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し、「真に依頼者から信頼されるサービス」を提供

も、同事務所では国際的な活動への積極的な取り組

すること。そのため、実際の仕事を通じた新人弁護

み等を通じ、常に世界標準のプラクティスに対応で

士の育成にも注力しているという。「新人弁護士に

きる弁護士が育つ基盤が備わっている。

は、案件ごとに違うパートナーと組み、多様な現場
を経験させることで、リーガルプロフェッショナル
としてのスキルを磨いてもらいます。また、最初か

依頼者に寄り添い
顧客を守り抜く姿勢

ら依頼者と直に接する機会を設け、“依頼者のニー

現在の企業法務においては、国内外を問わず、多

ズに即した責任感のある仕事をする”という弁護士

種多様なニーズへの対応が求められるため、熟練の

業務の基本を、実践の中から身につけてもらってい

弁護士でさえも過去に経験したことのないまったく

ます」（難波弁護士）。同事務所の若手弁護士たちに

新しい問題に直面するがどのような依頼であって

は、さまざまな業務を先輩弁護士と共同で行い経験

も、さまざまな角度からリスクを洗い出し、とこと

を積むのと同時に、所内で開催される多くの勉強会

ん依頼者に寄り添って考えることを同事務所は理念

等への参加も義務付けられる。そうした日々を通じ、

としている。そうした事務所の姿勢や文化を発展

各自が自身の基盤となる幅広い分野の知識・経験を

させようという所員の意識や一体感は強い。「弁護

身につけながら、早い時期から進むべき専門分野を

士は各人が責任を持って仕事をすることが基本です

開拓していくのだ。

が、同時にチームワークも必要です。そうした共通

グローバル時代の頼れる
パートナー

の価値観を持ち、個と組織の調和といったバランス
感覚に優れた人材が集まってきています。それもま
た、
当事務所の強みだと思います」
（鳥養雅夫弁護士）
。

日本企業の海外進出の増加に伴い、桃尾・松尾・

継承されてきた文化を軸に据え、個々の弁護士の深

難波法律事務所に依頼される渉外案件も増加傾向に

い専門性を活かした質の高いサービスを提供しなが

あるという。同事務所は、全世界約 125 都市、75

ら、さらなる成長を目指す桃尾・松尾・難波法律事

のローファーム、5,000 人の弁護士が参加する国際

務所。「依頼者のために結果を出せるように必死で

せていくためである。
「弁護士の仕事にはマニュア

的なネットワーク「INTERLAW」の日本における

食らいついていく。難しい問題でも決して投げ出さ

ルがなく、座学で学べるものではありません。新人

唯一のメンバーファームであり、その強みを活かし

ず考え抜く、強い責任感を持った、ひとことで言え

弁護士は先輩弁護士の仕事ぶりに学び、自ら成長し

た高品質かつグローバルなサービスを提供すること

ば“逃げない人”。これが我々の描く弁護士像です」

ていくものです。そのために理想的なのは、一人ひ

ができる。国や地域、ビジネスの業種や業態、関係

（難波弁護士）。ビジネスのグローバルスタンダード

現在のネーミングパートナーである桃尾重明氏、

とりの弁護士がさまざまな法分野に関わりつつ成長

する法分野を問わず、多くの企業からさまざまな相

を熟知していることに加え、依頼者の利益を追求す

松尾眞氏、難波修一氏の 3 名の弁護士を中心に、

していける環境。そうした環境を維持・強化するた

談が寄せられるのは、そうした確固たる強みがある

るための努力を厭わない。難波弁護士が語った、そ

1989 年に発足した桃尾・松尾・難波法律事務所。「真

めに、急激な規模の拡大は好ましくないというのが

からだ。また、昨今のグローバル化の流れにおいて

うした“逃げない”弁護士の存在こそが、今後も海

に依頼者から信頼される」法律事務所であるために、

我々の考え方なのです」
（向宣明弁護士）
。

は、世界基準となる大きなルール変更等への迅速な

外に進出する日本企業を支えていくのだろう。

ビジネスを強力に支援する
専門性と国際的なネットワーク。
中規模ならではのメリットを活かす

国内法律事務所の大規模化が進む現在においても、
一貫して現状の規模を維持し続けている。
同事務所があえて「中規模」にこだわるのにはも

育成方針から見える
弁護士のクオリティ

対応も、現在の渉外弁護士に求められる資質といえ
る。「例えば、国際仲裁においては、IBA（国際法
曹協会）の証拠調べ規則が広くガイドラインとして

DATA
◉ 所属弁護士等

ちろん理由がある。その一つは、スタッフを含めた

同事務所が提供するリーガルサービスは、最も得

参照されるようになり、それに伴ったプラクティス

所員同士が、それぞれの人柄や仕事ぶりを理解・信

意とする渉外、企業法務をはじめ、労務問題や独占

が世界で定着しています。海外での企業活動をサ

頼し、互いをフォローし合える関係性を持続させる

禁止法、知的財産権、訴訟・紛争・仲裁と多岐にわ

ポートする我々のような弁護士には、そうしたグ

ため。もう一つは、開設以来築き上げてきた事務所

たる。同事務所のモットーは、そうしたすべての案

ローバル化にいち早く対応することが求められてい

の文化を維持・共有しながら、事務所自体を成長さ

件において、新人もベテランも等しく深い知識を有

るのです」（内藤順也弁護士）。そうした点において
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パートナー21名、オフカウンセル2名、アソシエイト
21名、フォーリン･アトーニー2名
◉ 沿革
1989年4月に、現在のネーミングパートナーである3
人の弁護士を中心に発足
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内藤 順也

弁護士

パートナー

Junya Naito

桃尾・松尾・難波法律事務所
パートナー＆オフカウンセル

各分野に精通した弁護士が総力を上げ、企業
法務に関するあらゆるニーズにお応えします。

弁護士

パートナー

Masao Torikai

弁護士

パートナー

Shigeaki Momoo

弁護士

パートナー

Makoto Matsuo

弁護士

パートナー

【手がけた案件】 橋梁談合
（刑事／行政）
事件、
海運カルテル事
件、
自動車部品・電子部品カルテル事件ほか独占禁止法違反事
件対応、企業結合審査対応、特許権侵害訴訟等の知的財産権
関連事案対応、
その他取引紛争対応等
【経歴】 1994年東京大学法学部卒業／1996年桃尾・松尾・難波法律事務所入
所（第一東京弁護士会）／2000年米国ニューヨーク州コーネル大学ロースクール（LL.
M.）修了／2001年米国ニューヨーク州弁護士登録／2009年一橋大学大学院国際
企業戦略研究科博士後期課程修了博士（経営法）弁理士登録／2010年～2018年
一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師（独占禁止法）／2011年～2019年立命
館大学法科大学院講師（独占禁止法）／2013年第一東京弁護士会総合法律研究
所独禁法研究部会事務局長／2014年日本弁護士連合会独占禁止法改正問題ワーキンググループ事務局長／2016年2月～
2017年3月公正取引委員会「独占禁止法研究会」会員（裁量型課徴金制度を含む課徴金制度の在り方について）。

中谷 浩一

弁護士

パートナー

【手がけた案件】 多数のクロス・ボーダー M&A案件（特にア
ジア・欧州を中心とするアウトバウンドM&A）
、不動産投資案件、
各種紛争案件（金融・投資に関する紛争、PL、商取引に関す
る紛争、システム開発紛争、株主代表訴訟等）
【経歴】 東京都生まれ／ 1982年司法試験合格／ 1982年東
京大学法学部卒業／ 1984年司法修習終了（36期）
、第一
東京弁護士会登録／ 1987年コロンビア大学ロースクール（LL.
M.）修了／ 1988年アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士登録
及びカリフォルニア州弁護士登録／アメリカ合衆国ニューヨーク
州Weil,Gotshal ＆ Manges法律事務所勤務を経てアメリカ合衆国ニューヨーク州バンカーズト
ラスト勤務後、桃尾･松尾･難波法律事務所設立。

兼松 由理子

弁護士

パートナー

Yuriko Kanematsu

【手がけた案件】 ポロクラブ審決取消請求事件（原告側）
、
パー
ムスプリングスポロクラブ事件上告審（補助参加人側）
、
ポロジー
ンズカンパニー／ラルフローレン審決取消請求事件（原告側）
等多数の知的財産権関連事件
【経歴】 東京都生まれ／ 1983年3月早稲田大学法学部卒業／
1985年司法試験合格／ 1986年3月早稲田大学大学院法学研究
科前期課程修了（法学修士）／ 1988年3月司法修習終了（40期）
（第一東京弁護士会）、尾崎・桃尾法律事務所入所／ 1989年
桃尾・松尾・難波法律事務所入所／ 1994年オタワ大学大学院修
士課程修了（マスターオブロー）／ 1997年桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー／株式会社レク
メド社外監査役／ FOREVER21JAPAN TRADING COMPANY合同会社代表社員職務執行者。
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弁護士

パートナー

【手がけた案件】 2009年ハウステンボス株式会社更生管財
人代理、2007年～ 2009年模倣品・海賊版拡散防止条約
（ACTA） 交 渉、WTOパネル（EUのITA関 税 分 類 問 題 等 ）
ほか国際通商紛争案件（経済産業省在籍時）
【 経歴 】 東京都生まれ／ 1999年東京大学法学部卒業／
2001年弁護士登録（第一東京弁護士会）／ 2006年コロン
ビア大 学ロースクール（LL.M.）修 了 ／ 2006年～ 2007年
Kirkland&EllisLLP（Chicago）
／ 2007年ニューヨーク州弁護
士登録、2007年～ 2009年経済産業省（通商政策局通商機
構部）
／ 2010年弁理士登録。

三谷 革司

弁護士

パートナー

弁護士

パートナー

パートナー

弁護士

パートナー

Shinichiro Uemura

【手がけた案件】 国際仲裁（ICC,JCAA）
、株主代表訴訟・
株主総会決議取消訴訟等の商事訴訟、一般の民事・商事紛
争訴訟、仮差押・仮処分、強制執行
【経歴】 静岡県生まれ／ 2001年司法試験合格／ 2002年
一橋大学法学部卒業／ 2003年司法修習終了（56期）
、第
一東京弁護士会登録、桃尾・松尾・難波法律事務所入所／
2008年ボストン大学(BostonUniversity)ロースクール（LL.M.）
修了／ 2008年～ 2009年カリフォルニア州Quinn Emanuel
Urquhart Oliver & Hedges法律事務所（現Quinn Emanuel
Urquhart & Sullivan法律事務所）勤務／ 2009年ニューヨーク州弁護士登録／ 2012年桃
尾・松尾・難波法律事務所パートナー就任。

弁護士

パートナー

【手がけた案件】 非公開
【経歴】 神奈川県生まれ／ 1995年東京大学法学部卒業／
1995年4月三井物産株式会社入社／ 1998年4月桃尾・松尾・
難波法律事務所入所、第一東京弁護士会登録／ 2002年5月
ニューヨーク大学ロースクール（LL.M.）修了／ 2002年9月～
2003年7月Bingham McCutchen法律事務所勤務／ 2003年
ニューヨーク州弁護士登録。

小林 崇

弁護士

パートナー

【手がけた案件】 非公開
【経歴】 兵庫県生まれ／ 1998年3月東京大学法学部卒業／
1998年4月～ 2005年3月ソニー株式会社（法務部、知的財
産渉外部他）勤務／ 2004年司法試験合格／ 2006年10月
司法修習終了（59期）
、
同月弁護士登録（第一東京弁護士会）
／ 2010年5月コロンビア大学ロースクール（LL.M.）修了／
2011年9月アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士登録／ 2016
年桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー就任。

山田 洋平

弁護士

パートナー

【手がけた案件】 非公開
【経歴】 アメリカ合衆国ノースカロライナ州生まれ／ 2004年
司法試験合格／ 2005年3月東京大学法学部卒業／ 2006
年10月司法修習終了（59期）
、同月弁護士登録（第一東京
弁護士会）
／ 2011年5月コロンビア大学ロースクール（LL.M.）
修了／ 2011年9月～ 2012年6月ニューヨーク州Davis Polk
& Wardwell LLP (NY) 勤務／ 2012年アメリカ合衆国ニュー
ヨーク州弁護士登録／ 2012年6月～ 2013年3月デービス・
ポーク・アンド・ウォードウェル外国法事務弁護士事務所勤務／
2016年桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー就任。

松尾 剛行

弁護士

パートナー

弁護士

【手がけた案件】 非公開
【経歴】 山形県生まれ／ 2004年司法試験合格／ 2006年3
月東京大学法学部卒業／ 2007年9月司法修習終了（60期）
、
同月弁護士登録（第一東京弁護士会）
、桃尾・松尾・難波
律事務所入所／ 2013年5月ハーバード大学ロースクール卒業
（LL.M.）修了／ 2014年アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護
士登録／ 2015年北京大学ロースクール卒業／ 2019年1月桃
尾・松尾・難波法律事務所パートナー就任。

森 慎一郎

弁護士

パートナー

Shinichiro Mori

【手がけた案件】 非公開
【経歴】 岐阜県生まれ／ 2002年3月東京大学法学部卒業／
2002年司法試験合格／ 2004年10月弁護士登録（第一東京
弁護士会）
、桃尾・松尾・難波法律事務所勤務入所／ 2010
年5月アメリカ合衆国イリノイ大学ロースクール卒業（マスターオ
ブロー授位）／ 2010年～ 2011年アメリカ合衆国カリフォルニ
ア州Weil,Gotshal & Manges勤務／ 2011年アメリカ合衆国
ニューヨーク州弁護士登録／ 2014年桃尾・松尾・難波法律
事務所パートナー。

森口 倫

【手がけた案件】 非公開
【経歴】 神奈川県生まれ／ 2002年東京大学法学部卒業／
2005年10月弁護士登録（第一東京弁護士会）
、桃尾・松尾・
難波法律事務所入所／ 2009年ワシントン大学（University of
Washington）ロースクール（LL.M.）修了／ 2009年～ 2010
年Dewey & Leboeuf LLP勤務／ 2010年ニューヨーク州弁護
士登録／ 2015年桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー就任。

Takayuki Matsuo

Norito Ohori

【手がけた案件】 国内外の著名ブランドの知的財産権・契約そ
の他コーポレート法務対応、㈱長崎屋更生管財人補佐、㈱マイ
カル民事再生申立代理人、ハウステンボス㈱更生管財人代理、
その他企業再生・倒産・紛争・M&A対応
【経歴】 東京都生まれ／ 1994年早稲田大学卒業／ 1998年第一
東京弁護士会登録、桃尾・松尾・難波法律事務所入所／ 2003年
ペンシルバニア大学ロースクール（LL.M.）修了／ 2003年～ 2005
年Linklatersブリュッセル・オフィス勤務／ 2005年ニューヨーク州弁護
士登録／ 2008年桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー就任。修
了／ 2003年～ 2005年Linklatersブリュッセル・オフィス勤務／ 2005年ニューヨーク州弁護士登録／
2008年桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー就任／ 2017年4月～司法研修所教官（民事弁護）。

上村 真一郎

弁護士

大堀 徳人

パートナー

Yohei Yamada

【手がけた案件】 上場企業・ファンドによる各種M&A案件（国
内・海外）
、独禁事件（国内審査事件、国際カルテル事件等）
、
不祥事事案の内部調査、米国訴訟対応、その他企業間の紛争・
訴訟、不祥事対応、株主総会アドバイス、株主代表訴訟等
【経歴】 香川県生まれ／ 1999年司法試験合格／ 2000年東
京大学法学部卒業／ 2002年桃尾・松尾・難波法律事務所
入所、第一東京弁護士会登録／ 2007年コロンビア大学ロース
クール（LL.M.）修了、ニューヨーク州司法試験合格／ 2007
年～ 2008年ニューヨーク州Weil,Gotshal & Manges法律事
務所勤務／ 2011年桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー就任。

鈴木 毅

弁護士

Takashi Kobayashi

Tsuyoshi Suzuki

【手がけた案件】 システム開発訴訟、知的財産権訴訟（審決
取消訴訟、
侵害訴訟）
、
ライセンス等国際取引案件、
M&A案件（国
内・国外）を多数手がける
【経歴】 東京都生まれ／ 1992年慶應義塾大学法学部政治
学科卒業／ 1997年弁護士登録／ 1997年日本IBM株式会社
法務部勤務／ 2004年桃尾・松尾・難波法律事務所／ 2007
年ワシントン大学ロースクール（LL.M./Intellectual Property
Law and Policy）修了／ 2007年～ 2008年Studio Legale
Jacobacci& Associati事務所（イタリア・トリノ）勤務／ 2009年～ 2011年2月東京農工大
学技術経営研究科非常勤講師／ビリングシステム株式会社監査役。

岩波 修

【手がけた案件】 非公開
【 経 歴 】 東 京 都 生まれ／ 1996年 東 京 大 学 法 学 部 卒 業
／ 1999年 弁 護 士 登 録、 同 年 桃 尾・松 尾・難 波 法 律 事 務
所 入 所 ／ 2004年 南カリフォルニア大 学ロースクール（LL.
M.）修了／ 2004年Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP
（LosAngeles）勤務／ 2005年ニューヨーク州弁護士登録。

大江 耕治

杉本 亘雄

Nobuo Sugimoto

Kakuji Mitani

Osamu Iwanami

Shuichi Namba
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パートナー

Koichi Nakatani

【手がけた案件】 国内外独禁刑事・民事事件（国内審査事件、
米国独禁民事訴訟、国際カルテル刑事事件等）
、ブランド品・映
像著作物・ソフトウェア侵害事件、役員責任追及訴訟・株主代
表訴訟、上場企業の内部調査委員、コンプライアンス委員等
【経歴】 東京都生まれ／ 1972年司法試験合格／ 1973年東
京大学法学部卒業／ 1975年司法修習終了（27期）
、弁護
士登録／ 1978年コロンビア大学ロースクール（LL.M.）修了／
1979年アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士登録／ 2005年～
2013年一橋大学法科大学院非常勤講師／ 2009年～ 2011年
東京農工大学大学院技術経営研究科客員教授／株式会社カプコン社外取締役／住友林業株
式会社社外監査役。

難波 修一

弁護士

Nobuaki Mukai

【手がけた案件】 株式会社長崎屋 更生管財人、ハウステンボ
ス株式会社 更生管財人
【経歴】 兵庫県生まれ／ 1963年司法試験合格／ 1964年東
京大学法学部卒業／ 1966年3月司法修習終了（18期）4月
弁護士登録（第一東京弁護士会）
／ 1969年6月テキサス大学
ロースクール、Master of Comparative Law授位／ 1995年
10月法制審議会倒産法部会委員／ 2000年3月最高裁判所民
事規則制定諮問委員／ NISSHA株式会社社外監査役。

松尾 眞

向 宣明

パートナー

Koji Ohe

【手がけた案件】 非公開
【経歴】 千葉県生まれ／ 1987年3月東京大学法学部卒業／
1991年司法試験合格／ 1994年3月司法修習終了（46期）
、
4月弁護士登録（第一東京弁護士会）
／ 1998年5月ノースウェ
スタン大学ロースクール（LL.M.）修了／ 2000年3月アメリカ
合衆国ニューヨーク州弁護士登録／鳥居薬品株式会社社外取
締役／株式会社ツクイ社外取締役。

桃尾 重明

弁護士

Tetsuhiro Nishiyama

【手がけた案件】 非公開
【 経歴 】 島根県松江市生まれ／ 1988年司法試験合格／
1989年3月東京大学法学部卒業／ 1991年3月司法修習終
了（43期）
、4月弁護士登録（第一東京弁護士会）／ 1995
年5月コロンビア大学ロースクール（LL.M.）修了（ストーン賞）
／ 1996年3月アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士登録／
1995年9月～ 1997年7月Weil,Gotshal&Manges法律事務所
（ニューヨーク市）勤務／ 2008年4月～ 2009年3月成蹊大
学非常勤講師（会社法）／ 2009年4月～ 2012年4月司法研
修所教官（民事弁護）／ 2012年10月～ 2015年11月司法試験考査委員及び司法試験予
備試験考査委員（商法）
／ 2017年8月～東京地方裁判所委員会委員。

鳥養 雅夫

西山 哲宏

パートナー

Rin Moriguchi
【手がけた案件】 非公開
【経歴】 大阪府生まれ／ 2002年3月早稲田大学法学部卒業
／ 2004年9月司法修習終了（57期）
、10月弁護士登録（第
一東京弁護士会）
／ 2009年4月～ 2010年9月金融庁市場課
専門官／ 2014年ロンドン大学キングスカレッジ（LL.M.）修了。

【手がけた案件】 国際仲裁（ICC, JCAA, TOMAC等）
、米
国訴訟対応その他国内外における紛争解決、事業会社・PEファ
ンド等によるM&A、各種損害保険に関するアドバイス、企業不
祥事対応、各種コーポレート案件
【経歴】 愛知県生まれ／ 2006年3月東京大学法学部卒業／ 2008
年3月東京大学法科大学院卒業／ 2009年12月司法修習修了（62
期）、同月弁護士登録（第一東京弁護士会）／ 2015年5月コロンビア
大学ロースクール（LL.M.）修了／ 2015年～ 2016年Wilmer Cutler
Pickering Hale and Dorr LLP（ロンドンオフィス）アソシエイト／ 2016
年アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士登録／ 2016年10月～ Asia-Pacific Forum for International
Arbitration 日本代表／ 2019年1月桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー就任。

菊池 洋一

弁護士

オフカウンセル

Yoichi Kikuchi

【手がけた案件】 非公開
【経歴】 奈良県生まれ／ 1975年司法試験合格／ 1976年
東京大学法学部卒業／ 1978年司法修習終了（30期）
、東
京地方裁判所判事補／ 1988年在オランダ大使館一等書記官
／ 1991年以降、法務省民事局付、同局第四課長（現商事
課長）
、同局参事官（商法担当）
、東京地方裁判所部総括判
事、法務省大臣官房司法法制部長等を歴任／ 2010年徳島
地方・家庭裁判所長／ 2011年京都地方裁判所長／ 2013
年東京高等裁判所部総括判事／ 2017年広島高等裁判所長
官／ 2018年裁判官を定年退官。弁護士登録（第一東京弁護士会）
、桃尾・松尾・難波法
律事務所入所。中央建設工事紛争審査会特別委員。
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