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法令急送便／新法速递

1. 税金の徴収と管理の改革の更なる強化に関す

る意見

1. 中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于

进一步深化税收征管改革的意见》

関連主体：一般企業

公布機関：中共中央弁公庁、国務院弁公庁

公布日：2021年 3月 24日

施行日：2021年 3月 24日

主な内容:

改革のための 30項目の措置を盛り込んでいる。

重点分野のリスク予防と監督・管理を強化し、脱

税の多発業種・地域に対して、抜き取り検査の回数

を適度に増やす。収入隠し、コスト水増し、利益移

転及び「税収低地」、「二重契約」及び関連取引等

の脱税行為に対する抑制と監督・検査に力を入れ

る。また、課税管理のデジタル化を全面的に推進し、

2021 年に全国統一の電子領収書サービスプラット

フォームを建設し、オンラインで無料電子領収書を

24時間提供する。

相关主体：一般企业主体

发布机关：中共中央办公厅、国务院办公厅

发布日期：2021年 3月 24日

实施日期：2021年 3月 24日

主要内容：

中办、国办公布《关于进一步深化税收征管

改革的意见》（以下简称《意见》），于 3月 24

日公布全文，提出三十条举措。

《意见》要求加强重点领域风险防控和监管，

对逃避税问题多发的行业、地区适当提高抽查比

例。对隐瞒收入、虚列成本、转移利润以及利用“税

收洼地”、“阴阳合同”和关联交易等逃避税行为，

加大依法防控和监督检查力度。《意见》还提出

要全面推进税收征管数字化升级改造， 2021年

建成全国统一的电子发票服务平台，24小时在线

免费提供电子发票服务。

原文リンク：

http://www.gov.cn/zhengce/2021-03/24/content_559538

4.htm

原文链接：

http://www.gov.cn/zhengce/2021-03/24/content_559

5384.htm

2. 常用のモバイルインターネットアプリケーシ

ョンに必要な個人情報範囲規定

2. 四部门印发《常见类型移动互联网应用程序

必要个人信息范围规定》

関連主体：一般企業

公布機関：国家インターネット情報弁公室、工業・

情報化部、公安部、国家市場監督管理総局

公布日：2021年 3月 12日

施行日：2021年 5月 1日

主な内容：

地図ナビゲーション、ネット予約車、インスタン

ト通信、ネットショッピングなど 39 種の常用のモ

バイルアプリケーションに必要な個人情報の範囲

を明確にしたうえ、必要でない個人情報の提供を拒

相关主体：一般企业主体

发布机关：国家互联网信息办公室、工业和信息

化部、公安部、国家市场监督管理总局

公布日期：2021年 3月 12日

实施日期：2021年 5月 1日

主要内容：

《规定》明确了地图导航、网络约车、即时

通信、网络购物等 39类常见类型移动应用程序必

要个人信息范围，要求其运营者不得因用户不同

意提供非必要个人信息，而拒绝用户使用 App基

http://www.gov.cn/zhengce/2021-03/24/content_5595384.htm
http://www.gov.cn/zhengce/2021-03/24/content_5595384.htm
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否したため、アプリ基本機能の利用を拒否すること

を禁止する。

本功能服务。

原文リンク：

http://www.cac.gov.cn/2021-03/22/c_161799099705427

7.htm

原文链接：

http://www.cac.gov.cn/2021-03/22/c_161799099705

4277.htm

3. 行政再審申請事件の取り扱い問題に関する規

定

3. 最高法公布《最高人民法院关于办理行政申

请再审案件若干问题的规定》

関連主体:一般企業

公布機関: 最高人民法院

公布日：2021年 3月 26日

施行日：2021年 4月 1日

主な内容:

再審判決・裁定について検察院に「抗訴」や検察

異議を申請する権利を再確認する。再審申請の却下

事由、高級人民法院による審理事件の類型及び最高

人民法院による再審事件の類型を定める。

相关主体：一般企业主体

发布机关：最高人民法院

公布日期：2021年 3月 26日

施行日期：2021年 4月 1日

主要内容：

《申请再审规定》重申了当事人就再审判决、

裁定向人民检察院申请抗诉或者检察建议的权

利；明确了迳行裁定驳回申请再审的情形；明确

了决定由高级人民法院审查的具体案件类型以及

最高人民法院裁定再审案件的基本类型。

原文リンク：

http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-293041.html

原文链接：

http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-293041.ht

ml

4. 越境 EC小売輸入の試行拡大、監督管理の厳格

な実施に関する通知

4. 六部门发布《关于扩大跨境电商零售进口试

点、 严格落实监管要求的通知》

関連主体: 越境 EC小売企業

公布機関: 商務部、発展改革委員会、財政部、税関

総署、税務総局、市場監督管理総局

公布日：2021年 3月 18日

施行日：2021年 3月 18日

主な内容:

越境 EC小売輸入の試行範囲を全ての自由貿易試

験区、越境 EC総合試験区、総合保税区、輸入貿易

促進革新モデル区、保税物流センター（B型）の所

在市（および地域）に拡大する。今後、関連都市が

所在地の税関による確認を受けた後、商財発-〔2018〕

相关主体： 跨境电商零售企业

发布机关：商务部、发展改革委、财政部、海关

总署、税务总局、市场监管总局

公布日期：2021年 3月 18日

施行日期：2021年 3月 18日

主要内容：

《通知》明确，将跨境电商零售进口试点范

围扩大至所有自贸试验区、跨境电商综试区、综

合保税区、进口贸易促进创新示范区、保税物流

中心（B型）所在城市（及区域），今后相关城

市经所在地海关确认符合监管要求后，即可按照

http://www.cac.gov.cn/2021-03/22/c_1617990997054277.htm
http://www.cac.gov.cn/2021-03/22/c_1617990997054277.htm
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486号に従って、ネット通販保税業務（税関監督管

理方式コード 1210）を行うことができる。また、各

試行都市は、税関特別監督管理区外での二次販売な

どの規定違反行為を速やかに調査し、処分しなけれ

ばならない。

商财发〔2018〕486号要求开展网购保税进口（海

关监管方式代码 1210）业务。《通知》还要求各

试点城市及时查处在海关特殊监管区域外开展二

次销售等违规行为。

原文リンク：

http://cws.mofcom.gov.cn/article/xxfb/202103/20210303

046247.shtml

原文链接：

http://cws.mofcom.gov.cn/article/xxfb/202103/2021

0303046247.shtml

5. 医療機器経営監督管理弁法（改正意見募集案）

5. 国家药品监督管理局关于《医疗器械经营监

督管理办法（修订草案征求意见稿）》公开

征求意见的通知

関連主体：医療機器企業

公布機関：薬品監督管理局

公布日：2021年 3月 26日

施行日：2021年 4月 25日

主な内容：

 医療機器の登録者、届出者は、その登録、届出

した医療機器を自ら販売する以外、医療機器経

営企業に販売を委託することもできる。販売委

託は、条件に合致する医療機器経営企業と委託

契約を締結し、双方の権利と義務を明示しなけ

ればならない。

 経営許可及び届出に必要な「その他の証明資料」

の提出に関する現行規定を廃止するとともに、

関連資料がオンラインで確認できる場合には、

提供を不要にする。従来の申請資料に対する 30

業務日の審査期間を、受理日から 20業務日以内

に短縮する。三類経営許可の申請し、二類経営

届出手続については、資料提出の場で検査規定

を完了する。製品の安全性、効果が流通の影響

を受けない第二類医療機器については、経営届

出を免除できる。

原文リンク：

https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/2021032610

1246169.html

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 26日

截止日期：2021年 4月 25日

主要内容：

 《征求意见稿》规定，医疗器械注册人、备

案人可以自行销售其注册、备案的医疗器械，

也可以委托医疗器械经营企业销售。医疗器

械注册人、备案人委托销售的，应当委托符

合条件的医疗器械经营企业，并签订委托协

议，明确双方的权利和义务。

 《征求意见稿》取消了原《办法》中办理经

营许可和备案中提交“其他证明材料”的规

定，同时明确相关资料可通过联网核查的，

无须申请人提供。将原来的 30个工作日内对

申请资料进行审核，调整为自受理之日起 20

个工作日内作出决定。对于同时申请三类经

营许可和办理二类经营备案程序的，提交一

次资料，一并完成现场核查规定。对产品安

全性、有效性不受流通过程影响的第二类医

疗器械，可以免予经营备案。

原文链接：

https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/202103

26101246169.html

http://cws.mofcom.gov.cn/article/xxfb/202103/20210303046247.shtml
http://cws.mofcom.gov.cn/article/xxfb/202103/20210303046247.shtml
http://cws.mofcom.gov.cn/article/xxfb/202103/20210303046247.shtml
http://cws.mofcom.gov.cn/article/xxfb/202103/20210303046247.shtml
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20210326101246169.html
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20210326101246169.html
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6. 医療機器登録管理弁法（改正意見募集案）

6. 国家药品监督管理局关于《医疗器械注册管

理办法（修订草案征求意见稿）》公开征求

意见的通知

関連主体：医療機器企業

公布機関：薬監局

公布日：2021年 3月 26日

締切日：2021年 4月 25日

主な内容：

 第二類、第三類医療機器検査報告の内容を改正

する。登録申告で医療機器検査機構に提出する

検査報告書は申請者の自己検査報告書でも、資

格を有する医療機器検査機構に委託した検査報

告書でよい。また、革新医療機器の国外発売証

明文書の内容を改正する。国外で発売していな

い革新医療機器については、国外発売証明書類

を不要にする。

 条件付き承認の内容を改正する。希少な疾病の

治療、命を脅かすが、効果的治療手段がない疾

病及び公衆衛生事件への対応などに需要度の高

い医療機器に対して、薬品監督管理部門は医療

機器登録証に有効期間、発売後にも継続する必

要がある研究業務及び完了期限等の関連事項を

付記した上、条件付き承認をすることができる。

 説明書概要の内容を新設する。登録申請者は医

療機器の製品説明書の概要を作成しなければな

らない。登録審査承認を経た製品説明書の概要

は医療機器登録証の添付書類として発行し、発

売される医療機器は登録承認を経た製品説明書

概要の内容と一致しなければならない。

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 26日

截止日期：2021年 4月 25日

主要内容：

 《征求意见稿》调整了第二类、第三类医疗

器械检验报告的要求。将注册申报需提交医

疗器械检验机构的检验报告，调整为检验报

告可以是申请人的自检报告，也可以是委托

有资质的医疗器械检验机构出具的检验报

告。同时调整了创新医疗器械境外上市证明

文件的要求。将境外医疗器械均需提交境外

上市证明文件，调整为未在境外上市的创新

医疗器械，不需提交境外上市证明文件。

 调整了附条件审批的要求。明确对用于治疗

罕见疾病、严重危及生命且尚无有效治疗手

段的疾病和应对公共卫生事件等急需的医疗

器械，药品监督管理部门可以作出附条件批

准决定，并在医疗器械注册证中载明有效期、

上市后需要继续完成的研究工作及完成时限

等相关事项。

 新增了说明书概要的要求。明确注册申请人

应当编制拟注册医疗器械的产品说明书概

要，经注册审查核准的产品说明书概要作为

医疗器械注册证附件形式发给申请人，上市

的医疗器械应当与经注册核准的产品说明书

概要限定内容一致。

原文リンク：

https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/2021032609

4015179.html

原文链接：

https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/202103

26094015179.html

7. 医療機器生産監督管理弁法（改正意見募集案）

7. 国家药品监督管理局关于《医疗器械生产监

督管理办法（修订草案征求意见稿）》公开

征求意见的通知

https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20210326094015179.html
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20210326094015179.html
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関連主体：医療機器企業

公布機関：国家薬品監督管理局

公布日：2021年 3月 26日

施行日：2021年 4月 25日

主な内容：

 生産品質管理に関する第 3章で医療機器の登録

者、登録者及び受託生産企業の品質管理責任を

明確にする。双方の委託契約の内容を規定し、

リスク管理、研修、サプライヤー審査、工程変

更、検査及び確認、遡及、唯一標識等に関して

詳細に規定し、生産許可及び販売許可を導入す

ることによって、双方が効果的に連携する医療

機器生産品質管理体制を構築する。

 医療機器の全ライフサイクルの管理を強化し、

生産報告制度を採用する。第一に、生産報告で

ある。医療機器の登録者、登録者、受託生産企

業は生産開始、生産一時停止、生産再開状況を

所在地の薬品監督管理部門に報告する。第二に、

年度自己検査報告である。医療機器の登録者、

登録者、受託生産企業は毎年品質管理体制に対

して自己検査を行い、国家薬品監督管理局の規

定に基づき所在地の薬品監督管理部門にその結

果を報告する。第三に、生産条件の変化報告で

ある。医療機器の登録者、登録者、受託生産企

業は生産条件に重大な変化が生じ、医療機器品

質管理の基準に合致しない場合、直ちに是正措

置を講じる。医療機器の安全、効果に影響を及

ぼす可能性がある場合は、直ちに生産活動を停

止し、所在地の薬品監督管理部門に報告する。

受託生産企業は速やかに変更状況を医療機器登

録者、届出者に通知する。

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 26日

截止日期：2021年 4月 25日

主要内容：

 《征求意见稿》单列第三章生产质量管理，

明确医疗器械注册人、备案人和受托生产企

业质量管理责任划分，增加双方委托协议应

当包括的内容，细化在风险管控、培训、供

应商审核、工艺变更、验证和确认、追溯、

唯一标识等方面的要求，引入生产放行和上

市放行，以确保双方建立有效衔接的医疗器

械生产质量管理体系。

 强化医疗器械全生命周期的管理，采用生产

报告制度。一是生产动态报告。对医疗器械

注册人、备案人、受托生产企业开始生产、

暂停生产、恢复生产情况如何向所在地药品

监督管理部门报告做出了明确规定。二是年

度自查报告。医疗器械注册人、备案人、受

托生产企业应当每年对质量管理体系的运行

情况进行自查，按照国家药品监督管理局的

规定每年向所在地药品监督管理部门提交自

查报告。三是生产条件变化报告。医疗器械

注册人、备案人、受托生产企业的生产条件

发生重大变化，不符合医疗器械质量管理体

系要求的，应当立即采取整改措施。可能影

响医疗器械安全、有效的，应当立即停止生

产活动，并向所在地药品监督管理部门报告。

受托生产企业应当及时将变更情况告知医疗

器械注册人、备案人。

原文リンク：

https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/2021032610

0413165.html

原文链接：

https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/202103

26100413165.html

https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20210326100413165.html
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20210326100413165.html
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8. 天津市使用者労働保障信用ランク付けに関す

る監督管理弁法（試行）

8. 天津市人社局印发《天津市用人单位劳动

保障信用分级分类监管办法（试行）》

関連主体: 一般企業

公布機関:天津市人力資源・社会保障局

公布日：2021年 3月 24日

施行日：2021年 5月 1日

主な内容：

使用者の労働保障状況を主に人力資源・社会保障

関連の法律法規の遵守、法定義務の履行などによっ

て評価し、A＋（優秀）、A（良好）、B（一般）、

C（比較的悪い）に格付けする。

C（比較的悪い）格付けの使用者は、行政許可手

続きにおいて承諾制審査などの便利措置の適用範

囲が制限され、重点監督対象として日常検査が強化

され、主要責任者、直接責任者が法令遵守の教育面

談に呼び出され、且つその面談状況が使用者信用記

録に記入される。

相关主体：一般企业主体

发布机关：天津市人社局

公布日期：2021年 3月 24日

施行日期：2021年 5月 1日

主要内容：

办法规定，用人单位劳动保障信用等级主

要依据其遵守人社法律法规、履行法定义务等

相关情况进行评价，一般分为四个等级：A+

级（优秀）、A级（良好）、B级（一般）、

C级（较差）。

被评为 C 级（较差）的用人单位，在办

理行政许可过程中，减少对其采取承诺制审批

等便利化措施的范围；列为日常监管重点对

象，强化日常巡视检查；对主要负责人、直接

责任人进行约谈，敦促其遵守人社法律法规，

约谈情况应当记入用人单位信用记录。

原文リンク：

http://hrss.tj.gov.cn/zhengwugongkai/zhengcezhinan/zxw

jnew/202103/t20210325_5394052.html

原文链接：

http://hrss.tj.gov.cn/zhengwugongkai/zhengcezhi

nan/zxwjnew/202103/t20210325_5394052.html

9. 建設プロジェクト職業病リスク分類管理目次
9. 卫健委公布《建设项目职业病危害风险分

类管理目录》

関連主体：一般企業

公布機関：広東省人力資源・社会保障庁

公布日：2021年 3月 12日

施行日：2021年 3月 12日

主な内容:

建設プロジェクトの職業病防護施設の「三同時」

（同時に設計、同時に施工、同時に生産・使用開始）

ルール、作業場所の職業衛生管理に関する規定と表

題の「目次」に従い、建設プロジェクト職業病防護

施設の管理と作業場所の職業病危害因子定期検査

を実施しなければならない。

相关主体：一般企业主体

发布机关：卫健委办公厅

发布日期：2021年 3月 12日

施行日期：2021年 3月 12日

主要内容：

通知要求，建设单位和用人单位应当按照

建设项目职业病防护设施“三同时”、工作场所

职业卫生管理相关规定和《目录》，开展建设

项目职业病防护设施管理和工作场所职业病

危害因素定期检测工作。

http://hrss.tj.gov.cn/zhengwugongkai/zhengcezhinan/zxwjnew/202103/t20210325_5394052.html
http://hrss.tj.gov.cn/zhengwugongkai/zhengcezhinan/zxwjnew/202103/t20210325_5394052.html
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原文リンク：

http://www.nhc.gov.cn/zyjks/zcwj2/202103/d1ef4672b5a

643c9966832b593a6ddc2.shtml

原文链接：

http://www.nhc.gov.cn/zyjks/zcwj2/202103/d1ef

4672b5a643c9966832b593a6ddc2.shtml

情報ファイル／商务信息

1. 国務院：「政府活動報告」の重点任務実行に関

する意見

1. 国务院：落实《政府工作报告》重点工作分

工的意见

3月 25日、国務院は「政府活動報告」の重点任務

の実施に関する意見を公布した。人社部に関する内

容は 34項目あり、その中、人社部が担当しまたは他

の部門と共同で担当する内容は 14項目。

「新就業形態の適正的発展を支援し、職業傷害保

障の推進試行を加速させる」、「就業地での社会保

険加入に係る戸籍制限を緩和する」、「第三柱の養

老保険の適正的発展をする」など今年の両会で話題

になった内容について、明確な計画を立て、年内に

政策を策定するとしている。

3月 25日，国务院公布关于落实《政府工作

报告》重点工作分工的意见。意见涉及人力资源

社会保障部的工作内容有 34处。其中，由人力资

源社会保障部牵头、或者会同其他部门共同牵头

的工作内容有 14处。

尤其值得关注的是“支持和规范发展新就业

形态，加快推进职业伤害保障试点”“推动放开在

就业地参加社会保险的户籍限制”“规范发展第三

支柱养老保险”等今年两会上引起热议的工作内

容，都有明确的时间计划，要求年内出台政策并

持续推进。

2. 国家知的財産権局：商標に対する悪意ある出願

行為を取り締まる特別行動を展開する

2. 国知局：集中开展打击商标恶意抢注行为专

项行动

3月 23日、国家知的財産権局は、2021年 3月から、

商標に対する悪意ある出願行為を取り締まる特別行

動を展開する通知を発表した。

特別行動は処罰、行政指導などの措置を総合的に

運用し、商標の悪意ある出願行為の行政処罰情報を

法に基づいて全国公共信用情報目録に掲載し、信用

記録に記入する。

3 月 23 日，国知局发布通知，自 2021 年 3

月起，将集中开展打击商标恶意抢注行为专项行

动。

专项行动将综合运用法律惩戒、行政指导和

信用约束等措施，包括推动将商标恶意抢注行为

的行政处罚信息依法依规纳入全国公共信用信息

目录，记入信用档案。

3. 国務院常務会議 製造業企業の研究開発費の

控除比率を高めるなどの政策を

3. 国常会部署实施提高制造业企业研发费加计

扣除比例等政策

http://www.nhc.gov.cn/zyjks/zcwj2/202103/d1ef4672b5a643c9966832b593a6ddc2.shtml
http://www.nhc.gov.cn/zyjks/zcwj2/202103/d1ef4672b5a643c9966832b593a6ddc2.shtml
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3月 24日に開かれた国務院常務会議は、製造業企

業の研究開発費の控除比率を高めるなどの政策を決

定し、合わせて、中小・零細企業の融資の元利払い

猶予政策と貸付支援計画を今年末までさらに延期す

ることを決定した。

今年 1月 1日から、製造業企業の研究開発費の控

除比率を 75%から 100%に引き上げるとともに、研

究開発費の控除計算方法を改革し、半年ごとの控除

を認め、上半期の研究開発費に関する翌年の所得税

確定申告時の控除から当年 10 月に控除できるよう

にする。

3月 24日召开的国常会部署实施提高制造业

企业研发费加计扣除比例等政策，并决定将普惠

小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持

计划进一步延至今年底。

会议决定，自今年 1月 1日起，将制造业企

业研发费加计扣除比例由 75%提高至 100%，同

时改革研发费加计扣除清缴核算方式，允许企业

自主选择按半年享受加计扣除优惠，上半年的研

发费由次年所得税汇算清缴时扣除改为当年 10

月份预缴时即可扣除。

4. 発展改革委員会などの部門、「新型消費促進加

速実施方案」を発表

4. 发改委等部门印发《加快培育新型消费实施

方案》

「インターネット+医療健康」を積極的に発展さ

せる。インターネット診療サービスと監督管理の文

書を公布し、インターネット診療とインターネット

病院の発展を推進する。実体の医療機関従事医療従

事者がインターネット病院及び診療プラットフォー

ムで業務を行うことを支援する。電子処方箋流通指

導文書を公布し、オンラインとオフラインの一体化

監督管理を強化する。医療機関の処方箋情報と薬品

の小売消費情報との相互利用を模索し、薬品のイン

ターネット販売の発展を促進する。条件に合致する

「インターネット+医療」サービス業者を基本医療

保障業者に指定する。インターネット病院と実体医

療機関の医薬保険データの相互利用を段階的に推進

し、省級インターネット医療サービス監督管理プラ

ットフォームの健全化を促進する。医療、サービス、

管理をカバーするスマート病院の建設を推進し、便

利な一体化医療サービスモデルを形成する。

このほか、小売新業態、オンライン教育、デジタ

ル文化など新たな目標を掲げている。

《方案》要求要积极发展“互联网+医疗健

康”。出台互联网诊疗服务和监管的规范性文件，

推动互联网诊疗和互联网医院规范发展。支持实

体医疗机构从业医务人员在互联网医院和诊疗平

台多点执业。出台电子处方流转指导性文件，强

化线上线下一体化监管。探索医疗机构处方信息

与药品零售消费信息互联互通，促进药品网络销

售规范发展。将符合条件的“互联网+医疗”服务机

构按规定纳入基本医疗保障定点。打通互联网医

院和实体医疗机构的数据接口，逐步推动医药保

数据互联互通，促进健全省级互联网医疗服务监

管平台。推动智慧医疗、智慧服务、智慧管理三

位一体的智慧医院建设，形成便民惠民的一体化

医疗服务模式。

此外，《方案》还对零售新业态、在线教育

以及数字文化等提出了新的要求。
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ウィチャット公式アカウント文章／公众号文章

 中国へ渡航される方へ 健康コード申請要件変

更の補充説明

リンク：

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

Q==&mid=2649662562&idx=1&sn=9c21da7afc427391

07f00bcf4ed940cb&chksm=f17e5570c609dc66fc10f0df

193fd65c90fac6ad35db539f24a900093838eff9892ee4c1

ba95&token=1327507513&lang=zh_CN#rd

 改訂後の「医療器械監督管理条例」を公布

リンク：

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

Q==&mid=2649662528&idx=1&sn=7e53eb824b438f65

873a9ff202986dd0&chksm=f17e5552c609dc4416271f7e

bd94834733cf1d458c64d15d1deefdbe853b0ea2ff0e46d8

226c&token=1327507513&lang=zh_CN#rd

 里格 Q&A | 労働契約で違約金を約定できる？

リンク：

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

Q==&mid=2649662512&idx=1&sn=697d5cc13f5c2743

cad6e4bd696cdae4&chksm=f17e5522c609dc341352ec5

c531c989a68ffbd2c69f27cd87859f931be579679eb7c613

5152e&token=1327507513&lang=zh_CN#rd

 上海にいる外国籍者向けワクチンの予約接種開

始

リンク：

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

Q==&mid=2649662512&idx=2&sn=efaf147bb0765797

 中美高层战略对话中的中方观点与专家解

读

链接：

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

A4NQ==&mid=2649662562&idx=3&sn=fb41eec2

4d80c47ae06d7c70769f94b3&chksm=f17e5570c60

9dc66e66ec0ded37acf4b9faaa01e63c0f1283fe2a5c5

5ce23ed3a7cb692349d4&token=1327507513&lang

=zh_CN#rd

 《民法典》实施后“情势变更”的几点调整

（上）

链接：

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

A4NQ==&mid=2649662528&idx=2&sn=50046c41

d8dec05cfa0a0d14764724c7&chksm=f17e5552c60

9dc443e275893aa037be1f2b5948963df6647d1c471

32fda206ad9861d1cffff7&token=1327507513&lang

=zh_CN#rd

 一周要闻 | 广东：每月 150元高温津贴拟增

加至 300元（2021-11）

链接：

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

A4NQ==&mid=2649662502&idx=2&sn=5ed6f804

2dfc7639431f82e0653a003b&chksm=f17e5534c60

9dc229e57ba025a6a59d92c985a90051051d61188fc

18539758335f9a99266b3e&token=1327507513&la

ng=zh_CN#rd

 高标准、高标准的北京金融法院正式亮相

链接：

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDA

wOTA4NQ==&mid=2649662482&idx=2&sn=e644
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23ca816d085a8c93&chksm=f17e5522c609dc3496d2bd2

c1b61acffa4363ee45c5afe6c0a08c1a7d572371fbe47884

d8240&token=1327507513&lang=zh_CN#rd

 市場監督管理総局「インターネット取引監督管

理弁法」を公布

リンク：

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

Q==&mid=2649662502&idx=1&sn=6d23027d4691c98f

b0e72ba9b954202f&chksm=f17e5534c609dc22bf81618

358e4d39d36c4340793fceec8b3355554d9822f92796c14

5f3ebb&token=1327507513&lang=zh_CN#rd

377c32e182e487fe38039ad1830a&chksm=f17e550

0c609dc1637d57ef0328516646b2b0d1fbc1e6af10a

6001c66ecf2f4fd53c9223216d&token=1327507513

&lang=zh_CN#rd

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649662502&idx=1&sn=6d23027d4691c98fb0e72ba9b954202f&chksm=f17e5534c609dc22bf81618358e4d39d36c4340793fceec8b3355554d9822f92796c145f3ebb&token=1327507513&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649662502&idx=1&sn=6d23027d4691c98fb0e72ba9b954202f&chksm=f17e5534c609dc22bf81618358e4d39d36c4340793fceec8b3355554d9822f92796c145f3ebb&token=1327507513&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649662502&idx=1&sn=6d23027d4691c98fb0e72ba9b954202f&chksm=f17e5534c609dc22bf81618358e4d39d36c4340793fceec8b3355554d9822f92796c145f3ebb&token=1327507513&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649662502&idx=1&sn=6d23027d4691c98fb0e72ba9b954202f&chksm=f17e5534c609dc22bf81618358e4d39d36c4340793fceec8b3355554d9822f92796c145f3ebb&token=1327507513&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649662502&idx=1&sn=6d23027d4691c98fb0e72ba9b954202f&chksm=f17e5534c609dc22bf81618358e4d39d36c4340793fceec8b3355554d9822f92796c145f3ebb&token=1327507513&lang=zh_CN
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※本電子刊行物の版権は弊所に属するもので、書面

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。

里格法律事務所 A&Z Law Firm

上海 Shanghai／大連 Dalian／北京 Beijing

／武漢 Wuhan／東京 Tokyo

URL：www.A-ZLF.com.cn

E-Mail：info@A-Zlf.com.cn

【上海】

中国上海市黄浦区茂名南路 58号オークラガーデン

ホテル（上海花園飯店）6階

Tel ：+86-21-5466-5477

Fax ：+86-21-5466-5977

【大連】

大連市西崗区中山路 147号森茂大厦 2104室

Tel ：+86-411-8367-1183

Fax ：+86-411-8367-1283

【北京】

北京市朝陽区東方東路 19号DRC外交オフィスビル

D1座 17階

Tel：+86-10-8531-7348

Fax：+86-10-8531-7377

【武漢】

武漢市漢口解放大道 634号新世界中心 B棟

2216室

Tel：+86-27-8342-6645

【東京】

日本東京都千代田区丸の内 2-2-1岸本ビルヂング 6階

Tel ：+81-3-4590-6672

※本电子刊物的版权属于里格，未经里格的书面许

可，不得印刷、转载、摘抄、编辑和翻译。

如果您有任何意见与建议或者您希望不再收到

《EXPRESS》，请与我们联系。通过以下联系方式

和里格联系，里格将进行迅速的回应。

对于里格的固定客户，里格推荐其直接与所属

的负责律师或客户担当人员直接联系，里格将及时

予以应对。

里格律师事务所 A&Z Law Firm

上海 Shanghai／大连 Dalian／北京 Beijing

／武汉Wuhan／东京 Tokyo

URL：www.A-ZLF.com.cn

E-Mail：info@A-Zlf.com.cn

【上海】

中国上海市黄浦区茂名南路 58号

上海花园饭店 6楼

电话：+86-21-5466-5477

传真：+86-21-5466-5977

【大连】

大连市西岗区中山路 147号森茂大厦 2104室

电话：+86-411-8367-1183

传真：+86-411-8367-1283

【北京】

北京市朝阳区东方东路 19号 DRC外交办公大楼

D1座 17层

电话：+86-10-8531-7348

传真：+86-10-8531-7377

【武汉】

武汉市汉口解放大道 634号新世界中心 B栋

2216室

电话：+86-27-8342-6645

【东京】

日本东京千代田区丸の内 2-2-1 岸本大厦 6F

电话：+81-3-4590-6672

http://www.a-zlf.com.cn/
mailto:info@A-Zlf.com.cn
http://www.a-zlf.com.cn/
mailto:info@A-Zlf.com.cn
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