刑事、家族法など人間の日常に関わる問題を含む幅広い法律分野においても関わり続けるパーソナルな感性を
持ち続けたいと考えております。
複雑困難な案件にも、スタッフ全員のチームワークで対応し、問題解決に全力を尽くすのが私どもの願いです。ご依頼者と社
会のご要望にお応えするために、法律家としての研鑽を忘れず、日々進歩を目指して参ります。

Professional Service.
Personal Approach.
主な取扱業務
企業法務

General Corporate

訴訟業務

Litigation

企業における戦略的経営に必要な法的観点からの実践的なコンサル

企業活動の中で発生する様々な紛争に関する訴訟案件を数多く取り扱っ

ティングを行うとともに、日常的に生じる取引や契約に関する法務

ております。その内容は、商取引、労務、不動産、知的財産権、会社法

上のアドバイスを行っております。民法、会社法、労働法等に加え、

関連等多岐にわたり、各分野に精通する弁護士が訴訟活動に従事してお

個人情報保護法、金融商品取引法、信託法等、近年の新法・法改正

ります。

を踏まえ、個別実態に則した法務コンサルティングを行っておりま
す。また、各種登記申請業務も取り扱っております。

労働法

Labor & Employment Law

可能な限り労働紛争を予防するために、就業規則等の各種規則の作成を

知的財産権

Intellectual Property

多数のダブルライセンス取得者（弁護士・弁理士）が在籍し、豊富
な訴訟経験のフィードバックによる権利行使に強い知的財産権（特
許権・商標権等）の取得から、依頼者の事業収益に結びつく権利の
活用まで包括的な支援を行っております。また、依頼者が海外進出
される場合、海外拠点及びネットワークを通じて、欧米はもちろん
のこと、中国、インド、ブラジルをはじめとする新興国における権

はじめとして人事・就業条件に関する法的アドバイスを行っております。
また、従業員から解雇・雇い止め・不当人事・セクシャルハラスメント・
パワーハラスメント等に関する訴訟・労働審判等が提起された場合や、
労働組合から交渉を求められた場合等の法的紛争が生じた場合のほか、
労働基準監督署の調査が行われた場合にも、適切に対応をいたします。
更に、社会保険労務士等とも連携して、適切な労働環境を構築するため
のトータル・コンサルティングも行っております。

利取得・活用にも機動的に対応させて頂きます。

倒産法

再建・M&A Corporate Revitalization, M&A

昨今の社会情勢や、倒産法制度の整備に伴い、各種専門家の共同作業に

企業において、事業の継続が困難になってしまった場合、再建計画
のプランニングや、取引先企業や債権者、金融機関、監督官庁との
交渉・連携により、速やかに再建をサポートいたします。また、将
来的な事業の発展や事業再建の一環として、M&A を検討される企業
に、ストラクチャリング、デューディリジェンス、契約書の作成、

Bankruptcy

よる企業再建業務は、その重要性を増しており、実務的ノウハウを持つ
法律実務家に対する需要は、ますます高まっています。当事務所では、
会社更生、民事再生、特別清算、破産、任意整理など様々な法的倒産手
続にあらゆる角度から日常的に関与しており、各種関連業務に従事して
おります。

相手方との交渉等積極的なリーガルサポートを行っております。

インド・アジアプラクティス

クロスボーダー取引・海外進出支援

クロスボーダー業務の中でも、とりわけインドに進出する日系企業の支

Cross Border Transactions

渉外案件に経験豊富な弁護士と海外拠点及びネットワークを駆使し、
契約書のレビューから M&A まで日系企業と外国企業との間の取引
全般につき幅広くアドバイスを提供しております。当事務所の海外
拠点・ネットワークは、インド、アジア、アメリカ、ブラジル等多
方面にわたります。また、
日系企業が海外に事業展開をするにあたり、
現地法人その他の拠点設置のサポート、現地パートナーとの折衝な
ど必要な各種支援を行っております。

一般民事

Civill Afffairss

ブル、消費者問題、交通事故等）に速やかに解決を図れるようアド
バイスを行い、必要に応じて、交渉や訴訟などに対応しております。

Criminal Law

被疑者・被告人の権利利益を守るため、国選・私選を問わず、刑事
弁護に取り組んでおります。企業犯罪・不祥事の予防・事後対応・
再発防止策の策定等の依頼にも対応しております。

家族法

Family Law

離婚や親権問題、相続問題など、家族の中に生じる様々な紛争につ
いて、依頼者のプライバシーに配慮しつつ誠実に対応しております。
また、遺言の作成、成年後見制度の利用などにより、ご家族の安心
をサポートしております。

援に力を入れています。当事務所はインド国内に弁護士を出向させると
ともに、現地の政府機関や法律事務所とも強力な関係を築いており、多
くの進出日系企業に対して各種支援とアドバイスを行っております。ま
た、中国（上海）
、台湾（台北）
、タイ、ミャンマーを含むアジア地域に
も海外拠点又はネットワークを築いており依頼者の要望に応じたサービ
スを提供しております。

不動産

市民生活において、日々生じる法的問題（住居、金銭に関するトラ

刑事法

India & Asia Practice

Real Estate

不動産の売買、賃貸借、開発等についての契約書作成や法的チェックのみ
ならず、都市計画法、建築基準法等の行政法規への対応や、土壌汚染、ア
スベスト等の環境リスクへの対応を含め、不動産取引、管理に関わる諸問
題に対して、総合的な見地から法的サポートを行っております。

行政法

Administrative Law

国や自治体などの行政機関から、何らかの違法・不当・不公正な取り扱
いを受けたときに、その処分の撤回や是正を求める依頼者に法的アドバ
イスを提供し、必要に応じて行政訴訟等に対応しております。

プロボノ活動

Pro Bono Activities

弁護士会活動、NPO 法人のサポート、国選事件・当番弁護士・少年事
件の受任等を通じ、法律家としての社会的役割を意識し、公的責任を全
うすることを心がけております。

松田綜合法律事務所
MATSUDA & PARTNERS

事務所概要
名

称

アクセス

松田綜合法律事務所

朝日生命大手町ビル 7 階

MATSUDA & PARTNERS
代表者

弁護士・弁理士

所在地

〒100-0004
朝日生命大手町ビル 7 階

FAX

0３－３２７２－０１０２

URL

www.jmatsuda-law.com

E-mail

info@jmatsuda-law.com

ＪＲ東京駅

八重洲口

2002

永代通り

日本橋口

丸の内口

革

B6
出口

外堀
通り

０３－３２７２－０１０１( 代表 )

大手町駅

東京駅

TEL

東西線
丸ノ内線

東京都千代田区大手町二丁目 6 番 1 号

沿

神田方面

松田 純一

八重洲

通り

松田純一法律事務所開設

2004

松田綜合法律事務所に名称変更

2008

中央区京橋二丁目に事務所移転

2011

千代田区大手町に事務所移転

＜交通案内＞

2013

インド・グジャラート州政府と MOU( 覚書）

● ＪＲ東京駅 … 日本橋口より徒歩 1 分

を締結

● 地下鉄 東京駅（丸ノ内線）… 丸の内北口より徒歩 2 分

現在に至る

● 地下鉄 大手町駅 （東西線・千代田線・半蔵門線・三田線）
…地下連絡通路Ｂ６出口直結

海外ネットワーク
日本から世界へ。広がるリーガルネットワーク。
当事務所は、インド、中国などアジアをはじめ、アメリカ、ブラジルなどに海外拠点・ネットワーク
を構築しております。

中国（上海） ／ 台湾（台北） ／ インド（デリー・アーメダバード）
アメリカ（ワシントン D.C.） ／ ブラジル ／ タイ ／ ミャンマー

