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◇事務所概要

氏名
代表者名 王丹

日系企業対応窓口 権鮮枝
主要知財分野責任者 徐家力

権鮮枝

付建軍

◇支所及び
　　提携事務所

中国国内外
の支所

所在地 責任者 人数 TEL FAX

国内 北京 王丹 358 （86-10）85328000 （86-10）65323768

国内 上海 楊坤 211 （86-21）60857666 （86-21）60857655

国内 瀋陽 徐馳 169 （86-24）22941166 （86-24）22940573

国内 深セン 賈紅衛 181 （86-755）23982682（86-755）23982723

国内 広州 沙渝晨 31 (86-20）38039983 (86-20）38039923

国内 南京 胡先龙 114 （86-25）86990069 （86-25）84798829

国内 天津 雷艶智 28 （86-22）23302010 （86-22）23302010

国内 蘇州 張擁軍 35 （86-512）87661578（86-512）87661579

国内 南通 周東華 43 （86-513）55888555（86-513）55880048

国内 株洲 易露 21 （86-731）28781717（86-731）28789418

国内 大連 韓海鷗 25 （86-411）84804466（86-411）84801488

国内 香港 劉暁明 3 （852）22760188 （852）22760188

国内 太原 侯鉄芳 67 （86-351）6836499 （86-351）6836499

国内 杭州 馮寧 42 （86-571）87759171（86-571）87759171

国内 武漢 哈斯 11 （86-27）63377636 （86-27）63377636

国内 貴陽 龍岩 25 （86-851）88617559（86-851）88617559

国内 成都 黄永慶 39 （86-28）66327885 （86-28）66327881

国内 湖州 陳紹平 47 （86-572）2212739 （86-572）2212739

国内 昆明 張茜 44 （86-871）68171395（86-871）68171395

国内 揚州 許暁 27 (86-514）89989600(86-514）89989600

国内 鄭州 魏雲 70 (86-371）67323066(86-371）67323066

国内 重慶 賈鋭 35 (86-23）63677699 (86-23）63677699

国内 仏山 陳連志 31 （86-757）22328899（86-757）22328899

国内 蕪湖 古立平 28 （86-553）38872088（86-553）38872088

国内 青島 于鸿章
国内 西安  崔可

◇コミュニケーション 言語

日本語

英語

◇人員
経験年数
1年未満

経験年数
1年～3年

経験年数
3年～5年

経験年数
5年～10年

経験年数
10年以上

小計 合計

30 200 200 500以上 310 1300以上

3 18 17 20 20 78

0 2 2 6 10 20

1 3 1 6 12 23

知財担当
主な弁護士

氏名
日本語

対応の可否
英語

対応の可否
経験年数
/担当件数

① 徐家力 / 可 27年

略歴

② 権鮮枝 可 可 22年

青山特許事務所、日本技術貿易株式会社、久遠特許事務所、日誠国際特許事務所、吉原特許法律事務所、暁合同特許事務所、
河野特許事務所、リバーフロー国際特許事務所、杉村萬国特許事務所、平田国際特許事務所、羽鳥国際特許商標事務所等
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20 20

電気

事 務 所 英 文 名 称

2020年1月16日

鄧風華

対応可能の知財担当弁護士の数文書可能者数（知財のみ）

E-mail

法律事務所フォーマット

北京市隆安律师事务所
BEIJING  LONG  AN  LAW  FIRM

事 務 所 中 文 名 称

日本の法律事務所

本 社 住 所

設 立 年 月

E-Mail

beijing@longanlaw.com

機械、電気、化学、医薬、生物

従 業 員 数 1600人以上

北京市建国門外大街21号北京国際倶楽部ビル8階

H4.12.29

事 務 所 Homepage

法 律 上 の 専 門 領 域

Ｆ Ａ Ｘ （86-10）65323768、88096923

E-mail ア ド レ ス

（86-10）65325588、85328000、88096573Ｔ Ｅ Ｌ

quanxz@longanlaw.com
http://www.longanlaw.com

提携調査会社（任意） 上海拥智商务咨询有限公司、北京博正信息咨询有限公司

（86-10）65323768、88096923

知的財産法務、資本市場及び金融業務、企業法務、大規模プロジェクト法務、国際法務、訴訟と仲裁

（86-10）85328000、88096573

（86-10）65323768

（86-10）65323768

（86-10）65323768、88096923（86-10）85328000、88096573

FAXTEL

（86-10）65323768、88096923

（86-10）85328000

（86-10）85328000、88096573

技 術 上 の 専 門 領 域

（86-10）85328000

ARENT FOX LLP, Wasserman Comden &Casselman LLP, Morgan Lewis & Bockius LLP, DLA Piper, Kims and Lees　International
Patent and Law Offices、YAEJUNE Patent & Trademark Law Firm、IP Attorneys Group, LLC、BARNES & THORNBURG LLP、
Leydig, Voit & Mayer, Ltd.、Edell, Shapiro & Finnan LLC、Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP 等

提携事務所

wangdan@longanlaw.com
quanxz@longanlaw.com
jialixu@longanlaw.com
quanxz@longanlaw.com

hangzhou@longanlaw.com
wuhan@longanlaw.com

fujianjun@longanlaw.com

1600以上

知財全領域

35

huzhou@longanlaw.com
kunming@longanlaw.com
yangzhou@longanlaw.com

事務所名

guiyang@longanlaw.com

29

zhengzhou@longanlaw.com
chongqing@longanlaw.com

foshan@longanlaw.com
wuhu@longanlaw.com

qingdao@longanlaw.com

chengdu@longanlaw.com

xian@longanlaw.com

会話可能者数（知財のみ）

日本以外の海外法律事務所

5

弁護士の人数

商標、著作権、不競法

事務員

suzhou@longanlaw.com
nantong@longanlaw.com
zhuzhou@longanlaw.com
dalian@longanlaw.com

hongkong@longanlaw.com
taiyuan@longanlaw.com

shanghai@longanlaw.com
shenyang@longanlaw.com
shenzhen@longanlaw.com
guangzhou@longanlaw.com

nanjing@longanlaw.com
tianjin@longanlaw.com

知財の専門領域
（特許、意匠、商標、不競法等）

技術の専門領域
（機械、電気、化学）

/

翻訳者

所長兼知的財産権センター責任者、中国初の知的財産権博士後研究員であり、中国最高人民検察院の勤務を経て1992年に隆安法律事務所を創
立、現在に至る。 国家知的財産戦略専門家、中国国際経済貿易仲裁委員会仲裁員、最高人民法院知的財産権指導事例(北京)基地専門家委員会
専門家（2014.5-2019.5）、北京知的財産権法院の特任専門家、中国法学会知的財産権研究会常務理事、全国弁護士協会、北京市弁護士協会前副
会長、各委員会委員長歴任、中国政法大学知的財産権センター主任、博士生指導教員、米国Duquesne University大学法学院兼職教授。北京市最
優秀弁護士TOP10、北京市最優秀知財弁護士TOP10、司法部「二等功臣」、 中国弁護士協会「中国優秀弁護士」、 ALB　2018年「中国知的財産権
弁護士TOP15」を受賞 。

詳細内訳：資格取得
名称・取得人数等 日本語検定（1級）12名 日本語検定（1級）5名日本語検定（1級、2級）29名

知財担当弁護士の人数

人員構成
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略歴

③ 付建軍 / 可 23年

略歴

④ 陳紹平 / 可 11年

略歴

⑤ 趙彦雄 / 可 24年

略歴

⑥ 韓羽楓 / 可 18年

略歴

⑦ 楊雲 / 可 15年

略歴

⑨ 李暁寧 / 可 9年

略歴

⑧ 鄭孝軍 / 可 9年

略歴

⑨ 曹傑 / 可 5年

略歴

⑩ 楊暁青 可 可 7年

略歴

◇知財訴訟業務内容

3：1

◇専利・商標出願業務 機械部 化学部 電気部 その他分野部門 意匠 小計 合計

13 12 18 7 7 39（両分野担当14）

10 7 12 4 3 36

8

9

商標出願業務 人数 合計

商標代理人 5

翻訳者 2
事務員 2

特許、実用新案、意匠

8

9

2000元～3000元

日本（60％）、アメリカ（25％）、ドイツ（10％）、その他（5％）

6：2：2知財訴訟と他の訴訟業務の比率

通貨単位　

主な外国クライアントの国籍と比率クライアントの内外比率

趙彦雄、楊雲、朱営琢

5

在籍元審判官のお名前

在籍元裁判官のお名前

元特許庁審査官在籍の人数

特許、実用新案、意匠

弁護士・弁理士、得意の技術分野が電気・機械であり、執業以来、新規出願明細書300件以上を作成し、OA応答が300件を超えており、また、
特許無効鑑定、侵害鑑定、無効審判、行政訴訟、侵害訴訟にも数多く手掛けて実務経験を積み重ねて、国内外のクライアントに法的サポート
を提供してきた。

商標、不競法

3

/

商標弁護士・弁理士、商標に関するコンサルティング、調査、登録出願、異議の申立、無効審判、取消審判、商標訴訟、使用権の許諾、譲渡
及び税関における知的財産権保護などにおいて、豊富な経験があります。中国国内の企業及び海外企業に法的サポートを提供している。

商標、著作権、不競法

李京生、沙渝晨、賈浩天、韓羽楓、曲文麗

92
専利代理資格なし（特許エンジニア）

事務員

専利出願業務担当者数

専利（特・実・意）：商標：他事件の訴訟比率

主なクライアントの業種

電気、機械

料金体系

電気

9

翻訳者

専利代理資格あり（弁理士）

3：7

シニアパートナー・弁護士・弁理士、最高人民法院知的財産権指導事例(北京)基地専門家委員会専門家（2014.5-2019.5）、中国政法大学非常勤講
師、北京朝陽弁護士協会知的財産権研究会会長、中国知的財産権研究会理事、中国弁理士協会理事、日本知的財産協会（JIPA）講師、米国
Women in AIPLAアジア太平洋地域主席。隆安知的財産部の創立者の1人であり、主に知的財産権法及び会社法分野の仕事を担当しており、知的財
産権分野において、22年の実務経験を有し、特許・実用新案・意匠・商標出願を数千件、特許無効審判、商標異議、商標三年不使用取消、商標無効
審判、特許/商標/著作権/営業秘密/反不正競争などの知財訴訟案件を百件以上担当した経験を生かし、外国企業から中国企業まで、高品質且つ
総合的な知財保護サポートを提供している。司法部「全国渉外弁護士1000人」、強国知財研究院「商標弁護士TOP10」及び「特許弁護士TOP10」、
2015-2018北京朝陽区優秀弁護士。
●「中国特許法第3次改正ハンドブック」　/発明協会出版/　翻訳者
●「中国デザイン関連法」　/発明協会出版/　著作権編担当
●「特許実務指南」　/上海交通大学出版社出版/　著者
●共同執筆の「第三次改正中国商標法解説」文章が日本発明協会の『発明』誌に連載
●「Putting The Pieces Together: A Proposal For a Contributory Infringement Provision In Patent Law」　2016、Chicago-Kent Journal of Intellectual
Property

化学、機械

知財全領域

/

時間制の場合、大まかな料金の幅（任意）

元裁判官在籍の人数

弁護士・弁理士、2014年に隆安法律事務所に入所以来、出願業務において、明細書作成、OA応答の質が高い、チェック責任者、チームリーダを歴任
し、チームメンバーを率いてクライアントから高い評価を受けた。また、特許無効審判に強い、骨幹として、数多くの鑑定、無効審判、侵害訴訟、行政
訴訟案件に参加している。

シニアパートナー・弁護士・弁理士、主に知的財産権、刑事弁護、会社及び民事法務に携われ、特に知的財産権及び刑事弁護に詳しい。特許、商
標、意匠、著作権、営業秘密、ドメイン、不正競争、技術契約において、豊富な実務経験と大量の勝訴した実績を持つ。代理した知財訴訟案件が中国
最高裁「2018年中国裁判所50件知的財産権典型案件」、広州知財裁判所「2018年度科技革新保障の十大典型案件」に選ばれた。

特許、実用新案、意匠

特許、意匠、著作権、不競法 /

シニアパートナー・弁護士・弁理士、最高人民法院知的財産権指導事例(北京)基地専門家委員会専門家（2014.5-2019.5）、北京市工商行政管理局
商標専門家委員会委員。北京市第二中級人民法院知財廷の裁判長、ハイレベル技術類案件チームのチームリーダ、特許合議廷審判官などに務め
た経歴があり、審理担当した特許、商標、著作権、不正競争、技術契約、営業秘密などの知財案件が2000件以上に上る。その後、ある有名な特許事
務所や法律事務所に転職し、訴訟弁護士、知財顧問として活躍し続け、世界TOP500企業、ハイテク企業などのクライアントに知財コンサルティング及
び紛争解決のサポートを提供してきた。

パートナー・弁護士・弁理士、審査官として国家知識産権局特許庁に10年間務め、千件以上の出願案件を審査していた。特許調査、明細書作成、審
査、復審など実務経験が豊富で、数多く優秀公務員、星クラス審査官の表彰を受賞しており、技術専門家として、裁判所、地方知識産権局及び知的
財産権鑑定センターに行われた技術鑑定に参加した。

電気、機械

パートナー・弁護士・弁理士、中国知的財産権リーダー人材、中国知的財産権局の専門家委員会委員、最高人民法院知的財産権指導事例(北京)基
地専門家委員会専門家（2014.5-2019.5）、中国科技法学会理事、中国弁理士協会知的財産権訴訟専門委員会委員。中国国際貿易促進委員会特許
商標事務所（CCPIT）の所長アシスタント、電子部、機械部、商標部などの部門責任者を歴任し、特許及び商標分野の戦略、権利確認及び権利行使
に強く、北京、上海、広州、江蘇、深セン、南京など各地裁判所での豊かな訴訟経験が持っており、世界有名な大手会社を含めて国内外の企業に権
利行使のサービスを提供した。最高裁で特許、商標、植物新品種再審案件7件を担当した実績を持つ。代理した案件が、中国最高裁10大知的財産
権案件、北京高裁10大知的財産権案件、2015年の復審無効審判10大判例に選ばれた。強国知財研究院「最優秀特許訴訟弁護士」、知産力＆
IPRdaily「中国優秀知財弁護士TOP50」受賞。

シニアパートナー・弁護士・弁理士、中国初の知的財産法スペシャリスト、中国知的財産権研究会理事、中国政治法大学非常勤講師。1987年、中国
特許庁(国家知的財産局)に入社、審査官として機械、化学などの技術分野に関る特許出願審査を担当した経歴があり、1995年から弁護士として知
財活動を広げ、現在、特許、商標、著作権、営業秘密などの知的財産権分野において30年以上の実務経験を積み重ねた。M1社 VS A社特許侵害紛
争事件、B社 VS上海X社、米国X社特許侵害紛争事件、M2社 VS H社特許侵害及び営業秘密紛争事件などを含めて数多くの典型案件を代理した実
績を持っており、一部の代理案件がLawyer & Media「2018年度特許・植物新品種十大案件」、中華全国弁護士協会「2018年知財専門委員会年次大
会十大典型案件」に選ばれた。

電気、機械

知財全領域

シニアパートナー・弁護士、中米両国の弁護士資格を有し、商事紛争の解決、知的財産権、会社法などの分野に11年以上の実務経験を持ち、数多く
のグローバル企業、中国国有企業、ベンチャー企業に会社法務、知財保護、技術契約、投資融資などの法的サポートを提供してきた。商標、著作
権、不正競争に関わる訴訟対応に強い、代理したN社とJ社の商標行政訴訟シリーズ案件（78件）が 中国最高裁「2016年度十大知的財産権案件」に
選ばれた。

1位：機械（40％）、2位：電子（40％）、3位：生物・化工（20％）

化学、機械

知財全領域

時間制 パッケージ制 その他

日本円人民元 米ドル



◇事務所コメント ■　権利化から権利行使までのトータルサポート（日本語対応可）
a) 元特許庁審査官、司法鑑定専門家、仲裁員、元検事・元判事の弁護士・弁理士が在籍し、権利化段階から、審判、仲裁、行政処理、訴訟等紛争までにおいて卓越し
た品質サービスを提供する。
b) 特実、意匠、商標、著作権、営業秘密・不正競争等知財関連業務の他、総合的な法律サービスも提供する。
c) コンフリクトチェックの徹底管理を実施している。クライアントの利益を確保するために、所内にコンフリクトのチェックシステムを完備しており、権利化から権利行使ま
で業務依頼を受ける前に、コンフリクトの有無をしっかりチェックして、当事者に関わる利益相反が確認でき次第、業務依頼を断ると対応している。

■　高品質保障のための工夫
a) 階層的な品質管理システム：中国国内の明細書作成及び国外からの翻訳、中間処理等のあらゆる段階において、自動チェックツール等により明細書の形式不備を
チェックし、さらに原明細書での問題点も見つけることができる独自的な品質管理システムを有する。また、中間処理段階では、審査官・審判官とのコミュニケーション重
視に基づく、効率かつ適切な対応ができ、ダブルチェック制度を採用してミスの発生を最小限にする。そして、拒絶理由や中間処理回数、コメント採用率、PCT先行技術
の引用率、登録査定率等の統計データを解析し、定期的に改善策を検討する。これまで平均登録査定率：内内80％、外内90％以上。
b) 厳格な期限管理：自動システム及びマニュアルで期限等を監視し、事務管理上厳格な品質管理で、高品質でタイムリーなサービスを提供する。
c) 知財訴訟に特化したチーム対応：お客様のビジネスニーズに応じ、包括的で適切な権利保護対策を作成・推進し、技術出身弁護士と法律出身弁護士を含めたチーム
構成により対応する。また、開廷時のあらゆる事態を想定すること、及び裁判官に伝わりやすくするため、開廷前の模擬裁判という形での所内論議も行う。

■　無効審判、侵害訴訟、審決取消訴訟に強く、代理案件が毎年中国最高裁、地方裁判所及び業界団体等に発表された「年度十大知的財産権案件」に選ばれている
a）中国最高裁「2018年中国裁判所50件知的財産権典型案件」に入選（専利侵害、（2018）粤73 民初1851号））
b）中国最高裁「2017年度十大知的財産権判例」に入選（不正競争、(2015)民三終字第2号）
c）中国最高裁「2016年度十大知的財産権判例」に入選（商標取消、（2016）最高法行再15、20、25、26、27、28、29、30、31、32）
d）中国最高裁「2015年度十大知的財産権判例」に入選（著作権、（2015）粤知法著民初字第2-1号、（2015）粤知法商民初字第2-1号）
e）中華全国弁護士協会「2018年知財専門委員会年次大会十大典型判例」（専利侵害、（2017）最高法民申字1826号）
f）深セン市弁護士協会「2017年度深セン弁護士知的財産権十大典型判例」（営業秘密、専利侵害、(2017)粤民終1136号、1137号）
g）天津高裁「2017年度天津法院知的財産権十大典型判例」（ネットワーク配信、（2017）津0116民初1148号）など

■　お客様との連携・情報提供を重要視
a) お客様に随時直接お会いし、弁護士、弁理士がご意見を伺い業務改善に努めている。
b）定期的に出願品質管理状況を報告し、必要に応じて改善策を提案する。
c) 中国の知的財産・特定分野の最新情報、事例分析、留意点等の情報をタイムリーに提供する。
d) 担当者の相互派遣、法律・技術の研修、中国の法律改正・判例解説等お客様の様々なニーズに迅速・適切に対応できる。


