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回答年月日 (Date of Filling Out) 2019/1/29

回答者名 (Name of the Answerer) Jennifer Lee

事務所概要事務所概要事務所概要事務所概要
(Profile of Your Law Firm)

事務所名称
(Name of Your Law Firm)

事務所住所
(Address)

設立年月
(Date of Establishment)

従業員数
(Number of Employees)

電話番号
(Telephone Number)

ファクシミリ番号
(Facsimile Number)

代表メールアドレス
(Main E-mail Address

of Your Law Firm)

事務所ホームページ
(Website of Your Law Office)

資格保持者人数資格保持者人数資格保持者人数資格保持者人数
(Number of Licensed People)

弁護士
(Number of Lawyers/Advocates)

70

特許代理人数
※シンガポール特許代理人規則第
6,7条による規定

(Number of Patent Attorneys

prescribed in Article 6 and 7 of

Singapore Patent Agents Rules 2001)

1

コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション
(Capability of Communication)

言語
(Language)

会話可能者数
(Number of Persons Who Are

Able to Talk in the Language)

読み書き可能者数
(Number of Persons Who Are Able

to Read and Write the Language)

日本語
（Japanese）
英語
（English)

128 128

主要業績主要業績主要業績主要業績
(Main Achievements)

業務内容
(Content of Business)

2016

(Year of 2016)

2017

(Year of 2017)

2018

(Year of 2018)

国内特許出願代理件数
(Number of Domestic Patent

Application Filings by Your Law

外国特許出願代理件数
(Number of Incoming Patent

Application Filings by Your Law

国内意匠出願代理件数
(Number of Domestic Industrial

Design Application Filings by Your

Law Firm)

外国意匠出願代理件数
(Number of Incoming Industrial

Design Application Filings by Your

国内商標出願代理件数

(Number of Domestic Application

Filings for Trademark Registration by

Your Law Firm)

外国商標出願代理件数

(Number of Incoming Application

Filings for Trademark Registration by

Your Law Firm)

訴訟関連業務訴訟関連業務訴訟関連業務訴訟関連業務
(Lawsuits Related Service)

業務内容
(Content of Business)

2016

(Year of 2016)

2017

(Year of 2017)

2018

(Year of 2018)

知財関連刑事訴訟代理件数
(Number of Criminal Lawsuits

Related to Intellectual Property cases)

1 to 2 1 to 2 1 to 2

知財関連民事訴訟代理件数
(Number of Civil Lawsuits Related to

Intellectual Property cases)

3 to 5 3 to 5 3 to 5

無効審判代理件数
（Number of Trials for Invalidation）

- - -

商標不使用取消審判代理件数
（Number of Trials for Cancellation of

Trademark for Non-Use）
- - -

その他関連業務その他関連業務その他関連業務その他関連業務
(Other Related Service)

業務内容
(Content of Business)

2016

(Year of 2016)

2017

(Year of 2017)

2018

(Year of 2018)

出願に関する先行技術調査件数
(Number of Prior Technology

Searches related to Applications)

1 to 10 1 to 10 1 to 10

模倣品に関する調査件数
(Number of Surveys related to

Counterfeit goods)

- - -

鑑定業務件数
(Number of Assessment Services)

- - -

パテントクリアランス調査件数
(Number of Freedom-to-Operate

Opinion Services)

- - -

その他の業務の件数

(Other)
-

主要連絡先主要連絡先主要連絡先主要連絡先
(Main Contact List)

氏名
(Full Name)

電話番号
（Telephone Number）

ファクシミリ番号
(Facsimile Number)

メールアドレス
(E-mail Address)

使用可能言語
(Languages capable)

代表者名
(Name of the Representative Person

of Your Law Firm)

Jennifer Lee +65 6381 6314 +65 6381 6869 jennifer.lee@rhtlawtaylorwessing.com English

日系企業対応者
(Name of the Contact Persons for

Japanese Clients)

Jonathan Kok +65 6381 6891 +65 6381 6869 Jonathan.Kok@rhtlawtaylorwessing.com English

事務所コメント事務所コメント事務所コメント事務所コメント
(Messages to your potential clients

in Japan)

+65 6381 6868

※以下情報をご提供頂きありがとうございます。頂きました情報はそのまま、※以下情報をご提供頂きありがとうございます。頂きました情報はそのまま、※以下情報をご提供頂きありがとうございます。頂きました情報はそのまま、※以下情報をご提供頂きありがとうございます。頂きました情報はそのまま、JETROのホームページに掲載させて頂きます※のホームページに掲載させて頂きます※のホームページに掲載させて頂きます※のホームページに掲載させて頂きます※

(Thank you for your cooperation.  The information below will be publicized on JETRO's website with minimal editing.)

1 to 50 1 to 50 1 to 50

Questionnaire for Law Firms in Southeast Asian Nation Surveys 2018

RHTLaw Taylor Wessing

Six Battery Road #10-01 Singapore 049909

Registration Date: 28/04/2011

128

80 to 120

+65 6381 6869

chonghuat.tan@rhtlawtaylorwessing.com 

http://www.rhtlawtaylorwessing.com/

Our Japan Practice represents and serves the Japanese corporate and expatriate community in Singapore. It also advises Japan-based corporations and

business entities which are looking to invest or do business in Singapore and the region. Our Japanese clients range from departmental store operators,

manufacturers and retailers to private equity funds and banks/financial institutions.

Our team members have collectively more than 30 years’ experience in serving Japanese clients. In this respect, they have a deep understanding of the

Japanese culture and ethics as well as the necessary legal expertise, know-how and insight to cater to the needs of the Japanese corporations and

individuals based in Singapore and the region.

Our Japan Practice works closely with various tax, accounting, recruitment and other professional firms in Japan and Singapore. It also has strong

working relationships with major law firms in Tokyo, Osaka and other parts of Japan. In this regard, we are also able to serve clients from Singapore or

other countries, which are interested in investing in or doing business in Japan.

当事務所のジャパンプラクティスは、シンガポールにおける日本企業及び日系コミュニティの法的代理業務を行い、また、シンガポー

ル及び近隣への投資を検討している日本所在の会社、企業に対し法的助言を行っております。当事務所のクライアントは、百貨店運営

会社、製造業、小売業から、PEファンド、銀行、金融機関にわたっております。

当チームのメンバーは、日本のクライアントへのサービス提供に関して全体として30年の経 験を有します。その意味で、当チームは日

本の企業とシンガポール及びその近隣をベースとしている個人のニーズに応えるために必要とされる法的専門性、ノウハウ及び洞察の

みならず日本の文化及び日本の規範について深い理解を有しております。

当事務所のジャパンプラクティスは、税務会計、人材その他各種の日本及びシンガポールのプロフェッショナル企業と密接に協働して

おります。また、東京、大阪その他の日本各地の法律事務所と強い結びつきがあります。その意味で、当事務所は、シンガポールその

他のクライアントで日本への投資又は日本でのビジネスを考えていらっしゃるクライアントへのサービスも提供することができます。

当事務所は、クライアントのニーズとご関心を満たすため、事務所のすべてのプラクティス分野からなるリーガルサービスを提供しま

す。

5 to 10 8 to 10 8 to 10

80 to 120 80 to 120


