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北京德和衡律师事务所 (Beijing DHH Law Firm)

是中国规模最大、发展最快的律师事务所之一。总部

位于北京，在国内外各大城市已设立 50 多家分所或

代表处，拥有 2000 余名执业律师，始终致力于提供

优质高端的商事法律服务。

DHH 凭借其突出的业绩和声誉，获得了业界和客

户的广泛认可，连续多年被《亚洲法事务律》(ALB)、《钱

伯斯亚太法律指南》(Chambers Asia Pacific)、《商

法》、《The Lawyer》等国内外知名法律媒体和权威

评级机构授予各类奖项和荣誉；被中国商务部指定为

“国际投资法律服务供应商”，位居“亚太地区律所

100强”第七名，“国内发展最快的10强律所”第二名；

是顶级国际律所联盟 SCG（State Capital Group）的

中国大陆主要成员律所，并主导建立了中国最大的跨

地域法律服务平台之一“全球精品律所联盟 (EGLA)”

德和衡法律株式会社 (DHH Tokyo Office) 位于

日本东京都港区 1-12-32 Ark 森大厦，由具有海外工

作背景或留学经历的资深中国涉外律师组成，依托专

业化的精英团队、熟练运用日语、中文、英语等为客

户提供优质高效的中国法以及日本法领域的法律服

务。作为司法部备案的中国律师事务所境外分支机

构 ，DHH Tokyo Office 秉承专业化和国际化的发展

理念，为走向日本的中国企业和走进中国的日本企业

提供全方位法律服务。

北京徳和衡法律事務所 (Beijing DHH Law Firm)
は、中国において最も規模が大きく、発展が速い法
律事務所の一つである。北京を本部とし、国内外の
各大都市に 50 を超えるブランチや駐在員事務所を
設立し、2000 名余りの弁護士を擁し、一貫して高品
質のビジネスリーガルサービスを提供することに注
力している。

DHH は卓越した業績及び知名度によって、各業
界やクライアントから高い評価を受けている。数年
連続して「Asian Legal Business」(ALB)、「Chambers 
Asian Pacific」、「商法」、「The Lawyer」など
の国内外の知名な法律メディアと権威ある評価団体
から各種の賞と栄誉を授与されている。中国商務部
から「国際投資法律サービスのプロバイダー」に指
定され、「アジア太平洋地域の法律事務所トップ
100」の第 7 位、「国内で最も発展が速い法律事務
所トップ 10」の第 2位にランクインしている。当事
務所はまた、トップクラスの国際法律事務所連盟で
ある SCG (State Capital Group) の中国内陸地域の
主要メンバーであり、中国最大の地域間法律サービ
スプラットフォームの一つである「グローバル精品
法律事務所連盟 (EGLA)」を主導している。

徳和衡法律株式会社 (DHH Tokyo Office) は東
京赤坂のアーク森ビルにオフィスを置き、海外勤務
または留学経歴の持つシニア弁護士等により構成さ
れた専門チームを背景に、長年にわたり蓄積された
法律実務の経験と、精緻な言語能力（日本語、中国語、
英語）を活かし、顧客に高品質かつ効率的な中国法
及び日本法分野の法律サービスを提供している。
DHH Tokyo Office は、司法部に届出を行った中国法
律事務所の国外分枝機構として、専門化と国際化の
発展理念を堅持·推進し、日本に進出する中国企業
と中国に進出する日本企業に対し、緻密かつ多角的
な法律サービスを提供する。
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优秀律师事务所
中国司法部 , 2000-2010

全国优秀律师事务所
全国律师协会 , 2000-2010

中国东部地区第一等律所第一名
钱伯斯亚太 , 2011

中国二十大律师事务所
亚洲法律杂志 , 2008-2010

中国成长最快律所
亚洲法律杂志 , 2007-2008

最佳雇主奖
亚洲法律杂志 , 2008-2010

2010 年年度律所（北京）
中国法律和实践 , 2010

公司商事法山东地区第一等律所
钱伯斯亚太 , 2013

公司商事法北京地区第一等律所
钱伯斯亚太 ,  2013

中国东北部律师事务所大奖
钱伯斯亚太 ,  2013

亚太地区律所 20 强
《律师》法律杂志 ,  2015

最佳诉讼律师事务所
亚洲法律事务 , 2016

中国最佳成长十强律所
亚洲法律杂志 , 2017

亚太地区律所第七名
《律师》法律杂志 ,  2017

2018 年度第 34 名
全球排名 The Global 100, 2018

2018 年度第 9 名
亚太排名 The Asia 50, 2018

2018 年度第 8 名
中国排名 ALB China 30, 2018

2019 年并购排名 - 值得关注的中国大陆律所
《亚洲法律杂志》(ALB), 2019

中国十佳成长律所
《亚洲法律杂志》(ALB) , 2019

亚太律所规模 50 强
The American Lawyer

優秀法律事務所
中国司法部 , 2000-2010

全国優秀事務所
全国弁護士協会 , 2000-2010

中国東部地域第一等法律事務所第１位
Chambers Asian Pacific, 2011

中国法律事務所トップ 20
Asian Legal Business, 2008-2010

中国最も成長の速い法律事務所
Asian Legal Business, 2007-2008

ベスト雇用者賞
Asian Legal Business, 2008-2010

2010 年年度法律事務所（北京）
中国の法律と実践 , 2010

会社商事法山東地域第一等法律事務所
Chambers Asian Pacific, 2013

会社商事法北京地域第一等法律事務所
Chambers Asian Pacific, 2013

中国東北部法律事務所大賞
Chambers Asian Pacific, 2013

アジア太平洋地域法律事務所トップ 20
The Lawyer, 2015

ベスト訴訟法律事務所
Asian Legal Business, 2016

中国快速発展法律事務所トップ 10
Asian Legal Business, 2017

アジア太平洋地域法律事務所第 7 位
The Lawyer, 2017

2018 年度第 34 位
グローバルランキング（The Global 100）, 2018

2018 年度第 9 位
アジア太平洋地域ランキング（The Asia 50）, 2018

2018 年度第 8 位
中国ランキング（ALB China 30）, 2018

2019 年 M&A- 注目すべき中国法律事務所
Asian Legal Business, 2019

中国成長法律事務所ベスト 10
Asian Legal Business, 2019

アジア太平洋地域法律事務所トップ 50
The American Lawyer
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为何选择 DHH 及 DHH Tokyo Office

作为屈指可数的在日本设有实体分所的全中资律师事
务所，DHH 在为中国客户提供涉及日本法律业务方
面具有得天独厚的优势，包括但不限于：

设有日本实体办公室

DHH Tokyo Office 于 2019 年设立，位于日本东京都
最具国际氛围的港区 Ark 森大厦。依托东京都港区独
特的位置优势，贴近各国大使馆、在日投资的各大企
业，具有为中国企业投资服务的先天优势。

具有官方认可的服务实力

DHH Tokyo Office 作为响应中国司法部提出的律师事
务所“走出去”专题的重要成员，是中国司法部及日
本法务局双向备案登记的实体组织 ，具备中日双方官
方认可的法律服务资格及实力。

精通中日英三语的律师团队

合伙人全部具备中日、中英双语工作能力，部分律师
具有中日英韩等多国语言工作能力，能够和客户无障
碍沟通。

与日本顶尖律师的紧密合作

DHH Tokyo Office 虽成立时日尚短，但执业律师专家
均具有多年的日本业务拓展和实践经验，对日本法律
服务市场具有较为深入的了解，与当地多家历史悠久
的律师事务所建立了的紧密的联系，取得了较为优惠
的法律服务合作报价，在最大程度上为中国投资者提
供高质量、且价格相对优惠的法律服务。

DHH 及 DHH Tokyo Office が選ばれる理由

DHH は、日本に事務所を進出させた有数の中国完
全出資法律事務所として、日本法に関わる法律サー
ビスの中国顧客への提供の架橋として、良好な条件
に恵まれている：精通中日英三语的律师团队

日本に実体あるオフィスを開設

DHH Tokyo Office は 2019 年に設立し、最も国際的
雰囲気のある六本木一丁目・赤坂のアーク森ビルの
中にある。当該ビルの優れた立地条件を背景に、各
国大使館、日本に進出する大企業との距離が近くな
り、中国企業へのサービス提供にも非常に有利とな
る。

公式認可を得た実力

DHH Tokyo Office は、中国司法部が主導した法律事
務所「海外進出」プロジェクトの重要なメンバーで
あり、中国司法部及び日本法務局の両方届出した実
体組織として、法律サービス提供資格及び実力を有
する。

中国語、日本語、英語を精通した弁護士チーム

パートナー弁護士は全員、母語である中国語に加え、
日本語ないし英語にて弁護士業務を行うことができ
る。さらに、一部の弁護士においては、さらに韓国
語やその他言語をも操ることができ、顧客との意思
疎通において支障はない。

日本国内のトップ事務所と提携

DHH Tokyo Office は、発足してからそれほど時間は
長くないものの、弁護士及び専門家はいずれも長年、
日本企業、在中の日系企業向けのリーガルサービス
を提供し、長年にわたる法律実務の経験を蓄積して
おり、また、日本の各地域における法律事務所等の
専門家と緊密な提携関係を構築しており、高品質、
かつリーズナブルな価格によりリーガルサービスを
提供することが可能である。
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跨境并购贸易投资业务 
- 中日跨境投融资 
- 中日兼并与收购 
- 国际贸易与货物运输  
- 股权结构设计与可行性分析 
- 法律尽职调查
- 外汇管制登记

海关事务
- 海关行政、刑事案件代理 
- 关务合规审查与风险防控
- 企业信用认证辅导
- 海关纳税争议解决
- 日常通关事务咨询

中日贸易
- 中日结算业务咨询与纠纷解决
- 中日贸易运输 / 保险相关业务
- 中日贸易融资方案设计与咨询
- 中日担保业务法律咨询与纠纷解决
- 中日贸易税收方案设计与咨询

竞争法业务
- 反垄断调查应对
- 反垄断合规
- 反垄断和反垄断不正当竞争诉讼
- 经营者集中申报
- 并购前反垄断咨询

知识产权业务
- 知识产权管理和保护 
- 知识产权诉讼和执行 
- 商业秘密保护 
- 不正当竞争诉讼 
- 商标注册 / 异议 / 复审 / 无效 
- 商标侵权诉讼 
- 中日专利侵权诉讼、版权诉讼

公司业务 
- 股东股权争议及股权转让 
- 股权结构及股权激励 
- 公司破产清算
- 公司内部管理制度 
- 公司内部调查
- 中日员工派遣与迁移
- 劳动争议解决

金融业务 
- IPO 相关服务
- 上市公司并购 
- 私募租赁 
- 公司债券

争议解决  
- 跨国诉讼
- 跨国仲裁
- 判决和裁定的跨国执行 
- 国际司法协助事宜 

M&A/ 国際貿易投資
- 中日間ファイナンス 
- 中日間 M&A
- 国際貿易と貨物運輸 
- 持分構造設計と FS 分析
- 法務 DD（デューデリジェンス）
- 外貨規制登記

税関業務
- 税関行政、刑事案件代理 
- 税関業務コンプライアンス審査とリスク防止
- 企業信用認証ガイダンス
- 税関納税紛争解決
- 日常税関業務コンサルティング

中日貿易
- 中日間決算業務コンサルティングと紛争解決
- 中日間貿易運輸 / 保険業務
- 中日間貿易融資方案設計とコンサルティング
- 中日間担保業務コンサルティングと紛争解決
- 中日間貿易税収方案設計とコンサルティング

競争法業務
- 独占禁止調査対応
- 独占禁止コンプライアンス
- 独占禁止及び独占禁止の不正競争訴訟
- 経営者集中申告
- 買収前の独占禁止コンサルティング

知的財産権業務 
- 知的財産権管理と保護
- 知的財産権訴訟と執行
- 商業秘密保護 
- 不正競争訴訟
- 商標登録 / 異議 / 再審
- 商標権侵害訴訟
- 特許権侵害訴訟、著作権訴訟

会社業務 
- 株主持分争議及び持分譲渡
- 持分構造及び持分激励
- 会社破産清算
- 会社内部管理制度 
- 会社内部調査
- 中日社員派遣と移転
- 労働争議解決

金融業務 
- IPO 関連業務
- 上場企業買収
-PE リース 
- 会社債券

紛争解決  
- 国際訴訟
- 国際仲裁
- 判決及び裁定の国際執行
- 国際司法協力業務

业务领域 / 業務分野
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- 鹿岛建设（中国）有限公司

- 奥碧虹 ( 上海）化妆品贸易有限公司

- 先锋电子（中国）投资有限公司

-HITACHI

- 富士电机株式会社

- 株式会社日泉

- 株式会社斯库林集团

- 华德培婚礼（上海）有限公司

- 丸红株式会社

- 浙江水晶光电科技股份有限公司

- 平安信托有限公司的对日投资项目

- 上海松下等离子显示器有限公司

- 野村证券

-JETRO

- 东京三菱 UFJ 银行

- 三井住友银行

- 瑞穗银行

- 花王（中国）投资有限公司

- 东方希望集团

- 安阳钢铁集团

- 西门子中国

- 一汽集团

- 索尼中国

- 日本电计株式会社

-AkzoNobel 阿克苏诺贝尔

- 太平洋房屋

- 太平洋商业

- 重庆西部奥特莱斯

- 日本国际贸易促进协会 / 日本国際貿易促進協会

- 三井爱科特株式会社 / 三井金属アクト株式会社

- 住友化学株式会社 / 住友化学株式会社

重要客户 
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1. 成功代理安钢集团永通铸管进出口贸易有限公司与
土耳其 BINAS-MERSA YAPI ADI ORTAKLIGI 公司争议
金额 1300 万美元的 ICC 国际商事仲裁案件，案件历
时近三年，在巴黎开庭，以法语为庭审语言，对手为
欧洲顶级律所，最终仲裁庭裁决几乎驳回了对方所有
请求并支持了我方的反请求。

2. 代理安钢集团与连云港中源船务海商海事纠纷的案
件，由一审至最高人民法院再审，取得了全胜，为客
户争取到了最大利益。

3. 作为某大型中日合资企业投资顾问，就企业并购某
德国公司业务（投资标的 2 亿元），从法律、财务、
业务等方面提供投资分析和出具相关意见书。

4. 作为法律顾问为某大型日资食品公司提供知识产权
侵权纠纷法律服务，包括但不限于发送律师函、参与
谈判和调解、现场证据收集及诉讼服务。

5. 光大控股、IDG 并购上海电影艺术职业学院项目 

6. 三井金属爱科特（株）反垄断之集中申报以及海外
重组以和股权转让法律事项  

7. 三井金属爱科特（株）贵阳子公司清算项目 

8. 横琴金投土地整理出让事宜

9. 富海银涛基金投资多起并购项目

1. 安鋼グループ永通鋳管輸出入貿易有限公司とトル
コの会社「BINAS-MERSA YAPI ADI ORTAKLIGI」の
間に起こった ICC 国際商事仲裁案件を成功代理。訴
額は 13,000,000 ドル、パリ仲裁、使用言語はフラ
ンス語、相手はヨーロッパのトップクラス法律事務
所、三年の歳月を要した。

2. 安陽グループと連雲港中源船務の間において発生
した海商海事紛争案件を無事解決に導く。第一審か
ら最高人民法院・再審まで全て勝訴を勝ち取り、顧
客利益を最大限に保護を実現。

3. 某大手中日合資企業の投資顧問として、某ドイツ
会社業務の買収（対象額２億元）について、法律、
財務、業務などの角度から投資分析と関連意見を提
供した。

4. 法律顧問として、ある大手日系食品会社に知的財
産権侵害紛争に対し、弁護士書簡の発送、交渉調停
の参与、現場での証拠収集、訴訟などの法律サービ
スを提供した。

5. 中国光大控股有限会社、IDG、上海电影芸術職業
学院（Shanghai Film Art Academy）の買収案

6. 三井金属アクト株式会社に関する、独占禁止法下
での企業結合審査、海外組織再編及び持分譲渡に関
する法律業務

7. 三井金属アクト株式会社の貴陽子会社の清算案件

8.HENGQIN FINANCIAL INVESTMENT に関する、土
地の整理・移転する案件

9. 富海銀涛ファンド管理会社の合併・買収案件

部分案例介绍 ／事例紹介 ( 一部 )
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德和衡法律株式会社紹介

德和衡法律株式会社人员紹介
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德衡律师集团  高级合伙人
北京德和衡（上海）律师事务所 联席主任 / DHH Tokyo Office 首席代表
徳衡弁護士グループ　高級パートナー
北京徳和衡（上海）法律事務所 聯席主任 /DHH Tokyo Office 首席代表

邮箱 / メール：liuhua@deheng.com

执业经历及从业资格：

刘华律师于 2009 年取得日本横滨国立大学民商法博士学位。2009 年起，
于日本曾我法律事务所上海代表处及上海本地律师事务所工作已逾 10 年，
期间向众多日本企业提供了中国法相关法律意见及法律服务。除日资企业
设立外、并购谈判、股权收购、清算撤退等非诉业务外，还一直从事债权
回收、合同争议、劳动人事相关诉讼仲裁等业务。

2009 年横浜国立大学大学院博士課程（民商法専攻）卒業、博士号取り。
2009 年 12 月から曽我法律事務所の上海オフィス及現地法律事務所に勤
務し、10 年以上に亘り、数多くの日本企業を相手に中国法に基づくアド
バイス及び法的サービスを行ってきた。中国における日系企業の新規設
立、合弁交渉、持分譲渡、清算・撤退などの非訴訟業務のほか、債権回収、
契約争議ないし労働人事に関する訴訟・仲裁業務を携わってきている。

刘华 / 劉華

-----------------------------------------------------------------------

成员介绍 / 専門家紹介

北京德和衡（上海）律师事务所 高级联席合伙人
北京徳和衡（上海）法律事務所　高級聯席パートナー

邮箱 / メール：hanhaiguang@deheng.com

擅长领域：企业法务、M&A、金融业务、合规、政府谈判、外商投资企业
设立、清算撤退。凭借多年的日资大型咨询公司及法律事务所的经验，为
客户提供高品质的法律服务。

得意分野：企業法務、M&A、金融業務、コンプライアンス、政府談判・折衝、
外商投資企業の設立、清算撤退。日系大手コンサル会社及び法律事務所
に長年の経験を生かして、クライアントに高品質な法律サービスを提供
できる。

韩海光
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北京德和衡（上海）律师事务所  联席合伙人
北京徳和衡（上海）法律事務所　聯席パートナー

邮箱 / メール：tongguiwen@deheng.com

执业经历及从业资格：

童贵文律师 2004 年毕业于华东政法大学，获法律硕士学位。拥有律师事
务所和大型日企工作经验。

童贵文律师主要业务领域为公司、保险、商事争议争议解决，担任多家公
司的法律顾问，并为电计贸易、电计研发、华泰保险等提供诉讼、非诉讼
法律服务。

童貴文弁護士は 2004 年に華東政法大学から卒業して、法律修士学位を
取得しました。法律事務所、大手日系企業での勤務経験を持つ。童貴文
弁護士の得意分野は会社、保険、商事紛争の解決である。多数の会社の
顧問弁護士を担当している。電計貿易、電計研発、華泰保険などの会社
に訴訟や非訴訟の法律サービスを提供する経験がある。

童贵文  

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

北京德和衡（上海）律师事务所 执业律师
北京徳和衡（上海）法律事務所　弁護士

邮箱 / メール：wangbin-sh@deheng.com

执业经历及从业资格：

毕业于日本大阪大学法学部、京都大学法学研究科，法学硕士。

在外商投资、公司收购及兼并清算，知识产权保护等方面拥有十余年的工
作经验，为机械制造、医药、国际贸易等多个行业的众多日资企业在中国
的业务和投资项目提供法律服务，曾代理株式会社斯库林集团、华德培婚
礼（上海）有限公司、丸红株式会社等中外公司的商事仲裁和诉讼案件。
参与过浙江水晶光电科技股份有限公司、平安信托有限公司的对日投资项
目。

日本大阪大学法学部卒、京都大学法学研究科修了、法学修士。

外装投資、会社の買収および清算、知的財産権において銃数年の経験を
有し、製造業、医薬、国際貿易などの分野において多数の日系企業の中
国業務と投資にリーガルサービスを提供し、株式会社スクリーン、ワタ
ベウェーディング（上海）有限公司、丸紅株式会社などの会社の商事仲
裁と訴訟案件を代理し、浙江水晶光電科技股份有限公司、平安信託有限
公司の対日投資案件を担当。

王     彬
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山东德衡律师事务所 执业律师
山東徳衡法律事務所　弁護士

邮箱 / メール：fuqing@deheng.com

执业经历及从业资格：

曾代理日本企业 , 为其在华并购项目提供服务，协助客户策略制定和全程
项目谈判；代理多家日本企业，为其在中国的直接投资项目提供服务；代
理多家国内公司处理在日本的法律事务；为多家日本公司、日资企业、国
内公司提供常年法律顾问服务。

多くの海外企業の上場を成功的に代行し、中国国内の買収合併プロジェ
クトにおいて法律サービスを提供。そして、海外上場企業に協力して全
行程プロジェクトの交渉計画を設計・制定。多くの外国会社に向けて中
国国内における直接な投資項目においてサービスを提供。多くの国内会
社の日本における法務事務を成功的に代行。多くの日本企業、日系企業、
国内会社の通年法律顧問を担当。

伏     青

北京德和衡（上海）律师事务所 联席合伙人
北京徳和衡（上海）法律事務所　聯席パートナー

邮箱 / メール：caizupeng@deheng.com

执业经历及从业资格：

蔡祖鹏律师曾至英国伦敦 BPP 法学院学习英美法律制度及在英国 XXIV 
Old Buildings Chambers 与英国律师协同工作，至日本学习日本法律制度
等；拥有超过 10 年工作经历，持有律师证、会计师证、基金从业资格证，
能够运用多国语言进行法律服务及财务管理服务。

蔡弁護士は、英国ロンドンでの留学、日本での留学経験を有する。中国
の弁護士資格のみならず、会計士、ファンド従業者の資格を有し、10 年
以上の法律実務経験を有し、多言語にて法律や財務管理に関する業務を
取り扱うことができる。

蔡祖鹏

-----------------------------------------------------------------------
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北京德和衡 ( 青岛 ) 律师事务所 执业律师
北京徳和衡（青島）法律事務所　弁護士

邮箱 / メール：jinhaiyue@deheng.com 

执业经历及从业资格：

成功代理外国公司，为其在中国境内的直接投资项目提供服务；成功代理
并协调处理国内公司在日本的法律事务；常年担任国内外公司的法律顾问；
跨国企业间交易、合规经营、企业合并・收购、其他纠纷解决等在内的企
业法务全体。主要处理制造业、银行等行业所属企业的案件。

外国会社に向けて中国国内における直接な投資項目において法律サービ
スを提供。国内会社の日本における法務事務を成功的に代行・協調。国
内外会社の通年法律顧問を担当。国際企業間取引、コンプライアンス、
企業合併・買収、その他紛争解決等を含む企業法務全般。主に製造業、
銀行等の業種に属する企業の案件を取扱。

金海月

-----------------------------------------------------------------------

北京德和衡（上海）律师事务所 执业律师
北京徳和衡（上海）法律事務所 弁護士

邮箱 / メール：kongfei@deheng.com

执业经历及从业资格：

2016 年通过国家司法考试后，于北京市浩天信和律师事务所上海分所实
习、工作至 2019 年，后加入北京德和衡（上海）律师事务所。一直从事
日资公司相关业务，曾全程参与、完成多家日资公司清算、股权转让、高
管变更等公司业务，日常参与多家日资公司法律顾问事务，致力于为日资
企业提供全方位的法律服务。

2016 年に中国司法試験に合格後、北京市浩天信和法律事務所上海オフ
ィスにおける実習を経て、北京徳和衡（上海）法律事務所に加入。一貫
して日系企業に関する業務に従事。日系企業の清算、持分譲渡、役員変
更等の会社業務に従事しつつ、多くの日系企業の法律顧問業務にも従事。
日系企業に対するトータルサービスに注力している。

孔    菲
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-----------------------------------------------------------------------

山东德衡律师事务所　执业律师
山東徳衡法律事務所　弁護士

邮箱 / メール：lixiang@deheng.com

执业经历及从业资格：

留日 10 年，毕业于日本同志社大学，曾任职于日本积水住宅株式会社国
际事业部，从事企业中国业务拓展、法务等工作。归国后，加入山东德衡
律师事务所。擅长办理涉日法律服务，涉房产、土地、海关、税务、民政
等行政争议，案件类型包括行政补偿、行政征收、征地拆迁、行政协议、
民商事争议解决等。

２００８年日本へ留学して、同志社大学卒業後、積水ハウスに入社して、
国際事業部と法務部で働いていました。２０１８年帰国して、山東德衡
弁護士事務所に入りました。専門分野は不動産（土地）関係、海関、税
務に関する行政事件の訴訟，民事訴訟など。

山东德衡律师事务所　执业律师
山東徳衡法律事務所　弁護士

邮箱 / メール：zhangjinjiang@deheng.com

执业经历及从业资格 / 履歴：

毕业于山东大学，获得法律硕士学位。毕业后，在北京市中伦（青岛）律
师事务所实习、执业，并有在中伦律所东京分所执业经历，后加入山东德
衡律师事务所。曾为日资企业的清算、股权收购等项目提供法律服务，还
为多家国内外公司提供常年法律顾问服务。目前专注领域为收购兼并、争
议解决以及家族财富管理。

山東大学を卒業し、法律修士の学位を取得した。卒業後、北京市中倫 ( 青
島 ) 法律事務所で実習、執務し、且つ中倫法律事務所の東京支所での勤
務経験がある。その後、山東徳衡法律事務所に加入した。日系企業の清算、
持分譲渡などのプロジェクトに法律サービスを提供したほかに、多くの
国内外会社に長年法律顧問サービスを提供してきた。現在、M&A、紛争
解決及び家族財産管理に専念している。

张锦江

李    翔 
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-----------------------------------------------------------------------

北京德和衡（上海）律师事务所 实习律师
北京徳和衡（上海）法律事務所 実習弁護士

邮箱 / メール：caoyang@deheng.com

执业经历及从业资格：

曹阳律师 , 京都大学法学博士。旅居日本 15 年，曾在东京、横滨、京都等
城市居住，对日本社会和文化有较为深刻的了解。在国内外学术期刊上发
表过若干论文、译著，2016 年～ 2018 年，在上海交通大学从事研究工作。
擅长领域：渉日婚姻家事、民事案件、外国人签证等。

曹陽弁護士、京都大学法学博士。15 年間日本に在留し、東京、横浜、京
都等で暮らしていた。日中両国の学術雑誌に論文と訳著を若干発表し、
2016 年～ 2018 年に、上海交通大学で短期研究員として働いた。主な仕
事分野は国際離婚、在留資格（入管関係）、その他渉外家事事件、民事
事件など。 

曹    阳 

北京德和衡（上海）律师事务所　执业律师
北京徳和衡（上海）法律事務所　弁護士

邮箱 / メール：wangjiyue@deheng.com 

执业经历及从业资格：

日本国际经济学硕士，持有银行业风险管理资格、非金融企业债券承销资
格。曾就职于三菱日联银行中国本部（投资银行部经理）、君泽君律师事
务所上海分所（事业推进部长）等机构，于 2019 年正式加入徳衡律师集团。
拥有 10 年以上中日贸易领域的金融及法律实务方面的丰富经验，目前专
注领域为投融资、国际贸易、区块链产业应用及争议解决。

日本国際経済学修士号を取得。銀行業リスク管理資格、及び非金融企業
債券引受資格を持つ。MUFG CHINA（投資銀行部マネージャー）、君澤
君法律事務所上海支所（事業推進部長）などを経て、2019 年にて徳衡
弁護士グループに参画。10 年以上の日中間貿易における金融と法律実
務の経験を生かしながら、ファイナンス、国際貿易、ブロックチェーン
技術汎用、紛争解決に専念している。

王继跃
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（一九九九年--二 0一九年）

德衡律师集团涉日业务大事记
徳衡弁護士グループ日中交流
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1999 年

1999.12.07

◎  日本 TMI 律师事务所上海办事处委托德衡律师所
为其办理系列非诉事务。日本 TMI 律师事务所成立于
1990 年，目前已发展成为拥有四百多名日本和国外
律师及八十多名专利商标代理人，总人数九百多名的
大型综合律师事务所。

◎ 日本 TMI 法律事務所上海代表処は徳衡法律事務
所に一連の中国法に関する非訴訟業務を委任。日本
TMI 法律事務所は 1990 年に設立され、400 名を超
える日本弁護士及び外国法弁護士、そして 80 名を
超える弁理士を擁し、スタッフ総数 900 名を超える
総合法律事務所である。

2002 年

2002.11.08

◎  日本大江桥律师事务所上海办事处委托德衡律师所
办理系列非诉事务，为律所积极开拓亚洲法律服务市
场奠定了良好的基础。日本大江桥律师事务所创立于
1981 年，已在东京、名古屋、上海分别开设分子机构，
已发展成拥有约 140 名律师（包含外国法事务律师）
的综合性法律事务所。 

◎ 日本大江橋法律事務所上海代表処は徳衡法律事務
所に一連の中国法に関する非訴訟業務を委任。日本
大江橋法律事務所は 1981 年に設立され、現在本部
の大阪のほか、東京、名古屋、上海にもブランチを
構え、外国法事務弁護士を含む約 140 名の弁護士を
擁する総合法律事務所である。

2003 年

2003.06.24

◎  日本 Home Lawyers 法律事务所在上海设立的法
援投资咨询有限公司总经理池上隆介先生及中国国际
商会青岛商会日本投资事务处唐立晓处长等一行六人
访问德衡律师所，双方进行了友好交流并签署法律顾
问协议书。上海法援投资有限公司驻青办事处聘请德
衡律师作为其公司的常年法律顾问，为来青投资的日
本中小企业提供法律服务。

◎ 日本 Home Lawyers 法律事務所が上海で設立した
上海法援投資諮詢有限公司の総経理の池上竜介氏、
中国国際商会青島商会日本投資事務処の唐処長など
6 名が徳衡法律事務所に来訪。徳衡法律事務所は上
海法援投資諮詢有限公司の青島事務所と年間顧問契
約を締結し、青島に進出する日本の中小企業向けに
リーガルサービスを提供。

2003.07

◎  德衡律师所引进曾留学日本北海道大学法学部的
金贞爱律师，该律师擅长外商投资领域及公司内部法
务的处理，曾发表《比较中日韩股份公司监事制度》
《比较韩中民诉制度中确定判决之前的诉讼请求执行
制度》等论著。

◎ 徳衡法律事務所は北海道大学法学部にて留学を経
験した金貞愛弁護士を迎え入れた。

2004 年

2004.04.30

◎  德衡律师事务所与日本山口银行股份有限公司青岛
分行签署《常年法律顾问合同》，成为山东地区首家
为日资银行提供法律服务的律师所。此次为日资企业
提供法律顾问服务，也预示着德衡律师所进军日本市
场迈出了坚实的一步。

◎ 2004 年 4 月 30 日、徳衡法律事務所は山口銀行青
島支店と年間顧問契約を締結し、山東省で初めての
日本の銀行にサービスを提供した法律事務所となっ
た。

2004.06.19

◎ 伏青律师应青岛日本人会流通部邀请，为青岛西科
姆电子安全有限公司、青岛永旺东泰商业有限公司（佳
世客）、青岛伊都锦商厦有限公司、青岛住仓国际物
流有限公司、青岛鸭井食品有限公司等十几家在青知
名日系企业的 20 多位主要负责人，做了题为《在中
国债权回收的法律实务及案例分析》的讲座，并在现
场解答企业相关法律咨询。此次关于国内债券回收相
关法律问题的讲座分享与精彩解答，在青岛日本人会
流通部引起热烈反响，并获得参会日资企业的一致好
评。
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2005.09.21

◎  由东亚法研究会、中国海洋大学法学院联合主办，
日本国际交流基金会和德衡律师所协办的“东亚国家
和地区的法律适用与判例法”国际学术研讨会在青岛
举行。我国部分省市和日本、韩国的法官代表及国内
外多所知名大学的法学专家学者共 300 余人出席会
议。

期间，青岛市中级人民法院、中国海洋大学法学院、
德衡律师所有关负责人作为青岛的代表，在研讨会上
作了有关学术报告。集团合伙人会议主席栾少湖在会
上作了题为《从律师视点看司法解释与案例的适用》
的演讲。

本次研讨会为中日韩三国法官和法学专家提供了一个
交流法律界信息、加深相互理解和认知的平台。研讨
会上，与会人员结合当前中日韩三国投资贸易交流关
系、在东亚国家和地区有关方面出现争议的状况，就
如何建立一个能够有效应对这些争议、促进良好交往
的法律机制，进行了深入探讨。

此次会议，德衡律师所作为协办单位，与国内外多所
知名大学的法学专家学者建立了良好的关系，为律所
开拓东亚市场、日本市场，打下了坚实的基础。日本
学者园部逸夫（立命馆大学法学教授）、铃木贤（北
海道大学法学教授）、崔光日（旅日中国法学教授）
等到所访问。

◎ 東アジア法律研究会、中国海洋大学法学部が共同
主催し、日本国際交流基金会と徳衡法律事務所が協
賛した「東アジア国家と地区の法律適用と判例法」
の国際学術セミナーを開催。中国、日本、韓国およ
び中国内外の知名大学から合わせて３００名を超え
る学者が参加した。

セミナーにおいて、当グループ主席である栾少湖が
「弁護士の視点からみた司法解釈と裁判例の適用」
と題する演説を行った。セミナーの後、立命館大学
法学部の園部逸夫教授、北海道大学法学部の鈴木賢
教授、中国の崔光日教授などが徳衡法律事務所を訪
問された。

◎ 伏青弁護士は青島日本人会流通部の要請を受け、
青島セコム電子安全有限公司、青島住倉国際物流有
限公司など十数社の日系企業の二十数名の責任者に
対して、「中国における債務回収の法律実務と事例
分析」をテーマとするセミナーを開いた。           

2004.08.25-09.01

◎  受日本日中青少年交流协会的邀请，集团高级合伙
人、执行主任胡明律师及伏青律师随中国青年指导者
访日代表团赴日本进行友好访问。代表团受到了日本
众议院议员（前内阁府大臣政务官）大村秀章先生、
铃木淳司先生的接见。两位议员与代表团成员共进午
餐，就大家共同关心的经济、政治、环境、青少年培
养等问题进行了充分交流。两位律师随代表团还访问
了拜会了神奈川县知事松泽成文先生及位于东京虎门
的黑田律师事务所 • 黑田特许事务所、位于大阪的大
江桥律师事务所。

会见活动中，胡明律师向议员大村秀章先生、铃木淳
司先生以及神奈川县知事松泽成文先生分别介绍了国
内律师行业现状和德衡律师所的情况，并向他们赠送
了德衡纪念邮折。此次访日活动，对于德衡律师所涉
日法律事务的开拓和发展起到了重要的推动作用。

◎ までの期間、日中青少年交流協会の要請を受け、
当グループのシニアパートナーで執行主任でもある
胡明弁護士および伏青弁護士は中国青年指導者訪日
代表団とともに友好事業として訪日した。訪日団は
衆議院議員大村秀章氏、鈴木淳司氏と面談した。そ
の後、両弁護士は神奈川県知事松沢成文氏、東京虎
ノ門にオフィスを置く黒田法律事務所・黒田特許事
務所、大阪に本部を置く大江橋法律事務所を訪問。
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2005.12.13-24

◎  集团合伙人会议主席栾少湖作为青岛市议会友好访
问团成员出访韩国、日本。代表团先后赴青岛市友好
城市韩国大邱市、日本下关市进行礼节性访问，还在
日本大阪、京都、奈良和东京等地进行了一系列参观
访问活动。青岛市代表团的友好访问引起韩国与日本
有关方面的关注，韩国《朝鲜日报》、《仁川日报》
和日本 NHK 电台、下关电视台都报道了代表团的活
动情况。

◎  までの期間、当グループ主席栾少湖が青島市議会
友好訪問団のメンバーとして韓国、日本を訪問し、
青島市の友好都市である韓国大邱市、日本の下関市
を訪れた。韓国の「朝鮮日報」、日本の NHK、下関
テレビなどが訪問団の活動を報道した。

2006 年

2006.03.21

◎  日本东海大学刘得宽教授偕夫人在中国海洋大学东
亚私法研究所所长申政武教授的陪同下访问德衡律师
所。双方就日本停车泊位权利、我国物权法的善意取
得制度、物业主体资格等进行了友好交流。

◎  2006 年 3 月 21 日、東海大学の劉得寛教授夫妻は
中国海洋大学東アジア司法研究所所長申政武教授と
ともに徳衡法律事務所を訪問。双方は日本における
駐車場に関する権利、中国物権法における即時取得
制度などについて意見交換した。

2006.04.16-19

◎  集团合伙人伏青律师随同青岛市政府、市建委等代
表团一行，参加了在日本东京新大谷饭店举办的“中
国青岛投资环境说明会”。本次说明会上，伏青律师
向与会的日本企业介绍了德衡律师所涉日法律事务情
况，多家日本公司表达了强烈的合作意愿。

◎  会后，伏青律师拜访了日本最大的外国律师事务
所――ホワイ＆ケース外国法事務弁護士事務所和日
本最大的从事涉及中国业务的律师事务所――弁護士
キャスト糸賀；与ホワイ＆ケース外国法事務弁護士
事務所就山东省内的非诉业务达成合作意向；与弁護
士キャスト糸賀就山东省内的诉讼业务合作达成共
识，并与该所的合伙人律师就具体案件进行研讨。

◎  此外，伏青律师与合作机构日本三宅律师事务所的
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日本業務部主任伏青、顧問井上建二と犯罪予防、犯
人の待遇、青少年権利保護などについて意見交換し
た。

2007.09.20

◎  日本驻华大使馆法律部镰仓正和先生、领事部郭小
际先生访问德衡律师所，并与集团合伙人会议主席栾
少湖、日本业务部主任合伙人伏青两位律师就日本法
律事务进行了友好交流。

◎  在中国日本大使館法律部鎌倉正和氏、領事部郭小
際氏が徳衡法律事務所に来訪し、当グループの主席
パートナー栾少湖、日本業務部主任パートナー伏青
弁護士両氏と日本法事務について意見交換した。

2008 年

2008.06.25-09.26

◎  作为首位山东省人民政府推荐、接受日本山口县邀
请赴日研修的中国律师，集团合伙人伏青律师赴日本
进行为期 3 个月的研修访问。期间，伏青律师访问了
美祢社会复归促进中心、山口银行、光市杉冈法律 •
税理士事务所、中国博奇在东证一部上市的主销商大
和 SMBC 证券公司及在日本排名前三位的综合性律师
所――长岛 • 大野 • 常松律师所和安德森 • 毛利 • 友常
律师所，参加了东京证券交易所主办的“中国博奇投
资说明会”和新光证券综合研究所举办的“今后日本

律师就两所正在合作的案件事项进行了沟通交流；为
律所委托人三井物产株式会社、日本毕马威会计师事
务所的业务项目负责人解答了与委托事项相关的法律
问题，并受到三井物产株式会社的热情款待。

◎  当グループのパートナーである伏青弁護士は青島
市政府、市建設委員会の訪日団とともに、東京ニュ
ーオータニホテルにある「中国青島投資環境説明会」
に参加した。説明会において伏青弁護士は徳衡法律
事務所の日本関連業務を紹介した。

◎  伏青律师本次出访活动，很大程度地拓宽了律所在
涉日法律事务方面的发展空间，也为律所合作服务机
构提供了专业有效的法律服务支持。

◎  説明会の後、伏青弁護士は日本最大の法律事務所
であるホワイト＆ケース外国法事務弁護士事務所と
弁護士法人キャスト糸賀（当時の名称）、三宅法律
事務所を訪問し、業務提携に合意した。その後、三
井物産株式会社、日本 KPMG 会計士事務所の担当者
と法律相談した。

2007 年

2007.07.25

◎  联合国亚洲远东预防犯罪和罪犯待遇研究所代表团
访问德衡律师所。代表团团长日本法务省法务综合研
究所松永荣治所长等与集团合伙人会议主席栾少湖、
高级合伙人毛洪涛、合伙人日本业务部主任伏青、以
及日本语顾问井上建二就中日犯罪预防、罪犯待遇及
青少年权利保护等法律问题进行了友好交流。松永荣
治所长对德衡律师所在青少年维权工作方面取得的卓
越成就给予了高度的评价。

◎  国連極東アジア犯罪予防と犯人待遇研究所代表団
が徳衡法律事務所に来訪。代表団団長を務める日本
法務省法務総合研究所所長松永栄治氏は当グループ
の主席パートナー栾少湖、シニアパートナー毛洪濤、
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经济和股票市场展望的说明会”。

◎  山東省人民政府の推薦および日本山口県の招聘を
受けて訪日研修を実施する第 1 期の中国弁護士とし
て、当グループのパートナーである伏青弁護士が３
ヶ月の訪日研修を実施した。期間中、伏青弁護士は
山口銀行、SMBC 証券会社、長島・大野・常松法律
事務所などを訪問し、新光証券綜合研究所が主催し
た「今後の日本経済と株式市場の展望について」の
説明会を参加した。

2008.10.24

◎  日本商事仲裁协会（日本唯一的国际商事仲裁机构）
理事大贯雅晴先生访问德衡律师所，与集团执行主任
胡明律师、合伙人伏青律师就中日两国的仲裁制度、
仲裁规则等问题进行了友好交流。

◎  日本商事仲裁協会理事大貫雅晴氏が徳衡法律事務
所を訪問。当グループ執行主任胡明弁護士、伏青パ
ートナー弁護士と両国の仲裁制度、仲裁規則などに
ついて意見交換した。

2009 年

2009.02.03

◎  作为青岛市人大代表，集团合伙人会议主席栾少湖
携 10 项建议参加青岛市第十四届人民代表大会第二
次会议。其中，《关于抓住机遇开展对日本定向招商
引资的建议》受到青岛市外经贸局的高度重视，副局
长邢立志、日韩投资处处长贾建军等访问德衡律师所，
并就改善青岛招商引资工作及促进日本在青投资措施
等一系列问题进行调研。

◎  青島市人民代表大会代表、当グループの主席パー
トナーである栾少湖は１０の提案を持って青島市第
14 回人民代表大会に参加、その中の「機会を掴み、
対日投資誘致に関する意見」は青島市対外経済貿易
局の重視を受け、副局長邢立志氏、日韓投資処処長
賈建軍などが徳衡法律事務所に来訪、投資誘致につ
いて意見交換した。

2011 年

2011.01.11

◎  作为全国律协外事委员会委员，集团合伙人会议主
席栾少湖在北京参加接待了环太平洋律师协会（IPBA）
会长、日本大江桥法律事务所主任园谷史朗午餐会。

◎  中国弁護士協会外事委員会委員、当グループの
主席パートナー栾少湖は北京で環太平洋弁護士協会
（IPBA）会長、日本大江橋法律事務所主任の園谷史
郎氏とのランチミーティングを共にした。

2011.03.11

◎  日本东北部地区发生里氏 9 级特大地震并引发海啸



日中交流の歩

DHH-023

后，德衡律师集团迅速向日本同行及有业务往来日本
各界友人致函、致电，向他们表示诚挚慰问。同时，
通过适当途径向日本灾区进行捐助。

◎  東日本大震災の後、徳衡リーガルグループは関係
を有する日本の法律事務所、関係各所に対してお見
舞いの連絡を行うとともに、被災地に対して支援を
提供。

2011.08.23

◎  集团合伙人会议主席栾少湖及联席合伙人杨倩娥律
师访问日本安德森 • 毛利 • 友常律师所北京代表处、
日本西村朝日律师所北京代表处，与其首代中川裕茂、
日本律师石黑昭吉、中国顾问李彬及日本律师大石和
也进行友好交流。

◎  当グループの主席パートナー栾少湖、共同パート
ナー楊倩娥弁護士は日本のアンダーソン・毛利・友
常法律事務所北京代表処、西村あさひ北京代表処を
訪問し、首席代表の中川裕茂弁護士、石黒昭吉弁護
士などと意見交換した。

2011.12.24

◎  德衡律师集团日本代表处筹建工作正式启动。在启
动仪式上，日本业务部主任、日本代表处筹建办负责
人杨倩娥律师就中日律所目前涉日、涉中业务的现状
进行了归纳总结，并对各律所涉日团队的业务发展策
略作了简要分析，在此基础上对集团设立日本代表处
后未来日本业务的开展进行了展望。

日本代表处筹建工作的正式启动，是继首尔、香港代
表处设立之后，集团在亚洲法律服务市场开拓工作中
又迈出的新一步，日本代表处的设立将更加完善集团
在亚洲法律服务市场的业务发展布局，进一步为各界
人士提供更为便捷的法律服务。

◎  徳衡リーガルグループの日本代表処設立の準備作
業を開始。

2012 年

2012.01.06

◎  日本贸易促进协会北京事务所所长田中雅教访问
德和衡律师所。田中雅教所长对德衡律师集团的理念、
团队建设表示赞许，并希望双方今后有更多合作机会，
同时表示将对德衡律师集团特别是日本业务方面给予
支持与帮助。

◎  日本貿易促進協会北京事務所所長田中雅教氏が
徳衡法律事務所を訪問。

2012.03.08

◎  联席合伙人杨倩娥律师以“跨国并购过程中的反垄
断法”为题，在北京建外 SOHU“嘉时客”咖啡馆主
持“淘经时光”（总第 5 期）。日本日矿日石株式会
社、日本第一生命保险株式会社、日本瑞穗实业银行
北京分行、日本电装（中国）投资有限公司、日本国
家旅游局、中国华电集团等单位应邀参加活动。
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西村あさひ法律事務所は日本最大の法律事務所であ
り、スタッフ総数は１０００名を超える。2010 年に
北京代表処を設立、中国関連業務を展開。

2006.06.26-07.01

◎  作为青岛市律师协会会长，合伙人会议主席栾少湖
率青岛市律协代表团访问日本，参观日本最大的律师
所――西村朝日律师所，拜访东京市辩护士会及横滨
市辩护士会，与日本律师同行交流并邀请日本排名前
十律师大所落户青岛，为助力“青岛中日韩自贸区先
行试验区”招商引资建设，还主动前往日本 JETRO、
日中经济协会、日中投资促进机构拜访。

律师同行交流并邀请日本排名前十律师大所落户青
岛，为助力“青岛中日韩自贸区先行试验区”招商引
资建设，还主动前往日本 JETRO、日中经济协会、日
中投资促进机构拜访。

◎  の期間、青島市弁護士会会長として、主席パート
ナーである栾少湖は青島市弁護士協会訪日代表団を
率いて、西村あさひ法律事務所、東京市弁護士協会、
横浜市弁護士協会、JETRO、日本経済協会、日中投
資促進機構を訪問した。

の期間、青島市弁護士会会長として、主席パートナ
ーである栾少湖は青島市弁護士協会訪日代表団を率
いて、西村あさひ法律事務所、東京市弁護士協会、
横浜市弁護士協会、JETRO、日本経済協会、日中投
資促進機構を訪問した。

2006.07.05

◎  德和衡上海律师所主任胡先明及杨倩娥、陈莉萍三
名律师受聘担任三井金属爱科特（上海）管理有限公
司常年法律顾问，为该公司提供常年法律服务。

三井金属爱科特（上海）管理有限公司作为管理型地
区总部，主要负责为母公司 ( 日本三井金属 ) 及其所
投资的企业或关联企业提供投资经营决策、市场营销
服务、资金运作和财务管理、技术支持和研究开发、

◎  共同パートナー楊倩娥弁護士は「越境 M ＆ A に
おける独占禁止法について」をテーマとする講演を
行った。日本第一生命保険株式会社、みずほコーポ
レート銀行北京支店、日本電装（中国）投資有限公
司などが参加。

2006.04.19

◎  德衡律师所合伙人伏青、德和衡律师所合伙人杨倩
娥、德衡济南律师所执业律师岳勃应邀参加“第十二
届山东省・山口县经贸洽谈会”。会议期间，山口县
日中经济交流促进协会副会长、本次日本经贸代表团
团长本广正则先生与德衡律师亲切交谈。德衡律师向
其介绍了集团日本业务的概况并表达了今后加强合作
的愿望；本广先生对本次日本代表团的参展情况作简
要介绍并希望德衡律师能够为山东与山口县的经贸交
流继续做出贡献。

◎  徳衡法律事務所パートナー伏青弁護士、楊倩娥弁
護士などが第 12 回山東省・山口県経済貿易商談会
に参加。期間中、山口県日中経済交流促進会副会長
の本広正則氏と交流した。

2006.06.18

◎  日本西村朝日律师事务所代表合伙人米田隆律师、
野村律师一行来访德和衡上海律师所。双方就进一步
合作交流达成共识。

西村朝日律师事务所是日本最大的律师事务所，总人
数超过 1000 人。业务领域涵盖投资、金融、公共事业、
政府法务、企业法务、国际法务等多项领域。该所于
2010 年在北京设立了代表处，正式进军中国业务。

◎  日本西村あさひ法律事務所代表パートナー米田隆
弁護士、野村弁護士が徳和衡（上海）法律事務所を
訪問。



日中交流の歩

DHH-025

2013 年

2013.07.11-16

◎  作为全国律协常务理事兼外事委副主任、青岛市律
师协会会长，集团合伙人会议主席栾少湖与全国律协
副会长蒋敏、外事委委员谢思敏共同代表中华全国律
协赴欧洲希腊雅典出席每年一度的中国、日本、欧盟
三方律师协会会长高峰年会。会长峰会的主题是“律
师的独立性、律师跨境执业和非律师拥有并管理律师
事务所”。栾少湖律师在会上以“非律师拥有和管理
律师事务所在中国的规制与展望”为题发表精彩演讲。
日本辩护士联合会会长山岸宪司和东京第二辩护士会
会长山岸良太、欧洲律师协会会长 Evangelos、副会
长 Aldo 和希腊律师协会会长 Jonathan 出席峰会并
分别发表主题演讲。

◎  の期間、全国弁護士協会常務理事兼外事委員会副
主任、青島市弁護士協会会長、当グループ主席パー
トナーである栾少湖弁護士は、全国弁護士協会副会
長蒋敏、外事委員会委員の謝思敏と共同で中華全国
弁護士協会を代表し、ギリシャアテネにおいて毎年
一度の中国、日本、EU 三者の弁護士会会長の年度
総会に参加した。会合のテーマは「弁護士の独立性、
弁護士のクロスボーダーにおける業務、非弁護士に
よる法律事務所の保有・管理」であった。栾少湖弁
護士は「非弁護士による法律事務所の保有・管理に
ついての中国における規制および展望」と題するス
ピーチを行った。日本弁護士連合会会長山岸憲司氏
及び東京第二弁護士会会長山岸良太氏、欧洲弁護士
協会会長 Evangelos 氏、副会長 Aldo 氏およびギリ
シャ弁護士協会会長の Jonathan 氏が会合に出席し、
それぞれスピーチを行った。

信息服务、员工培训与管理；从事汽车零部件产品的
销售。

◎  徳和衡上海法律事務所の主任である胡先明弁護士
及び楊倩娥弁護士、陳莉萍弁護士の 3 名が委任を受
け三井金属愛科特（上海）管理有限公司の年間法律
顧問となり、リーガルサービスを提供することとな
った。

三井金属愛科特（上海）管理有限公司は地域本部機
能を有する管理性公司として、主に親会社 ( 三井金
属 ) 及び同親会社が投資するその他の会社又は関連
会社に投資・経営戦略、マーケティング、資金運用
及び財務管理、技術サポート、研究開発等のサービ
スを行っている。

2006.07.09

◎  合伙人会议主席栾少湖率高级合伙人、副主任刘克
江律师及集团驻日本代表杨倩娥律师访问日本贸易振
兴机构青岛代表处，对该代表处对集团驻日代表工作
及青岛律师代表团访日活动的支持表示感谢。

◎  主席パートナー栾少湖弁護士が高級パートナー、
副主任の劉克江弁護士および日本オフィスの代表で
ある楊倩娥弁護士が日本貿易振興機構青島代表処を
訪問し交流を行い、親交を深めた。

二十八、2012 年 7 月 27 日，日本最大的律师所――
东京西村朝日律师所代表律师米田隆及中国业务主管
野村高志访问德衡律师所。

二十八 . 2012 年 7 月 27 日、日本最大手の法律事務
所である西村あさひ法律事務所の代表弁護士である
米田隆弁護士及び中国業務の責任者であある野村高
志弁護士が徳衡法律事務所を訪問された。
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2015 年

2015.01.21

◎  德衡律师所高级联席合伙人强永梅律师受聘担任日
本丰田通商株式会社的全资子公司丰田旗下公司上海
丰田通商热线物流有限公司常年法律顾问。

◎  徳衡法律事務所の高級パートナーである強永梅弁
護士は、豊田通商株式会社の完全子会社である上海
豊田通商熱線物流有限公司の年間法律顧問に就任し
た。

2015.01.22

◎  日本海外流通促进机构 (CODA) 高井英幸理事、墳
奇隆之、後腾健郎等一行访问德和衡律师所。双方就
日本动漫、音乐等作品的版权保护及版权贸易促进等
话题进行了友好交流。

日本海外流通促进机构 (CODA) 成立于 2002 年，以促
进日本音乐、动漫、电影、电视剧、游戏等日本内容
产业海外推广为宗旨，同时也从事日本作品在海外的
版权保护工作。

◎  日本のコンテンツ海外流通促進機構 (CODA) の高
井英幸理事、墳奇隆之氏、後藤健郎氏等のご一考が
徳和衡法律事務所を訪問された。双方は日本のアニ
メ、音楽等の作品の著作権保護、著作権取引の促進
等のテーマについて交流を深めた。
        
コンテンツ海外流通促進機構 (CODA) は 2002 年に設
立され、日本の音楽、アニメ、映画、ドラマ、ゲー

2014 年

2014.06.23

◎ 在 青 岛 参 加 中 国 日 本 欧 盟 三 方 律 师 协 会 会 长 峰
会 的 欧 盟 律 协 会 长 Aldo Bulgarelli、 副 会 长 Maria 
Slazak、 秘书长 Jonathan Goldsmith，日辩联会长
Susumu Murakoshi、 副 会 长 Kozo Tanaka 及 律 师
Takashi Soma、Asako Yamagaomi，中华全国律师
协会会长王俊峰等在全国律协常务理事、集团合伙人
会议主席栾少湖的陪同下访问德衡律师所。

◎ 青 島 に お い て、 中 国 日 本 EU 三 者 の 弁 護 士 会
会 長 の 会 合 に 参 加 し た EU 弁 護 士 会 か ら は 会 長
Aldo Bulgarelli 氏 ら、 日 弁 連 か ら は 会 長 Susumu 
Murakoshi 氏ら、中華全国弁護士協会からは会長の
王俊峰氏等ら全国弁護士協会の常務理事が、当グル
ープ主席パートナーの栾少湖のアテンドの下徳衡法
律事務所を訪問した。

2014.09.22

◎  作为全国律协常务理事兼外事委副主任，合伙人会
议主席栾少湖律师及德和衡律师所合伙人杨倩娥律师
参加全国律协接待日本辩护士联合会 30 人访华座谈
会与欢迎晚宴。

◎ 全国弁護士協会常務理事兼外事委員会副主任であ
り、当グループ主席パートナーである栾少湖弁護士
及び徳和衡法律事務所パートナーの楊倩娥弁護士は
参加全国弁護士協会に参加し、日弁連からの 30 名
の訪中座談会及び食事会を開催した。
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ム等の日本のコンテンツ産業の海外展開をその趣旨
とし、また日本作品の海外における著作権保護の業
務にも従事している。

2015.06.01-05

◎  集团知识产权团队业务总监陈浩律师与资深商标代
理人刘蕊应邀赴日本东京访问了创英国际特许法律事
务所、杉村万国特许事务所、广田特许事务所、青和
特许法律事务所、旺知国际特许事务所、滨田松本法
律事务所等多家专利事务所和律师所。两位律师与日
本同行进行了深入的沟通，了解了日本在专利申请、
商标注册以及知识产权维权方面的法律规定，比较了
中国日本相关法律的异同，为中国企业进入日本市场
提供了知识产权保护等法律支持。同时，根据日本事
务所的建议，陈浩律师从立法和司法方面介绍了中国
专利保护最新动态，分析了日本企业在中国知识产权
保护上存在的失误和不足，并提供了专业的法律意见，
刘蕊律师介绍了中国商标法关于商标注册、商标争议
及商标维权上的最新变动。此次交流访问活动，为集
团与日本专利事务所、律师所在知识产权保护方面进
行更加深入、全面的合作奠定了基础。

◎  の期間、当グループの知的財産権チームリーダー
の陳浩弁護士とシニア商標弁理士の劉蕊は招聘を受
けて東京の創英国際特許法律事務所、杉村万国特許
事務所、広田特許事務所、青和特許法律事务所、旺
知国際特許事務所、森・濱田・松本法律事務所等多

くの弁理士事務所、法律事務所を訪問した。両弁護
士は日本の弁護士と交流を深め、日本における特許
出願、商標出願および知的財産権保護の分野に関す
る規定について理解を深め、日中における法令の相
違等について検討を行い、中国企業の日本進出にあ
たっての知的財産権保護等についてリーガルサポー
トについて情報を交換した。。また、日本の事務所
からの勧めもあり、陳浩弁護士は立法および司法の
観点から中国の特許権保護の最新の実務状況につい
て紹介し、日本企業の中国における知的財産権保護
についてのミスや不足の点について分析を行い、専
門的な法律分析を提示し、劉蕊弁護士はさらに中国
の商標法の商標登録、商標紛争及び商標権保護に関
する最新の変遷について紹介した。本交流活動を通
じて、当グループと日本の特許事務所や法律事務所
との間において、知的財産権保護の分野についてよ
り深く、多角的な提携についての礎を築いたといえ
る。

2015.06.26

◎  应荏原电产（青岛）科技有限公司邀请，德衡律师
所高级合伙人强永梅律师为其进行题为《企业合同实
务》讲座。

荏原电产（青岛）科技有限公司创立于 2006 年，是
由始建于 1912 年的（日本）株式会社荏原制作所在
青岛独资成立的。公司以智能化电气控制盘柜设计、
制造与电气自动化控制系统集成为事业发展的方向，
在为荏原企业提供配套控制设备与服务的基础上，更
致力于为快速发展的中国各行业提供自动控制方面的
解决方案和配套服务。

◎  荏原電産（青島）科技有限公司の要請を受け、徳
衡法律事務所のシニアパートナーである強永梅弁護
士が、「企業における契約実務」と題するセミナー
を実施した。

荏原電産（青島）科技有限公司は、1912 年に設立
された株式会社荏原製作所が 2006 年に青島におい
て独資にて設立した現地法人である。同社は、スマ
ート電気制御パネルの設計、製造、および電気自動
化制御システムの集成を会社成長の方向性として見
定めており、荏原グループに対して制御設備とサー
ビスを提供するとともに、急速に成長を遂げる中国
の各業界に自動制御に関するソリューション及び関
連サービスを提供している。



日中交流の歩

DHH-028

◎  青島弁護士協会の副会長、及び徳衡弁護士グルー
プの副主席パートナーの胡明弁護士、及び８名の青
島弁護士は、日本名古屋市愛知県弁護士協会を訪問
した。愛知県弁護士会の第一副会長の村瀬桃子弁護
士、副会長の庄司俊哉弁護士、国際委員会の委員長
の小川晶露弁護士などの 10 名以上の弁護士からの
歓待を受ける。訪問中、弊所弁護士と愛知県弁護士
の弁護士が「愛知県の企業の青島での投資の法律保
護」と題して、両国の経済、企業のニーズ及び両国
の弁護士の提携や交流などについて活発な交流を行
って、青島弁護士協会と愛知県弁護士会の間の長期
的な交流と協力関係の幕開けとなった。

2015.05.27

◎  为纪念青岛市律师协会和釜山地方辩护士会友好交
流 10 周年，釜山地方辩护士会会长赵容汉先生率代
表团 26 人访问青岛市律师协会，双方隆重举行“青
岛市律师协会与釜山地方辩护士友好交流十周年纪念
活动”。

集团合伙人会议副主席胡明、国际业务中心韩国业务
主任金光协、国际业务中心跨国业务律师王金磊、国
际业务中心韩国业务律师李媚瑛、国际业务中心日本
业务法律秘书金海月参加了此次纪念活动。

2015.09.11

◎  日本积水住宅株式会社国际事业部理事杉原正美、
主任渡边英树以及一级建筑士田村胜利访问德和衡律
师所。

积水住宅株式会社（SEKISUI）是日本著名建筑公司，
系日本最大的综合性企业之一积水化学工业株式会社
的下属企业，是日本最早实行住宅产业化的先驱者。
其于中国设立的积水萌柏（北京）建设工程有限公司
由杉原正美理事担任董事长。该公司一直希望把经济
循环型、节能环保型的建筑理念带到中国。

◎  積水ハウス株式会社の国際事業部の理事である杉
原正美氏、部長の渡辺秀樹氏、一級建築士である市
天村氏が徳衡法律事務所を訪問した。

積水ハウス株式会社（SEKISUI）は日本の有名な建
設会社であり、日本で最大の総合企業の一つである
積水化学工業株式会社の子会社であり、日本で最も
初期に住宅産業化を実施したパイオニアである。同
社が中国に設立された積水萌柏（北京）建設工程有
限公司は、杉原正美氏が代表取締役を務めている。
同社は、循環型エコ、省エネ、環境保全の建築コン
セプトを中国に導入しようとしていた。

2015.11

◎  作为青岛市律师协会副会长，集团合伙人会议副主
任胡明与青岛 8 名律师组成青岛律协代表团赴日本名
古屋市访问爱知县弁護士会（律师协会），受到爱知
县辩护士会第一副会长村濑桃子、副会长庄司俊哉、
国际委员会委员长小川晶露等 10 余名律师代表的热
情接待。访问期间，中日双方律师以“爱知县企业在
青投资的法律保护”为主题，就两国经济、企业的法
律需求以及两地律师的合作交流等具体问题展开了充
分的交流和互动，开启了青岛律师协会与爱知县律师
协会长期交流合作的序幕。
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青岛市律师协会还特别邀请韩国驻青岛总领事馆副总
领事尚承万、领事李度基、日本爱知县律师协会国际
委员会委员夏目武志、福冈律师协会前国际委员会委
员长大塚芳典、事务员阿如娜等出席活动。会前爱知
县律师协会国际委员会委员夏目武志先生专程到德衡
律师所参观访问。

◎  青島弁護士協会と釜山地方弁護士協会との友好交
流 10 周年を記念するため、釜山地方弁護士協会の
である趙容漢氏は 26 名の代表団を率いて青島市弁
護士会を訪問しました。両方は「青島市弁護士協会
と釜山地方弁護士協会の友好交流 10 周年の記念会」
を開催されました。

徳衡リーガルグループの副主席パートナー胡明弁護
士、国際業務センターの韓国業務部部長の金光協、
国際業務センターの韓国業務部の李媚英、国際業務
センターの日本業務部の法律秘書金海月氏は当該記
念会を参加した。

青島市弁護士協会は、青島の韓国総領事館の副総領
事の尚承万、領事の李度基、愛知県弁護士会の国際
委員会の夏目武志氏、福岡弁護士会の元国際委員会
の委員長の大塚芳典氏、事務員の阿如娜などが記念
会に出席した。

2015.08.30

◎  德和衡前海律师所黄维赞律师赴东莞，专门走访著
名关务软件制造企业润衡集团，与集团负责人薛总、
润衡集团合作伙伴广东真广企业管理顾问有限公司负
责人苏总座谈，三方就下一步如何进一步实现资源共
享、合作共赢达成多项共识。

广东真广企业管理顾问有限公司作为日本企业在广东
投资的桥梁，为日资企业提供有关投资、经营等多项
咨询服务，并对企业在报关、财税、政策、人才介绍、
企业管理等发面提供全方位的、系列化的指导和协助。

◎  徳和衡前海法律事務所の黄維賛弁護士は東莞に赴
き、著名なソフトウェアメーカーの潤衡グループを
訪問し、その責任者の薛氏、潤衡グループのビジネ
スパートナーである広東真広企業管理顧問有限公司
の責任者の蘇氏と座談会を行って、三者間において、
資源の共有と Win-Win の協力関係について各種事項
について合意に至った。

広東真広企業管理顧問有限公司は、日本企業の広東
への投資の架け橋として、日系企業に投資や経営な

ど各種コンサルティングサービスを提供し、通関、
財務・税務、政策、人材紹介、企業管理などの分野
において多角的かつ有機的なコンサルテーションを
提供している。

2016 年

2016.09.01-03

◎  集团高级合伙人、国际业务中心总监、德和衡律师
所主任刘克江应邀参加俄罗斯第二届远东经济论坛，
并在法律分论坛发表演讲，提出设立中俄联合仲裁机
构的设想。日本首相安倍晋三和韩国总统朴槿惠参加
了本次经济论坛，分别与普京总统举行了会晤并在全
体大会上发表了演讲。

论坛期间，刘克江主任还接受了俄罗斯卫星通讯社的
采访，就德和衡律师所设立莫斯科办公室，提供中俄
双向法律服务，促进中俄投资和经贸发展模式等发表
了自己的观点。

◎  まで、グループのシニアパートナー兼国際ビジネ
スセンターのディレクター、徳和衡法律事務所の所
長である劉剋江は、ロシアの第二回の極東経済フォ
ーラムに参加し、法務サブフォーラムにてスピーチ
を行い、中国とロシアの共同仲裁機関の設立につい
ての構想について述べた。本フォーラムは日本の安
倍晋三首相や韓国の朴槿恵（当時）大統領も参加し
ていた会合である。

当該フォーラムにおいて、劉剋江所長はロシア衛星
通信社からのインタビューを受け、徳和衡法律事務
所によるモスクワでのオフィスの設立、中国とロシ
ア間の双方向の法律サービスの提供、および中国と
ロシアの投資および経済貿易開発モデルの推進に関
する見解を発表した。



日中交流の歩

DHH-030

2018 年

2018.03

◎  为进一步开拓日本市场，德和衡上海律师所与工场
网信息科技（上海）有限公司签订战略合作协议，约
定双方共享信息和资源，共同促进中日企业间的跨境
合作。本次合作将进一步发挥双方的优势，为中日两
国的制造业企业提供更多的合作机会，为加快国内制
造业企业的转型升级提供新的可能性。

工场网信息科技（上海）有限公司是一家主要为制造
业企业提供服务的中日合资公司，在中国拥有超过两
万家会员企业，已经为汽车、家电、机械、医疗、建
筑等行业的超过一万家企业提供了包括采购、销售、
跨境投资并购在内的服务，该公司的日本股东在日本
拥有以制造业企业为中心的两万多家的会员企业。

◎  日本企業に対するサポート体制をより強化する
ため、徳和衡上海法律事務所と工場網情報科技（上
海）有限公司は、双方で情報やリソースの共有、共
同で日中企業間のクロスボーダーでの協力関係を促
進するための戦略パートナーシップ協定を締結しま
した。この協力は、双方の優位性をさらに発揮し、
中国と日本の製造企業にさらなる協力の機会を提供
し、国内製造企業の変革やレベルアップを促す新た
な可能性を見出すことが期待される。

工場網情報科技（上海）有限公司は、主に製造企業
にサービスを提供する日中合弁企業である。中国に
おいて 20,000 社以上の会員企業を擁する。自動車、
家電、機械、医療、建設などの業界の 10,000 社以
上企業に調達、販売、クロスボーダー投資、合併や
買収などのサービスを提供してきた。同社の日本側
株主は、日本で製造会社を中心 20,000 社以上の会
員企業を擁している。

2018.10.15

◎  日本北浜法律事务所酒井大辅律师一行访问德和衡

上海律师所，与集团高级合伙人、德和衡上海律师所
主任汤华东及日本业务部韩海光、王彬、童贵文等律
师进行了友好交流。汤华东主任介绍了集团在国内和
海外的业务开展与日本业务团队的建设以及集团日本
东京办事处的设立情况。酒井大辅律师就其律所从事
的中国业务律师的执业经验和业务发展情况作进一步
介绍，并就中日法律实务中常见多发的问题点交换了
意见。

日本北浜法律事务所成立于 1973 年，是日本为数不
多的综合型国际律师事务所之一，办公机构位于东京、
大阪、福冈，同时与美国、欧洲、中国、韩国、东南
亚等国家地区均有业务合作，已有多年为中国客户服
务的经验。

◎  日本北浜法律事務所の酒井大輔弁護士ご一行は、
徳和衡上海法律事務所を訪問し、グループのシニア
パートナー兼徳和衡上海法律事務所の所長である湯
華東弁護士、日本事業部の韓海光弁護士、王彬弁護
士、童貴文弁護士などと親交を深めた。湯華東所長
はグループの国内および海外での事業開発、日本ビ
ジネスチームの構築、および東京代表処の設立につ
いて紹介しました。酒井大輔弁護士は北浜法律事務
所の中国ビジネスを取り扱う弁護士の実務経験とビ
ジネス開発についてさらに紹介し、中国と日本の法
律実務における様々な問題について意見を交換しま
した。

1973 年に設立された日本の北浜法律事務所は、日本
で数少ない総合的な国際法律事務所の一つであり、
東京、大阪、福岡などにオフィスを構えている。米国、
欧州、中国、韓国、東南アジアなどの国家と地域協
力関係を構築しており、中国のクライアント向けの
リーガルサービスの提供についても豊富な経験を有
する。



日中交流の歩

DHH-031

2018.11.26

◎  上午，德和衡律师所东京代表处在东京都港区赤坂
1-12-32 アーク森ビル 7 楼举行揭牌仪式。集团合伙
人会议常务副主席胡明、副主席胡先明、德和衡上海
律师所执行主任许杰及集团日本业务团队负责人韩海
光、王彬等律师出席揭牌仪式。

东京代表处的设立是集团继在华盛顿 DC、西雅图、
莫斯科、圣彼得堡、多伦多、悉尼、新加坡、香港等
地相继设立海外分支机构后，集团国际化的又一重大
举措。

在日期间，德和衡律师一行走访了日本西村朝日、森・
滨田松本以及 TMI 等日本知名律师所及会计师事务
所、咨询公司等机构，东京代表处的设立必将进一步
增进集团与日本律师所及相关机构在各个层面的信息
交流和业务合作，更好地为中日客户提供全方位的服
务。

◎  午前、徳和衡法律事務所東京代表処は、東京都港
区赤坂のアーク森ビル 1 階 2 階 3 階 7 階で事務所オ
ープンのセレモニーを行いました。徳衡リーガルグ
ループの副主席パートナーの副主席胡明弁護士、胡
先明弁護士、徳和衡上海法律事務所の執行所長の許
傑及び日本業務チームの韓海光弁護士、王彬弁護士
などがオープンセレモニーに出席しました。

東京代表処の設立は、ワシントン DC、シアトル、
モスクワ、サンクトペテルブルク、トロント、シド
ニー、シンガポール、香港における中国本土外での
支店設立に次ぐ、グループのグローバル化のさらな
る取り組みの一つといえる。

滞在中、徳和衡弁護士一行は日本の西村あさひ法律
事務所、森・濱田・松本法律事務所、TMI 法律事務
所などの日本の著名な法律事務所、会計事務所、コ
ンサルティング会社などを訪問した。東京代表処の
設立によって、グループと日本の法律事務所などの
専門家との間における情報交換や業務提携の促進、
日中のクライアントにより良いサービスを提供する
ための布石となることが期待される。

2018.09.25

◎  日本曾我律师事务所的森川律师、今井律师和住田
律师三位高级合伙人，访问 DHH 上海，与汤主任、
许主任和韩律师进行了交流沟通，并形成合作关系。

◎  日本の曽我法律事務所の森川弁護士、今井弁護士、
住田弁護士の 3 名のシニアパートナーが DHH 上海
を訪問し、湯所長、許執行所長、韓弁護士と意見交
換をし、提携関係を妥結した。



日中交流の歩
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日本业务团队风采 / 日本業務部のメンバー

2018.11.27

◎ 胡明主席率队拜访了神奈川律师协会，双方就涉外
业务进行了互相沟通。

◎ 胡明副主席はチームを率いて、神奈川弁護士会を
訪問し、渉外法律業務について互いに意見を交換し
た。

2019 年

2019.08.16

◎  DHH 上海的童贵文律师、刘华律师、王彬律师嘴
直召开了“对日投资法律及实务说明会”, 对日本的
投资环境及政策进行了说明，有 30 几家公司参会，
会后进行了很好的交流。

◎  DHH 上海の童貴文弁護士、劉華弁護士、王彬弁
護士は、「日本向けの投資についての法律実務説明
会」を開催して、日本の投資環境と政策について説
明し、約 30 名の参加者を迎え、説明会の後におい
ても、さらに親交を深めた。



日中交流の歩

DHH-033

2020 年

2020.01

◎  1 月底疫情期间，为了不挤占国内有限资源，又要
满足集团管委会 2 月 10 日各地办公室开工两三个月
内的需求，集团日本业务部主任刘华律师特意去东京
运回一批 N95 口罩。
 
◎  1 月コロナ期間中、国内資源を節約する主旨の下、
2 月 10 日からの勤務開始に向かってグループ全体必
要なマスクを調達するために、グループ日本業務部
主任劉華弁護士は東京へ行って N ９５のマスクを調
達した。



日中交流の歩

DHH-034

▎青岛
地址：山东省青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层、10 层
电话：+86-532-83899980、83896512
▎北京
地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 11 层、12 层
电话：+86-10-85407666
▎上海
地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 501 号上海中心大厦 62 层 
电话：+86-21-61681600
▎深圳
地址：深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 23 层
电话：+86-755-80864497
▎济南
地址：山东省济南市历下区泺源大街 102 号香格里拉写字楼 5 层
电话：+86-531-80671888
▎青岛自贸区
地址：山东省青岛市黄岛区庐山路 65 号黑卓中心 23 层
电话：+86-532-88517369
▎青岛高新区
地址：青岛高新区智力岛路 1 号创业大厦 B 座 2301
电话：+86-532-66965729-808
▎深圳前海
地址：广东省深圳市南山区桂湾片区二单元前海卓越金融中心 7 号楼 1007
单元
电话：+86-755- 33209369
▎邯郸
地址：河北省邯郸市和平路 396 号财富大厦 14 层 C 座
电话：+86-310-5501099
▎南京
地址：江苏省南京市栖霞区紫东路 1 号紫东国际创意园 A1 幢 3 层
电话：+86-025-68756868
▎太原
地址：山西省太原市亲贤北街 368 号水工大厦 15 层
电话：+86-351-2022113
▎郑州
地址：河南省郑州市金水东路 49 号绿地原盛国际 1 号楼 A 座 20 层
电话：+86- 371 5569 8006
▎海口
地址：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦主楼 10 层
电话：+86-898-68537591
▎杭州
地址：浙江省杭州市滨江区通和路 68 号中财大厦 15 层
电话：+86-571-85212518
▎哈尔滨
地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区轩辕路 16 号
电话：+86-451-82368688
▎成都
地址：四川省成都市高新区天府三街 69 号新希望国际 B 座 819
电话：+86-028-62603731
▎广州
地址：广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 7 楼
电话：+86-020-83377177
▎武汉
地址：湖北省武汉市硚口区中山大道 1 号越秀财富中心 51 层
电话：+86-27-59721111
▎石家庄
地址：河北省石家庄市长安区建设北大街 44 号瀚科大厦 9 层
电话：+86-311-66189528
▎天津
地址：天津市河西区友谊路 5 号北方金融大厦 13 层
电话：+86-22-27059888
▎福州
地址：福建省福州市台江区振武路 55 号三迪联邦中心 35 层
电话：+86-591-83730096
▎长沙
地址：湖南省长沙市芙蓉区紫薇路 8 号律政服务大楼 23 层
电话：+86-731-85415808
▎重庆
地址：重庆市江北区桂花街支路 10 号成大锦嘉国际大厦 14 层
电话：+86-23-86813888

▎苏州
地址：江苏省苏州市姑苏区人民路 3355 号花锦汇邻中心 3 楼
电话：+86-512-69356660
▎乌鲁木齐
地址：新疆乌鲁木齐市高新区河北东路 430 号上海大厦 B 座 10 楼   
电话：+0991-6268199
▎呼和浩特
地址：内蒙古自治区呼和浩特市滕飞路金隅环球中心 C 座 15 层
电话：+86-0471-6371661 
▎南昌
地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 777 号博能金融中心 601-603
室
电话：0791-83880706
▎佛山
地址：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 4 号中盛国际大厦 23A 层
2402
电话：+86-757-86263299
▎西安
地址：陕西省西安市碑林区长安北路 113 号大话南门壹中心 12 层 
电话：+86-29-85350060/61
▎昆明
地址：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号恒隆广场办公楼 22 层
▎沈阳（筹）
地址：辽宁省沈阳市和平区青年大街 392 号皇朝万鑫国际大厦 A 座 38 层
电话 :+86-24-24185678/24186789
▎粤港澳大湾区中心
地址：广东省深圳市福田区福田街道福安社区益田路 5033 号平安金融中
心 100 层
电话：电话：+86-755-88326260
▎香港
地址：香港湾仔港湾道 1 号会展中心办公大楼 26 楼 2611
电话：+852-24462188 
▎华盛顿 DC
地 址：1300 Pennsylvania Ave NW, Suite 700, Washington D.C.20004, 
U.S.A.
电话：+1-202-2043077
▎莫斯科
地 址：Room 14 27/F Federation Tower Presnenskaya Naberezhnaya 
12, Moscow, Russia,123112
电话：+7-499-6438311 +7-495-9892558
▎多伦多
地 址：Suite 5700 First Canadian Place,100 King Street West,Toronto, 
ON M5X 1C7,Canada
电话：+1-416-9132290 
▎悉尼
地址：8/F, No.109 Pitt Street, Sydney, NSW, Australia
电话：+61-2-80418513
▎圣彼得堡
地 址：1/F, Russian-Chinese Business Park, Pavilion No.6, Bolshoi 
Prospect V.O. d.103, St. Petersburg, Russia 199106
电话：+7-812-3212683 
▎新加坡
地 址：#20-07 Regus, One Raffles Place Tower2, No.1 Raffles Place, 
Singapore 048616
邮箱：international@deheng.com
▎首尔
地址：Parnas Tower 29th Floor 521 Taeheran-ro Gangnam-gu,Seoul，
06164 Korea
邮箱：international@deheng.com
▎东京
地 址：Tokyo Ark Hills,12/F Ark Mori Building,1-12-32,Akasaka, Minato-
ku,Tokyo,107-6012,Japan
邮箱：international@deheng.com
▎伦敦
地 址：Deheng,C/O Mayfair Legal,2nd Floor,Berkeley Square House, 
Berkeley Square,London W1J 6BD,England
邮箱：international@deheng.com
▎柏林
地址：Lutherstrasse 18,12167 Berlin,Germany
邮箱：international@deheng.com

DHH 分所˙代表处



北京：北京市朝陽区建国門外大街2号北京銀泰中心C座11階、12階
電話： +86-10-85407666

上海：上海市浦東新区陸家嘴銀城中路501号上海中心大厦62階
上海市浦柬新区東園路中国金融信息中心15階
電話：+86-21-61681600

深圳：深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦23階
電話：+86-755-80864497

青島：山東省青島市香港中路2号海航万邦中心1号楼10、34階
電話：+86-532-83896512/83899980

済南：山東省済南市歴下源大街102号シャングリラオフィスビル5階
電話：+86-531-80671888

南京：江蘇省南京市栖霞区紫東路1号紫东国際創意園A1栋3階
電話：+86-25-68756868

邯郸：河北省西安市平和路396号富ビル14階C棟
電話：+86-310-5501099

太原：山西省太原市亲賢北街368号水工大厦15階
電話：+86-351-2022113

鄭州：河南省鄭州市鄭東新区金水東路49号緑地原盛国際1号棟A座20階
電話：+86-371-55698006

海口：海南省海口市美兰区国興大道5号海南大厦主楼10階
電話：+86-898-68537591

杭州：浙江省杭州市滨江区通和路68号中財大厦15階
電話：+86-571-85212518

ハルピン：黑竜江省ハルピン市南岗区軒轅路16号
電話：+86-451-82368688

深セン：深セン市南山区桂湾片区二单元前海卓越金融中心7号楼1007单
元
電話：+86-755- 33209369

成都：四川省成都市高新区天府三街69号新希望国際B座819
電話：+86-028-62603731

広州：広州市天河区珠江西路17号広晟国際大厦7階
電話：+86-020-83377177

石家庄：河北省石家庄市长安区建設北大街44号瀚科大厦9階
電話：+86-311-66189528

武漢：湖北省武漢市西口区中山大道1号越秀富センター51階
電話：+86-27-59721111

福州：福建省福州市台江区振武路55号サンディ連邦センター35階
電話：+86-591-83730096

長沙：湖南省長沙市芙蓉区紫薇路8号律政服務大楼23階
電話：+86-731-85415808

重慶：重慶市江北区桂花支路10号成大锦嘉国际大厦14階
電話：+86-23-86813888

ウルムチ：ウルムチ市高新区长春路上海大厦B座10階
電話：+86-0991-6268199

苏州：江蘇省蘇州市姑蘇区人民路3355号花錦汇隣中心3階
電話：+86-512-69356660

フフホト場所：内モンゴル自治区フフホト市天飛路金華環世界センタ
ーCの15階
電話：+86-471-6371661

青島FTZ：山東省青島市黄島区の嵐山路65号黒卓中心23階
電話：+86-532-88517369

青島ハイテクゾーン：青島ハイテクゾーン知的島路1号ベンチャービル
B棟2301
電話：+86-532-66965729-80

天津：天津市河西区友好路5号北金融ビル13階
電話：+86-22-27059888

南昌：江西省南昌市紅谷浜新区金融街777号博能金融センター601-603
号室
電話：0791-83880706

昆明：雲南省昆明市パンロン区の東風東路23号恒隆広場のオフィスビ
ルは22階建て

香港：香港湾仔港湾道1号展覧センター事務棟26階2611
電話：+852-24462188

広東、香港、マカオのグレートベイエリアの中心：広東省深セン市福
田区福田街道福安コミュニティ益田路5033平安金融センター100階
電話：+86-755-88326260

仏山：広東省仏山市南海区桂城街道桂澜路4号中盛国際23階2402
電話：+86-757-86263299

瀋陽（筹）：392皇朝万華国際ビルAブロック38階、中国・寧寧省陽陽市
平和区青年大街
電話：+86-24-24185678/24186789

西安：陕西省西安市碑林区長安北路113号大话南门壹中心12階
電話：+86-29-85350060/61

モスクワ（Moscow）：Room 14 27/F Federation Tower Presnenskaya 
Naberezhnaya 12, Moscow, Russia,123112
電話：+7-499-6438311 /+7-495-9892558

ワシントンDC（Washington D.C.）：1300 Pennsylvania Ave NW, Suite 
700, Washington D.C.20004, U.S.A.
電話：+1-202-2043077

トロント（Toronto）：Suite 5700 First Canadian Place,100 King 
Street West,Toronto, ON M5X 1C7,Canada
電話：+1-416-9132290 

シドニー（Sydney）：8/F, No.109 Pitt Street, Sydney, NSW, Austra-
lia
電話：+61-2-80418513

サンクトペテルブルグ（St petersburg）：1/F, Russian-Chinese 
Business Park, Pavilion No.6, Bolshoi Prospect V.O. d.103, St. 
Petersburg, Russia 199106
電話：+61-2-80418513

シンガポール（Singapore）：#20-07 Regus, One Raffles Place Tower2, 
No.1 Raffles Place, Singapore 048616
E-mail：international@deheng.com

ソウル（Seoul）：Parnas Tower 29th Floor 521 Taeheran-ro 
Gangnam-gu,Seoul，06164 Korea
E-mail：international@deheng.com

東京（Tokyo）：Tokyo Ark Hills,12/F Ark Mori Building,1-12-32,Aka-
saka, Minato-ku,Tokyo,107-6012,Japan
E-mail：international@deheng.com

ロンドン（London）：Deheng,C/O Mayfair Legal,2nd Floor,Berkeley 
Square House, Berkeley Square,London W1J 6BD,England
E-mail：international@deheng.com

ベルリン（Berlin）：Lutherstrasse 18,12167 Berlin,Germany
E-mail：international@deheng.com

徳衡グループ拠点一覧




