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Davis Polk Tokyo
国内及びクロスボーダー案件において、業界トップ
クラスのサービス、グローバルなネットワーク及び
クリエイティブなソリューションを提供しています。
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デービス・ポークは、日本企業や日本のマーケットが関与する複雑な案件に携わって

いる大手米国法律事務所の一つです。

東京オフィスの弁護士は、キャピタルマーケッツ案件及びM&A案件の双方において

卓越したサービスを提供しています。また、クロスボーダーの事業再生案件やローン

案件に加え、反トラスト法・競争法、訴訟及びグローバルなエンフォースメント/インベ

スティゲーション案件その他の様々な企業法務案件及びアドバイザリー業務にも携

わっています。

日本関連業務の中心となる東京オフィスのチームは、パートナーのジョン・グレイ及

びケン・レブラン、カウンセルのクリス・コダマを含む、高いスキルを有するバイリンガ

ルのメンバーによって構成されています。また、案件に関する重要な問題に対して戦

略的かつタイムリーなアドバイスを提供し、クライアントがビジネスにおいて目指すと

ころ及び意思決定プロセスを理解し、日本語で問題を分析・説明することができると

いう点において、クライアントの高い評価を得ています。

当事務所の弁護士は、デービス・ポークの各プラクティス・グループ及び各オフィスと

のグローバル・ネットワークを活用して協働し、クライアントに実務的かつ洗練された

アドバイスを提供するとともに、法的及びビジネスの観点からはチャレンジングなク

ライアントのニーズに対し、常に、クライアントのためにイノベーティブな解決策を探

求しています。また、日本の大手法律事務所とも日常的に協働しています。

画期的な証券のオファリング案件、複雑な金融
取引及び業界地図を塗り変えるM&Aなど、様々
な重要案件に携わっています。

International Deal Firm of the Year
– ALB Japan Law Awards 2019
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当事務所のキャピタル・マーケッツ・プラクティスにおいては、パートナーのジョン・グレイ

及びカウンセルのクリス・コダマを筆頭に、発行体及び引受証券会社に対して、様々な種

類の株式及び債券のオファリング案件についてアドバイスを提供しています。

IPO、民営化案件、ブロックトレード、私募、PIPEs等のキャピタル・マーケッツ案件に関し

て、業界有数のサービスを提供しています。特に、東京証券取引所、NYSE、NASDAQ及

び香港証券取引所におけるオファリング、また米国、日本、英国及び香港における証券

規制等、キャピタル・マーケッツ案件の規制的な側面からのクライアントのサポートに関

しても豊富な経験を有しています。

当事務所の弁護士は、新規かつ複雑な負債性証券に関して最前線で活躍しており、債

券市場の問題点やプラクティスの直近の動向についても精通しています。

「キャピタル・マーケッツ、特
に債券の分野でシェアを拡大
している」

– Chambers Asia-Pacific

「著名な債券及び株式発行案件
に携わった専門性及び実績にお
いて特別に高いレピュテーション」

– Chambers Asia-Pacific

キャピタル・マーケッツ

当事務所が携わったキャピタル・マーケッツ案件の発行体には以下を
含みます：
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M&A

東京センチュリーによるPacific Life Insurance Companyからの

Aviation Capital Groupの未保有株式取得による完全子会社化 

（30億ドル）

沖電気工業によるNCR社に対するOKIブラジルの金融・リテール関連

IT・ソフトウェア及びサービス事業の売却

コムキャストによるユニバーサル・スタジオ・ジャパンの完全子会社化 

（2,550億円）

第一生命 によるジャナス・キャピタルへの投資及びジャナス社とヘンダ

ーソン・グローバル社との合併に関連したアドバイス

ダイキン工業によるヘルマン&フリードマンの関係会社からのグッドマン・

グローバルの買収（37億米ドル）

田辺三菱製薬によるイスラエルの製薬企業であるニューロダーム 

（ナスダック上場）の買収（11億米ドル）

三菱UFJリースによる多数の米国の航空機及び航空関連機器リース会

社の買収

新日鉱ホールディングスによる新日本石油との経営統合（118億米ドル）

塩野義製薬 による米国ライフサイエンス企業の買収及びこれらとのライ

センス取引等を含む多数の取引

三井住友信託銀行によるシティグループからのシティカードジャパンの

買収

東洋製罐によるGSOキャピタル・パートナーズからのStolle Machinery
の買収（7.75億米ドル）

パートナーのケン・レブランを中心とした当事務所のM&A担当弁護士は、アウトバウン 

ド、インバウンド及びプライベート・エクイティ案件並びに日本企業同士の経営統合取引を

含む、多くのクロスボーダー取引に関して買い 手、売り手及びフィナンシャル・アドバイザ

ーに対して助言を行っています。また、関連するコーポレートガバナンス、証券法及び公

開買付規制に関する助言についても豊富な経験を有しています。

京オフィスのM&A弁護士は、海外のオフィスのM&Aチームと綿密に連携し、トップクラス

の税務、知的財産、役員報酬及び規制関連等のプラクティスの知識をも駆使して業務に

あたります。当事務所が携わったM&A案件には以下を含みます。
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バンキング及びファイナンス部
門においてベスト 
Asialaw & Benchmark Litigation
–  Asia-Pacific Dispute Resolution 
 Awards 2018

“Dispute Resolution Firm of  
 the Year”
– Asia Legal Awards 2018

当事務所は、国内外における当局による調査、法執行、仲裁、内部調査、商事紛争、コン

プライアンス関連案件並びに民事及び刑事上の訴訟手続等について、大手日本企業や

金融機関から依頼を受けています。当事務所は、主に香港をベースとするアジアでトップ

クラスの訴訟・紛争解決チームを擁し、米国法、英国法及び香港法に関する助言を提供

しています。

当事務所のレギュラトリー担当の弁護士は、コーポレートガバナンス及びマーケットコンダ

クトに関連するものを含め、金融機関に対する監視及び規制についてクライアントに助言

を行っています。また、反マネーロンダリング、贈収賄・腐敗防止及び不正に関する問題

への助言についても豊富な経験を有しています。

さらに、当事務所の反トラスト法の担当弁護士は、東京オフィスの企業法務チームと綿密

に連携し、様々な業界の多種多様な米国及びクロスボーダーの取引についてクライアン

トに助言を行っています。また、幅広い反トラスト法訴訟における代理も行っています。

当事務所は、日本その他のアジア各国での案件を含め、金融取引のボロワー及びレンダ

ーへの助言において、世界で最も経験豊富な弁護士事務所の一つです。様々なプロダ

クトに関してクライアントのサポートを行っています。

また当事務所は、クロスボーダーの事業再生案件に関しても豊富な経験を有していま

す。日本においても、エルピーダ・メモリが米国連邦倒産裁判所から日本の会社更生計

画について承認を得るという初めてのクロスボーダー事業再生案件を含め、複数の重

要案件に携わっています。また近時には、タカタのグローバルでの民事再生手続きに関

連して、最大顧客であるフォルクスワーゲンの代理も務めました。

「デービス・ポークには、特にアジ
ア、ヨーロッパにおいて、その地理
的なカバーエリアの広さと、クロス
ボーダー取引の経験という利点が
ある」

– Chambers Global

「大手金融機関から継続的にレバ
レッジド・バイアウトに関する知見
を求められており、また、ボロワー
へのアドバイスにおいても確固た
る地位を築いている」

– Chambers Global

訴訟及び規制遵守

ファイナンス・事業再生
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東京オフィスのメンバー

ジョン・グレイ
パートナー
キャピタル・マーケッツ
/ファイナンス
03 5574 2667
jon.gray@davispolk.com

ケネス・レブラン
パートナー
M&A
03 5574 2631
ken.lebrun@davispolk.com

クリス・コダマ
カウンセル
キャピタル・マーケッツ
/ファイナンス
03 5574 2668
christopher.kodama@davispolk.com

佐々木　知洋
コーポレート
03 5574 2658
chihiro.sasaki@davispolk.com

茉莉・フォスター
コーポレート
03 5574 2655 
mari.foster@davispolk.com

デービス・ポーク・アンド・ウォードウェル外国法事務弁護士事務所

106-6033
東京都港区六本木1-6-1
泉ガーデンタワー33階

03 5574 2600

東京オフィス（ロケーション）

ポール・ジュン
コーポレート
03 5574 2656
paul.jun@davispolk.com

ルーカス・アダムス 
コーポレート
03 5574 2661
lucas.adams@davispolk.com

アレックス・コーリー
コーポレート
03 5574 2662
alexander.coley@davispolk.com

森 遥香
コーポレート
03 5574 2664
haruka.mori@davispolk.com
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