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Cast Vietnam

CAST LAW VIETNAM CO., LTD.
20th Floor, TNR Tower, 180 – 192 Nguyen Cong Tru, District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam
TEL：+84-28-3914-0909

ご相談・お問い合わせはこちらまで

Mail／info-v@cast-law.com
URL／http://cast-group.biz/group/vietnam/

CAST LAW VIETNAM CO., LTD.

CAST Investment Hong Kong Co., Ltd.
701 7/F, Tower 2,Silvercord, 30 Canton Road,
Tsim Sha Tsui, Kowloon,Hong Kong

キャストコンサルティング（上海）有限公司
上海 上海市浦東新区浦東南路528号　上海証券大厦北楼14楼
北京 北京市朝陽区建外大街26号5号楼1層　雲亨客長富宮中心
蘇州 江蘇省蘇州市蘇州新区獅山路199号　新地中心11楼
広州 広東省広州市天河区林和西路161号　中泰国際広場A座23楼

Cast Consulting (Myanmar) Company Limited
No.561, 563, 565, 567, Room (812-814),
Merchant Street, #801-804, Kyauktada Township,
Yangon, Myanmar (Burma)

グループ拠点

弁護士法人キャスト
キャストコンサルティング株式会社
東京  東京都港区愛宕2丁目5番1号　
 愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階
大阪  大阪市北区中之島2丁目2番2号　大阪中之島ビル13階

弁護士法人キャスト上海代表処
上海 上海市浦東新区浦東南路528号　上海証券大廈北楼14楼

税理士法人キャスト
大阪  大阪市北区中之島2丁目2番2号　大阪中之島ビル13階

http://cast-group.biz

キャストグループは、中国やベトナム、ミャンマー、ASEAN
そして日本で最適なソリューションを提供する
グローバルコンサルティングファームです。

● 日本業務、中国業務、ベトナム業務、ミャンマー業務、
その他ASEAN関係の業務。

● ビジネススキームの立案、一般企業法務、M&A、人事・
労務、不動産取引、撤退、各種契約書作成、紛争解決、
税務、国際相続・国際離婚、マーケティング、市場調査等。

事業内容
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左記の幅広い分野へ対応

社内研修、その他セミナーへの登壇のご相談も可能です。

ベトナム・中国などの東アジアに
おける長年培った法務コンサル
ティングの実績と高い専門性

日常の対面・メール・電話での
ご相談、ベトナム人スタッフ
同士でのやりとりも可能

下記ベトナムリーガルオン
ラインの IDを無償提供

ベトナムでのビジネスサポート 各種サービス概要キャストの理念

C A S T  L A W  V I E T N A Mの特徴と強み

専門家は全て2ヶ国語以上の言語で
対応可能。 本社・現地法人、いずれ
からのアプローチにも適切に対応。

中国ビジネスで約20年間培ってきた社会主義
圏におけるコンサルティングの経験、ノウハウ
をベースに、高度な専門性を有した弁護士等の
専門家がベトナム業務をサポートします。

スピード、フットワーク力を
発揮するきめ細やかな

法務対応

ホーチミンに拠点を擁し、現地
目線ならではの法令改正速度、
実務と法令の乖離の実情に対応
する法務サポートが可能です。

無料お試しID
発行中！

http://www.cast-vietnam.biz/ベトナムリーガルオンライン

各カテゴリーの
情報を体系的に整理

Q&A

各カテゴリーで実際に
問題になりやすい
ケースの対応例など

事 例

重要法令の和訳
※当面は限定した法令
のみとなります。

法 令

ベトナム法務・ビジネスに関する「ちょっと知りたい。今すぐ知りたい！」を
サポートする CAST LAW VIETNAM CO., LTDが運営する定額制
データベースです。

詳しくは、HPへ！

Response

労務・税務・法務等に
おける豊富な経験と
ノウハウに基づく
高い専門性

Speciality

多言語対応の
専門家による
サービス

Multilingual

Compliance 自己規律及び顧客のコンプライアンス経営の支援

Association 本社、現地法人、関連事務所、パートナー、スタッフ等の
日本、中国、ベトナム及び他のASEAN諸国に跨る連携・提携

Transparency 透明性、フェアネスの保持

Speciality プロフェッショナルとしての高い専門性

● 進出スキームの検討
● 会社設立手続の代行・サポート
● ベトナム国内における取引契約の作成・
　レビュー

進出

● 法務デューデリジェンス
● 買収ストラクチャー（出資持分譲渡、増資の引受、
　 事業譲渡等）の検討
● 買収ストラクチャーに応じた契約書・MOUの
　作成、契約条件等に関する交渉
● 合弁契約の作成、合弁会社運営に係るサポート
● 業務提携のストラクチャー（ライセンス、販売代理
等）の検討、契約書の作成、契約条件等に関する
交渉

M&A

● 各種規制調査（投資、コーポレート、商取引、不動産、
EPE、各種業法等）

● 商取引のスキーム検討（保税取引、販売代理取引、
　 輸出加工取引等）

● 各種契約書の作成（製品製造に係る契約書、商品売買
に係る契約書、知的財産のライセンス・開発に係る契約
書、賃貸借契約書、ローン契約書等）

● 事業拡大に伴う各種行政手続、法的文書作成
● 債権回収のサポート
　（与信調査、支払督促の文書作成、訴訟提起等）

法務一般

● 人事労務関係の法令及び事例の調査
● 就業規則、労働契約、労働協約、労務
● 関係の社内規則等の作成・レビュー
● 従業員との労働契約終了に係る文書作成、
　その他サポート
● 各種行政手続のサポート（ワークパーミットの取得等）
● 人事労務に係る紛争の解決、当局対応

人事労務 撤退

● 会社の解散・清算のサポート

● 税関関連の各種規制の調査
● 関税評価に係るリスク軽減のためのサポート
● 輸入関税の還付のための手続のサポート
● 税関に係る紛争の解決、当局対応
● EPEの輸出入、在庫管理等に関する体制構築
のサポート

税関

● 商標の調査及び登録
● 模倣品対策支援（調査、方針検討、警告書作成、当局
への申告等）

知的財産

● 契約書、取引に関する紛争解決の交渉支援
● 訴訟、仲裁を提起する又は提起される場合の
法務サポート

紛争解決

● 住宅取得、不動産事業に関する法的スキーム
　構築
● 不動産ディベロップメント、ホテル事業展開に
　関する法的コンサルティング
● 工場等の土地使用権売買契約、手続のサポート

不動産

随時生じる案件ごとに必要な法的サポートの提供。
案件の概略を伺った上で、方針を決め、
費用見積りを致します。

スポット対応

1
顧問契約を締結していないお客様、または、顧問契約を超える
範囲のご相談であっても、随時お話を伺いながら、必要な法的
サポートが可能

2

東京・大阪などの日本各地、ホーチミン・ハノイ・ダナン等で
定期的にセミナーを開催。

各種セミナー開催

1
法務、労務、税関といった日常の具体的問題から、トレンドマーク、
マクロ的視点をもったものまで専門家によるわかりやすい
解説（セミナー開催状況はキャストグループHPよりご覧いただけます）

2

ビジネスパートナーとして、ベトナム法務を中心に
企業の形態・取引の実情、ニーズに合わせた相談が可能です

顧問契約

5万円～

月額

1 2 3
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解説（セミナー開催状況はキャストグループHPよりご覧いただけます）

2

ビジネスパートナーとして、ベトナム法務を中心に
企業の形態・取引の実情、ニーズに合わせた相談が可能です

顧問契約

5万円～

月額

1 2 3



左記の幅広い分野へ対応

社内研修、その他セミナーへの登壇のご相談も可能です。

ベトナム・中国などの東アジアに
おける長年培った法務コンサル
ティングの実績と高い専門性

日常の対面・メール・電話での
ご相談、ベトナム人スタッフ
同士でのやりとりも可能

下記ベトナムリーガルオン
ラインの IDを無償提供

ベトナムでのビジネスサポート 各種サービス概要キャストの理念

C A S T  L A W  V I E T N A Mの特徴と強み

専門家は全て2ヶ国語以上の言語で
対応可能。 本社・現地法人、いずれ
からのアプローチにも適切に対応。

中国ビジネスで約20年間培ってきた社会主義
圏におけるコンサルティングの経験、ノウハウ
をベースに、高度な専門性を有した弁護士等の
専門家がベトナム業務をサポートします。

スピード、フットワーク力を
発揮するきめ細やかな

法務対応

ホーチミンに拠点を擁し、現地
目線ならではの法令改正速度、
実務と法令の乖離の実情に対応
する法務サポートが可能です。

無料お試しID
発行中！

http://www.cast-vietnam.biz/ベトナムリーガルオンライン

各カテゴリーの
情報を体系的に整理

Q&A

各カテゴリーで実際に
問題になりやすい
ケースの対応例など

事 例

重要法令の和訳
※当面は限定した法令
のみとなります。

法 令

ベトナム法務・ビジネスに関する「ちょっと知りたい。今すぐ知りたい！」を
サポートする CAST LAW VIETNAM CO., LTDが運営する定額制
データベースです。

詳しくは、HPへ！

Response

労務・税務・法務等に
おける豊富な経験と
ノウハウに基づく
高い専門性

Speciality

多言語対応の
専門家による
サービス

Multilingual

Compliance 自己規律及び顧客のコンプライアンス経営の支援

Association 本社、現地法人、関連事務所、パートナー、スタッフ等の
日本、中国、ベトナム及び他のASEAN諸国に跨る連携・提携

Transparency 透明性、フェアネスの保持

Speciality プロフェッショナルとしての高い専門性

● 進出スキームの検討
● 会社設立手続の代行・サポート
● ベトナム国内における取引契約の作成・
　レビュー

進出

● 法務デューデリジェンス
● 買収ストラクチャー（出資持分譲渡、増資の引受、
　 事業譲渡等）の検討
● 買収ストラクチャーに応じた契約書・MOUの
　作成、契約条件等に関する交渉
● 合弁契約の作成、合弁会社運営に係るサポート
● 業務提携のストラクチャー（ライセンス、販売代理
等）の検討、契約書の作成、契約条件等に関する
交渉

M&A

● 各種規制調査（投資、コーポレート、商取引、不動産、
EPE、各種業法等）

● 商取引のスキーム検討（保税取引、販売代理取引、
　 輸出加工取引等）

● 各種契約書の作成（製品製造に係る契約書、商品売買
に係る契約書、知的財産のライセンス・開発に係る契約
書、賃貸借契約書、ローン契約書等）

● 事業拡大に伴う各種行政手続、法的文書作成
● 債権回収のサポート
　（与信調査、支払督促の文書作成、訴訟提起等）

法務一般

● 人事労務関係の法令及び事例の調査
● 就業規則、労働契約、労働協約、労務
● 関係の社内規則等の作成・レビュー
● 従業員との労働契約終了に係る文書作成、
　その他サポート
● 各種行政手続のサポート（ワークパーミットの取得等）
● 人事労務に係る紛争の解決、当局対応

人事労務 撤退

● 会社の解散・清算のサポート

● 税関関連の各種規制の調査
● 関税評価に係るリスク軽減のためのサポート
● 輸入関税の還付のための手続のサポート
● 税関に係る紛争の解決、当局対応
● EPEの輸出入、在庫管理等に関する体制構築
のサポート

税関

● 商標の調査及び登録
● 模倣品対策支援（調査、方針検討、警告書作成、当局
への申告等）

知的財産

● 契約書、取引に関する紛争解決の交渉支援
● 訴訟、仲裁を提起する又は提起される場合の
法務サポート

紛争解決

● 住宅取得、不動産事業に関する法的スキーム
　構築
● 不動産ディベロップメント、ホテル事業展開に
　関する法的コンサルティング
● 工場等の土地使用権売買契約、手続のサポート

不動産

随時生じる案件ごとに必要な法的サポートの提供。
案件の概略を伺った上で、方針を決め、
費用見積りを致します。

スポット対応

1
顧問契約を締結していないお客様、または、顧問契約を超える
範囲のご相談であっても、随時お話を伺いながら、必要な法的
サポートが可能

2

東京・大阪などの日本各地、ホーチミン・ハノイ・ダナン等で
定期的にセミナーを開催。

各種セミナー開催

1
法務、労務、税関といった日常の具体的問題から、トレンドマーク、
マクロ的視点をもったものまで専門家によるわかりやすい
解説（セミナー開催状況はキャストグループHPよりご覧いただけます）

2

ビジネスパートナーとして、ベトナム法務を中心に
企業の形態・取引の実情、ニーズに合わせた相談が可能です

顧問契約

5万円～

月額

1 2 3




