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■ 法令急送便／新法速递

1. 特許出願行為の規範化に関する弁法
1. 国家知识产权局发布《关于规范申请专利行

为的办法》

関連主体：一般企業

公布機関：国家知的財産権局

公布日：2021年 3月 11日

実施日：2021年 3月 11日

主な内容:

「非正常特許出願行為」とは何かを規定している。

「非正常特許出願行為」の行為表現を列挙して、代

理、誘導、教唆、他人を助け、または他人と共謀し

て各種の非正常特許出願行為を実施することを含

む。

国家知的財産権局が「非正常特許出願行為」に関

する専門審査手続きを明確にしている。

「非正常特許出願行為」を実施する処罰措置を規

定している。非正常特許出願の出願人については、

国家知的財産権局は、事情に応じて特許料を減納し

ないことができる。非正常特許出願行為が存在する

特許代理機構又は特許代理師に対しては、中華全国

特許代理師協会が自律措置をとる。非正常特許出願

行為が存在する他の機構又は個人に対しては、特許

業務を行う特許管理部門が資格のない特許代理行

為に関する規定に基づいて処罰を行う。

相关主体：一般企业主体

发布机关：国家知识产权局

发布日期：2021年 3月 11日

实施日期：2021年 3月 11日

主要内容：

该办法界定了何为“非正常申请专利行为”；

列举了“非正常申请专利行为”的行为表现，包括

代理、诱导、教唆、帮助他人或者与之合谋实施

各类非正常申请专利行为。

该办法明确了国家知识产权局就“非正常申

请专利行为”的专门审查程序。

该办法规定了实施“非正常申请专利行为”的

处罚措施。对于非正常专利申请的申请人，国家

知识产权局可以视情节不予减缴专利费用；对于

存在非正常申请专利行为的专利代理机构或者专

利代理师，由中华全国专利代理师协会采取自律

措施；对于存在非正常申请专利行为的其他机构

或个人，由管理专利工作的部门依据查处无资质

专利代理行为的有关规定进行处罚。

原文リンク：

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-03/13/conte

nt_5592724.htm

原文链接：

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-03/13/c

ontent_5592724.htm

2. 経営範囲の登記適正化に関する通知（意見募集

稿）

2. 国家市场监督管理总局公开征求《关于全面

开展经营范围登记规范化工作的通知（征求

意见稿）》意见

関連主体：一般企業

公布機関：国家市場監督管理総局

公布日：2021年 3月 9日

締切日：2021年 3月 31日

相关主体：一般企业主体

发布机关：国家市场监督管理总局

公布日期：2021年 3月 9日

截止日期：2021年 3月 31日

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-03/13/content_5592724.htm
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-03/13/content_5592724.htm
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主な内容：

 各地の市場監督管理部門は 2021年 4月 1日から

全国で経営範囲の登記適正化業務を全面的に展

開し、条件のあるところでその前にも開始する

ことができる。

 「経営範囲登記表示目録（試行）」に基づいて、

経営範囲の記載内容を簡略化し、項目表示の経

営活動に関連•付属する経営方式、サービス内

容、製品規格及び生産段階などは対応する項目

を登記する。

 「経営範囲登録規範表示目録（試行）」の項目

がカバーしない業種について、総局に追加を申

請することができる。

 支社の経営範囲を本社の経営範囲項目に限定し

ない方向に改革を試みる。

主要内容：

 各地市场监管部门自 2021年 4月 1日起在全

国范围内全面开展经营范围登记规范化工

作，有条件的地方可提前开展相关工作。

 全面使用《经营范围登记规范表述目录（试

行）》，简化经营范围记载内容，与规范条

目标示的经营活动相关及附属的具体经营方

式、服务内容、产品规格及生产环节等均使

用对应的规范条目办理登记。

 对《经营范围登记规范表述目录（试行）》

中没有规范条目对应的新业态、新行业，可

提出申请，由总局统一增加、修改。

 探索改革分支机构经营范围登记，企业分支

机构登记的经营范围项目不限定在其所属企

业登记的经营范围项目内。

原文リンク：

http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/10/content_5592026.

htm

原文链接：

http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/10/content_559

2026.htm

3. 江蘇省企業従業員基本養老保険規定（改正案）
3. 江苏省发布《江苏省企业职工基本养老保险

规定（修订草案）》（征求意见稿）

関連主体: 一般企業

公布機関:江蘇省政府弁公庁

公布日：2021年 2月 24日

締切日：2021年 3月 26日

主な内容：

使用者が会社の全従業員賃金基数の合計を納付

基数とし、16%で納付する。保険加入者（柔軟な雇

用形態下の就業者を除く）は、本人の賃金基数の 8%

で納付する。柔軟な雇用形態下の就業者は本人の賃

金基数の 20%によって納付する。

相关主体：一般企业主体

发布机关：江苏省人社厅

公布日期：2021年 2月 24日

截至日期：2021年 3月 26日

主要内容：

《草案》拟规定，用人单位以本单位全部职

工缴费工资基数之和作为缴费工资基数，按 16%

缴费。参保人员（不含灵活就业人员）按照本人

缴费工资基数的 8%缴费。灵活就业人员按本人缴

费工资基数的 20%缴费。

原文リンク：

http://jshrss.jiangsu.gov.cn/art/2021/2/24/art_78504_967

9447.html

原文链接：

http://jshrss.jiangsu.gov.cn/art/2021/2/24/art_78504

_9679447.html

http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/10/content_5592026.htm
http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/10/content_5592026.htm
http://jshrss.jiangsu.gov.cn/art/2021/2/24/art_78504_9679447.html
http://jshrss.jiangsu.gov.cn/art/2021/2/24/art_78504_9679447.html
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4. 安徽省女性従業員権利保護集団契約（参考）
4. 安徽省发布女职工权益保护专项集体合同参

考文本

関連主体：一般企業

公布機関：安徽省人力資源・社会保障庁及び省総労

働組合

公布日：2021年 3月 5日

施行日：2021年 3月 5日

主な内容:

女性従業員の生理的特徴を十分に考慮し、その募

集・使用、職業安全、休憩休暇、結婚、妊娠、出産、

授乳などについて指導意見を示した。

相关主体：一般企业主体

发布机关：安徽省人社厅联合省总工会

发布日期：2021年 3月 5日

施行日期：2021年 3月 5日

主要内容：

《文本》充分考虑女职工生理特点，对女职

工招录使用、特殊劳动保护、休息休假、结婚、

怀孕、生育、哺乳等权益保护给出了指导意见。

原文リンク：

http://hrss.ah.gov.cn/zxzx/gsgg/8465939.html

原文链接：

http://hrss.ah.gov.cn/zxzx/gsgg/8465939.html

5. 医療機器緊急審査承認手続（改正案）
5. 国家药监局综合司公开征求《医疗器械应急

审批程序（修订稿征求意见稿）》意见

関連主体：医療機器企業

公布機関：薬監局

公布日：2021年 3月 5日

締切日：2021年 4月 15日

主な内容：

 緊急審査承認制度は緊急公共衛生事件に対処す

る必要があるが、国内で同種の製品が発売され

ていないか、あるいは国内で発売された同種の

製品の供給が緊急時の需要を満たすことができ

ない国内第 3類と輸入医療機器であって、国家

薬品監督管理局が確認したものに適用される。

 医療機器の緊急審査承認について、条件付きの

発売承認では、医療機器登録証の有効期間と登

録証に明記された条件の完成期限が一致し、原

則上 1年を超えない。登録者が条件を完成する

場合、期限が切れる前に継続登録を申請するこ

とができ、要求に符合する場合は更新され、登

録証の有効期間は 5年となる。

 医療機器の緊急審査承認を申請する国内の登録

申請者は製品の使用に必要な状況及び製品の研

相关主体：医疗器械企业

发布机关：药监局

公布日期：2021年 3月 5日

截至日期：2021年 4月 15日

主要内容：

 应急审批制度适用于突发公共卫生事件应急

所需，且在我国境内尚无同类产品上市，或

虽在我国境内已有同类产品上市，但产品供

应不能满足突发公共卫生事件应急处理需

要，并经国家药品监督管理局确认的境内第

三类和进口医疗器械的审批。

 对于应急审批医疗器械，附条件批准上市的，

医疗器械注册证的有效期与注册证注明的附

带条件的完成时限一致，原则上不超过 1年。

如注册人完成附带条件，可以在到期之日前

申请办理延续注册，符合要求的给予延续注

册，注册证有效期为 5年。

 拟申请医疗器械应急审批的，境内注册申请

人应当将产品应急所需的情况及产品研发情

http://hrss.ah.gov.cn/zxzx/gsgg/8465939.html
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究開発状況を省、自治区、直轄市薬品監督管理

局に報告しなければならない。省、自治区、直

轄市薬品監督管理局は速やかに関連医療機器の

研究開発状況を把握し、必要な場合早期段階に

申請製品が第 4条に合致するかどうかを審査す

る。その審査に合格する国内の第 3類医療器械

については、省、自治区、直轄市薬品監督管理

局が関連証明書を発行し、速やかに登録申請者

に関連申告を指導する。

况告知相应的省、自治区、直辖市药品监督

管理局，省、自治区、直辖市药品监督管理

局应当及时了解相关医疗器械研制情况，必

要时采取早期介入的方式，对拟申报产品进

行技术评估，对于产品是否符合本程序第四

条要求进行初步审核，对于初审符合要求的

境内第三类医疗器械，由省、自治区、直辖

市药品监督管理局出具相关证明，并及时指

导注册申请人开展相关申报工作。

原文リンク：

https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/zhqyj/zhqyjylqx/202103

05171756110.html

原文链接：

https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/zhqyj/zhqyjylqx/202

10305171756110.html

6. 国外発売中国内未発売の化学薬品薬学研究と

評価技術要求（試行）

6. 国家药监局药审中心关于发布《境外已上市

境内未上市化学药品药学研究与评价技术要

求（试行）》的通告

関連主体：医薬企業

公布機関：薬監局薬審センター

公布日：2021年 3月 3日

施行日：2021年 3月 3日

主な内容：

 国外ですでに発売されているが、国内で発売さ

れていない化学薬品は主に 2種を含む。（1）国

外発売中国内未発売の創薬の後発薬、つまり化

学薬品 3類。（2）国内での販売を申請する国外

発売中の薬品、つまり化学薬品 5類（国内発売

中の創薬である化学薬品の 5.2類には適用しな

い）。国外発売中国内未発売の製剤と関連して

申告された原料薬には、本技術要求を適用する。

 「技術要求」は国外発売中国内未発売の化学薬

品の研究開発に、参考できる技術基準を提供し、

発売を早めることを目的としている。

相关主体：医药企业

发布机关：药监局评审中心

公布日期：2021年 3月 3日

施行日期：2021年 3月 3日

主要内容：

 适用于境外已上市境内未上市的化学药品，

主要包括两类情形：（1）境内申请人仿制境

外上市但境内未上市原研药品的药品，即化

学药品 3类；（2）境外上市的药品申请在境

内上市，即化学药品 5类（不适用于原研药

品已在境内上市的化学药品 5.2 类）。与境

外已上市境内未上市制剂关联申报的原料药

适用于本技术要求。

 《技术要求》意在为境外已上市境内未上市

化学药品研发提供可参考的技术标准，加快

上市进程。

原文リンク：

http://www.cde.org.cn/news.do?method=viewInfoComm

on&id=22e22f0726b4910c

原文链接：

http://www.cde.org.cn/news.do?method=viewInfoC

ommon&id=22e22f0726b4910c

https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/zhqyj/zhqyjylqx/20210305171756110.html
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/zhqyj/zhqyjylqx/20210305171756110.html
http://www.cde.org.cn/news.do?method=viewInfoCommon&id=22e22f0726b4910c
http://www.cde.org.cn/news.do?method=viewInfoCommon&id=22e22f0726b4910c
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■ 情報ファイル／商务信息

1. 両会：「14・5」計画と 2035年遠景目標要綱（全

文）を公布

1. 两会："十四五"规划和 2035年远景目标纲要

（全文）发布

2021年の両会（第 13期全国人民代表大会第 4回

会議と全国政治協商会議第 13期第 4回会議）は北京

で閉幕した。

「中華人民共和国国民経済と社会発展第 14 次 5
カ年計画と 2035年遠景目標要綱」を会議の重要な議

題として採決した。

習近平新時代の中国の特色ある社会主義思想に基

づき、「十四五」期間の経済社会発展の主要目標と

重要な任務を数値化すると表明している。

2021年两会（十三届全国人大四次会议和全

国政协十三届四次会议）日前在北京闭幕。

此次会议一项重要议程是通过了《中华人民

共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和

2035年远景目标纲要》，其全文内容已正式公布。

《纲要》提出，要坚持以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，实化量化“十四五”时

期经济社会发展主要目标和重大任务。

2. 上海市政府は 2021年の立法活動計画を発表 2. 上海市政府印发 2021年立法工作计划

3月 11日、上海市政府弁公庁は「2021年立法工作

計画」を発表した。

10 件の地方法規を全国人民代表大会常務委員会

の審議に上程し、17件の政府規定を制定、改正また

は廃止する予定である。このほか、予備立法は 9件、

立法調査は 23件、立法後評価は 8件ある。

「証照分離」（工商部門による営業許可証発行と、

各行政主管部門による許認可の分離をいう）改革、

ビジネス環境の最適化、行政許認可事項の廃止・変

更、組織改革の推進、現行の開放政策に合わずに行

政処罰法の改正に伴って修正された規定の整理など

は、「上海市政府規則と行政規範的文書即時整理規

定」に基づき、速やかに上海市司法局に改正・廃止

に関する決定案などを提出する。

3月 11日，上海市政府办公厅发布通知，印

发《上海市人民政府 2021年立法工作计划》。

根据《计划》，10件地方性法规项目拟提请

市人大常委会审议，17件政府规章项目拟制定、

修改或废止。此外，还有 9件预备项目、23件调

研项目、8件立法后评估项目。

《计划》明确，对于涉及“证照分离”改革、

优化营商环境、取消调整行政审批事项、推进机

构改革、与现行开放政策不符以及行政处罚法修

改的规章清理等，将由起草部门和单位按照《上

海市政府规章和行政规范性文件即时清理规定》，

及时向市司法局送交修改、废止的清理决定草案

等材料。

3. 2021年に上海市が全面的に「インターネットワ

ンストップサービス」を強化する改革活動の要

点発表

3. 2021 年上海市全面深化“一网通办”改革工

作要点发布

2021年 3月 12日、上海市人民政府は下記内容の

「2021年全面的に「インターネットワンストップサ

ービス」を強化する改革要点」を発表した。

1. 「インターネットワンストップサービス」を企

業経営の全周期に適用し、新設、変更、抹消、

2021 年 3 月 12 日，上海市人民政府发布

《2021年上海市全面深化“一网通办”改革工作要

点》，《工作要点》提出：

1. 将“一网通办”应用到企业经营全周期，包括
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サービス、優待政策、一般的優待金融政策、総

合納税、特別資金、雇用就業を含む。

2. 政務サービス総合窓口改革を全面的に実施し、

統一受理、分類審査を通して、統一窓口で証明

を発行し、全市総合窓口の比率は 80%に達する

ことを目標とする。

3. 長江デルタの「インターネットワンストップサ

ービス」サービスを新たに 100項目追加し、日

常生活に密接に関わるサービス事項を他地域で

もできるようにする。

4. 基本的に政府証明書類をまとめて入庫し、電子

印鑑の応用範囲を広げ、電子ファイル管理が日

常生活に密接に関わるサービス事項をカバーす

ることを実現する。

开办、变更、注销和办事服务、惠企政策、

普惠金融、综合纳税、专项资金、用工就业。

2. 全面实施政务服务综合窗口改革，做到前台

统一受理，后台分类审批，统一窗口出件，

目标全市综合窗口比例达到 80%。

3. 新增 100项长三角“一网通办”服务，推进高

频政务服务事项跨区域通办。

4. 目标基本实现政府核发的证照类材料全面归

集入库，拓展电子印章应用范围，实现电子

档案管理基本覆盖高频政务服务事项。

4. 交通部：電子商取引貨物の輸入港・空港のスム

ーズな通行を目指す

4. 交通部：做好进口电商货物港航“畅行工程”

有关工作

3月 8日、交通部弁公庁は「電子商取引貨物の輸

入港・空港におけるスムーズな通行に関する通知」

で、1年をかけて、天津、青島、上海、寧波舟山、

アモイ、広州の 6の海港、蕪湖を含む河川港及び主

要輸入電子商取引企業に重点を置き、港・空港ブロ

ックチェーン電子貨物プラットフォームを積極的に

利用することにより、主要輸入電子商取引貨物の証

明書取得に必要な時間を 2日間から 4時間以内に短

縮させ、非接触化を実現することを表明した。

2021年 4月末までに、港・空港ブロックチェーン

電子貨物プラットフォームを導入し、2021年 9月末

までに、証明書取得に必要な時間を 2日間から 4時

間以内に短縮させ、12月末までに改善を続ける。

3月 8 日，交通部办公厅公布《关于做好进

口电商货物港航“畅行工程”有关工作的通知》，

提出利用 1年的时间，以天津、青岛、上海、宁

波舟山、厦门、广州港等 6个沿海港口和芜湖等

沿江港口以及主要进口电商企业为重点，积极应

用港航区块链电子放货平台，实现主要进口电商

货物港航单证平均办理时间由 2天缩短至 4小时

以内，全程无接触。

《通知》提出，2021年 4月底前，基本完成

港航区块链电子放货平台部署。2021年 9月底前，

压缩港航单证平均办理时间至 4小时以内，12月

底前持续优化提升。

5. 中国人民銀行、国家外貨管理局：多国籍企業越

境資金の一括使用の更なる便利化を図る

5. 中国人民银行、国家外汇管理局：进一步便

利跨国公司跨境资金统筹使用

3月 12日、中国人民銀行、国家外貨管理局は、深

セン、北京で多国籍企業の元・外貨一体化資金プー

ル業務を試験的に展開し、多国籍企業グループの越

境資金使用の更なる便利化を図る。

試験作業は、信用レベルの高い大手多国籍企業グ

ループを対象とし、主な内容は元・外貨の一体化、

3月 12日，中国人民银行、国家外汇管理局

决定在深圳、北京开展跨国公司本外币一体化资

金池业务首批试点，进一步便利跨国公司企业集

团跨境资金统筹使用。

试点面向信用等级较高的大型跨国公司企业

集团，主要内容包括：一是统一本外币政策；二
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双方向のマクロ慎重管理、資金の振り替えと使用の

更なる便利化、一定額の外貨自由購入、日常監督管

理の強化からなる。

次の段階では、中国人民銀行と国家外貨管理局は

試験状況と政策効果に基づき、多国籍企業の元・外

貨一体化資金プール業務管理の枠組みをさらに改善

し、越境貿易と投資・融資の円滑化を絶えず向上さ

せ、良好なビジネス環境を作り出す。

是实行双向宏观审慎管理；三是进一步便利资金

划转和使用；四是实现一定额度内意愿购汇；五

是强化事中事后监管。

下一阶段，中国人民银行、国家外汇管理局

将根据试点情况及政策效果，进一步完善跨国公

司本外币一体化资金池业务管理框架，不断提升

跨境贸易和投融资便利化水平，营造良好营商环

境。

6. 米国は中国の医療製品の関税免除を9月30日ま

で延長した。

6. 美国将中国医疗产品关税豁免延长至 9月 30

日

米国貿易代表事務所（USTR）は米国時間 3月 10

日、米国政府の公式刊行物「連邦公報」で公告を発

表し、バイデン政府が中国からの約 99種類におよぶ

医療製品の関税免除を 2021年 9月 30日まで延長し、

疫病に対抗することを支援すると発表した。

免除リストの製品には、外科マスク、手袋、血圧

計の筒式カフ、X線検査台などの商品が含まれてい

る。以前トランプ政権が「301条項」に基づいて医

療製品に実施について実施した関税免除は、3月 31

日に期限に達する。

美国贸易代表办公室（USTR）于当地时间 3

月 10日在在美国政府的官方刊物《联邦公报》发

布公告，称拜登政府将把来自中国的约 99种医疗

产品的关税豁免延长至 2021年 9月 30日，以帮

助抗击新冠疫情。

豁免清单中的产品包括外科口罩、手套、血

压计筒式袖带和 X光检测台等商品。此前，特朗

普政府根据“301条款”对医疗产品实施的关税豁

免将于 3月 31日到期。

■ ウィチャット公式アカウント文章／公众号文章

 3月 16日から、北京に入る際の防疫策が変更

リンク：

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4N

Q==&mid=2649662326&idx=1&sn=f55274ff3e1b3768c

91694794892ba04&chksm=f17e5264c609db7246cf0f65

5ec8c7d7ef155c3e038f2e8ac921a6d458572f56a20ef831

c9da&token=1456094047&lang=zh_CN#rd

 里格 Q&A | 労災関連の労働契約解除について

リンク：

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4N

 劳动者获得北京户口后离职，用人单位主

张违约金还是赔偿损失？

链接：

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOT

A4NQ==&mid=2649662300&idx=1&sn=5cce016d

5332d178ec7756f8fc451d01&chksm=f17e524ec60

9db582e37ceb8cecb97f7195935263dc7a195f530f7e

03a00f0791a365f91f0bf&token=1456094047&lang

=zh_CN#rd

 一周要闻 | 政府工作报告明确多项劳动

和就业任务目标（2021-09）

链接：

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOT
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Q==&mid=2649662263&idx=1&sn=349bdc38fb5dc080

71ad866cf54e31b0&chksm=f17e5225c609db33ec7ae58

70dcb1d6b261779d3c05c1411553f78c1fdf1e73f8c4f1a7

073b8&token=1456094047&lang=zh_CN#rd

 今年、上海でお花見を

リンク：

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4N

Q==&mid=2649662326&idx=2&sn=2139c4a3a213fd6e

118f2fdd5c3b8b72&chksm=f17e5264c609db725a6d8b9

d0704cea6ae8747e5b0d8053324a09f3ee72aa13b2b27cb

9bf620&token=1456094047&lang=zh_CN#rd

 ライブコマースにおける虚偽宣伝

リンク：

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4N

Q==&mid=2649662260&idx=1&sn=781eb1ae61f2bfe7a

d52779c694b2e78&chksm=f17e5226c609db304add3e3a

dc23f4a46ba4a570c38808633af953abd9f3cd41f4b63bb4

6e98&token=1456094047&lang=zh_CN#rd

 刑法改正案施行 25項の罪名追加

リンク：

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4N

Q==&mid=2649662213&idx=1&sn=7c02bd8198bb7b9c

8fe91039a0bf99ab&chksm=f17e5217c609db01dd52647

ae0b358ac170d9217709f50b65bb7523eeffecfdf5767a57

29b56&token=1456094047&lang=zh_CN#rd

A4NQ==&mid=2649662260&idx=2&sn=1eef743e

4f9d0487bdc13a23652ba95f&chksm=f17e5226c60

9db30bfbdd9e135e0452a89fe26ca7a1ee8dec468128

a5c679ecb5f5d42f4b603&token=1456094047&lang

=zh_CN#rd

 里格 2021年首场 VIP客户活动

链接：

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOT

A4NQ==&mid=2649662213&idx=2&sn=fe924660

527ad63bf7614798f2dbe15e&chksm=f17e5217c60

9db012f31067b1051b876a3737e09565bba5c08169e

a37da42afdd9b678d37de6&token=1456094047&la

ng=zh_CN#rd

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649662326&idx=2&sn=2139c4a3a213fd6e118f2fdd5c3b8b72&chksm=f17e5264c609db725a6d8b9d0704cea6ae8747e5b0d8053324a09f3ee72aa13b2b27cb9bf620&token=1456094047&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649662326&idx=2&sn=2139c4a3a213fd6e118f2fdd5c3b8b72&chksm=f17e5264c609db725a6d8b9d0704cea6ae8747e5b0d8053324a09f3ee72aa13b2b27cb9bf620&token=1456094047&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649662326&idx=2&sn=2139c4a3a213fd6e118f2fdd5c3b8b72&chksm=f17e5264c609db725a6d8b9d0704cea6ae8747e5b0d8053324a09f3ee72aa13b2b27cb9bf620&token=1456094047&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649662326&idx=2&sn=2139c4a3a213fd6e118f2fdd5c3b8b72&chksm=f17e5264c609db725a6d8b9d0704cea6ae8747e5b0d8053324a09f3ee72aa13b2b27cb9bf620&token=1456094047&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649662326&idx=2&sn=2139c4a3a213fd6e118f2fdd5c3b8b72&chksm=f17e5264c609db725a6d8b9d0704cea6ae8747e5b0d8053324a09f3ee72aa13b2b27cb9bf620&token=1456094047&lang=zh_CN
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許可を得ずに、印刷、転載、抄録編集、翻訳をする

ことはできません。

「EXPRESS」についてのご意見やご提案、ならび

に本誌の受信をご希望されない場合は、お手数です

が、下記の方法にて当所までご連絡ください。速や

かに対応をさせていただきます。

すでに当所のサービスをご利用のお客様につき

ましては、委託される弁護士または担当スタッフに

直接ご連絡いただいても結構です。
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