松田 暖
Partner

[email protected]
東京
T: +81 3 4550 2826
F: +81 3 4550 2801
M: +81 70 4446 4367

コーポレート部門のパートナーであり、化学メーカー、エネルギー事業会社や自動車
メーカーを含む様々な業界のクライアントに対して、クロスボーダーM&A案件（対外投
資及び対内投資）を中心として、ジョイントベンチャー、その他の企業法務に関するア

RELATED SERVICES
企業法務
ファイナンス
不動産

ドバイスを行っている。日本企業による米国、欧州及び東南アジアでの買収案件、欧
米企業による日本企業や事業資産の買収案件を多数手掛けている。 また、不動産取
引案件（種々の投資スキームの構築、不動産ファイナンスを含む。）についても幅広い
経験を有している。

RELATED SECTORS
エネルギー
ライフサイエンス
不動産
テクノロジー

LANGUAGES SPOKEN
English
Japanese

LANGUAGES
SPOKEN
English Japanese

主な実績
日系大手エネルギー企業同士の事業統合について一方当事会社の代理人を務める。
日本の大手石油化学メーカーによるドイツ企業からの歯科剤事業の買収を代理する。
日本の大手石油化学メーカーによるスイス及び韓国の企業からのプラスチックレンズモノマー事業の買収を代理する。
米国系巨大IT企業による日本国内のグループ企業再編のアドバイスを行う。
日本の大手自動車部品メーカーに対する国際カルテル調査への対応を行う。
米国金融機関の日本での本社ビル賃貸借についてアドバイスを行う。

資格、学歴等

専門資格
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弁護士（第二東京弁護士会所属）
ニューヨーク州弁護士

経歴
米国系国際法律事務所勤務（2009年～2017年）
国内大手事務所勤務（2007年～2009年）
国内渉外事務所勤務（2000年～2007年）

学歴
ヴァージニア大学ロースクール（2004年、LL.M.取得）
最高裁判所司法研修所（2000年修了）
早稲田大学法学部（1996年、B.A.取得）

所属、主な活動
第二東京弁護士会環境保全委員会委員（2010年から現職）

INSIGHTS

Publications
New regulation on merchant acquiring business under credit card transaction in Japan to be introduced 1
June 2018
11 MAY 2018
The amended Instalment Sales Act, which will become effective 1 June 2018, introduces a new registration category for
merchant acquiring services in Japan.

Japan Renewable Energy Update - Offshore Wind Energy
9 MAY 2018
On March 9, 2018, the Japanese Cabinet submitted to the Diet a new bill designed to address several issues relating to offshore
wind power projects in Japan. This new law, if enacted, is expected to help drive the Japanese government's renewable energy
strategy by clarifying the rights of developers to long-term use of sea areas in the implementation of offshore wind projects.

Japan Renewable Energy Update
5 MAR 2018
On April 1, 2017, amendments (the "Amendments") to the Act on Special Measures Concerning Procurement of Renewable
Energy-Sourced Electricity by Electric Utilities (the "Renewable Energy Act") became effective.

「フランス腐敗行為防止規定に関する改正法が日本企業に及ぼす影響」『New Business Law』 (No.1095, 2017年4月1日
日商事法務) 「解釈・交渉における鬼門！補償・損害賠償条項」『ビジネス法務』 (2017年6月号 Vol. 17, No.6 中央経済社)
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Events
「東芝会計不祥事について」ジャパン・インハウス・カウンセル・ネットワーク・イベント（2015年10月22日）

NEWS
ディーエルエイ・パイパー、東京オフィスに
に2名
名のパートナーを迎え、 ファイナンス・プロジェクトチーム及び企業法務
チームを拡大
15 JAN 2018
ディーエルエイ・パイパーは、東京オフィスに2名のパートナー（海野薫弁護士及び松田暖弁護士）を新たに迎え、これにより、ファイナンス・プロ
ジェクトチーム及び企業法務チームのさらなる拡大をいたします。海野薫（ウミノ カオル）弁護士は、東京オフィスにおいて、ファイナンス・プロジェ
クトプラクティスを、松田暖（マツダ ダン）弁護士は、東京オフィスのエネルギー部門をそれぞれ率いることになります。
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