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労働訴訟の経験豊富
Chambers Asia-Pacific 2020

« （そのアドバイスは）極めてプロフェッショナルで、簡にして要を得、迅速で、創造的である。»   
« Gallは、現実に即しかつ費用対効果の高いアドバイスを提供する、 

最上級の法律事務所である。»
Outstanding Firm, Dispute Resolution 

Asialaw Profiles 2020

« 2019年最優秀法律事務所―香港 »
Benchmark Litigation Asia-Pacific Awards 2019

Tier 1 Firm, Commercial and Transactions
Benchmark Litigation Asia-Pacific 2019

2019年紛争解決部門最優秀法律事務所
The Asian Legal Awards 2019

« 優れた専門性の高いアドバイスを提供し、 
商業のツボに対する鋭敏な感覚を持つ、ブティックプラクティス »

Leading Firm, Dispute Resolution 
Legal 500 Asia Pacific 2019

« チームは皆、適時に、説得力あるアドバイスを提供する。 »
Leading Firm, Dispute Resolution 

Chambers Asia Pacific 2019

« 極めて有能で、精力的に仕事をこなし、 
問題解決にあたって「柔らかい頭」で考える能力を発揮する。»

Outstanding Firm, Dispute Resolution
Asialaw Profiles 2019



GALL について

Gallは、紛争解決を主たる業務とする香港の優れた独立系法律事務所です。極めて複雑な紛争の取
り扱いを得意としており、とりわけ複数の地域にまたがる訴訟がその多くを占めております。

弊所のパートナーは、みな国際的な法律事務所から弊所に参画したものばかりで、長年香港や海外
で弁護士として活躍し、幅広い種類の訴訟や調停、仲裁において豊富な経験を有しております。弊所
では、そうしたパートナーがチームを率いながら、様々な分野の専門知識を持つ弁護士の法的スキ
ルと語学スキルを最大限に活用し、複雑な訴訟に対処しております。弊所は、クライアントに常に不
休のサービスを提供することをお約束いたします。

独立系法律事務所である弊所は、海外の法律事務所から恒常的に案件の紹介を受けております。
世界の主要な地域にある有力な事務所と強い協力関係を確立し、紛争解決に携わる方々の世界
的ネットワークを活用しております。香港に拠点を持たない法律事務所様や企業様にとっては、弊所
は、香港における法務の拠点として大いに役立てるものと存じます。また、弊所はいわゆるマジック
サークルやシティの大手事務所からも信頼を得ており、利益相反のためそれら事務所が代理人とな
れない場合などには、弊所が紹介を受けてそのクライアントを代理することもままございます。

弊所は、世界中のクライアントからご依頼をいただいており、一例をあげれば、外国政府、銀行をは
じめとする金融機関、ヘッジファンド、上場会社、法律事務所や会計事務所、地方の各種機関、不動
産所有者、資産家といったクライアントにサービスを提供してまいりました。弊所は、クライアントと
緊密に連携しながら香港の法文化やビジネス文化をご理解いただく一助となるとともに、クライア
ントのビジネスゴールに最も適した解決策を提供するため常に研鑽を続けております。
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取扱分野
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企業訴訟

企業訴訟は、Gallの日常業務の中核を占めております。弊所
の弁護士は香港のあらゆるレベルの紛争解決機関におい
て、訴訟、仲裁、調停を通して紛争解決を行う豊富な経験を
有しております。

企業訴訟の業務には次のようなものがあります。 

•	 多国間にまたがる訴訟
•	 国家に対する債権回収
• 契約上の紛争	 
• 債権回収
• 専門家の過失に関する紛争
• 保険
• 株主や組合員の紛争
• 名誉棄損
• 商品取引や通商上の紛争
• 司法審査 
• 信託及び検認申立て
• 土地関連の紛争	

仲裁

紛争解決における香港の一流法律事務所である弊所では、
仲裁担当の弁護士が、その豊富な経験を生かし、多種多様
な商業紛争から生じる国内仲裁・国際仲裁業務を行っており
ます。アドホック仲裁と機関仲裁双方で、様々な仲裁規則や
準拠法に従った仲裁手続の経験を有しております。クライア
ントの要望に応じて、差止め申立てや仲裁関連の訴訟、執行
手続なども取り扱ってまいりました。

弊所は、中国関連の紛争のサポートにおいて特に高い評価
を得ており、中国法人が関わる海外での紛争にもアドバイス
を行っております。

弊所の弁護士チームはクライアントと緊密に連携しながら、
戦略的で費用効率の高い、現実に即したアドバイスを行い、
効果的な紛争解決を目指します。仲裁業務には次のような
ものがあります。

• 国内仲裁及び国際仲裁
• アドホック仲裁及び機関仲裁
• 仲裁に関する訴訟
• 外国仲裁や国内仲裁のためのマレヴァ型／凍結型差止
命令の獲得

• 執行訴訟
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労働法

Gallの労働法チームは、数々の受賞歴を誇り、あらゆる労働
法関連の案件に取り組んでおります。争訟・非訟両方におい
て使用者と労働者どちらの代理人をも務める香港では数少
ない事務所のひとつです。

雇用に関する全側面でクライアントからの依頼にお応えし
ております。労働法関連の業務には次のようなものがありま
す。

•	 採用戦略	
•	 契約条件の交渉と契約書作成
•	 繰延報酬、賞与、後配株プログラムの付与に関する事項
•	 解雇後の労働者に対する禁止制限条項に関する書類作
成とアドバイス	

•	 パフォーマンス評価や査定に関するアドバイス	
•	 内部調査、証券先物委員会の規制調査と懲罰問題に関
するアドバイス

•	 差別に関する苦情
•	 余剰人員整理の問題に関するアドバイス
•		 解雇及び退職合意に関するアドバイス
•		 差止命令の申立て及びそれに対する防御
•		 労働審判所から終審法院まで、訴訟当事者となる使用
者と労働者双方の代理

詐欺／財産追跡 

弊所の詐欺／財産追跡チームは、商業詐欺、財産の不正目
的使用、商事犯罪などから起こる国内及び国際的紛争に対
して恒常的にアドバイスを行っております。

次のような案件において豊富な経験と知識を有しておりま
す。

•	 マレヴァ型／凍結型差止命令の獲得
•	 詐欺目的の法人に対する臨時清算人の指名
•	 取締役の不正及び信認義務違反
•	 サイバー犯罪、インターネット詐欺、電子メールハッキン
グ、オンラインでの個人情報の盗取

•	 投資詐欺及びねずみ講詐欺
•	 海外のさまざまな地域にある法律事務所と連携した世
界的な財産回収業務
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倒産

弊所の倒産案件担当の弁護士は、著名な支払不能案件や香
港の企業倒産の案件を恒常的に取り扱っております。	

紛争性の高い支払不能案件に対し、あらゆる面でアドバイス
を行っており、一例を挙げれば次のようなものがあります。

•	 破産管財人や倒産実務家に対するアドバイス	
•	 債務超過財産の特定と換価
•	 破産管財人を代理した財産回収訴訟の追行
•	 口座凍結解除許可の取得
•	 担保権の行使
•	 債権者サービス
•	 調査と検証
•	 臨時清算人選任申立て	
•	 複数国にまたがる支払不能問題におけるアドバイス
•	 会社の更生・破産についての一般的アドバイス	
•	 取締役の義務と責任についてのアドバイス

中国関連紛争

Gallでは大規模な中国関連紛争を取り扱っており、日常的に
中国語での対応を必要とするクライアントからの相談を受け
ております。多言語を操る弁護士チームが、中国のクライア
ントの代理人として国境をまたがる多数の注目度の高い訴
訟・仲裁案件に対応いたします。技術的な知識と文化的な理
解とを背景として、中国関連紛争を極めて効率的に処理して
おります。	

弊所では、香港に関わる以下のような中国関連紛争につい
て法的アドバイスを提供しております。

•	 契約上の紛争
•	 債権回収
•	 中国における裁判、仲裁、強制執行のための差止命令•	
株主や合弁会社の紛争

•	 中国における判決の香港における執行
•	 国際倒産
•	 財産追跡実行
•	 専門家供述の利用等
	



家事及び離婚

弊所には、家族関係の破たんに伴う財産と子供関連事項の
専門家がそろっております。訴訟の経験が豊富であるばかり
でなく、調停や裁判外交渉など裁判以外の紛争解決方法も
積極的に活用しております。

専門家としての知識が一流のクライアントケアと現実的な解
決策に生かされています。クライアント一人一人の状況に合
わせて、慎重かつ建設的にすべての案件に取り組みます。

弊所が特に得意とする分野には次のようなものがあります。

•	 離婚
•	 離婚後の財産分与
•		 判決による別居
•		 別居合意
•		 婚前及び婚姻後契約
•		 管轄権紛争
•		 養育／親権紛争
•		 子供の誘拐
•		 子供の海外転居
•		 未婚の同居人と親に関する問題
•		 裁判所命令の執行又は変更
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規制対応／刑事

Gallでは、刑事事件又は規制違反で捜査や起訴の対象とな
った個々の個人や企業の従業員に対し、配慮の行き届いた
専門性の高いサービスを提供しております。他の刑事専門弁
護士とも協力し、具体的なアドバイスを提供し、効果的な戦
略を提案いたします。

弊所のサービスには次のようなものがあります。

•	 警察、調査官、検察対応
•	 起訴前又は起訴後の司法取引
•	 裁判前の調査と証拠収集
•	 SFC及びICAC捜査
•	 海外の捜査によって凍結された香港内の資金の回収



調停

時間と費用が節約できる賢明な紛争解決手段として、調停
の人気が高まっています。弊所の弁護士は幅広い種類の紛
争において、豊富な調停経験を有しております。調停では正
式な資格を持つ調停人として、両当事者のために調停を行
います。裁判によらず紛争を解決するため、協議の上合意に
達することができるよう、公平なまとめ役として当事者をサ
ポートいたします。

調停では次のようなことが可能です。

•	 問題を話し合い、誤解を解く
•	 潜在的利害や懸念を究明する
•	 合意できる事項をさぐり、それらを解決策に取り込む
•	 両当事者が受諾できる解決を提案し合意する
•	 秘密を保持する
•	 法的に執行可能な和解契約や裁判所の命令にも盛り込
むことができるような調停案を調整する
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プロボノ 

Gallでは弊所の専門家が持つ技能と経験をコミュニティーの
ために役立てるよう努めております。プロボノ業務によって、
法的代理人に依頼することができない人々にアドバイスを
提供しております。

これまでに次の方々にサービスを提供してまいりました。

•	 慈善団体
•	 地域自治会と非営利組織
•	 個人
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お問い合わせ

3/F Dina House, Ruttonjee Centre
11 Duddell Street
Central
Hong Kong

Tel + 852 3405 7688
Fax + 852 2801 7202
Email info@gallhk.com
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