
（所要時間約45分）
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阪神高速大阪港線

※阪神高速湾岸線 ・ 天保山方面からお越しの場合は、南港北出口より、
　堺 ・ 大阪南部方面からお越しの場合は南港南出口より、「インテックス大阪」方面へ。

阪神高速湾岸線

■自動車ご利用の場合

関西国際空港

大阪港咲洲トンネル

神戸方面から

南港南出口南港北出口本　町 天保山

IBPC大阪

世界第1位の人口を抱え、「世界の工場」から「世界最大規模の市場」へと変容した中国。国民の生活水準・生活環境の向上に
伴い、「中流層」と呼ばれる人々の数が急増しており、その巨大市場の内需は、依然として中国が魅力的な投資先であること
を示しています。また、新しいビジネス等の躍進的な成長によって世界を驚かし続ける中国の秘められたビジネスチャンスも、
多くの日本企業を惹きつけています。一方で、行政上の問題や、知財保護がきちんとなされない商習慣の違い等、ビジネスリ
スクも多く存在し、数多くの企業が撤退しているのも現実です。
刻一刻と移り変わる中国経済の動向をとらえ、入念なリサーチと準備が必要な中国進出。まずは、IBPC大阪「中国ビジネス
相談室」のアドバイザーにご相談ください。

新しいビジネススキーム案、契約内容のチェック、現地の雇用問題、所得税関連、物流の現状など、
まずはご相談ください。

相談システム 申し込み方法

※お申込み後、貴社の詳細情報等に関し、当ホームページ、相談室申込みフォームへのご入力をお願いすることがあります。ご了承ください。

専門
アドバイザー
専門

アドバイザー
専門

アドバイザー
専門

アドバイザー
相談者相談者

IBPC大阪
「中国相談」
IBPC大阪
「中国相談」

（中国とのビジネス
に関する質問）

（中国とのビジネス
に関する質問）

氏　名

業　種会　社　名

E-mail

第1希望　　　　　　　月　　　　　　　日　　午前 ・ 午後 （○で囲んでください）
第2希望　　　　　　　月　　　　　　　日　　午前 ・ 午後 （○で囲んでください）
第3希望　　　　　　　月　　　　　　　日　　午前 ・ 午後 （○で囲んでください）

□ すでに中国へ進出している □ これから進出する

お問い合わせ先 一般財団法人 大阪国際経済振興センター　国際部  （IBPC大阪）
〒559-0034　大阪市住之江区南港北1-5-102 インテックス大阪2F
TEL （06）6615-5522 FAX （06）6615-5518 Eメール　event@ibpcosaka.or.jp

会場へのアクセス

2020.10改訂

希望相談日時

部署名/役職

住　　　　所

TEL/FAX

相　談　内　容

IBPC大阪は、大阪とアジアを含む世界各都市との貿易・経済・投資に関する最新情報を提供し、皆様のビジネスをサポートしています。

一般財団法人 大阪国際経済振興センター 国際部（IBPC大阪）

貿易取引関係貿易取引関係貿易取引関係

知的財産権関係知的財産権関係知的財産権関係

投資関係投資関係投資関係
7.貿易取引と契約
8.輸出入と通関

9.中国での技術開発
10.侵害対策

進出
1.進出地域・手法の選択
2.パートナーの選択

3.資金の調達、債権管理と債権回収
4.財務・税務・労務問題

5.撤退方法の選択
6.清算手法・手続き

現地法人の運営

撤退

ご相談いただける内容・テーマ例
企業が抱える問題点は

様々です！
まずご相談ください！

下記のいずれかの方法でIBPC大阪にコンタクトしてください。
折り返し、相談内容に沿った専門アドバイザーを選定し、
調整した日時をご連絡いたします。

①WEBサイト（https://www.ibpcosaka.or.jp/）

③Eメール　event@ibpcosaka.or.jp

②TEL.06-6615-5522
　FAX.06-6615-5518 へお問い合わせ

IBPC大阪　中国ビジネス相談

Click!!

  一般財団法人 大阪国際経済振興センター（IBPC大阪）

検 索

中国ビジネス相談申込書 FAX：06-6615-5518
世界第1位の人口を抱え、「世界の工場」から「世界最大規模の市場」へと変容した中国。
伴い、「中流層」と呼ばれる人々の数が急増しており、その巨大市場の内需は、依然として中国が魅力的な投資先であること
を示しています。また、新しいビジネス等の躍進的な成長によって世界を驚かし続ける中国の秘められたビジネスチャンスも、
多くの日本企業を惹きつけています 方で 行政上の問題や 知財保護がきちんとなされない商習慣の違い等 ビジネスリ

中国ビジネス
相談室

境の境のの向上向上向上向上に
力的な投資先である と

無 料

。国民の生活水水準・生活環境

初回に限り

大阪国際空港

梅田

尼崎

新大阪

大阪

天王寺

住之江公園

インテックス大阪

大国町

なんば

本町弁天町

中ふ頭

関西国際空港

泉佐野

日根野和歌山市

和歌山

フェリー
ターミナル

西梅田

西九条

九条

京橋

奈良

河原町

JR新幹線   至東京JR新幹線

阪急神戸線

阪神本線
JR

ゆめ咲線
大阪港国際

フェリーターミナル

JR大和路線

南港ポートタウン線

Osaka Matro 谷町線

Osaka Matro 四ツ橋線

Osaka Matro 鉄中央線

Osaka Matro 御堂筋線

私鉄

JR

JR阪和線

コスモフェリーターミナル

南港ポートタウン線

かもめフェリーターミナル

南港フェリーターミナル

南海本線

地下鉄四つ橋線

JR神戸線
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東西線

JR環状線
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東梅田東梅田東梅田
京橋京橋京橋

森ノ宮森ノ宮森ノ宮谷町四丁目谷町四丁目谷町四丁目

地下鉄中央線地下鉄中央線地下鉄中央線



関西大学法学部法律学科二部卒業。1970
年弁護士登録。1979年法円坂法律事務所
開設。1980年～2001年大阪府中小企業
家同友会常任理事。1992年～1994年日
弁連法律相談事業に関する委員会委員長。
2000年中国司法部より正式認可を受けて
大連日本法律事務所開設。1996年から日
中法務交流・協力日本機構理事を務め、中国
法務事情セミナーを東京・大阪・名古屋・京都
等で開催し、また北京・大連・広州・深圳等にお
いて中国企業向けに日本の法律実務セミナ
ーを開催するなど、法的側面から日中経済交
流の促進に貢献。2004年より日本国際貿
易促進協会京都総局常任理事に就任。

法円坂法律事務所
弁護士
稲 田　堅 太 郎

1994年大阪府立大学工学部卒業。1999年中国弁
護士資格試験合格。2000年中国弁護士登録。同年
上海市世民律師事務所参画。2002年̃2010年弁
護士法人キャスト（現弁護士法人瓜生・糸賀法律事務
所）参画。2005年日本外国法事務弁護士登録（大阪
弁護士会）。2010年大阪弁護士会から第一東京弁
護士会へ登録換え。2010年世民外国法事務弁護士
事務所（東京）設立。2013年Shimin Law Offices 
P. C. （ニューヨーク、フィラデルフィア）設立。中国へ投資
し発展する外国企業のために長年にわたって法律サ
ービスを提供。主なサービス分野：外資投資法、商業
法、行政許可法等の法律コンサルティングサービス、
外資企業の経営発展計画の法的リスクコントロール
に係るコンサルティング、コンプライアンス対策に係

上海市世民律師事務所
パートナー弁護士

高　師 坤（コウ・シクン）

井 上 貴 司

大阪中国事業室(兼)京都事務所
シニアマネージャー ／ 公認会計士

有限責任あずさ監査法人

神戸大学経営学研究科修士課程修了。
1999年から2002年4月まで上海事務所
に出向、2002年5月から2005年迄北京
事務所に出向。日系中国現地法人の監査・
税務、中国における現地法人設立および中
国企業のM&A関係のコンサルティングを
担当。2006年1月より大阪中国事業室担
当。国際税制研究2004年13号に記事を
掲載。『中国子会社の投資・会計・税務』中央
経済社、有限責任　あずさ監査法人　中国
事業室/KPMG（編）を共同執筆。

中国福建省生まれ。北京大学法学部卒業。
中国福建省人民代表大会法制委員会6年
勤務を経て、1996年京都大学大学院法学
研究科修士課程修了。貿易会社に1年の勤
務を経て、1997年に中堅物流会社に入
社。アジアの物流にかかわる実務を6年間
経験し、2003年より物流や通関を中心に
中国に関連するコンサルティング業務を担
当。各種団体の依頼による中国セミナー活
動や、顧客に対する情報提供、調査、同行な
ど企業サポートを行い現在に至る。

君合律師事務所上海オフィス
パートナー弁護士

駱　美 化（ロー・メイファ）

北京大学法学部卒業。1985年北京大学大 
学院修士課程修了。1994京都大学大学院
法 学研究科博士課程修了。1994年中国
律師資格取得。同年、北京君合律師事務所
に加入、翌年に同事務所のパートナー弁護
士に昇任。2002年外国法事務弁護士登
録。2012年に君合律師事務所上海オフィ
スに勤務、現在に至る。

上海市協力律師事務所
代表弁護士
協力法律事務所
外国法事務弁護士
姚　重 華（ヨウ・ジュウカ）

上海大学文学院（元復旦大学分校）法学部
卒業。上海市第二弁護士事務所勤務を経
て、1988年、京都大学法学部に留学。同大
学法学研究科修士課程、博士後期課程にて
民商法を専攻。その間、日本の法律事務所
にて中国法律業務に従事。1994年、上海
の弁護士事務所にて弁護士に復帰、協力弁
護士事務所を共同設立。2002年、外国法
事務弁護士資格の承認を得て、大阪弁護士
会に入会、現在に至る。

専 門アドバイザ ー専 門アドバイザ ー専 門アドバイザ ー専 門アドバイザ ー 〈法律〉〈税務〉〈投資〉〈物流〉〈労務管理〉〈仲裁〉の各分野から14人のエキスパートがお答えします。

大阪市立大学法学部卒業後、1978年～
83年京都市職員、1985年弁護士登録。現
在、土佐堀法律事務所弁護士／関西大学法
科大学院教授／中小企業基盤整備機構外
投資アドバイザー等。日本企業の中国投資
にかかわる法律問題、法律紛争解決に関し
幅広く活躍中。主要著書に、「中国労働関係
法令集」「中国会社法法令集」「逐条解説中
国契約法の実務」（中央経済社・編著）、「中
国会社法施行後の合弁企業」（商事法務研
究会・共著）その他多数の論文。

弁護士
村 上　幸 隆

土佐堀法律事務所

大連市生まれ。中国人民大学法学部・大学院
卒業後、全国弁護士資格統一試験に合格。
一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営
法務専攻。日本商社勤務(輸出入)を経て、
1994年北京融商弁護士事務所を創立し
弁護士活動を開始。1996年に来日、高橋・
大谷法律事務所にて中国法業務に従事。
1999年5月に三宅法律事務所に入所、10
月に外国法事務弁護士登録。2008年7月
中倫律師事務所上海事務所に入所。2009
年10月大成律師事務所上海事務所に入所。

大成律師事務所 上海事務所
パートナー弁護士

方　新（ホウ・シン）

1975年上海生れ。金沢大学付属高校をへ
て東京大学経済学部を1998年卒業。住友
銀行（現三井住友銀行）新横浜支店及び国
際営業部を経て2002年11月にカネボウ
入社。同社上海代表処駐在員として中国事
業管理に従事しながら、現地合弁企業（上海
華鐘コンサルタントサービス(有)）にて日系
企業向けコンサルティング業務を開始。対
中直接投資（現地法人設立）、事業再編
M&A、及び現地法人運営全般に対して平
易に解説し、理論のみでなく実務に強いコ
ンサルティングに定評がある。

楊　楽 陽（ヨウ・ラクヨウ）

上海楽凰企業管理有限公司
（LPCG） 代表

陣 内　偉
田中源工業株式会社

関西大学卒業後、国際（現日本）商事仲裁協会
入社。現在同協会理事（仲裁担当）・大阪事
務所所長。関西大学、京都産業大学大学院、
同志社大学大学院法兼任講師、同志社大学
法学研究科法務教育アドバイザー、マレー
シアKLRCA,モンゴル、カザフスタン仲裁
機関名簿仲裁人。著書に「英文販売・代理店
契約ーその理論と実際」、「国際技術ライセ
ンス契約三訂版」、「貿易売買契約とリスク
対応実務」(各同文館出版)、他著書、論文多
数。

GBCジービック大貫研究所
（グローバルビジネス・コンサルティング）代表、
（公社）日本仲裁人協会理事、
前（一社）日本商事仲裁協会理事

大 貫　雅 晴

関西学院大学経済学部卒業。同大学院商学
研究科博士課程前期課程修了、同後期課程
単位取得満期退学。1986年財団法人関西
生産性本部入局。国際経営、人事・雇用関連
事業を担当。財団法人日本生産性本部認定
経営コンサルタント。2002年大阪商業大
学専任講師、2004年同助教授、2008年
同教授、2017年より近畿大学経営学部教
授。博士（経営学）。著書は『グローバル人的
資源管理論』（単著）『「日系人」活用戦略
論』』（単著）『新興国における人事労務管理
と現地経営』（共編著）『中国の労使関係と
現地経営』（共著）『現場イズムの海外経営』
（共著）など多数。

近畿大学経営学部
教　授
古 沢　昌 之

株式会社アクアビジネス
コンサルティング

代表取締役社長
高 田　勝 巳

拓殖大学中国語学科卒業。東京三菱銀行の
上海支店長代理を経て98年に投資・経営コ
ンサルタントに転身。以来上海に拠点を置
き、主に日本企業の対中投資及び技術供与
及び中国企業の技術導入をサポートしてい
る。2５年余りの中国駐在歴を生かし、実践
的且つ分かり易いアドバイスで評価されて
いる。現職、(株)アクアビジネスコンサルテ
ィング代表取締役社長。

（日本・世民外国法事務弁護士事務所  
   代表・外国法事務弁護士）

※関西以外を主な活動拠点とするアドバイザーに関しては、出張等の期間に合わせて面談時間をお取りすることになります。

文教大学文学部卒業。株式会社加藤製作所
海外営業部入社。海外営業部では中国室入
札責任者として1年の半分以上を中国各地
で過ごす。99年よりアメリカ系コンサルテ
ィング会社の中国総代表を務め立ち上げか
ら全体的な管理運営を行う。また、業務では
自ら顧客に指導改善などのコンサル実務を
行い、在任中に手がけた企業数は300社以
上。
06年よりSGS-CSTC日本業務部総経
理として就任。17年よりSGS北東アジア・
事業開発本部ゼネラルマネージャーに就
任。ISO9001、ISO14001において
IRCA認定主任審査員資格保有。

SGS－CSTC　Standards
Technical Services Co.,Ltd.
副総監　兼　日本業務部ゼネラルマネージャー

宍 戸　弘 樹

SGS北東アジア 事業開発本部 
ゼネラルマネージャー

神戸市出身。早稲田大学法学部卒。1998
年弁護士登録。2001年より中国の法務案
件に従事し、日中間の投資・M&A、再編・撤
退、危機管理、知的財産、労務、訴訟・紛争等
の幅広い分野で豊富な実績を有する。日本
語・中国語・英語での業務対応が可能。上海
市に長年駐在し、現地の実務を踏まえた柔
軟で迅速なサポートを提供する。元東京理
科大学大学院客員教授(中国知財戦略担
当、2012年～2014年)。主要著作に「模
倣対策マニュアル(中国編)」(JETRO 
2012年3月)、「アジア進出・撤退の労務」
（共著、中央経済社、2017年7月）など多
数。日中の各地で講演を数多く行う。

西村あさひ法律事務所 
上海事務所
パートナー　代表弁護士
野 村　高 志

TEL               ： 06-6615-5522　
FAX   ： 06-6615-5518    
Email    ： event@ibpcosaka.or.jp
URL           : https://www.ibpcosaka.or.jp

〒559-0034　大阪市住之江区南港北1-5-102 インテックス大阪2F

詳しくは、WEBサイト、または上記よりお問い合わせ下さい。

IBPC大阪IBPC大阪
（一般財団法人 大阪国際経済振興センター 国際部)


