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北京市の日本語対応可能な専門家リスト（法律・税務会計） 
2016年10月31日更新（ジェトロ北京作成） 

分

野 
事務所名前 

日本語対

応可能な

担当者 

得意分野 住所 URL TEL FAX 

法

律 

科楽欧投資諮詢（上海） 

有限公司北京分公司 

KLO Investment Consulting 

(Shanghai) Co., Ltd. 

呉 嵐嵐 

鈴木 龍司 

現地法人の設立、再編、労務

問題(スト対応含む）、社内

コンプライアンス業務、知的

財産権侵害（模倣品対応等）、

紛争対応、対日投資等 

北京市東城区建国門南

大街 7 号 北京万豪中

心 A 座 801A 室  

〒100005 

http://www.klo-consultin

g.com/ 
010-8515-1313 010-8515-2323 

TMI総合法律事務所北京代表処 

TMI Associates Beijing Office 
中城 由貴 

日系企業の進出・再編・撤退

/労働問題/独禁法案件 

北京市朝陽区朝外大街

乙 12 号昆泰国際大厦

2412A 〒100020 

http://www.tmi.gr.jp/glob

al/office/china/beijing.ht

ml 

010-5925-1200 010-5925-1220 

弁護士法人キャスト北京事務所 

（日本加施徳律師事務所駐北京

代表処） 

CAST Law P.C. Beijing 

金藤 力 

唐 軼晴 

投資・M&A、企業再編・撤

退、人事労務、税関・税務問

題、国際相続 

北京市朝陽区建国門外

大街甲 26号長冨宮弁公

楼 3011 室 〒100022 

http://www.cast-law.com/ 010-8446-3321 010-8446-3301 

上海華鐘投資諮詢有限公司北京

分公司 

Shanghai Huazhong Investment 

Consulting Co., Ltd. 

能瀬 徹 

人事労務問題、外貨管理問

題、設立・変更、再編・撤退、

会計・税務、用友ソフト等シ

ステム・ネットワーク関連支

援、市場調査・信用調査、施

工支援（これ以外にも全般対

応可） 

北京市朝陽区東三環北

路 3 号幸福大厦 A 座

1115 室 〒100027 

http://www.shcs.com.cn/ 010-8451-1257 010-8451-1217 

北京天達共和律師事務所 

East & Concord Partners 

張 和伏 

韓 晏元 

章 啓龍 

外商投資、企業買収、反壟断、

国際貿易等の企業法務全般、

PL対応、訴訟、仲裁 

北京市朝陽区東三環北

路 8 号亮馬河大廈 2 座

19 階 〒100004 

http://www.east-concord.

com/ 

010-6590-6638 

010-6510-7033 
010-6590-6650 

http://www.klo-consulting.com/
http://www.klo-consulting.com/
http://www.tmi.gr.jp/global/office/china/beijing.html
http://www.tmi.gr.jp/global/office/china/beijing.html
http://www.tmi.gr.jp/global/office/china/beijing.html
http://www.cast-law.com/
http://www.shcs.com.cn/
http://www.east-concord.com/
http://www.east-concord.com/
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分

野 
事務所名前 

日本語対

応可能な

担当者 

得意分野 住所 URL TEL FAX 

法

律 

日本高井・岡芹律師事務所駐 

北京代表処 

TAKAI OKAZERI LAW FIRM 

BEIJING REPRESENTATIVE 

OFFICE.JAPAN 

五十嵐 充 

包 香玉 

何 云 

使用者側人事労務分野、医療

関連法務、中国法務全般や一

般民事関連も可 

北京市朝陽区建国路 93

号院万達広場 3 号楼

1908 室 〒100022 

http://www.takaibj.com 010-5820-7818 010-5820-8238 

北京市中倫律師事務所  

ZHONG LUN LAW FIRM 

李 海容 

馬 氷 

外商直接投資及び M&A、知

的財産権、製造物責任、糾紛

解決、破棄処理及び清算、会

社設立、事業者集中申告、労

働紛争、企業一般法務等 

北京市朝陽区建国門外

大街甲 6 号 SK大廈 31、

33、36、37 階 〒100022 

http://www.zhonglun.com

/cn/index.aspx 

 

010-5957-2138 010-5957-2211 

北京市大地律師事務所  

BeiJing DADI Law Firm 
熊 琳 

会社法、海外直接投資、

M&A、争議解決、労務、独

禁法、反不正競争法等  

北京市朝陽区建国路 89

号華貿中心 15 号ビル

505 室 〒100025 

http://www.aaalawfirm.co

m/  

010-6530-7911

（日本語直通） 

010-6530-7711 

（代表） 

010-6530-7811 

北京金誠同達律師事務所  

JINCHENG TONGDA& NEAL 

趙 雪巍 

張 国棟 

外商投資全般、M&A、独占

禁止、紛争解決、知的財産、

税関、外資、税金問題対応、

不動産、労務、アンチダンピ

ング、国際貿易、WTO 法、

会社法務全般等 

北京市朝陽区建国門外

大街 1 号国貿大廈(三

期)10 階 〒100004 

http://www.jtnfa.com/CN

/index.aspx 

010-5706-8585 

010-6512-2100 
010-8515-0267 

北京市康達律師事務所 

BEIJINGKANGDALAW FIRM 

楊 紅衛 

魏 旻 

PL 訴訟、刑事訴訟や刑事事

件の対応、企業の紛争解決 

北京市朝陽区幸福二村

40 号ビル耀莱中心 C 座

5 階 〒100027 

http://www.kangdalawyer

s.com/ 
010-5086-7683 010-5086-7998 

http://www.takaibj.com/
http://www.zhonglun.com/cn/index.aspx
http://www.zhonglun.com/cn/index.aspx
http://www.aaalawfirm.com/
http://www.aaalawfirm.com/
http://www.jtnfa.com/CN/index.aspx
http://www.jtnfa.com/CN/index.aspx
http://www.kangdalawyers.com/
http://www.kangdalawyers.com/
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分

野 
事務所名前 

日本語対

応可能な

担当者 

得意分野 住所 URL TEL FAX 

法

律 

北京市高朊律師事務所 

GAOPENG&PARTNERS 
談 亜軍 

労働法、独禁法、外商投資関

連法、会社法、租税法、PL

法、仲裁・訴訟 

北京市朝陽区東三環路

2 号南銀大廈 28 階  

〒100027 

http://www.gaopenglaw.c

om/ 
010-5924-1166 010-5924-1199 

アンダーソン・毛利・友常 

法律事務所北京オフィス 

ANDERSON 
MORI&TOMOTSUNE  BEIJING 

OFFICE 

若林 耕 投資、労務、知財、紛争 

北京市朝陽区東三環北

路 5号北京発展大廈 809

室 〒100004 

http://www.amt-law.com/ 010-6590-9060 010-6590-9062 

北京市君合律師事務所 

JUNHE BEIJING OFFICE 

ディボー

ル・バラン

スキー 

祖 暁峰 

仲裁、訴訟、M&A、会社法

務、外商投資等 

北京市建国門北大街 8

号華潤大廈 20F  

〒100005 

http://www.junhe.com/jp/

index.html 
010-8519-1300 010-8519-1350 

北京瑞栢律師事務所 
PwC Legal China 

郭 延輝 

山口 恭平 

企業法務全般、M&A、組織

再編・撤退、契約交渉、知的

財産保護、労務、独占禁止法、

コーポレートガバナンス等 

北京市朝陽区東三環中

路 7 号 北京財富中心

写字楼 A座 37 階 

〒100026 

www.pwccn.com 

010-6533-5695 

185-1619-4703 

(山口) 

010-6533-3000 

税

務

会

計 

徳勤華永会計士事務所 

（スペシャルジェーネラルパー

トナーシップ）北京分所 
Deloitte Touche Tohmatsu 

 

三浦 智志 

松原 寛 

浦野 卓矢 

竹田 剛 

税務、会計、監査、M&A、コ

ンサルティング等 

北京市東城区東長安街

1号東方広場西二座 8階 

〒100738 

http://www2.deloitte.com

/cn/zh.html 
010-8520-7310 010-8518-1326 

北京大野木邁伊茲諮詢 

有限公司 
BEIJING  OHNOGI  MYTS 

BUSINESS  CONSULTING 

CO.,LTD. 

平出 和弘 
日中の会計、税務、行政手続

対応コンサル 

北京市朝陽区東三環北

路 5 号 北京発展大厦

820 号 〒100004 

http://www.ohnogi-cpa.co

.jp/ 
010-6590-9180 010-6590-9189 

NAC 名南コンサルティング  

北京事務所 

Beijing NAC-Meinan Management 

Consulting Ltd. 

澤 正一 
会計税務・会社設立・撤退コ

ンサルティング 

北京市朝陽区東三環北

路 3 号 幸福大厦 B 座

712 室 〒100027 

http://cn.nacglobal.net/ 010-6460-4566 ‐ 

 

http://www.gaopenglaw.com/
http://www.gaopenglaw.com/
http://www.amt-law.com/
http://www.junhe.com/jp/index.html
http://www.junhe.com/jp/index.html
http://www.pwccn.com/
http://www2.deloitte.com/cn/zh.html
http://www2.deloitte.com/cn/zh.html
http://www.ohnogi-cpa.co.jp/
http://www.ohnogi-cpa.co.jp/
http://cn.nacglobal.net/
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分

野 
事務所名前 

日本語対応

可能な担当

者 

得意分野 住所 URL TEL FAX 

税

務

会

計 

グラントソントン致同会計師 

事務所 

Grant Thornton 

森内 茂之 

朴 慧 

村田 美加子 

会計、監査、税務、資産評価、

行政手続き 

北京市朝陽区建国門

外大街 22 号賽特広場

10 階 〒100004 

http://www.grantthornton

.cn/cn/index.html 
010-8566-5588 010-8566-5588 

EY 安永 北京分公司 

Ernst&Young(China)Advisory 

Limited 

上村 希世子 

阿部 信臣 
税務、会計 

北京市東城区東長安

街 1号東方広場安永大

楼 5 階 〒100738 

http://www.ey.com/CN/z

h/Home 

010-5815-2289 

010-5913-5111 
010-8518-8298 

唯来企業管理諮詢（北京）有限

公司 

MIRAI Consulting 

李 華 

代理記帳；企業管理諮詢；商務

情報諮詢、市場マーケティング

諮詢、財務管理諮詢 

北京市朝陽区西大望

路 3 号藍堡国際中心 1

座写字楼 1203 

〒100025 

http://www.miraic.jp 
010-8599-7035 

135-2259-8712 ‐ 

普華永道中天会計師事務所(特

殊普通パートナーシップ)北京

事務所 

PricewaterhouseCoopers 

高谷 将徳 

大角 史朗 

大塚 祐基 

会計監査、税務(一般税務、移

転価格税務、個人所得税、関税

等)、アドバイザリー（企業価

値評価、M&A、事業再編） 

北京市朝陽区東三環

中路 7 号北京財富中

心写 字楼 A座 26 階 

〒100026 

www.pwccn.com 
010-6533-3072 

186-1045-7301 
010-6533-8800 

 
（お断り）ジェトロはご相談に関して提供する取引候補企業・商品、法規制、税率、その他の資料・データ等の情報および助言をできる限り正確にするよう努力しております

が、提供した情報および助言の正確性の確認・採否はお客様の責任と判断で行なっていただきます。貿易投資相談、ビジネスライブラリー、ウェブサイト、Ｅメール・ＦＡＸ・

電話等によってお客様に提供した情報および助言の利用に関連して、万一お客様が不利益を被る事態が生じたとしても、ジェトロは責任を負いません。 
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http://www.grantthornton.cn/cn/index.html
http://www.grantthornton.cn/cn/index.html
http://www.ey.com/CN/zh/Home
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