
 

 
 

華
瑞
興
弁
護
士
事
務
所 



United & Way Law Firm 

www.gdhrx.com                                                                                                       1 

__ 法律事務所のご案内   

 

華瑞興弁護士事務所は 2002 年に設立された渉外商事、渉外業務、法務管理、不動産、ビル買収、M&A、ホ

テル、建築プロジェクトなどの分野における法務サービスの提供を主な業務とする総合的な法律事務所です。

現在、華瑞興弁護士事務所には 30 名以上の中国の弁護士資格を持つ弁護士達が在籍しており、北京語、英

語、日本語、広東語などの言語で依頼者とコミュニケーションを図っており、一部の弁護士は海外の弁護士

資格をも有しています。華瑞興弁護士事務所は中国広東省広州市天河区珠江東路 32 号 利通広場 1303 号に

あり、事務所面積は 500 ㎡を超え、広州珠江新城の金融及び商業の中心地にある為、交通の利便性、環境な

どの面で優れて居ります。 

 

__ 業務内容  

 

建築工事 

入札と応札に関する専項法律サービス；建設工事契約専項法律サービス；建設方或る施工方として

法律コンサルタント、建設工事における専項リーガル・サービスを提供。 

 

不動産 

当事務所は建設、不動産関連を得意とする法律事務所です。国内や海外におけるあらゆる建設プロ

ジェクトに関連した豊富な経験を有しています。 

 

外商直接投資(FDI) 

当事務所は、多数の外国籍企業の中国での各業界における直接投資の分野で、大規模な外商投資プ

ロジェクトに関わった豊富な経験を有しております。 

 

労働法 

当事務所の弁護士陣は、最新の立法動向を把握しており、クロスボーダー企業を代理しての従業員

千人規模の集団交渉の経験がございます。 

 

商取引及び独占禁止 

当事務所はクライアントに最適な解決案や各種契約書をご要望に応じて英文、日本語、中国語で提

供しております。 

 

合併と買収（M＆A） 

当事務所は企業の合併・買収、合弁契約交渉などのいわゆるＭ＆Ａ取引分野において、国内企業や

国内への投資する外資系企業に対し、高度に専門化されたリーガルサービスを提供しております。

クライアントには、買収側、売却側、財務顧問及び支配権を有する株主などを含み、買収及び業務・

資産処分に関する法律文書の作成などの形式でサービスを提供させていただいております。 
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税務  

当事務所の責任者は、十年近くに及ぶ経験を有し、各種税務関連の専門的な法律意見を提供してお

ります。クライアントには、自動車部品企業、物流企業及び貿易企業など日系企業を含む多国籍企

業を多く含みます。 

 

ファイナンス  

当事務所の弁護士陣は多種多様な分野における外資系大手企業に、各種ファイナンス関連の法律上

のリスク評価、新規資本調達機会の準備とその契約、新たな規制の事業への影響の分析などのアド

バイスを提供しています。 

__ 主な得意先  
 

広州伊藤忠商事 

広州三菱製薬 

BP 工業潤滑剤 

広東国際ダイヤモンド商会 

台湾永宏倫国際 

Pelesys Canada 

Capital Tree Singapore 

マレシーア 馬六甲州政府公用建設及び基

礎建設事務委員会 

スイス銀行広州事務所 

広州国際信託投資（股） 

広州中国建設銀行 

香港錦発グループ 

越秀グループ 

富力地産 

碧桂園地産グループ 

広東省鉄道建設投資グループ 

広州市建築グループ 

江蘇滬寧鋼機（股）、 

北京市公路橋梁グループ 

中鉄２５局グループ 

中交第四航務工程局 

中国建築第四工程局 

広州アジア オリンピック 

広州教育城項目 

広州市政府法制事務所など 
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__ 主な パートナーの経歴   
 

  魏済民 弁護士  

事務所 所長 

広州市 越秀区 区議員  

広州市 弁護士協会 理事 

広州仲裁委員会 仲裁員 

広州市越秀区裁判所 司法監督員 

深圳証券取引所 上場会社 社外役員 人材バンク弁護

士 

 

専門分野 

土地不動産訴訟、仲裁・建築不動産企業法律顧問。 

 

学歴 

1994 年江西司法警官職業学院卒、 

南昌大学、中山大学、北京大学で専門訓練を受け 

1998 年 弁護士資格を取得。 

 

経歴 

19 年間に渡り、建築、土地、不動産業界に専門的な

法律サービスを提供して、約百億元の業務を携わって

きました。 

非訴訟を前建てで、訴訟を輔助の考えで、 不動産業

界に奉仕してきた。法律サービスを項目に溶け込み、

数多くの建築業者から好評を受けて居ります。 

 

電話：139.2212.2918;   

Email: weijimin@gdhrx.com 

 
  廬運広 弁護士 

事務所副所長 

アメリカニューヨーク州弁護士 

広州市仲裁委員会渉外仲裁員 

全国優秀な渉外弁護士領軍人オ 

 

サービス範囲 

コーポレート・ガバナンス及び買収合併、海

外及び香港企業の実務操作、労働関係、団体

交渉、労働仲裁及び訴訟、信託、保険、企業

融資及び項目融資、外資銀行及び資産運用企

画、国際貿易及び投資、デューデリジェンス、

商業紛争の仲裁及び訴訟。 

 

学歴 

1999 年上海華東政法大学卒、英語及び国際

経済法で、文学士及び法学士号取得、弁護士

資格取得  

2005 年広州中山大学で、経済法専攻、法学

修士。  

2011 年米国大学ワシントン・カレッジ・ロ

ースクールで、国際商法修士。 

 

言語 

英語、日本語、中国語（北京語、広東語）  
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廬運広弁護士は中国労動法、会社法及び項目融資

等の業務を得意とする。コーポレート・ガバナン

ス、取締役責任のリスクマネジメント、買収合併、

デューデリジェンス、外資係企業の株式アーキテ

クチャ、株式買収、資産置換、コンプライアンス

等の方面を熟知している。数多くのクロスボーダ

ー会社の持分及び資産買収業務に参加した経験

を有する。また、会社持分及びＭ＆Ａを熟知し得

意とする。  

 

長年の実務を通じて、労務契約書の構成、給料の

リスクマネジメント、団体交渉、ストライキ交渉

及び労働仲裁・訴訟等の方面に豊富な経験を積ん

できた。国内外重大な労使紛争を適切に処理し、

当事者の権益の保護を数十回も経験してきた。廬

運広弁護士は 2010 年から 2012 年までに米国ワ

シントンにて留学し、米国の金融、信託、保険、

項目融資、企業買収及びマネジメント、労働雇用

法律、連邦労使関係法律、団体交渉及び産業工会

の連邦法律を系統的に学びました。 また、米国

連邦商法及びニューヨーク州の州商法も系統的

に学習した。 

 

海外の某法律事務所で六か月間研修を受け、海外

弁護士同士の執業規範及び道徳を十分に理解し

把握している。 廬運広弁護士は商談、和解実務、

渉外商業契約の起草、賠償請求、国際貿易・投資、

中国税関法律事務、証拠収集、商業紛争の仲裁及

び訴訟の分野にも豊富な経験を持つ。 

  

電話：188.1982.6619;   

Email: Lawson@gdhrx.com 

 

 
 

  _鄧 勇 弁護士  
 

業務内容： 

資本運用における税務計画、コーポレート・ガバナ

ンス、 Ｍ&Ａ、資産処理リスク管理、企業清算・再

編、新三板登録、プロジェクト・ファイナンス 

学歴： 

重慶交通大学（会計学 学士 2003 年）、中山大学

（税法 修士 2006 年）  プロフィール 

鄧勇は、銀行、化学メーカ、自動車部品メーカ、建

設業者、商社を含む様々の業界の日系クライアント

に対し、投資、企業合併・買収を中心とした、資産

処分リスク管理、一般企業法務に関するアドバイス

やデューデリジェンスといったサービスを 10 年近

くにわたって提供してきました。 

また、資本運用における税務計画、シンジケートロ

ーン及び抵当権設定、株式会社への組織変更、技術

輸出入、クロスボーダー・サービス貿易、新三板登

録については幅広い経験を有しています。最近では、

日系企業によるクロスボーダーM&A や資産買収に

かかる案件、プロジェクト・ファイナンス、外資系

企業の清算や再編に関するサービスを多数、提供し

ています。 

主な著作物には、「不動産税務に関する法律サービ

ス・ガイドライン」（共同著作 2013）及び「資本

運用税務操作ガイドライン」（2013）などがありま

す。 

 

電話番号：186 8847 9160  

 E-mail: dengyong@gdhrx.com 
 

mailto:lawson@gdhrx.com
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  賀佳瑩子  パラリーガル                __ 事務所連絡先 

 電話： 
13560179501 

18819826619 

+8620-3825-0681 

    
電子メール: 

unitedway@gdhrx.com 

eiko@gdhrx.com; 

lawson@gdhrx.com; 

     住所： 
 

〒：510623        

廣州市天河區珠江新城珠江東路 32

號利通廣場 1303 

 

 

 

 

 

            
この QR コードをスキャンして、本所の公式ウィーチャットに追加 

本所の公式ウィーチャット：華瑞興法律事務所 

学歴： 

2011.06   湖南省湖南農業大学日本語学部本科卒業 

2014.06   広東外語外貿大学法律大学院卒業 

2014.05    広東華瑞興法律事務所    パラリーガル 

語学能力： 

2011.08    日本語能力一級 

2013.10    CET-6 

2013.10    「理論前沿」で「日本労働争議処理制度に

ついてわが国への启発」を発表し

て、優秀論文二等賞に選ばれる。 

 

賀は、独占禁止法と不正競争禁止法、商取引を中心とし

て、外商投資、労働契約・会社規則の審査、アドバイス、

さらには法律文書の日英翻訳を行っています。日本語と

英語によるサービスの提供が可能です。日系企業のニー

ズ把握に努め、より効果的な法務サービスが提供できる

よう、日々努力しています。 
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http://mail.qiye.163.com/jy3/compose/main.jsp?urlfrom=..%2fread%2fread.jsp%3foffset%3d33%26mid%3d30%253a1tbiHgHM31NYBNOG9wAAsh%26sid%3daAUFLZlRmgbSalDWaFRREvXCVBRyxRsy%26fid%3d1%26fr%3dfolder1%26page_no%3d2&sid=aAUFLZlRmgbSalDWaFRREvXCVBRyxRsy&to=eiko@gdhrx.com
mailto:lawson@gdhrx.com
http://weibo.com/u/2496123247
http://weibo.com/u/2496123247
http://weibo.com/u/2496123247

